2021 年度公益財団法人日本サッカー協会公認 D 級コーチ養成講習会
開催要項
1

主催・共催
公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という。）
、公益社団法人千葉県サッカー協会

2

主管
公益社団法人千葉県サッカー協会（以下「当協会」という。）技術委員会

3

受講資格
KICKOFF より JFA-ID を取得のうえ、新規取得者は以下（1）から（3）を、JFA 公認キッズリーダー任意
登録者(注 1)は以下（1）から（4）の要件を満たしていること。
（1） 2021 年 3 月 31 日現在、満 18 歳以上の方
（2） 全日程責任をもって受講できる方
（3） 地域においてスポーツ活動を実施している指導者およびこれから指導者になろうとする方
（4） 資格有効期間内かつ保有資格登録がお済みの方
※新規・有資格に関わらず JFA-ID の取得は必須です。なお、既に取得済みの方は、新たに取得する必要はありません。
※受講資格を満たしていない方がお申し込みをされた場合、申込人数に関わらず、受講できません。

4

日程
2021 年 8 月 14 日（土）
・8 月 15 日（日）9:00～17:30 予定
8 月 14 日〔1 日目〕

8 月 15 日〔2 日目〕

9:00~ 9:30 【講義】 開講式・ガイダンス・理念
9:40~10:40 【講義】 サッカーの競技精神

9:00~10:00 【実技】 テクニック
10:10~11:10 【実技】 シュート・まとめのゲーム

11:00~12:00 【実技】 ゲーム

11:20~12:20 【講義】 実技振り返り

12:00~13:00

昼食

12:20~13:20

13:00~14:00 【講義】

子どもたちのサッカー
（GK・女子含む）

13:20~14:20 【講義】 メディカル

昼食

14:10~15:10 【講義】 大人の関わり

14:30~15:30 【講義】 筆記試験

15:20~16:20 【講義】 発育発達と一貫指導

15:40~16:10 【講義】 閉講式

16:30~17:30 【実技】 さまざまなゲーム
※全日程受講必須となります。
※上記は予定です。天候、受講者人数、進行状況等の諸事情により、カリキュラム変更や時間が前後することもございます。
※雨天決行。
※COVID-19 の今後の状況によっては、延期・中止となる場合もございます。あらかじめご了承ください。

5

会場
佐倉市立南志津小学校 体育館・グラウンド（佐倉市下志津原 164-2）
※雨天時は、体育館にて実技を行う場合がございます。

(注 1) キッズリーダー任意登録者とは、JFA 指導者年間登録料をお支払いいただき｢指導者登録番号｣が付番されている方を指します。
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6

開講式
2021 年 8 月 14 日（土）9:00～（受付 8:50～、場所：同校体育館）

7

受講料

内容

新規に指導者資格を

JFA 公認キッズリーダー

取得される方

任意登録者

JFA 受講料

1,100 円

1,100 円

教材費（JFA サッカー指導教本 2020 D 級）

5,170 円

5,170 円

12,000 円

12,000 円

当協会受講料
JFA 指導者年間登録料（初回分）(注 2)

3,000 円

21,270 円

合計

-

18,270 円

※交通費、飲食費等はすべて自己負担となります。
※上記金額は消費税込みの金額となります。
※新規取得の方について、
「JFA 指導者年間登録料」は、講習会合格後にお支払いいただきます。

8

取得資格
本講習会の指導科目を履修し、所定の資格検定審査に合格した方は、JFA 公認 D 級コーチに認定する。

9

認定方法
「筆記試験」
、「実技」、
「取り組み姿勢」等の総合判定とする。

10 JFA 指導者年間登録料（以下「登録料」という。）
・登録料は、講習会合格後にお支払いいただきます。
・合格後、KICKOFF ログイン後の Message あなたへのメッセージ欄（以下「メッセージ欄」という。）に、
修了通知が送信されます。
・通知を確認後、KICKOFF にログインし、ページ左側にあるメニュー欄から、
「指導者」をクリックし表示
される「指導者登録料支払」を選択のうえ、画面表示に従い、登録料 3,000 円を期日までにお支払いく
ださい。
・昇級の方は、資格昇級にあたって登録料のお支払い（お手続き）は不要です。ただし、講習会の受講ま
たは合格時期が、現保有資格の更新登録料お支払い時期と重なっている場合は、定められた期限までに
昇級前の資格の登録料をお支払いください。

(注 2) 新規取得の方の「JFA 指導者年間登録料 3,000 円」は、講習会合格後に KICKOFF 収納代行より各自でお支払いいただきます。
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11 お申込み・お支払い方法
（1） KICKOFF より JFA-ID を取得後、以下講習会を検索・選択のうえ、申込手続きを進めてください。
新規に指導者資格を取得される方
技能区分

サッカー指導者

主催協会

千葉県サッカー協会

講習会・研修会区分

指導者養成講習会

講習会・研修会番号

012R10002284（枝番 001）

講習会・研修会名

【新規】JFA 公認 D 級コーチ養成講習会＠南志津小（佐倉市）

JFA 公認キッズリーダー任意登録者
技能区分

サッカー指導者

主催協会

千葉県サッカー協会

講習会・研修会区分

昇級講習会

講習会・研修会番号

012R10002284（枝番 002）

講習会・研修会名

【昇級】JFA 公認 D 級コーチ養成講習会＠南志津小（佐倉市）

（2）「申込入力ボタン」クリック後、ページ下部にあるコメント入力欄へ必要事項をご入力ください(必須)。
 所属（指導）チーム名 ※所属がない場合は空欄で結構です。

【入力例】○○クラブ

 指導年代

【入力例】U-10・U-15

（3） 前項の必要事項を入力後、「申込/支払手続きへボタン」をクリックのうえ、お支払い手続きへお進み
ください。
（4） お支払い方法（コンビニ・クレジットカード・Pay-easy）を選択してください。
（5） お支払い方法選択後、選択された支払方法にてお支払いをお願いいたします。なお、コンビニ払いま
たは Pay-easy を選択された場合は、システム側で自動設定され表示される支払期限までにお支払い
をお願いいたします。
（6） KICKOFF 上でご入金が確認でき次第、受講確定となります。
※受講料をお支払いいただかない限り、受講確定となりません。ご注意ください。
※コンビニまたは Pay-easy でお支払いいただいた場合、お支払い情報が反映されるまで時間がかかる場合がございます。

12 募集人数
25 名（先着順／最少催行人数 10 名）
※COVID-19 対策のため、会場定員の 50％程度の人数を目安として実施いたします。
13 募集期間
2021 年 7 月 1 日（木）～ 2021 年 7 月 21 日（水）
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14 受講の確定について
・受講料のご入金が KICKOFF 上で確認でき次第、受講確定となるため、確定のご連絡はございません。
・申込状況の確認は、KICKOFF ログイン後のページ左側にあるメニュー欄から、
「指導者」→「講習会・研
修会」をクリックし表示される「申込状況の確認」を選択しご確認ください。
・受講料をお支払い後、上記画面に表示される該当講習会のステータスが「支払済」となっている方は、
受講確定となります。
・初日の集合時間・場所や持参物等については、本要項記載のとおりとなります。
15 持参物
筆記用具、ノート、ボール（4 号または 5 号球）
、スパイクまたはトレーニングシューズ、室内シューズ、
練習着、すね当て、昼食、飲料水、参加承諾書・誓約書（兼健康チェックシート）等
16 COVID-19 対策について
受講が決定した際は、以下、COVID-19 対策へのご協力をお願いいたします。
・講師および受講者をはじめ、会場来場者はマスク着用を義務とする（実技時を除く）
。
・COVID-19 の感染兆候がないか確認するため、健康チェックを欠かさず行ってください。
・受講確定後、当協会ウェブサイト技術委員会ページ内にある参加承諾書・誓約書（兼健康チェックシ
ート）を、各自でダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、初日受付時にご提出ください。
以降の対応は、講師の指示に従い、ご対応をお願いいたします。
ダウンロードはこちらから ▶▶ Word 版／PDF 版
・手指衛生の励行、咳エチケットなど感染症予防対策にご協力ください。
・人との距離（間隔）はできるだけ 2m（最低 1m）あけるなど、社会的距離（ソーシャルディスタンシ
ング）の確保をお願いいたします。
・感染対策として講習会場は、適宜換気を行いますが、状況により、常時、自然換気を実施（窓やドア
の開放）する場合もございます。その際、冷暖房効果が損なわれることがありますので、各自、寒さ・
暑さ対策を十分にお願いいたします。
・万一、講習会終了後に COVID-19 を発症した場合または濃厚接触者となった場合、速やかに当協会ま
でご報告をお願いいたします。
・以下に該当する場合、自主的に受講を見合わせてください。
（1） 体調がすぐれない場合（例：発熱、咳、味覚嗅覚の異常など）
。
（2） 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
（3） 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡
航または当該在住者との濃厚接触がある場合。
・受付時に、来場者全員の体温を測定いたします。37.5 度以上の方は、受講をお断りいたします。あら
かじめご了承ください。
・グラウンドでの唾、痰吐き、うがい等は、飛沫が感染の原因となるため、絶対におやめください。
・飲料は各自でご用意ください。感染対策のため、主催者では一切用意いたしません。
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・万一、受講者の感染が確認された場合で、保健当局において、他の受講者が濃厚接触者に該当すると
判断された場合、受講者の連絡先等の情報提供が要請される場合がございます。このような要請があ
った場合は、保健当局等に対して必要な情報提供をすることがございますので、あらかじめご了承く
ださい。
17 その他・注意事項
・新規取得の方の登録料は、講習会合格後のお支払いとなります（申込時：18,270 円、合格後：3,000 円）
。
・受講料お支払い後、キャンセルまたは初日欠席をされた場合、事務手数料 1,100 円を差し引いた 17,170
円をご返金いたします。
・ご返金はお振り込みとなります。後日、KICKOFF 登録住所宛に返金用書類を発送いたします。
・講習会開始後、途中辞退をした場合は、受講料の御返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
・お申し込みは先着順です。定員に達し次第、締め切りいたしますので、あらかじめご了承ください。
・締切日を過ぎての受け付けは一切できません。
・KICKOFF にてお申し込みが中断状態となり、未払いの状態が 7 日間を経過した場合は、
「受講の意思な
し」とみなし、キャンセル扱いといたします。その場合、当協会にて申し込みを取り消しいたします。
あらかじめご了承ください。
・お申し込み後、他の講習会への移行はできません。
・受講確定は、受講料のご入金が KICKOFF 上で確認でき次第、受講確定となります。受講確定のご連絡等
はございませんのでご注意ください。
・申込状況の確認は、KICKOFF ログイン後のページ左側にあるメニュー欄から、
「指導者」→「講習会・研
修会」をクリックし表示される「申込状況の確認」を選択しご確認ください。受講料お支払い後、画面
に表示される該当講習会のステータスが「支払済」となっている方は、受講確定となります。
・お支払い手続きの不備等で、ご入金が完了していない場合、受講できませんのでご注意願います。
・受講料お支払い時の各種手数料（システム利用料含む）は、各自でご負担をお願いいたします。
・受講料お支払い期限が過ぎてしまった場合、再度、お申し込みいただく必要があります。その際、講習
会が定員に達している、または、募集期間が過ぎている場合はお申し込みできません。あらかじめご了
承ください。
・必ず、KICKOFF マイページ基本情報の連絡先を最新情報に更新したうえでお申し込みください。また、
直接お電話にてご連絡することもございます。必ず、携帯電話番号のご登録をお願いいたします。
・事務連絡等については、
KICKOFF ご登録の連絡先へご連絡いたします（一部 KICKOFF 掲載連絡もあり）
。
・担当講師の携帯電話やフリーメールより直接ご連絡することもございます。あらかじめご了承ください。
・携帯キャリアメールやフリーメールをご登録されている場合、当協会からのメールが届かないことがあ
ります。迷惑メールフィルタ設定等をされている方は、必ず、
「迷惑メール設定」
「受信拒否設定」
「指定
ドメイン受信設定」などの設定内容を確認し、当協会または KICKOFF からのメール（@chiba-fa.gr.jp、
@mail.jfaid.jfa.jp、@mail.kickoff.jfa.jp）が受信できるよう設定を行ってください。
・一部のキャリアメールやフリーメールでは、自動的に迷惑メールと判断し、迷惑メールフォルダに振り
分けられることがあります。必ず、ご自身で設定の確認や変更をお願いいたします。
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・携帯電話およびスマートフォンによっては、購入時の初期設定で上記の設定がされている場合がありま
す。ご自身で制限の設定をされていなくても、事前に設定されている場合がありますので必ずご確認く
ださい。
・メールは、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性もございます。ご確認いただき、受信でき
ていない場合は、お手数ですがお問い合わせ先までご連絡ください。
・当協会では傷害保険をかけておりません。各自の責任において加入してください。
・実技がございますので、体調を整えて受講してください。なお、怪我等で実技のできない方は受講でき
ません。
・遅刻、早退、欠席等は厳禁です。講習会の全カリキュラムをご受講いただくことが必須です。
・初日、受付けがお済みでない方には、講師よりご連絡をすることがございます。
・施設駐車場は数に限りがございます。できる限り、公共交通機関をご利用ください。
・施設駐車場が満車の場合は、駐車できないこともございます。
・周辺商業施設への駐車は厳禁です。また、施設周辺への路上駐車や迷惑駐車は絶対におやめください。
・会場への直接のお問い合わせは、絶対におやめください。
・当協会では、領収書の発行は致しかねます。KICKOFF マイページの「支払・配送状況確認」よりお支払
いの明細書は出力可能です。
・最少催行人数が 10 名に満たない場合は、原則、開催中止となります。あらかじめご了承ください。
・COVID-19 の今後の状況等によっては、延期・中止となる場合もございます。
・台風、地震などの天災地変、公共交通機関不通などの非常事態、もしくはその他余儀なき理由によって
開催を中止する場合、当協会ウェブサイトへの掲載、メールならびに KICKOFF ログイン後のメッセー
ジ欄への掲載にてご連絡いたします。
18 お問い合わせ先
講習会内容について
公益社団法人千葉県サッカー協会

事務局

TEL：043-310-4888（平日 10:00～17:00）

JFA-ID 取得、KICKOFF 操作、申込・支払方法について
JFA 登録サービスデスク

TEL：050-2018-1990（平日 10:00～18:00）

6 / 6

