
令和 5 年 1 月３０日 

 

 座間市野球協会 登録チーム 各位 

 

座間市野球協会 会 長  飯 島 芳 雄 

 

公益財団法人 全日本軟式野球からの通知について 

  日頃は、当協会の運営等につきましてご協力をいただき、ありがとうございます。 

 公益財団法人 全日本軟式野球連盟より（一社）神奈川県野球連盟を通じ、随時、大

会運営等に関係した通知があります。 

つきましては、当協会の登録チームに対し、ホームページ等を利用し周知させてい

ただきます。 

今後とも、当協会の運営にご指導、ご協力をお願いいたします。 

   

 

 

事務担当  座間市野球協会 理事長 森 田 敬 真 

                   携帯電話  ０９０－５７９６－２４７３ 

                  携帯メール  hirochika5971@gmail.com 







【改訂前後表】 

■連盟規程細則第 3 条（チーム編成等）の改訂について 

改訂前 改定後 

第 3 条 

2 一般チームは、監督を含む選手 10 名 

以上 20 名以内で編成しなければならな 

い。ただし、国体および日本スポーツ 

マスターズは別に定める。 

(1) 大会でベンチに入れる人員は、監督

を含む選手 20 名以内と、選手として

登録しない部長(チーム代表者)、マネ

ージャー、スコアラー、トレーナー(有

資格者)各 1 名とする。 

(2) 総監督、コーチ、マネージャー、スコ 

アラー、トレーナーを選手として登

録することはできるが、20 名の範囲

内でユニフォームを着用し、背番号

をつけなければならない。 

 

3 少年チーム(少年部・学童部)は、監督 

1 名、コーチ 2 名以内、選手 10 名以上 

20 名以内で編成しなければならない。 

第 3 条 

2 一般チームは、監督を含む選手 10 名 

以上 25 名以内で編成しなければならな 

い。ただし、国体および日本スポーツ 

マスターズは別に定める。 

(1) 大会でベンチに入れる人員は、監督

を含む選手 25 名以内と、選手として

登録しない部長(チーム代表者)、マネ

ージャー、スコアラー、トレーナー(有

資格者)各 1 名とする。 

(2)総監督、コーチ、マネージャー、スコ 

アラー、トレーナーを選手として登

録することはできるが、25 名の範囲

内でユニフォームを着用し、背番号

をつけなければならない。 

 

3 少年チーム(少年部・学童部)は、監督 

1 名、コーチ 2 名以内、選手 10 名以上 

25 名以内で編成しなければならない。 

 

 

■競技に関する連盟特別規則(7 回戦試合の延長戦について) 

改訂前 改定後 

2 延長戦 

≪7 回戦試合≫ 

  7 回を完了して同点の場合は、健康維 

持を考慮し、次の方法により勝敗を決 

する。 

(1) 延長戦は 9 回(最長 2 回)まで、も

しくは試合開始後 2 時間 30 分を経

過した場合は、新しい延長イニン

グに入らない。 

(2) 前記を終了しても同点のときは、

タイブレーク方式を行う。 

2 延長戦 

≪7 回戦試合≫ 

  7 回を完了して同点の場合は、健康維 

  持を考慮し、タイブレーク方式により 

勝敗を決する。 



 

■競技に関する連盟特別規則(指名打者の取り扱いについて) 

改訂前 改定後 

6 項 

≪7 回戦試合≫ 

  日本スポーツマスターズおよび全日本 

シニアは指名打者ルールを使用するこ 

とができる。 

6 項 

 全日本軟式野球連盟が主催する大会にお 

いては、指名打者ルールを使用すること 

ができる。(学童・少年部は除く) 

 

 

■用具・装具に関する事項の改訂について 

改訂前 改定後 

3 項  

 サングラスは、大会本部の承認なしに使 

用できる。ただし、投手は使用できない。 

 

3 項 

 サングラスは、大会本部の承認なしに使 

用できる。ただし、投手はミラーレンズ 

サングラスの使用はできない。 

 

また、野手がサングラスを帽子の庇の上 

にのせることを認める。 

 

 

 

■用具・装具に関する事項の改訂について 

改訂前 改定後 

8 項 

 バットは改造、加工したものは使用でき 

ない。 

8 項 

 バットは改造、加工したものは使用でき 

ない。 

ただし、後付けフレアグリップの使用に 

ついては、専用テープ等で完全に固定・ 

被覆されたなだらかな形状のものであれ 

ば使用は認める。 

 

 

 

 

 

以上 







起こり得るハラスメント

～ 無意識のうちに加害者にならないために ～

【組織編】

その「普通」「当たり前」

世間で通用しますか？

この資料は、主に連盟役員向けに作成していますが、チームや審判員組織など、
関係するコミュニティにおいても、もう一度、自身の行動を振り返り、考えてみ
てください。

公益財団法人 全日本軟式野球連盟



ハラスメントは全ての暴力を指します

殴る、蹴るなどの身体的な攻撃だけではなく、ののしり、罵声などの言

葉による攻撃、話を聞かない、無視などの態度による攻撃、正当な理由

が無い「排除」や「拘束」なども身体的な攻撃と同じように人を傷つけ

る行為です。

考え方の変換が必要です。

身体的な攻撃以外のハラスメントについては、比較的近年、世間で認知され始

めました。報道等で頻繁に耳にして「そういう時代なんだ」と理解しているつ

もりでも、自身の行動と結びつかない事も多いと思います。しかし、時代に関

係なく本来、人を傷つける全ての行為は否定されなければなりません。

2



競技団体（連盟・協会）で起きやすいハラスメント

【スポーツでは、指導者→競技者のハラスメントに注目が行きがちですが・・】

組織の運営側は、特に次のような行為をしないよう注意を払う

必要があります。

①運営側のやり方や規程、長年続く決まり事に対してチームなどから不満や疑義が

あった場合、よく話を聞かず一方的に「そういう決まりだ」と頭ごなしに片付ける。

→地域的な個々の事情、支部特有の決まり事・・いわゆる習慣がある場合も多いと思

いますが、今はSNS等によりチームは他支部の情報を容易に入手できる時代です。

他支部には無い規程や決まりが必要な理由を明確に説明し、納得してもらう必要が

あります。 ※それは「競技者にとって必要な決まり」でしょうか？（考えてみてください）
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競技団体（連盟・協会）で起きやすいハラスメント

【スポーツでは、指導者→競技者のハラスメントに注目が行きがちですが・・】

二重のハラスメントになる事を認識する必要があります

②チームの疑問に対して、所属団体の回答が頭ごなしの回答だった場合、全軟連等のお

問合せコーナーを通じて質問、所属団体の対応が通報されることがあります。

全軟連は通報者の情報などを「内部通報規程」によって守りますが、所属団体で通報

者を特定し、自分達を飛び越えて通報したこを非難してはいけません。

→まさしく、競技団体が犯しやすい二重のパワハラです。

ひとつは、話を聞かず無視し、説明責任を果たさなかった事、もうひとつは通報した

ことを非難する事です。

4



競技団体（連盟・協会）で起きやすいハラスメント

【スポーツでは、指導者→競技者のハラスメントに注目が行きがちですが・・】

通報窓口を利用したことを理由とした通報者の不利益な取
り扱いは禁止しています。

③投げかけた疑問に対して、真摯に対応してもらえない、問題は解決しない

と考え、通報という手段をとるのです。

日頃からコミュニケーションをとり、風通しの良い組織づくりを行ってい

ればわざわざ通報という手段は用いないのではないでしょうか。

スポーツ団体のガバナンスコードに於いても「通報窓口を利用したことを

理由として、相談者に対する不利益な取り扱いをおこなうことを禁止する

こと」と明記されています。
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競技団体（連盟・協会）で起きやすいハラスメント

【スポーツでは、指導者→競技者のハラスメントに注目が行きがちですが・・】

調査依頼を受けた支部がやってはいけないことがあります

④チームの構成員が、チーム内の金銭トラブルや指導者の暴力・暴言などについて、報

復を恐れて支部や全軟連の通報窓口へ匿名で通報する場合があります。通報が匿名で

あっても事実関係の調査は行うべきです。匿名を理由に拒むことは出来ません。何故

匿名で通報しなければならなかったのかを考えてください。

！！ NG行為 ！！

■匿名の通報には調査、回答は出来ないと協力を拒む

■犯人捜しをし、通報者を特定して立場を悪くする

■通報を理由に処分する→（ハラスメントに該当します）
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競技団体（連盟・協会）で起きやすいハラスメント

【出来れば内々に済ませたい気持ちは分かりますが・・】

隠蔽は絶対NGです！！

①長年チームの指導をしている監督や代表者の方は、連盟と近い関係・・ほぼ関係者となっ

ている事がよくあります。様々な事案に協力して頂いたり、良い面が沢山あります。

反面「身内」意識が働き、そのチームに何か不祥事があった場合、どうしても表沙汰にし

たくない、なかなか厳しい処分が出来ないという状況になり得ます。

お互い気づかないうちに、いわゆる【なあなあな関係】になってしまっているのです。

チーム関係者の話を聞く、意見を取り入れるといったコミュニケーションは必要です。

ただし、何か事があった時にこそよく話し合える関係、本来は事が起こる前にきちんと注

意ができる関係を築いていなければならないのです。
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競技団体（連盟・協会）で起きやすいハラスメント

【出来れば内々に済ませたい気持ちは分かりますが・・】

無かったことにはなりません

②たとえ強い悪気が無かった行為でも、「強い圧力」を感じた、そのことに傷ついた人がい

たら「悪気は無かったんだから」で終わらせることはできないのです。

事実は、ゴミのように丸めて捨ててしまうことは出来ないのです。

ハラスメント行為の最大の問題は、やっている方（加害者）とやられている方（被害者）

の認識が大きく違う、ずれているということです。

大半の事案、加害者は悪気があった訳では無いから大したことではないと思っています。

人はそれぞれ、感じ方や受け取り方が違います。

無かったことにしようとする態度や行動が一層被害者を傷つけることになるのです。
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楽しくスポーツを楽しむために

アマチュアの地域スポーツ団体は、ボランティア精神に支えられた仲間で構成された

団体であることが多いのが現状です。

団体関係者も、審判員も、チーム関係者もみなそれぞれ、野球に関わっていたい、野

球を楽しみたい、という「野球が好き」という共通の思いがあります。立場が違うだ

け・・・。【仲間】なのです。

それぞれが抱く疑問、抱える悩み・問題を真摯に受け止め、誠意を持って相手の話を

聞き、誠実に説明・調査する必要があるのです。

その問題についてきちんと説明できない時には、例え長く続いている習慣であっても

見直しをする、連盟と近いチームの出来事であっても、踏み込んで皆が納得するよう

真摯に問題を解決する姿勢が必要なのだと思います。

皆が楽しく軟式野球を楽しむために。
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起こり得るハラスメント

～ 無意識のうちに加害者にならないために ～

【個人編】

あなたの考える・・「普通」「当然」

誰かを傷つけることはありませんか？

この資料は、チーム役員、指導者、保護者、そして連盟の役員、審判員など、す
べての関係者が自身の行動を振り返り、考える機会として頂くための資料です。

公益財団法人 全日本軟式野球連盟



人を傷つける行為は全て禁止です

殴る、蹴るなどの身体的な攻撃だけではなく、ののしり、罵声などの言葉

による攻撃、話を聞かない、無視などの態度による攻撃、正当な理由が無

い「排除」や「拘束」なども身体的な攻撃と同じように人を傷つける行為

です。 考え方の変換が必要です。

身体的な攻撃以外のハラスメントについては、比較的近年、世間で認知され始

めました。報道等で頻繁に耳にして「そういう時代なんだ」と理解しているつ

もりでも、自身の行動と結びつかない事も多いと思います。しかし、時代に関

係なく本来、人を傷つける全ての行為は否定されなければなりません。
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チームスポーツで起きやすいハラスメント

【チーム内で起こりやすいハラスメント】

指導者⇒競技者

①指導的な立場の人が自分の方針を「絶対」と信じるのは普通のことです。

そのぐらいの信念がなければ指導はできないでしょうし、受ける方も考えが揺らい

でいる人から教わっても不安なだけです。

しかし、その信念をただ押し付け、ついて来られない人に対してきつく叱ったり罵

声を浴びせたりするのは間違いです。

何故この練習をするのか、どうして必要なのかを教えるのも指導。出来ない人はど

うして出来ないのか、何か分からないことがあるのか、など本人の立場で考え、導

いていくことが指導です。
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チームスポーツで起きやすいハラスメント

【チーム内で起こりやすいハラスメント】

指導者⇒競技者

②指導者の方は選手を「導く」存在です。

スポーツの意味は、試合の運び方や様々な作戦を実行できるようになる練習、鍛錬をす

ることも重要ですが、競技の楽しさ、努力の意味、頑張っても全員が同じようにできる

事ではない厳しさや現実、その中で自分にできる役割を探し挑戦することを体感するこ

とにあります。

選手が試合で失敗した時、指導者は「何故失敗したか考えること」「次はどうするかを

考えること」を教え、導くのです。

𠮟りつけ、罰を与えるなどの行為は、「自分の思い通り」に出来ないという、指導者の

一方的な立場からでしか考えていないために起こるハラスメントです。
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チームスポーツで起きやすいハラスメント

【チーム内で起こりやすいハラスメント】

指導者・チーム役員など⇒競技者・保護者など

③人には「相性」があります。

指導者であっても選手の全員、また関係者の全員に平等に同じように接することが

出来るとは思えません。合う人、合わない人が居るのは当然なのです。

しかし、指導者やチームをまとめる立場の人があからさまな態度で接すると、チー

ム内でのいじめに繋がる可能性があり、ハラスメントに該当します。

結果、「嫌われたくない」一心でチーム内の間違った事に対して意見を言う人も居

なくなってしまい、間違えた方向を早期に修正できなくなってしまします。

何か意見を言う人を排除しようとすることは重大なハラスメントです。
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チームスポーツで起きやすいハラスメント

【チーム内で起こりやすいハラスメント】

「拘束」や「移籍の妨害」もハラスメントです

④どうしてもチームに馴染めない、指導者との相性も悪い、ハラスメントを感じる、ということで

チームを移籍することを考える場合も多いと思います。

連盟規程第10条4項で、チームに異動があった場合には届け出が必要であり、更にその年度は他の

チームへの登録が出来ない事を定めています。この規定は、元々チームを渡り歩くようなことを許

さない規定です。トラブルが原因でチームに残るのが気まずく、難しい状況となった場合は例外と

言えます。 所属の支部等へ事情をよく説明し、スムーズに移籍できるようにするべきです。

無理やり拘束する、移籍を許さない＝悪質なハラスメントです。

本来、軟式野球を楽しんで欲しいという気持ちのはずです。

今のチームに馴染めないのであれば別のチームで何とか楽しんでもらいたい、と思えれば何も問題

は起こりません。考えを変えましょう。
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チームスポーツで起きやすいハラスメント

【チーム内で起こりやすいハラスメント】

二重のハラスメントになる事を認識する必要があります

⑤個々の疑問や意見を取り合ってもらえない、チーム内の無言の圧力で意見を言えない、

移籍も許されないなどの場合、連盟の通報窓口を通じた通報があります。

殆どの通報が、チーム内でコミュニケーションがしっかりとれていれば内部で解決で

きるはずの事案です。匿名を強く希望されることが多いのも内部の風通しの悪さを象

徴していると言えます。 内部の圧力＝ハラスメント です。

特に、子供を預けている状態の少年野球では通報が分かると、子供が嫌がらせなどに

より野球を続けられなくなるという心配が根底に強くあると感じます。

通報者へのペナルティ、嫌がらせ＝二重のハラスメント です。
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チームスポーツで起きやすいハラスメント
【チーム内で起こりやすいハラスメント】

無かったことにはなりません

②たとえ悪気が無かった行為でも、「強い圧力」を感じた、そのことに傷ついた人がいたと

したら「悪気は無かったんだから」で終わらせることはできないのです。

事実は、ゴミのように丸めて捨ててしまうことは出来ないのです。

ハラスメント行為の最大の問題は、やっている方（加害者）とやられている方（被害者）

の認識が大きく違う、ずれているということです。

大半の事案、加害者は悪気があった訳では無いから大したことではないと思っています。

人はそれぞれ、感じ方や受け取り方が違います。

無かったことにしようとする態度や行動が一層被害者を傷つけることになるのです。
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楽しくスポーツを楽しむために

軟式野球のチームは、指導者などの熱意によるボランティア精神に支えられてい

るのが現状です。

そして、チーム入にる選手は純粋に野球を楽しみたい、やってみたい、上手くな

りたいという思いで集まって来ているはずです。

熱心な指導のつもりが相手を追い詰め、選手達が野球を楽しめなくなったら・・

それは本意でしょうか？

選手には皆違う個性があり、指導者の代わりに野球をやるわけではありません。

例え自身の子供であっても、親の夢を投影し、押し付けて強制したりすることは

許されないのです。

皆が楽しく軟式野球を楽しむために。
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全日本軟式野球連盟 指導指針

指導部会



全日本軟式野球連盟の責務

JSBB ミッション

➢野球に親しみ、生涯、野球を愛する人材を育てる

➢将来の夢を育み、子ども達が野球障害に悩まない環境づくり

ジュニア世代の育成

日本に野球が深く根付いた要因のひとつは、安全で安価な軟式ボールが広く普及していることです。スタンドのあるしっ
かりした球場がなくとも、校庭や広場でも手軽に子どもたちがプレーできる環境があったからこそ、今日の広がりがあると
言っても過言ではありません。国民的スポーツである「野球」の更なる発展を目指して、軟式野球ができることをしっか
りと認識し、社会に貢献してくことが私どもの責務です。

2

➢多様なスタイルで野球を楽しむ層のニーズに応える

➢安心安全に生涯楽しめる軟式野球の魅力を発信する

生涯スポーツとしての軟式野球の環境整備



全日本軟式野球連盟の責務

JSBB ビジョン

野球界全体で連携を図りながら、軟式野球の特徴、長所を十分に理解してもらい、生涯スポーツとして
の軟式野球の魅力を発信していきます。既存大会の充実はもとより、女子・シニア層の大会参加者を拡
充していきます。また、軟式ボールの特性を活かしたBaseball5など新競技の普及を通じて、軟式野球
ファンを獲得していきます。

普及・振興事業

事業推進には、組織の強化は不可欠です。加盟団体との連携を強め、ガバナンスコードに沿った組織運
営を実施していきます。連盟を支えていただく全ての皆さんに信頼される組織基盤を強化すべく、組織運
営の在り方を追求してまいります。

組織基盤の強化事業

3

育成事業
ジュニア世代が、故障なく障害にわたって軟式野球を楽しめる環境を整備するために、時代に即した指導方法を皆さ
んと共有し、指導者資格の義務付けを行っていきます。併せて、競技会に係る審判員、記録員、放送員の人材育
成事業も実施していきます。



➢青少年の人間力の育成

（協力性、忍耐力、コミュニケーション力、体力、道徳性、自発性など）

➢生涯を通じ、健康でスポーツに携わることができる環境構築

全日本軟式野球連盟（JSBB）指導指針

4

「スポーツ・野球を通じた人づくり」

やるべきことは？

「日本の未来のために」

～野球を通じて子ども達を幸せに～
グッドコーチの養成



全日本軟式野球連盟（JSBB）指導指針

1.野球活動現場の環境整備
➢学童野球の健全化

2.スポーツ界のスタンダードの理解と発信
➢前例、慣例に捉われない企画・立案・実行

3. JSBB指導者養成事業の活性化
➢資格制度の最適化

➢JSPOコーチ（1・3）有資格者の養成

➢JSBB公認学童コーチ有資格者の拡充

5

そのために、具体的には



• 野球本来の魅力を伝えるために「投げる」「打つ」「捕る」「走る」の基本技術の指導を中心とした指導環境
の構築

• 成長期における障害予防を意識し、育成重視による指導体制整備を行う

• 選手の将来を十分に理解し、学童・少年期の指導者の役割として、「スポーツマンシップ」「フェアプ
レー」「暴力行為根絶」の教育啓発を第一とした指導環境の構築

• 選手の多様性を理解し、各々に適切な指導が可能となる「コーチングスキル」「コミュニケーションスキ
ル」の養成に重点を置いた指導環境の構築

• 指導者は学び続けることが責務であることの共通認識化のための施策整備

• 指導者は選手の夢や目標達成のための理解者・サポートが役割であり、アスリートセンタードの普遍化促
進のための施策整備

技術指導

教育啓発

意識改革

JSBB指導者養成の基本骨子

6



JSBBが考えるグッドコーチ像とは

7

【子ども達への思いやり】

➢子ども達の個性を尊重できること（個性を引き出せること）

➢子ども達の自由な動きと発想を大切にできること

➢勝つこと以上に「野球の面白さ」を伝えることができること

➢子ども達をたくさん褒められること

➢「打つ・投げる・走る・捕る」喜び（幸せ）を伝えられること

➢すべての子ども達に活躍のチャンスを提供できること

➢グッドプレーを子ども達と一緒に作り出し、喜べること

➢「野球大好きっ子」を育てられること

「子ども達への思いやり」の考え方を第一に、

「熱中」「夢中」に導くことができるグッドコーチを目指しましょう



学童部指導者に対する資格義務付けについて

8

前提

「資格保有」は学んだ証明ではあるが、全てではない。

JSBBでは、習得した知識・スキルを駆使し、

野球の魅力の伝達（指導）、

野球競技環境の改善を最大の目的としている。

項目 取り扱い 備考

義務付け対応
登録チームの学童部の監督は、
JSBB公認学童コーチ資格保有
者であること。

JSPO公認コーチ３，１、スタートコーチ
（少年団）、コーチングアシスタント、
BFJ公認野球指導者基礎Ⅰ（U12）
保有者は同等とする。

導入年 2024年シーズンから

参考 詳細は、JSBB公式サイトに掲載。https://jsbb.or.jp/coaches/

資格を保有していること ＜ 学ぶこと・学び続けること

https://jsbb.or.jp/coaches/



