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１．改定の意図
  １）旧資格制度（現⾏資格）について 
  ２）新資格制度の基本的な考え⽅ 



  １）旧資格制度について（現⾏資格） 



２）新資格制度の基本的考え⽅

改定の⼤きな意図 
・安全対策の充実 
・指導者のインテグリティ保持 
・段階的な指導技能の向上 



JRFU指導者養成に関するアクションプラン
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カリキュラムの基本的な内容の考え⽅

○（公財）⽇本スポーツ協会指導者資格制度、WRコーチング資格制度と資格連動 
  を図る。 

○資格を積み上げ式に変更し、継続的な指導技能の向上を図る。 

○ カリキュラム策定にあたっては、⽂部科学省「グッドコーチに向けた７つの 
  提⾔」（平成27年）、（公財）⽇本オリンピック委員会「アスリート・アン  
  トラージュの連携協⼒推進」（平成28年）、（公財）⽇本スポーツ協「コー 
  チ育成のためのモデルコアカリキュラム」（平成28年）、 International  
  Council for  Coaching Excellenceモデルカリキュラムの内容を踏まえる。



２. 改定事項

１）新しい資格区分・名称  
２）講習会カリキュラム内容 

３）資格ごとの詳細 
４）資格の更新⽅法について
５）⽇本スポーツ協会指導者制度の変更点について
６）資格保有の義務について 
    



１）新しい資格区分・名称



２）講習会カリキュラム内容 
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①スタートコーチ JRFU公認

講師条件：A級コーチを有する者 
講師謝⾦：メイン講師 15,000円（助⼿3,000円） 

３）資格ごとの詳細 
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 ②C級コーチ JRFU公認 

講師条件：A級コーチを有する者 
講師謝⾦：メイン講師 30,000円  
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 ③B級コーチ JRFU公認/JSPO公認「コーチ１」 

講師条件：⽇本スポーツ協会規定（原則：A級コーチを有する者） 
講師謝⾦：⽇本スポーツ協会規定 
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 ④A級コーチ JRFU公認/JSPO公認「コーチ3」 

講師条件：⽇本スポーツ協会規定（原則：A級コーチを有する者） 
講師謝⾦：⽇本スポーツ協会規定 

+SÀsY·Åâïóéó¿ÚóçÈ�Q¹°?4u\È=ºÆ>lÈ:.¿0>È�¹½j<
¹Äº±£ ïãîøÎíÏêìçÈZ¶½o¶Äº±

âïóéóÌÍîàÍËó®�Úóç�Qõ�t�Qò1t�Qö�iju\Âf/®�ÏóààÊÐ
Øó�Q®�Tl];��QõàÊñÐÓëÞîðóîö�æÔÓëñÂ;��ÓóÖñu\�×áñÖ
)b�ìÑßóÂ¡ô�®�¼Â�
¬HMÕæóÜ��c^

I�
"u���I�
ìÑßó3�c^�"u��I�´�"��I�²ûH�³�����I�µ
�¡����c^�"u���I�´�"��I�²ûH�³������I�µ

�yO�

7�üX��U
�ÂG
��m6@nkõ�hÒóÚ|R�Kkö
���A���@nkõÕØóÝÒóÚ
�Â|R�Kkö
��ÝÛâËÕíóÝ@nkõÕØóÝÒóÚ
�Â|R�Kkö
òHM	qÏèÛâäîÙóõ[,����ò����ö
òÝÛâíóÑ��v"
��*k
òÝÛâíóÑÚóç@nkõ÷7Á÷#ö
ò� �¢>p-%�@nk
¬@n¾¸ÆÝÛâíóÑÚóçÃ��79ÂÝÛâíóÑÚóç¿ºÆ±

�yE
"u��������¬2V{°��{Ã$ÄÇÄ»É±
�ìÑßó3�c^ü�������õe}ö�¡����c^ü�������õe}ö
¬BN{�~�������õ�/ö

���9õ7�ö �'�&õ�5(�°�r(�°�P(�ø&ö

�y l�Cõ7�ö

"u���#õ÷�*��#d9Âú�*ö�7�
���hÒóÚm6@nkõ"u��#d9ö¬�`�
���A���@nkõ"u����!�*��#ö¬�A���¾xD
��ÝÛâËÕíóÝ@nk¯��#d9¯¬�`�

HMÕæóÜ����|R �¡���wìÑßóàÛÝåóî²ÒóÚù³

£¨©§¥� ª¦¤«��|R £¨©§¥� ª¦¤«ïãîø

|R�KL� ú7�

|RJFGW ÒóÚÎñàÊïñÕ���8_��áìÓêËÛâa����¡��a���¼Â�

����g õ�zöHMÕæóÜ��¯õ�zöHMìÑßóàÛÝåóî��

ÎíÏêìç



 ⑤S級コーチ JRFU公認 

講師条件：World Rugbyエデユケーター（原則：S級コーチを有する者）  
講師謝⾦：World Rugby規定に基づく 
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４）資格の更新⽅法について



５）⽇本スポーツ協会指導者制度の変更点について

2019年度より（公財）⽇本スポーツ
協会の資格制度も変更となります。

主な変更点
・名称の変更 
 
・教員免許状（保健体育）に 
 よる共通科⽬集合講習会免 
 除の廃⽌
 
・共通科⽬の⼀部免除の廃⽌
 
・共通科⽬の実施形態にイン 
 ターネット環境を必要とし 
 た事前事後学習の導⼊



５）⽇本スポーツ協会指導者制度の変更点について

⽇本ラグビーフットボール協会公認 「育成コーチ」（新資格「B級コーチ」）
⽇本スポーツ協会公認ラグビーフットボール「指導員」 →   「コーチ１」

⽇本ラグビーフットボール協会公認 「強化コーチ」（新資格「A級コーチ」）
⽇本スポーツ協会公認ラグビーフットボール「コーチ」 →   「コーチ３」



１．登録チームの指導者資格保有の義務
加盟チームは、JRFU指導者資格（スタートコーチ資格以上）を有する指導者を監督または
コーチとして配置しなければならない。

２．⼤会出場チームの指導者資格保有の義務
各⼤会へ出場するチームは、次の通りJRFU指導者資格を有する指導者を監督またはコーチ
として配置しなければならない。尚完全実施までに猶予期間を設ける。

・トップチャレンジリーグ、全国⼤学選⼿権：A級コーチ資格以上（2022年度から実施）
・⽇本協会主催の選抜チームによる全国⼤会：B級コーチ資格以上（2020年度から実施）
・⽇本協会、⽀部協会及び都道府県協会主催の⼩学⽣及び中学⽣を対象とした年齢別チーム
 を編成し実施する⼤会：スタートコーチ資格以上（2020年度から実施）
・国⺠スポーツ⼤会（旧国⺠体育⼤会）：（公財）⽇本スポーツ協会規定に則る。

３．⽇本代表及びトップリーグチーム指導者の資格保有の義務
・⽇本代表及びトップリーグチームの監督もしくはヘッドコーチは、S級コーチあるいは同
 等の資格を有していなければならない。

・⽇本代表及びトップリーグチームは、A級コーチあるいは同等の資格を有する指導者を
 コーチとして配置しなければならない。

 ６）資格保有の義務



３. 旧資格制度からの移⾏
１）スタートコーチの移⾏について 
２）育成コーチの移⾏について 
３）強化コーチの移⾏について 
４）トップチームコーチの移⾏について 
５）S級コーチへの移⾏対象者について



 ３．旧資格からの移⾏について



１）スタートコーチの移⾏について 
 
スタートコーチ → スタートコーチに⾃動移⾏
資格の有効期限については移⾏前に取得した期⽇で引き継がれます。
 
 

２）育成コーチの移⾏について 
 
育成コーチ → B級コーチに⾃動移⾏
資格の有効期限については移⾏前に取得した期⽇で引き継がれます。
 
３）強化コーチの移⾏について 
 
強化コーチ → A級コーチに⾃動移⾏
資格の有効期限については移⾏前に取得した期⽇で引き継がれます。 



旧資格 
 

新制度資格 

JRFU公認 トップチームコーチ 

４）トップチームコーチ保持者の移⾏について

トップチームコーチ保持者（WRレベル３保持者）は、４年間は暫定的に⽇本ラグビーフットボール協会
公認A級コーチとして登録する。2022年度（有効期限：2023年3⽉31⽇）までにA級コーチ講習会に参
加し、⽇本スポーツ協会の共通科⽬Ⅲを受講することでS級コーチとなる。（ラグビーの専⾨科⽬は免
除）。なお、4年以内に⽇本スポーツ協会の資格を取得しない場合は⾃動的に⽇本ラグビーフットボール
協会公認C級コーチ（有効期限：2024年3⽉31⽇）となる。 
 
なお暫定A級コーチ（暫定）は、⽇本スポーツ協会公認資格「コーチ3」の付与はないので、国⺠スポー
ツ⼤会の監督条件を満たしていることにはならない。 
 
これまで資格更新の義務としていた１年１回のトップコーチ会議は2019年度よりB級コーチまでを含め
たコーチカンファレンスとして開催される。A級コーチのブラシュアップ期間は4年に１回となることか
ら、暫定A級コーチのコーチカンファレンスへの参加の義務はない。 

 JRFU公認 暫定A級コーチ（４年間限定） 



JRFU公認 S級コーチ（新設） 

  
 JRFU公認 強化コーチ 
 JRFU公認 トップコーチ保有者 
 ※下記に記載する基準を満たす者 

 

※今後のS級コーチの受講資格とは異なる。今後はA級コーチ資格保持（JSPOコーチ３）が受講条件と
なる。上記はあくまでも移⾏処置として⾏う。

トップチームコーチもしくは強化コーチ資格保持者で下記のいずれからの条件を満たす者はS級コーチへ移⾏する。移⾏
を希望する指導者は⾃⾝で申請申請を⾏う。 
 
１）強化コーチとトップチームコーチの両⽅の資格を保有する者 
２）トップチームコーチでトップリーグにおいて３年間以上ヘッドコーチを務めた経験のある者 
３）トップチームコーチで⽇本ラグビーフットボール協会技術委員会HPコーチング部⾨より推薦を受けた者 
４）強化コーチでWorld Rugbyレベル３を持ち、⽇本ラグビーフットボール協会普及育成委員会コーチング部⾨より 
  推薦を受けた者 
 
※⽇本ラグビーフットボール協会技術委員会HPコーチング部⾨の推薦基準 
・2014年度から2018年度の期間に⽇本代表の指導者としての活動経験がある者（スポットコーチは含まない） 
・2014年度から2018年度の期間にジュニアジャパン/⽇本代表A/⽇本代表U20/U19⽇本代表/U17⽇本代表（このレ 
 ベルに準ずるチーム/この基準に準ずる⼥⼦ナショナルチーム）のヘッドコーチ経験のある者 
・2014年以降にスーパーラグビー「サンウルブス」の指導者としての活動経験のある者（スポットコーチは含まない） 
 
※⽇本ラグビーフットボール協会普及育成委員会コーチング部⾨より推薦基準 
・強化コーチとWRエデュケーター資格をもち、World Rugbyレベル３の講師を務めた経験があり、コーチング部⾨より 
 優れた指導⼒があると認められた者 
 

 ５）S級コーチへの移⾏対象者について



 ６）その他の特記事項 

◆トップリーグの指導に関する特記事項
World Rugbyレベル3保有者で今回の処置で暫定A級コーチとなる⽅々は、トップ
リーグチーム指導者の資格保有の義務であるS級コーチと同等の資格を有する者と
なります。よって、引き続き、トップリーグで監督もしくはヘッドコーチを務め
ることは問題ありません。 

 
◆国⺠スポーツ⼤会（旧国⺠体育⼤会）の指導について特記事項
⽇本スポーツ⼤会の監督を務める者の規定が⽇本スポーツ協会ラグビーフット
ボール「コーチ３」保有者となります。今回の移⾏処置により、⽇本スポーツ協
会ラグビーフットボール「コーチ３」をお持ちでない状態でA級コーチ （暫定）と
S級コーチになられる⽅は、⽇本スポーツ⼤会で監督を務めることはできません。


