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【事業報告】高齢者体操指導員資格養成講習

■開催方法：オンライン

■受講者数： 43名

■内 容： 全7時間 YouTube配信

（1） 講義：体操の意義と価値

（2） 講義：指導者のあり方

（3） 講義：高齢者の特徴・認知症について（安全対策を含む）

（4） 実技：体操の基本運動

（5） 実技：効果的な指導法１

（6） 実技：効果的な指導法２

（7） 実技：指導実践の展開

■評価方法： レポート審査



【事業報告】一般体操指導員養成講習会

■日 程： 東京会場 2021年 9月18日（土）～19日（日）

愛知会場 2022年 3月4日（金）～5日（土）

■受講者数： 東京会場 41名

愛知会場 56名

■評価方法： 実技試験（指導法）



【事業報告】2022日本体操祭

■日 程： 2022年 1月16日（日）

■場 所： 国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区）

■参加チーム数＆参加者数：

［会場発表部門］ 45チーム 1,393名

［動画発表部門］ 22チーム 412名

【合計】 67チーム 1,805名

■新規参加・・・・・おとな新体操教室，ホワイト新体操クラブ，

四谷新体操クラブ，美ら咲健康体操クラブ，

B-t history



【事業報告】2022日本体操祭

■海外エントリー： 5チーム（インドネシア，ブラジル，デンマーク）

■企業エントリー： 日本航空株式会社

■協力： 株式会社テレビ朝日

■協賛： チャコット㈱

㈱ササキスポーツ

㈱カメラワーク

オリエンタルバイオ㈱



月 日 事業内容 場所

7 31(日) 2022日本体操祭 秋季大会 参加団体代表者会議 オリンピックセンター

8 未定 2023世界体操祭 第2回インフォメーション会議 アムステルダム（オランダ）

9 17(土)-18(日) （公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 日本体育大学 世田谷キャンパス

11 23（水・祝） 2022日本体操祭 秋季大会 国立代々木競技場 第一体育館

3 上旬 （公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 名城大学 八事キャンパス

3 未定 2022年度一般体操登録団体代表者連絡会 未定

年2～3回予定 高齢者体操指導員資格養成講習 オンライン

2022-2023 事業計画



【事業計画】 (公財)日本体操協会公認

一般体操指導員養成講習会

■一般体操指導員資格とは
健康を目的とした一般体操の指導者を目指す人々への資格制度。
このカリキュラムは、（公財）日本体育協会が制定する公認体
操指導員資格の専門科目と同内容になる。

■受講資格

一般体操の指導者を目指している18歳以上

※対象としては、体育関係者、学校教員、栄養士、看護師、
柔道整復師、介護師、等さまざまな現場で体操の指導を

担当されている方々。また、指導者を目指す学生も対象。

※日本体操祭に出場を希望するチームは、本資格を保有する

指導者が１名以上いることが条件となる

【参考HP】 https://www.jpn-gym.or.jp/gymnasticsforall/instructor/about-instructor/



■ 日 程：

東京会場 2022年 9月17日（土）～18日（日）

＠日本体育大学 世田谷キャンパス

愛知会場 2023年 3月上旬 予定

＠名城大学 八事キャンパス

【事業計画】 (公財)日本体操協会公認

一般体操指導員養成講習会



■ 評価方法： 実技試験（指導法）、 現場実習（レポート）

【事業計画】 (公財)日本体操協会公認

一般体操指導員養成講習会



【事業計画】2022日本体操祭 秋季大会 実施要綱

■日 程：2022年11月23日（水・祝）

■場 所：国立代々木競技場 第一体育館

■発表形式：会場発表 / 動画発表（データ提出：10月初旬）

■使用音楽：JASRAC【J-WID】放送「◯」・配信「◯」 （HPにて検

索）



【事業計画】2022日本体操祭 秋季大会

■開催期日 ： 11月23日（水・祝）

■会 場 ： 国立代々木競技場 第一体育館

■発表方法 ： Ａ：会場発表 Ｂ：動画発表

■発表時間 ： 入場から退場まで4分以内

■使用音楽 ： JASRAC登録曲かつ著作権の要確認

■代表者会議： 7月31日（日）PM オリンピックセンター

■参加登録 ： 方法、金額に変更なし

■そ の 他 ： ガイドラインに基づいて実施、有観客

■特別協賛 ： オリエンタルバイオ（株）



【事業計画】2022日本体操祭 秋季大会

■登録料と参加料（変更なし）

区 分 乳児 幼児＊ 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 指導者☆

登録料 無料 500 500 500 700 1,000 1,000 2,000

区 分 乳児 幼児＊ 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 指導者

参加料 無料 800 800 800 800 1,000 1,000 1,000

ⅰ）団体登録料・・・・5,000（円／１チームごと）

ⅱ）個人登録料（単位：円／人）

ⅲ）日本体操祭参加料（１プログラムにつき）（単位：円／人）

＊２０２２年４月１日現在 ３歳以上



オリエンタルバイオ株式会社



オリエンタルバイオ株式会社

https://www.youtube.com/watch?v=JvLjRz_IK3g


【事業計画】高齢者体操指導員資格養成講習

■開催方法：オンライン（年2回～3回開催）

➤ 一般社団法人千葉県在宅サービス事業者協会 連携事業

■内 容： 全7時間（事業報告の資料参照）

■評価方法： レポート審査

■受講料： 10,000円 ※登録料2年分（4,000円）を含む

■お申込み ～ 審査結果までの流れ

お申込み
受講料の
お支払い

教材の
受け取り

受講
レポート
作成

審査結果



登録について

一般体操指導員資格をもっている指導者が行うこと

日本体操祭に参加する団体が行うこと

・４月末までに個人で登録をすること

※２年間登録を忘れると資格は失効する。

・期日までに登録を完了させること

※登録完了には１週間程度の期間を要する。



2022年度日本体操祭の参加と登録の手続きについて

• 変更はない

• 登録と参加の双方の手続きが必要

• 会場発表、動画発表ともに手続きは同じ

• 参加・登録ともにオンライン上で手続き

https://jga-web.jp/

※登録方法の詳細は、上記Webに操作ガイドを参照すること

https://jga-web.jp/


第17回世界体操祭

■日 程： 2023年7月30日（日）～ 8月5日（土）

■場 所： アムステルダム（オランダ）

■参加チーム
●日本体育大学体操部 ●ヘルスプロモーションかごしま

●自由学園 ●健康体操教室ハローフレンズイノア

●新潟大学リズム体操部 ●筑波大学体操部

●モダントレーニング研究会 ●新潟県体操研究会

●真美フレッシュ体操 ●MACHIDA

●駿河台大学/K's summons /にっつく！/K's summons for S

●T.G.S(Takako Gymnastics Square)

●H.G.G.春山体操グループ

●インターナショナル・お〜るど・ボーイズ

●げんき★キッズ（※デュッセルドルフより） 順不同


