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公益財団法人　岐阜県スポーツ協会
会 長　田口　義隆

　私たち岐阜県スポーツ協会は、子どもから大人ま
で全世代の皆様にスポーツの魅力を伝えられるよ
う、各種事業や安全・安心に利用できる施設運営を
おこなっています。
　スポーツに携わっている皆様と協力し、スポーツ
に触れる機会の少ない皆様に少しでも興味をもって
いただけるよう、今年度からスタートした「第４次
将来構想」を軸とし、様々なことに積極的に取り組
んでまいります。

銅メダル獲得！！
感動をありがとう！！

写真提供：読売新聞社

平成27年～ 28 年
岐阜県スポーツ科学センターにて
サポート実施

平成30年～令和 4 年
岐阜県スポーツ科学センターにてサポート実施

平成20年～令和 3 年
岐阜県スポーツ科学センター、
御嶽濁河高地トレーニングセンターにて
サポート実施

祝

　北京 2022 冬季オリンピックには、岐阜県ゆ
かりの選手が 3 名出場し、3 名全員がメダルを
獲得するという快挙を達成されました。メダル
獲得おめでとうございます。
　そして、感動をありがとうございました。

村瀬 心椛 選手
スノーボード女子ビッグエア

銅メダル
岐阜市出身

ムラサキスポーツ所属
岐阜第一高等学校在籍

永井 秀昭 選手
ノルディック複合男子団体

銅メダル
岩手県出身

岐阜日野自動車所属

堀島 行真 選手
フリースタイルスキー 男子モーグル

銅メダル
揖斐郡池田町出身
トヨタ自動車所属
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ＦＣ岐阜
（サッカー）

ソニー HC 
BRAVIA Ladies
（ホッケー）

岐阜朝日クラブ
（ホッケー）

東海学院大学
女子ホッケー部

丸杉
バドミントン部

十六銀行 卓球部
岐阜スゥープス

（バスケットボール）

日本エコシステム
（ソフトボール）

大垣ミナモ
ソフトボールクラブ

朝日大学体育会
卓球部

太平洋工業
ソフトテニス部

飛騨高山ブラックブルズ岐阜
（ハンドボール）

JAぎふRioreina
（バレーボール）

スポーツでひとつに、そしてあなたに。

#GIFUNITE をつけて投稿し、
一緒にスポーツで岐阜を盛り上げましょう！

ビニール袋バレー 全身じゃんけん

しっぽとり

中日新聞社
キッズサマースクール 2022

株式会社 HIMARAYA
子ども体力測定

岐阜新聞社
キッズタウン 2022

ギ フ ユ ナ イ ト

　岐阜県には、プロリーグや日本リーグ等のトップリーグに参戦しているトップチーム（上図）が 9 競技、
13 チームあります。その 13 チームが競技の垣根を越えて一つになり、地域の課題の手助けになりたい、スポー
ツの力で岐阜を盛り上げたいという思いから立ち上げた組織が GIFUNITE です。また、トップチームのみな
らず、メディア関係や大学関係者にも加盟いただいています。
　この「GIFUNITE」という名前は、岐阜県の「GIFU」と団結を意味する「UNITE」を組み合わせ、「U」を
重ねることで、13 チームの一体感や相乗効果を表現しています。

　来年度以降も GIFUNITE は、この 2 つのプロジェクトを中心とし、活動を展開していきます。
　スポーツに限らず、地域の皆様からの多岐にわたるご依頼をお待ちしております。
～お問い合わせ先～
　GIFUNITE 事務局（岐阜県スポーツ協会）　　　　　　TEL：058-297-2567　FAX：058-297-2568
　〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光大野 2675-28　　MAIL：gifunite@gifu-sports.org

　地域の様々な団体様より寄せられ
た依頼に協力させていただき、一緒
になって地域活性化や町おこしを目
指していくプロジェクトです。
　トップチームの選手たちと県内の
子ども達とが触れ合う場を多く提供
し、笑顔溢れるイベントになるよう
協力しています。
　これからもっとたくさんの県民の
方々と触れ合い、岐阜をさらに盛り
上げていきたいです。

次はあなたの街へ…

　子どもたちが楽しみながら積極的に身
体を動かせる“ＡＣＰ”（アクティブ・チャ
イルド・プログラム）を教育の現場に定
着させ、体育の授業をもっと楽しくしよ
うとするプロジェクトです。
　運動機会の減少や体力低下が問題視さ
れる中で、GIFUNITE 加盟チームのトッ
プ選手たちと一緒に活動することで、運
動することへの興味・関心を持ってもら
う“きっかけ”づくりをしています。
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Wh a t I s 国 体 ?
国体ってどんな大会？Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

岐阜県の成績はどうなの？
どんな競技があるの？

どうやって観戦するの？

国体チャンネルは
こちらから

岐阜県スポーツ協会
国体ホームページはこちらから

国体の魅力ってなに？

ホッケー成年女子栃木国体優勝

カヌー

みんなに知ってほしい。国体の魅力。

ビーチバレーボール少年女子
栃木国体優勝

セーリング

ライフル射撃

フェンシング 馬術

総合閉会式 陸上競技・本部役員 表彰状授与

　開催地は各都道府県の持ち回り制ですが、
国体開催に名乗りを上げた都道府県は、なん
と10年以上もかけて準備をしています。
　開催が決定すると、小・中学生を中心とし
たスポーツの普及や地域活性化のきっかけと
なり、競技会場では、来場者も楽しめるよう
にイベントや地元グルメ、特産品の販売な
ど、県や市町村をあげて盛り上げています。

　秋の競技は、陸上競技、水泳、サッカー、テニス、
ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、バ
スケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリ
フティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓
球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフト
ボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグ
ビーフットボール、スポーツクライミング、カヌー、アー
チェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、なぎなた、ボ
ウリング、ゴルフ、トライアスロンがあります。
　冬の競技は、スキー、スケート、アイスホッケーがあ
ります。（この内、40競技が実施されます）

　現地で観戦する場合は、開催地実行委
員会ホームページをチェックしてみてくだ
さい。
　また、現地で観戦できない場合は、国体
チャンネルでライブ配信・見逃し配信を
しています。会員登録不要・完全無料で
視聴ができますので、ぜひ岐阜県選手団
の応援をよろしくお願いします。

　国体では、開催地がプライドをかけて選手強化に取り組むことで優勝を勝ち取ることが多いです。
しかし、開催後には平常に戻り、ゆるやかに成績を落とす傾向があります。
　そのような中で、岐阜県は2012年に『ぎふ清流国体』が開催され10年が経ちますが、2022年の
国体では、『天皇杯13位・皇后杯7位』と全国でも上位の成績を残しました。
　今後も『天皇杯15位・皇后杯15位』を目標に国体に臨んでいきます。

　毎年秋（９～10月）と冬（１～２月）に開催され
る『日本最大の国民スポーツの祭典』です。
　さまざまな競技の選手が各都道府県の代表
として参加します。中学生からオリンピックに参
加するようなトップアスリートまで多世代が参加
し、都道府県対抗形式で天皇杯（男女総合優勝）
と皇后杯（女子総合優勝）をかけて競います。
　参加者は毎年２万人以上にのぼり、オリンピッ
クを上回る人数の選手たちが参加します。

スポーツクライミング
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岐阜県にゆかりのある選手に対して、競技力向上のための支援に取り組んでいます
各分野の研究者や専門家が連携し、『スポーツ医・科学』を活用しています

Gifu Prefectural Sports Science Center

研究誌の発行

スキルチェック
（動作分析）
撮影した映像から

フォームやスピードの分析

フィジカルトレーニング
（トレーニング）
各種トレーニングの

プログラム作成と指導

フィットネスチェック
（体力測定）
筋力や持久力、

パワーなどの測定

スポーツ・健康・体力相談 スポーツ選手が抱える健康や身体に関する様々な課題に
スポーツドクターやスポーツ科学の専門家がお応えします。

実施したサポートの研究論文、サポート事例報告、アンケート調査の結果を
掲載しています。

HP

常時、受け付けています。
お気軽にご相談ください！

総合窓口
入力フォーム

女性アスリート窓口
入力フォーム

スポーツ・健康・体力
相談窓口
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37.7%

いいえ
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Q. 月経などの女性特有の問題
 　について悩んだりしたこと
　 はありますか？ 
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女性アスリートアンケート結果（一部抜粋）
Q. 女性特有の疾患や女性アスリートが陥りやすい問題について知ってますか？

月経前症候群

月経前気分不快障害

女性アスリートの三主徴

スポーツにおける
相対的エネルギー不足

新しい取り組み
　部活動・クラブへのサポートを強化
　　次世代アスリートの育成をさらに進めていくために
　　日本一を目指す部活動・クラブのサポートをしています！
　　・岐阜女子高校バスケットボール部
　　・大垣南高校フェンシング部
　　・羽島北高校フェンシング部
　　・岐阜総合学園高校ホッケー部（男子）
　　・はしまモアフェンシングクラブ
　　　栃木国体・次世代アスリートの活躍
　　　・バスケットボール少年女子：準優勝！
　　　・フェンシング少年男子フルーレ：準優勝！
　　　・フェンシング少年女子：５位入賞！
　　　・ホッケー少年男子：３位入賞！
　　　若きアスリート達のさらなる飛躍のために
　　　医・科学的な視点から、サポートの充実を図っていきます。
　指導者のために

　指導者が科学的根拠を持って選手の指導にあたれるよう、
指導者対象の研修会実施を予定しています。
　東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会をはじ
め、国内外での活躍を目指し取り組んできた科学的サポート
のノウハウを次世代に繋げていくことを目的として、スポー
ツ科学の理論や実践方法を指導者にお伝えします。

　女性アスリートのために
　現在、女性アスリートの支援等を目的として、スポーツ・健康・体力相談窓口の開設とアスリー
ト健康相談会（年４回）の開催をしています。今年度、その内容をさらに充実させるために、岐阜県
在住またはゆかりのある女性アスリートを対象にアンケート調査を実施しました。その結果、女性特
有の問題に関する認知度が低いこと、また、月経などの問題について悩んだことのあるアスリートが
約 4 割いることが明らかとなりました。今後、女性アスリート特有の問題に関する教育・啓発活動や
気軽に相談できる環境整備を進めていきます。
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御嶽濁河高地
トレーニングセンター
御嶽濁河高地
トレーニングセンター

STAYSTAY

FOODSFOODS

本館 別館

HPInstagramFacebook TRAININGTRAINING

SUPPORTSUPPORT

全天候型 400m トラック 6 コース
500ｍウッドチップコース

パノラマグラウンド

バレーボールコート 1 面分
バドミントンコート 2 面分

体育館 トレーニングルーム

　お客様からご好評をいただいてい
る、センター自慢の食事！！
　管理栄養士・公認スポーツ栄養士
が監修したメニューを提供していま
す。高地環境でコンディションを崩
さずトレーニング効果があるよう工
夫された献立構成となっています。

大自然に囲まれたセンターでやすらぎを提供！
大浴場では、源泉かけ流しの濁河温泉を堪能できます。
お部屋はバリアフリー対応、バストイレ付、和室、洋室と様々ご用意。

✓館内禁煙
✓Wi-Fi 無料
✓駐車場完備（無料）

多種目のアスリートが集う御嶽濁河高地ト
レーニングセンター！
標高 1700m の高地環境を生かした高地ト
レーニングが人気のひとつです。

トレーニングルームには低酸素室があり、2000 ～ 4000ｍの低酸素環境でトレーニングできます。
コンディションを崩さずトレーニングができるよう、高圧酸素カプセルや、水素吸入器もご利用
いただけます。         　　　※予約制となります。

専門スタッフが常駐しています。
各種サポートを通して、安全で効果的
な高地トレーニング環境の提供を目指
しています。【理学療法士による

   フィットネスサポート】
✓フィジカルチェック
　〔体の状態を数値化＆分析〕
✓セルフコンディショニング
　〔リハビリを中心としたサポート〕
✓ケアサポート
　〔セルフケアプラスα〕

【医科学サポート】
✓起床時コンディションチェック
✓トレーニング時のサポート
✓生化学検査
✓自律神経測定
✓体組成測定〔In Body〕

※サポート対象条件あり

【利用実績】----------------------
・陸上競技（中長距離/競歩/トレイル/パラ）
・自転車（トラック/ ロード/ 競輪 /パラ）
・パラトライアスロン・ホッケー
・ハンドボール・バスケットボール
・バレーボール・ソフトボール
・ラグビー・卓球・バドミントン
・アイスホッケー・スキー
・空手・柔道・テコンドー
・総合格闘技
・トランポリン
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補助競技場

水泳場

トレーニング室

テニス場

弓道場

※テニス場のみ事前予約が必要です。

個人利用のここが便利！

気軽に岐阜メモリアルセンターを利用してみませんか？

☞お手軽料金！ 予約要らず！！ 当日払い！！！

※利用方法や利用可能な日の確認については、岐阜メモリアルセンター事務局までお電話ください。
　058－233－8822（代表）

　県内最大級のスポーツ施設として、大会や大きなイベントが開催されている岐阜メモリアルセンター
ですが、実は個人利用ができることを知っていますか？ ここでは個人利用ができる施設を紹介します！

○利用時間：平日　　９時30分～20時30分
　　　　　　土曜日　９時30分～20時30分
　　　　　　日曜祝日　9時～17時
○料　　金：中学生～高校生　160円
　　　　　　　　　　　一般　340円
　※室内シューズの貸出あり
　※初心者の方でも安心サポート

○コート数：屋内4コート、屋外12コート
○利用時間：9時～21時
○料　　金：2,310円～（＋照明代）
　※ボールの貸出あり
　※県有施設予約システムによる事前予約制

○利用時間：9時～18時
○料　　金：18歳以上　110円
　　　　　　18歳未満　50円
　※ランニング、ウォーキングのみの利用です。
　※器具の貸出はできません。

○射 場 数：近的10人立　遠的2人立
○利用時間：9時～20時30分
○料　　金：18歳以上　340円
　　　　　　18歳未満　160円
　※的の貸出あり

○レーン数：25ｍ（屋内）7レーン
　　　　　　50ｍ（屋外）9レーン
○利用時間：平　日　13時～20時30分
　　　　　　土日祝　10時～18時
○料　　金：温水期間（4～6月、9～3月）
　　　　　　18歳以上 660円　18歳未満 340円
　　　　　　冷水期間（7・8月）
　　　　　　18歳以上 340円　18歳未満 160円
※火曜休館日

夏季期間は
屋外プールも
利用できる

国際大会でも使用される
ハードコートでプレーできる

楽しく体を鍛えて
　　　　シェイプアップ

日本陸上競技連盟第３種公認施設

的中した時の
爽快感がたまらない
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出会いの場を広げたい

♡スポーツ LOVE♡
運動を始めてみたい 最近運動不足だなぁ

スポーツに興味がある！
何をすればいいのか分からない

運動って楽しそう
いろんなスポーツを経験してみたい

運動苦手だなぁ…

スポーツが俺を呼んでいる！キツイ運動は嫌！
私にピッタリなスポーツを模索中

脱メタボ‼

ぽっこりお腹が気になる～

運動の何が楽しいの？

何かに挑戦したい！

ライバルのアイツと差を付けたい おす
すめが です

運動が苦手なお子さまにオススメ！

汗をかいて整いたいあなたにオススメ！

極上の癒しを求めるあたなへ

串田まりや 先生

鬼頭翼 先生

初心者から経験者まで仲良く学べる！

体的、精神的ストレスによ
り緊張した心身を、自重（グ
ラヴィティ）により緩め、
無理をせず心と体の心地よ
い状態をつくります。体に
負担のないように、補助具
を使用し行っていきます。

小学 4 年生から 6 年生を対
象とした教室です。バドミン
トンを楽しむことを目的と
し、個々のレベルに合わせ
て指導いたします。初めて
のお子さまでも気軽に参加
できます。一緒にバドミント
ンを楽しみましょう！！！

ズンバとは、コロンビアで
使用されるスペイン語で「ど
んちゃん騒ぎ」「お祭り騒ぎ」
を 意 味しています。パー
ティーで盛り上がるように
踊って、心肺機能と筋力を
鍛えましょう！

5 歳から 12 歳を対象と
した教室です。跳び箱や
マット、鉄棒など多くの
運動器具を使用して楽し
く運動ができます。挨拶
やマナーを重視した指導
を行います。 ■参加者の声

無理をしない動きなので体に負担がなく楽しめ
るヨガです。

■参加者の声
バドミントンの基本をわかりやすく丁寧に教え
てくれます。

■参加者の声
某スポーツクラブでは中島先生の ZUMBA は
キャンセル待ちは当たり前。このメモリアルセ
ンターで参加できるなんて、誰にも教えたくな
いフィットネスの穴場スポットです！

■参加者の声
いろいろな動きを経験でき、子供たちは自信が
ついてきているようです。挨拶やお返事、お友
達との関わり方についても学ばせていただきあ
りがたく思います。

中島有加 先生

斉藤嵐 先生

☜

岐阜メモリアルセンターでは、平日のほぼ毎日スポーツ教室を開催しています。
老若男女誰でも気軽に楽しめるものが沢山あります！
あなたのやりたい事もきっと見つかるはず！ぜひぜひチェックしてみてください。

スポーツ教室

ひとつでも当てはまった人に伝えたい
岐阜メモリアルセンターの

おすすめ③

おすすめ④

おすすめ①

おすすめ②
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第４次将来構想（2022 年度～ 2026 年度）

01 生涯スポーツ
成人の週 1 回以上のスポーツ実施率 65％

国民体育大会都道府県総合成績天皇杯・皇后杯 15 位
オリンピック競技大会への出場選手数
パリ大会：25 名　ミラノ・コルティナ冬季大会：5 名

02 競技スポーツ

03 施設運営によるスポーツ推進
信頼される施設の管理・運営に基づく指定管理事業の
継続受託

04 協会組織の運営
加盟団体と一体となった本県全体のスポーツ推進を図る
体制の強化

令和４年度定時評議員会兼役員研修会
令和 4 年 6 月 29 日　　岐阜グランドホテル

ＳＰＯＲＴＳ  ｆｏｒ  ａｌｌ
推進費付き自動販売機 設置先一覧▶

令和３年度田口福寿会スポーツ賞

■お問い合わせ先
　岐阜県スポーツ協会 総務課 事業調整係 TEL 058-297-2567

　この度、2022 年度から 2026 年度までの 5 年間の取り組み方針を「第 4 次将来構想」として
とりまとめました。第 4 次将来構想では「生涯スポーツ」「競技スポーツ」「施設運営によるスポー
ツ推進」「協会組織の運営」の 4 つのテーマについて次の目標を掲げ、様々な取り組みを展開して
いきます。

　田口福寿会スポーツ賞とは国を代表する大会で優秀な成績を収めた岐阜県出身選手又は岐阜県在住・在
勤選手や選手を直接育てた岐阜県出身指導者又は岐阜県在住・在勤指導者を対象に表彰するものです。

　令和 4 年度定時評議員会兼役員研修会を開催
しました。役員研修会では「スポーツ団体ガバナ
ンスコードをふまえたスポーツ組織経営」をテー
マに、米田公認会計士事務所代表の米田惠美様に
ご講演いただきました。J リーグや日本フェンシ
ング協会理事の経験を交えての有意義な研修とな
りました。

　（公財）日本スポーツ協会オフィシャルパートナーである大塚製薬株式
会社様の協力を得て、この自動販売機の売り上げの一部が岐阜県のスポー
ツ振興に役立てられています。
　自動販売機の設置および利用にご協力いただいております皆様に感謝申
し上げます。引き続き、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

田中 亮明 選手（中京高等学校）
東京 2020 オリンピックボクシング競技男子フライ級 銅メダル

松井 謙 選手（日本体育大学）
2021年世界選手権レスリング競技男子グレコローマンスタイル55㎏級 金メダル

堀島 行真 選手（トヨタ自動車）
北京 2022 冬季オリンピックフリースタイルスキー男子モーグル 銅メダル

村瀬 心椛 選手（岐阜第一高等学校）
北京 2022 冬季オリンピックスノーボード女子ビッグエア 銅メダル

永井 秀昭 選手（岐阜日野自動車）
北京 2022 冬季オリンピックノルディック複合男子団体 銅メダル

詳細▶

このステッカーが目印です！
ぜひご利用ください。
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このステッカーが目印です！
ぜひご利用ください。

15



　公益財団法人岐阜県スポーツ協会の活動に深いご理解を賜り、ご支援ありがとうございます。
　今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。

●株式会社旭クリエイト ●学校法人朝日大学 ※敬称略、五十音順
●株式会社イワビシ ●株式会社大垣共立銀行
●大塚ウエルネスベンディング株式会社東海支店
●カイインダストリーズ株式会社 ●株式会社ギデンテック
●岐阜県剣道連盟 ●岐阜トヨタ自動車株式会社
●ＫＩＴ株式会社 ●学校法人恵峰学園
●株式会社サニー建築設計 ●サンメッセ株式会社
●株式会社ジー・エッチ・エス ●株式会社十六銀行
●昭和コンクリート工業株式会社 ●昭和造園土木株式会社
●昭和建物管理株式会社岐阜支社 ●大日本土木株式会社
●大和証券株式会社岐阜支店 ●株式会社髙修
●株式会社トーカイ ●税理士法人所会計事務所
●日本ガード株式会社 ●日本耐酸壜工業株式会社
●濃飛西濃運輸株式会社 ●パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社中部支店
●扶桑電通株式会社中部支店岐阜営業所 ●株式会社文溪堂
●ホテルグランヴェール岐山 ●株式会社丸杉　
●丸山木材ホールディングス株式会社 ●名鉄観光サービス株式会社岐阜支店

　賛助会員とは、本県の競技力向上・生涯スポーツの推進など、スポーツ振興に関わる諸事業の
趣旨に賛同いただき、その推進にお力添えを頂く会員制度です。
　賛助会員の皆様から寄せられた賛助会費が各種事業実施の大きな支えとなっています。
　皆々様からの賛助会員のお申込みを賜りますようお願い申し上げます。

賛助会費 法人会員　　１口　5,000 円　　２口以上
  個人会員　　１口　5,000 円　　１口以上

賛助会員の特典
　（１）広報誌「スポーツぎふ」を送呈いたします。
　（２）広報誌「スポーツぎふ」及び当協会のホームページにお名前を掲載いたします。
　（３） 10 口以上お申込みの会員様は、当協会のホームページにバナー広告を掲載いたします。
　　　 貴団体のホームページとのリンクも可能です。

〈お申込み・お問い合わせ先〉
　公益財団法人岐阜県スポーツ協会　総務課　事業調整係
　TEL：058-297-2567

令和３年度賛助会員

賛助会員募集について

岐阜県スポーツ協会 HP
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　スポーツ安全保険の加入手続きは、令和５年度よりインターネット加入（スポあんネッ
ト）による手続きに一本化され、加入依頼書による加入手続きは令和４年度を以って終了
いたします。
　何卒ご理解のほどお願いいたします。

【インターネット（スポ安ねっと）でのお手続き方法】
　①スポーツ安全協会のホームページ上の「スポ安ねっと」へのリンクへ接続

　　「スポ安ねっと」URL　https://www.sportsanzen.org/spoannet/
　②会員登録　　　　　　　 「スポ安ねっと」のご利用にあたり、インターネット上で団体

の会員登録を行い、会員ＩＤの発行を受けてください。（初回
時のみ）

　③加入手続き　　　　　　会員登録後、次の方法で手続きしてください。

〈「スポ安ねっと」での作業〉
　①ログイン　　　　　　会員ＩＤおよびパスワードでログインを行ってください。
　②団体員名簿の作成　　 「加入手続き（新規・追加）」より団体員名簿を作成してください。

追加加入の際も同様の手続きとなります。
　③支払方法の選択　　　 掛金の支払いを行う方法を選択し、支払いに必要な番号の発行を

受けてください。
　④掛金の支払い　　　　 支払いに必要な番号により、③で選択した方法で掛金（システム

利用料を含む。）をお支払いください。

【システム利用料】　
　申込ごとに（掛金のお支払いごと）に下記システム利用料がかかります。
　掛金とともにお支払いください。
　掛金合計額５万円未満▶１４０円（税込）／掛金合計額５万円以上▶３６０円（税込）

【インターネット加入の問合せ先】
　平日 9：30～ 17：00
　固定電話　0570-087109　/　携帯電話・PHS 等　03-5510-0033

※�スポーツ安全協会岐阜県支部は令和５年３月３１日をもって廃止となります。
　�令和５年４月１日以降は、スポーツ安全協会コンタクトセンター（03-5510-0033）までお問
合せください。

検索スポーツ安全協会　　

※スポーツ安全協会からのお知らせ
「スポーツ安全保険加入手続きについて」
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小さな掛金、大きな補償

令和4年12月作成　22TC-100081

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和5年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

　   0120-233-801
（平日9：00～17：00）

本広告はスポーツ安全保険の概要を掲載しており、ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」及び「重要事項説明書」をよくお読みください。詳
細は保険約款及び特約書によりますが、ご不明の点については（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）へお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険

A4

保険期間

令和5年4月1日午前0時から
令和6年3月31日午後12時まで

保険内容

詳しい保険の内容は、
ホームページなどをご覧ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

友だち募集中！

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
簡
単
お
手
続
き

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

※

子ども
（中学生以下）

※
全年齢

大人
（高校生
以上）

大人
（高校生
以上）

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

●スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

●A2区分で対象となる活動も補償されます。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

A1

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象C

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象B

AW

A2

D

800円

1,850円

1,200円

800円

1,450円

4,850円

5,000円

11,000円

C
64歳以下

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

加入区分

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。※特別支援学校高等部の生徒を含みます。
（注）C・B・CW・BW区分の年齢の判断は「令和5年4月1日」を基準とします。

（
個
人
活
動
補
償
型
）

ワ
イ
ド
コ
ー
ス

パソコン･スマホで
 だれでも、かんたん
  便利に使いやすい！





公益財団法人岐阜県スポーツ協会
〒502-0817　岐阜県岐阜市長良福光大野 2675-28
　　　　　　　岐阜メモリアルセンター内
　　　　　　　TEL: 058-297-2567 FAX: 058-297-2568 岐阜県スポーツ協会

HP
岐阜県スポーツ協会

YouTube


