
長泉ジュニア複合スポーツ少年団 Ｊｏｉｎｕｓ 団規約

第１章 総 則

第１条 （名称）

本団は長泉ジュニア複合スポーツ少年団Ｊｏｉｎｕｓ（以下「Ｊｏｉｎｕｓ」という）と称す。

第２条 （事務所）

Ｊｏｉｎｕｓの本部事務所は団長宅に置き、Ｗｅｂ上の会議システムを併用する。

第３条 （理念・目的）

Ｊｏｉｎｕｓの理念および目的を以下の如く定める。

（１） スポーツの他に、レクリエーション・文化学習活動も取り入れた複合型スポーツ少年団とする。

（２） スポーツが嫌いな子や集団活動が苦手な子も含め、誰もが気軽に参加できる

開かれた「親子地域参加型少年団」を目指す。

（３） 身体を動かすことの楽しさを教え、ジュニア期に必要とされる様々な基礎運動能力の習得と

体力増進を図る。

（４） 異性・異年齢集団の中で、様々な生活指導を行う。

（５） 指導員とともに団員をまとめる青少年リーダーを育てる。

（６） 少年団を退団した中学生以上が、引き続きリーダー活動が継続できる環境を作る。

（７） 運動適性テストや基本的な体育種目の到達度評価で、団員に目標を持たせる。

（８） 大人も団員と同じように身体を動かし、親子の共有時間を持ち、親睦を深め、運動不足を

解消する。

（９） 指導員は保護者とともに「Players First」の精神で子供たちの活動をサポートする。

（１０） 指導員は自らの資質向上のために努力を怠らない。

第４条 （活動）

Ｊｏｉｎｕｓは、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。

（１） 各種スポーツ活動（種目は単一ではなく、様々な体験ができる複合種目とします）

・ ストレッチ体操

・ ウォーキング、ジョギング

・ マット運動、跳び箱、縄跳び

・ 竹馬、一輪車、平均台

・ ボール遊び（ボールの投げ方、取り方、蹴り方、渡し方など）

・ ダンス

・ ほか、簡単なスポーツ種目の基本動作



（２） 体力測定テスト(日本スポーツ協会種目に準ずる)

（３） レクリエーション活動

（４） 文化学習活動

（５） 他団体との交歓交流活動

（６） スポーツ少年団リーダー会活動への参加

（７） 地域奉仕活動

（８） その他本団の目的達成に必要な活動

※ 年間行事については、役員、監督、リーダーを中心に決定をする。

※ 団員のための活動なので、団員の意見を取り入れながら計画を立てる。

※ 専門的なスポーツ活動は行わない。専門的な活動を希望する者へは、単一種目

の少年団やクラブチーム等への加入を勧める。

第５条 （団の構成）

Ｊｏｉｎｕｓは、団員、リーダー、役員、指導員、育成母集団、保護者、ボランティアにより構成される。

第６条 （団の登録）

Ｊｏｉｎｕｓは第８条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者をまとめ、長泉町スポーツ

少年団および日本スポーツ少年団所定の登録方法により団の登録を行うものとする。

第２章 団 員

第７条 （団員の構成と活動）

（１） およそ 3 歳から 15 歳ぐらいまでの幼児・児童・生徒を主対象とする。

（２） リーダーは中学生以上 23 歳未満の、スポーツ技術・コミュニケーション術を中心とする

指導有資格者もしくは資格を取得しようとする者で、団員と共に活動を行う。

（３） 監督・指導員・保護者・地域ボランティアなども、リーダーを含む団員と共に活動を行う。

第８条 （団員の条件と登録方法）

Ｊｏｉｎｕｓへの加入（継続）登録は、以下の条件を満たした者が許可され、本団所定用紙にて、これを

行う。又、加入（継続）登録に当っては、別に定める費用を納入し、団指定のユニフォーム、その他必

要物品を受領するものとする。

（１）   団の趣旨を理解し、規約を守られる者とその家族

第９条 （団員の有効期間）

加入登録有効期間は、加入の申込みを受けた日からその年度末日までとし、毎年度これを

更新する。ただし、次のような場合は１年以内の休団もしくは退団となる場合がある。



（１） 休団（対象は小学生以下）

・ 中学校・小学校受験など勉学多忙期の者

・ 学校の成績が著しく低下した者

・ 疾病その他心身の不調により長期の療養を医師より指示された者

・ その他、やむを得ない理由により、団長が認めた者

（２） 退団

・ 退団希望が成立したとき

・ 死亡したとき

・ 団費の納入を怠ったとき

・ 団の名誉を毀損しまたは趣旨に反した行為があったとき

第１０条 （団員の心得）

団員は次の事項を厳守しなければならない。

（１） あいさつを元気よくする。

（２） 指導員およびリーダーの指示に従い行動をする。

（３） 誰かを仲間はずれにしたり、仲間の悪口を絶対に言わない。

（４） 困った事や悩み事があるときは、リーダーに相談する。

（５） リーダーは、責任を持って団員をまとめる。

・ トラブルを解決できないときは、直ちに指導者や役員に相談する。

（６） 遊びでも勉強でも、目標を持って一生懸命とり組む。

（７） 規則正しい生活を心がける。

・ 早寝早起き

・ 朝食をしっかりととる

・ ゲームやパソコン、スマートフォン操作をやりすぎない。テレビを見すぎない。

（８） 常に５分前行動を心がけ、約束した時間を守る。

（９） 保護者（家族）への感謝を忘れない。

・ 例えば、送迎、食事、金銭面など、自分だけではできないことを自覚し、

家庭内でできる家事の手伝いなどを進んで行う。

（１０） 施設や用具を大切に扱う。

第３章 役 員

第１１条 （役員の構成）

本団には、次の役員を置く。

（１） 団長 １名

（２） 副団長 ２名程度



（３） 会計 １名

（４） 監事 １名

（５） 事務局 若干名

（６） 顧問 若干名

（７） 広報係 １名

（８） 監督 １名

（９） 監督補佐 若干名

（１０） 指導部 若干名

（１１） 女性指導部 若干名

（１２） 育成母集団会長 1名

第１２条 （役員の任務）

役員は次の任務を遂行する。

（１） 団長は役員内での互選で決定し、Ｊｏｉｎｕｓを代表、団務を統轄する。

（２） 副団長は、団長ならびに事務局を補佐する。

なお、団長ならびに事務局に事故ある時は、その職務を代行する。

（３） 会計は、本団の会計を担当する。

（４） 監事は、会計を監査し、会計に事故ある時は、その職務を代行する。

（５） 事務局は、団の登録、傷害保険業務を中心とする運営事務を行い、その統括に局長職を

おく。

（６） 顧問は、団の運営に対し助言を行う。

（７） 広報係は、団の広報およびＷｅｂサイト・メーリングの管理を行う。

（８） 監督は、団員指導を統括する。

（９） 監督補佐は、監督を補佐する。

なお、監督に事故ある時は、その職務を代行する。

（１０） 指導部は、監督の指示の下、女性指導部およびリーダーと共に団員の指導を行う。

また、監督に事故ある時は、その職務を代行する。

（１１） 女性指導部は、女性団員（特に思春期の女子団員）からの相談者となり監督を補佐する。

（１２） 育成母集団会長は、保護者の代表となりその統括を行う。

第１３条 （役員の任期）

（１） Ｊｏｉｎｕｓ役員は団長が委嘱し、任期は１年とする。但し、再任を妨げない。

（２） Ｊｏｉｎｕｓ役員に欠員が生じた時は、それを補充する。但し、候補者がない場合は団長がそ

の任を務める。また、その任期は前任者の残任期間とする。

第１４条 (特別顧問)



（１） 団運営にあたり、各方面の有識者または助賛団体の代表者等を、特別顧問として

おくことができる。

（２） 特別顧問は総会で決定し、団長がそれを委嘱する。

（３） 特別顧問の任期は１年とする。但し、総会の判断で委嘱期間を延長することができる。

第４章 指導員・ボランティア

第１５条 （指導員およびボランティアの採用基準）

指導員およびボランティアは役員会で決定し、団長および監督が委嘱する。

（１） 指導員は次の資格を有し、スポーツ少年団の理念を理解している者とする。

（ア） 公益財団法人日本スポーツ協会 公認スポーツ指導者

（イ） 公益財団法人日本スポーツ協会 公認基礎資格指導者「コーチングアシスタント」

（ウ） 公益財団法人日本スポーツ協会 公認

日本スポーツ少年団養成「スタートコーチ（少年団）」

（２） 特に指導力が優れた指導員に対し、主任指導員としての任務を与える。

（３） 女性指導部に長を置き、監督を補佐する女性指導者の統括者となる。

（４） ボランティアは、本人の意思確認と書類審査を経て採用を決定する。

（５） ボランティアの任期は年度末までとする。

第５章 団育成母集団(保護者会)

第１６条 （育成母集団）

Ｊｏｉｎｕｓに団育成母集団（保護者会）を置く。

（１） 育成母集団については別に定める。

第６章 会 計

第１７条 （会計）

Ｊｏｉｎｕｓの会計は、団員の納める会費、育成母集団費、寄附金、補助金、その他の収入によって

支弁する。

（１） 会費については、別に定める。

（２） 領収書等の保管は、会計年度終了後６年間とする。

第１８条 (財産の保管)

会計員は、Ｊｏｉｎｕｓの所有する現金・預金また備品等を確実な方法で保管し、次の事務を行う。

（１） 会費の収納



（２） 寄付金及び寄贈品の収納

（３） その他Ｊｏｉｎｕｓに必要な収納、支出

（４） 団財産への財産シールの貼付

（５） 団財産の把握

第１９条 (会費の額)

団員１人当り、入団金２０００円、年間活動費１０００円（スポーツ少年団年間登録費を含む)の他、

１ヶ月５００円を活動費として納入するものとする。

（１） スポーツ少年団登録を行わない乳児等（概ね主活動に参加することが困難な者）についは、

一切の活動費を徴収しないものとする。

（２） スポーツ少年団登録を行う幼児等については、月の活動費を１００円とする。

（３） 指導を行う中学生以上のリーダーについては、月の活動費は徴収しないものとする。

（４） 休団中、その他の理由で団の活動に参加することが困難であると団長、監督及び会計が判

断した者については、その申請期間中における月の活動費を徴収しない。ただし、単発的に

活動に参加する場合は、当該活動時にかかる費用を徴収する。

（５） 入団が月の途中の場合は、当該月の活動費は徴収しないものとする。

（６） 当該年度の少年団登録〆切日以降に入団する場合は、年間活動費を５００円とする。

（７） 入団をする際に、団指定のビブスおよびTシャツが用意できる場合は、入団金を５００円とす

る。

（８） 再入団をする場合は入団金の徴収は行わず、不足している活動用品のみを自費で購入する

ものとする。

（９） 遠征時や課外活動時の費用は、別途徴収するのもとする。

（１０） 保護者、指導員のビブスおよびTシャツの初期購入は全額個人負担とする。団員のビブスお

よびTシャツ、またそれ以外の活動上必要なファイル等については全額団費から支出する。

（１１） 個人配布された活動用品（ビブス、Tシャツ、ファイル等）が損傷した場合の修繕費、追加購

入等は半額を個人負担とし残りは団が負担する。ただし、活動上やむを得ない状況下の破

損、および活動上必要と判断された場合は、全額団費から支出する。

（１２） 指導員のスポーツ少年団登録費用については、団費から支出する。

（１３） 指導員が所有し団運営に要する公認スポーツ指導者資格の更新料については、指導実績

（出席率）に応じ、団が定める額の補助金を支出（年額換算、事後支払い）する。

（１４） 団長命により団として依頼する研修等については、団費より交通費補助金を支給する。

ただし、主催団体等から交通費等の手当が支給される場合はこの限りではない。

補助金の額については１日あたり３０００円を限度とし、出発地から目的地までの往復距離

（ｋｍ数）に２０円を乗じた額を支給するものとする。距離計算についてはＷｅｂ上の地図等を

参考し決定する。

（１５） 謝金、交際費等ついては、その都度役員会で決定し、団費から支出する。



第２０条 （会費の返還）

納入された会費は、理由の如何によらず返還しないものとする。

第２１条 （会計の年度）

本団の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終る。

第２２条 (会計の承認)

団長は年度終了前に、団費に関する事項の監査を経て総会の承認を求めなければならない。

第７章 傷害時対応

第２３条 （事故に対する備え）

Ｊｏｉｎｕｓは万一の事故に備え、次の対応を行う。

（１） 団登録に明記された団員・指導者は、活動時に有効な傷害保険に加入を義務づける。

（２） 活動上必要とされる保護者およびボランティアに対し保険の加入を義務づける。

（３） 兄弟姉妹に付き添う乳児等については、その保護者の責任により傷害保険加入の有無を

決定する。

（４） 団活動中は、救急道具を常備する。

（５） 監督、全指導員、その他の役員、保護者、ボランティアは、常に活動中の者の様子を

十分に確認し、活動継続が困難と思われる者に対しては適切な指導・処置を行う。

（６） 監督、全指導員、その他の役員、保護者、ボランティアは、施設内にあるＡＥＤ等

救命装置の存在を常に把握する。

（７） 危険な環境下では、活動を中止もしくは行わない。

第２４条 （事故時の対応）

Ｊｏｉｎｕｓは万一の事故に対し、次のように対応する。

（１） 傷害が発生した場合は、直ちに適切な処置を行うとともに、関係者への伝達を

遅滞なく行う。

（２） 団体活動中および団体活動への往復中の事故により被った傷害の補償範囲は加入保険

の範囲までとし、指導者側の故意による事象を除き、団または指導者に対し一切の

責任を問わないものとする。

第８章 会議・総会・規約

第２５条 (会議の定義)



会議は総会、役員会、ネット会議とする。

（１） 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年 1 回、臨時総会は必要な場合に

開催する。

（２） 総会は全役員、指導員、ボランティア、保護者、および団長選出のリーダーで構成する。

（３） 役員会は全役員およびシニア以上のスポーツ少年団有資格リーダーで構成し、

総会提出議案及びＪｏｉｎｕｓの運営について協議する。

（４） ネット会議は全役員で構成し、Ｗｅｂ上の会議室（長泉スポ少Ｊｏｉｎｕｓ．SNS、会議室等）に

てＪｏｉｎｕｓの運営について協議する。

第２６条 (会議の招集)

総会および委員会は、団長が招集し通常はその議長となる。

（１） 団長は団員の 2 分の 1 以上または保護者（家庭数）の 2 分の 1 以上、もしくは役員から

総会開催の請求があったときは、速やかに総会を招集しなければならない。

第２７条 (会議の成立条件)

（１） 会議は委任状を含む 2 分の１以上の出席者（家庭数）をもって成立する。

（２） 会議の議決は委任状を含む出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決による。

第２８条 （総会での決定事項）

次の事項は総会の議決または承認を得なければならない。

（１） 規約の改廃

（２） 事業計画の大綱

（３） 予算、決算の承認

（４） 団費に関する事項

（５） その他団長もしくは監督が付議した事項

第２９条 （役員会での決定事項）

役員会は次の事項を審議し決定する。

（１） 総会に提出すべき案件

（２） 事業計画の決定

（３） その他団長もしくは監督が付議した事項、団員より請求があった事項

附則

1. 本規約は、平成２３年４月１日より施行する。

2. 本規約改正は、平成２４年３月１１日より施行する。



3. 本規約改正は、平成２５年３月２５日より施行する。

4. 本規約改正は、平成２６年４月１３日より施行する。

5. 本規約改正は、平成２７年１月１８日より施行する。

6. 本規約改正は、平成２９年３月１９日より施行する。

7. 本規約改正は、令和２年４月１日より施行する。



長泉ジュニア複合スポーツ少年団 Ｊｏｉｎｕｓ育成母集団規約

第１章 総 則

第１条 本育成母集団は長泉ジュニア複合スポーツ少年団Ｊｏｉｎｕｓ育成母集団（以下「母集団」と

いう）と称し、事務所を会長宅に置く。

第２章 目 的

第２条 母集団は長泉ジュニア複合スポーツ少年団Ｊｏｉｎｕｓ（以下「Ｊｏｉｎｕｓ」という）の健全な育成

のため、次の活動を行う。

（１） 目的達成のための育成援助

（２） 活動場所の確保

（３） Ｊｏｉｎｕｓが参加する交流活動等への援助

（４） Ｊｏｉｎｕｓの広報活動

（５） 会員相互の親睦と体力向上のための活動

（６） その他スポーツ少年団育成に必要な事項

第３章 組 織

第３条 母集団はＪｏｉｎｕｓの保護者全員および本スポーツ少年団の目的に賛同する、個人、団体を

もって組織する。

第４章 役 員

第４条 母集団には次の役員を置く。ただし、規定人数に満たない場合は会長がその任を兼務する。

（１） 会 長 （Ｊｏｉｎｕｓ本部役員兼務）  １名

（２） 副会長   １名

（３） 理 事  若干名

（４） 会 計   １名

（５） 監 事   １名

第５章 役員の任務

第５条 前条の役員は、母集団の互選により選出し、Ｊｏｉｎｕｓ本部役員半数以上の承認を得た者

とする。

（１） 会長は、母集団を代表し会務を統括する。

（２） 副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行する。

（３） 理事は、会長、副会長を含めた理事会を構成し、会務を処理執行する。

（４） 会計は、母集団の会計を処理する。



（５） 監事は、母集団の会計を監査する。

第６章 役員の任期

第６条 役員の任期は、１年とする。ただし再任は妨げない。

（１） 役員の任期は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。

（２） 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第７章 会 議

第７条 母集団の会議は総会、理事会とし、会長が召集してその運営にあたる。

第８章 会 計

第８条 母集団の会計は、寄付金、その他をもってこれにあてる。

（１） 母集団の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。

附 則

・ 本規約は平成２３年４月１日より施行する。

・ 本規約改正は平成２４年３月１１日より施行する。


