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本内容は、平成 22年度現在 TeamJBA にメンバー登録された JBA公認コーチへのご案内です。

2011 年 3月 1日

JBA 公認コーチ 各位

財団法人日本バスケットボール協会

「コーチライセンス制度改定のお知らせ」 および 「資格更新手続きのお願い」

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より当協会の活動にご理解、ご協力を賜りまして厚く御礼

申し上げます。

さて、日本バスケットボール協会（JBA）では世界に通じるナショナルチームの育成とさらなるバスケットボール競

技の普及・発展および現状の様々な課題や問題点の解決を目指し、コーチライセンス制度の改定を行うことにな

りました。2011年4月（平成23年度）以降、段階的に導入・施行し、全ての指導者にライセンスを取得していた

だくことを目標に 5 年計画で取り組んでいきます。コーチライセンス制度の概要は、別紙にてお知らせしますので

ご確認ください。

また、同時に2011年度（平成23年度）は資格更新の時期となり、更新手続きはTeamJBA（会員登録システ

ム）を利用して行っていただくことになります。手続き方法は別紙の通りご案内いたしますので、ご確認の上、

2011 年 5月末日までに手続きを行っていただきますようお願いいたします。

［添付資料］

・ コーチライセンス制度 概要

・ 更新手続きのご案内
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①コーチライセンス制度全体像

現行制度ではJBAが認定する「JBA公認コーチ」と日本体育協会ならびにJBAが認定する「上級コーチ」「コーチ」

「上級指導員」「指導員」が並列して存在しており、それによって誤解や混乱が生じていた部分がありますが、改

定後の制度では資格の呼称を変更し、全体を一本化してよりわかりやすいシステムとします。

また、JBA公認D級コーチの内容を分割し、半日または2日で取得できるJBA公認E-2級コーチ、JBA公認E-1

級コーチを新設いたします。（2012 年度より養成開始予定）

②コーチライセンス制度細目一覧

ライセンス制度の細目は以下の通りです。

共通 Ⅳ■集合22h＋□通信18h
専門 ●集合20h＋○通信20h

共通Ⅲ ■集合33h＋□通信49.5h
専門 ●集合40h＋○通信20h

共通 Ⅱ■集合7h＋□通信28h
専門 ●集合16h＋○通信4h

共通Ⅰ □通信35h

専門 ●集合16h＋○通信10h

専門 ●集合8h

専門 ●集合6h
↑■：共通科目集合講習

□：共通科目通信教育（自宅学習）
●：専門科目集合講習
○：専門科目通信教育（自宅学習）

JBA公認E-2級コーチ JBA公認E-1級コーチ JBA公認D級コーチ JBA公認C‐2級コーチ JBA公認C‐1級コーチ JBA公認B級コーチ JBA公認A級コーチ JBA公認S級コーチ

日体協資格との連動 ‐ ‐ ‐ (指導員) (上級指導員) (コーチ) (上級コーチ) ‐

講習会開催主体 都道府県 都道府県 都道府県 都道府県 都道府県 JBA JBA JBA

開催頻度 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年1回以上
年2回以上

(日体協＋JBA独自)
3年に1回

専門科目講習時間 6h 14h 40h
(集合30h＋通信10h)

40h
(集合30h＋通信10h)

20h
（集合16h＋通信4h）

60h
(集合40h＋通信20h)

40h
(集合20h＋通信20h)

受講料(専門) 2,000\ 5,000\ 14,700\ 14,700\ 20,000\ 16,800\

受講料(共通) 21,000\ 18,900\ 27,300\

受講料(合計) 2,000\ 5,000\ 14,700\ 35,700\ 38,900\ 44,100\ -\

初回事務手数料 1,000\ 1,000\ - - - - -

登録料／年(日体協分含む) -\ -\ 3,000\ 4,000\ 4,000\ 5,000\ 6,000\

受講有効期間（保留措置） 1年 1年 4年 4年 4年 4年 4年

義務研修 不要 不要 2ポイント 2ポイント 2ポイント 2ポイント 2ポイント

資格有効期間 永年
4年

（自動失効/更新なし）
1年 1年 1年 1年 1年

受講条件
16歳以上
(高校生可)

18歳以上
(高校生不可)

18歳以上
(高校生不可)

18歳以上
(高校生不可)

18歳以上
(高校生不可)

C級保有者
22歳以上

B級保有者
30歳以上

今年度以降の
新規養成は行
わない。
現取得者に
は、5年以内に
「JBA公認B級
コーチ」の取得
を推進する。 今

後
検
討

今
後
検
討

＊受講料、登録料については今後日体協との調整を行う。

コーチライセンス制度 概要①
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③大会レベルと適用範囲

公式戦をレベル分けし、レベル別に必要資格の基準を定めます。

ベンチで指揮をとる（スコアシートにサインする）コーチは必要資格を保有していることとします。

＊大会のレベル分けについては、各連盟や関係団体と今後調整し、最終決定する。

④段階的施行

2011 年度より一部改定を行い、2015 年に完全施行を目指して段階的に施行していきます。

⑤リフレッシュ研修

2011年度以降リフレッシュ研修をポイント制とし、JBA公認D級コーチ以上の資格については、更新のための必

須内容としてポイントの取得を義務付けます。また、リフレッシュ研修の受講管理は TeamJBA にて行います。

［必要ポイント数］ ： 2 ポイント

［ポイント基準］ ： （1） 1．5 時間の講習会 ： 1 ポイント

（2） 3 時間の講習会 ： 2 ポイント

（3） JBA 又は都道府県協会が指定する試合観戦及びレポート提出 ： 1 ポイント

コーチライセンス制度 概要②

※詳細の内容は JBA公式サイトで順次公開いたしますのでそちらをご確認ください。

また、今後関係団体等との調整等により、一部内容に変更が生じる場合もありますので予めご了承願います。
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●●● 更新手続きのご案内 ●●●

【更新対象者】

2011 年（平成 23年）2月現在、TeamJBA にメンバー登録された JBA 公認コーチ

※TeamJBA 移行手続き対象者で期限までに移行手続きを行っていない場合は更新対象者とはなりません。

【更新期間】

2011 年 3月 1日（火）～5月 31日（火）

上記期間内に更新手続きおよび登録料の支払いを行ってください。

【更新後の資格有効期間】

2011 年 4月～2013 年 3月 （2年間有効）

【更新後の資格名および登録料】

コーチライセンス制度の改定により、更新後の資格名および登録料が以下の通り変更になります。

【更新手続きの流れ】

【登録証（カード）発行】

更新登録完了日（登録料納入日）の翌月中旬に本人が指定したカード送付先にJBAから直接登録証を送付しま

す。（カード発送状況はマイページで確認可能） カードには本人がお持ちの資格（審判・コーチ）全てが記載されて

います。

また、携帯電話ではモバイル登録証を画面表示することもできます。

現在の資格名 日体協資格の取得状況 新資格名 登録料

ＪＢＡ公認コーチ 上級コーチ → ＪＢＡ公認Ａ級コーチ 5,000 円／2年

ＪＢＡ公認コーチ コーチ → ＪＢＡ公認Ｂ級コーチ 5,000 円／2年

ＪＢＡ公認コーチ 上級指導員 → ＪＢＡ公認Ｃ‐１級コーチ 5,000 円／2年

ＪＢＡ公認コーチ 指導員 → ＪＢＡ公認Ｃ‐２級コーチ 5,000 円／2年

ＪＢＡ公認コーチ なし → ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ 10,000 円／2年

承認されると、本人宛
に承認通知メールおよ
び登録料請求メールが
送信されます。

本人が申請を行うと、都道
府県協会指導者育成委員
会責任者に承認依頼がメー
ル送信されます。

TeamJBA

での

本人申請

都道府県協会

指導育成委員会

責任者

請求

メール

受信

登録料

支払

更新登録

完了

登録証発行

却下

承
認

指定のコンビニまたは
ゆうちょ ATM で登録料
の支払いを行います。

申請内容の不備等で却
下された場合、却下通知
メールが送信されます。
マイページから改めて申
請を行ってください。
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【本人の作業手順】

◇手順 A◇ 前年度と同じレベルの資格で登録する場合（継続申請）

〈例〉前年度資格：JBA 公認コーチ（日体協資格なし） → 更新時の資格：JBA 公認 D級コーチの場合

① TeamJBA 「メンバーTOP」からメンバーID とパスワードを入力してマイページにログインします。

② メンバーマイページ→「チームへの加入申請／役職・資格の登録」をクリックします。

③ 継続加入申請／登録の加入申請の「更新登録する」を選択して、「次へ進む」をクリックします。

④ 必要に応じ、メンバー情報を修正して「次へ進む」をクリックします。

⑤ 写真登録を行います。※1

⑥ 内容を確認して、「登録する」をクリックします。

⑦ 承認後、請求書が発行されますのでお支払いください。※2

◇手順 B◇ 新たに日体協資格を取得し、前年度と異なるレベルの資格で登録する場合

〈例 1〉前年度資格：JBA 公認コーチ（日体協資格なし） → 更新時の資格：JBA 公認 C‐2 級コーチの場合

（共通科目Ⅰを修了し、新たに日体協指導員資格を取得した場合）

〈例 2〉前年度資格：JBA 公認コーチ（日体協指導員） → 更新時の資格：JBA 公認 B 級コーチの場合

（新たに日体協コーチ資格を取得した場合）

登録先（都道府県協会）に該当する資格の加入コードを確認して、加入申請を行ってください。

① TeamJBA 「メンバーTOP」からメンバーID とパスワードを入力してマイページにログインします。

② メンバーマイページ→「チームへの加入申請／役職・資格の登録」をクリックします。

③ 登録先に確認した加入コードを入力して、「次へ進む」をクリックします。

④ 必要に応じ、メンバー情報を修正して「次へ進む」をクリックします。

（日本体育協会指導者登録番号を入力）

⑤ 写真登録を行います。※1

⑥ 内容を確認して、「登録する」をクリックします。

⑦ 承認後、請求書が発行されますのでお支払いください。※2

※1 チームまたは、他の役職・資格に登録している場合は、手順⑤の画面は表示されません。

※2 複数の申請（選手や審判等）を同時に行った場合、全ての申請先での承認が完了すると、登録料の請求書が発

行されます。

【その他重要事項】

・コーチライセンス制度改定の移行措置として、平成 23 年度更新時の「資格有効期間」および「登録料」は従

来通りとします。また、JBA公認 A級、B級、C-1級、C-2級コーチは別途日本体育協会への手続きおよび登

録料の支払いが必要となります。（次回平成25年度更新時より変更予定ですが、確定次第改めてご案内しま

す。）

・加入コードとは都道府県別・資格別に設定された７桁の数字で、申請者本人と資格、都道府県を結びつける

ための番号です。

・JBA 公認 A級、B 級、C-1 級、C-2 級コーチは日本体育協会指導者登録番号の入力が必須となります。

・前年度に選手としてチーム責任者に一括登録され、メールアドレスの変更を行っていない場合は、更新手続

きを行う前にマイページ「メールアドレスの変更」で変更手続きを行ってください。

・前年度登録を行った際に、選手とコーチでメンバーID を 2 重取得してしまっている場合、選手として取得した

メンバーID は使わず、コーチとして取得したメンバーID でコーチの更新登録、チームへの登録を行ってください。
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（チーム責任者に継続申請を行わないようお伝えください。尚、今年度も同一チームで登録する場合、本人で

チームへの加入申請を行うか、チーム責任者による一括登録を行う場合は責任者にメンバーID をお伝えくださ

い。）

・チームに選手として登録済、または審判資格を登録済の場合、顔写真の変更はできません。

・更新登録の承認は都道府県協会指導者育成委員会責任者が手作業で行いますので、承認に時間がかかる

場合があります。尚、申請・承認状況はマイページ「加入申請履歴の確認」で確認できます。

・登録料の支払いは請求日から 1 ヶ月以内、または 5 月末日のいずれか早い日までにお支払いください。（詳

しいお支払い方法は PC版 TeamJBA トップページの「お支払い方法」をご確認ください。）尚、支払いに必要な

情報は請求メールまたはマイページ「納付状況の確認」で確認できます。

・申請資格に誤りがある場合、誤った登録料が請求されます。必ず正しい資格での申請を行ってください。

・申請が却下された場合、再度メンバーマイページ→「チームへの加入申請／役職・資格の登録」から手続

きを行ってください。

・所属先都道府県を変更する場合は、更新登録が完了したあとにマイページから移籍申請を行ってください。

・本ご案内の前に既に更新手続きを終えてしまった方は既に更新完了となっていますので、特に手続きの必要

はありません。


