
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内高等学校の目標設定計画表の例 

目標設定にかかわる顧問からのメッセージ（部活動通信から） 

 

 

 

目標設定計画表，部活動通信の例 資料１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日を振り返る練習日誌の例 

一週間を振り返る練習日誌の例 

練習日誌の例 ① 資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内中学校の練習日誌の例 

県内高等学校の練習日誌の例 

練習日誌の例 ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の言いたかったことは「結果を求めるならば，原因が必要だ」ということだけです。

「頑張る」「集中する」は誰もがする当たり前のことなのです。では具体的に何が変わりど

んな行動を起こすかということを考えてみて欲しかったのです。例えば「妥協しない強さ」

を身につけるために，「授業中に居眠りをしない」と決めるだとか，「他人任せではなく自

分から主体的に行動する人になる」ために，「学級委員になる」と決めたりという様なこと

でいいんです。 

 漠然と「頑張る」では，いつ妥協しても結果として表れないから逃げ道があるんです。

「毎朝７時に体育館に入る」と決めたら，「やった」「やらない」がはっきりしているから，逃

げようにも逃げられないのです。あとはその逃げ道のない計画を立てるだけの決意があ

るかないか，それだけの問題です。決意のないものは結果が欲しいなどと言ってはいけ

ません。 

 夢を手にすることは決して楽なことではなく大変です。だから努力と言うので

す。だからこそ結果の如何に関わらず得るものがあるんだと私は思います。 

               《県内高等学校 部活動通信の原文参照》 

生徒や保護者との意思疎通（部活動通信から） 

うまくいかない状況を修復する力はどうすれば生まれるのだろう？ 

励ますこと。いつも通りに行動できる平常心。勢いではない実力。人を責めるのではなく

励ます声。試合中の声（良い声）。シュートが入る度の喜び（ベンチの盛り上がり）。ミスの原

因に気づくこと。それを全員に伝える。チームの状況を判断し足りないことに気づく。この力

は仲間を思いやる気持ちのことだと思う。仲間がミスしたとき、そのことを責めるのではなく，

そのミスを自分が助けることが大切だと思う。おかしいと思うとき練習だったら少し止めたりし

て，教えたり話し合ったりし，試合でも○○君のようにみんなに色々指示したりする。声を出

しいつも盛り上げる。モチベーションが低いとき良い雰囲気にしようとする。４人への気配りと

いうか言葉でお互いを励ますこと。プレーヤー同士が集まって話し合う場を作ることだと思

う。一つのプレーが出来なくても他のプレーを必死でやるということでも修正になる。そういう

ときこそ一人一人がチームのためを思いモチベーションを高めることも大切。 

                         《県内高等学校 部活動通信の原文参照》 

顧問の思い 

生徒の思い 

部活動通信の例 資料３ 



 

 

 

 

 

 

運動部活動の方針 
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本方針策定の趣旨等  

 

本方針は，義務教育である中学校（義務教育学校後期課程，中等教育学校前期課程，

特別支援学校中学部を含む。以下同じ）段階及び高等学校（中等教育学校後期課程，特

別支援学校高等部を含む。以下同じ）段階の生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築

するという観点に立ち，運動部活動が以下の点を重視して，地域，学校，競技種目等に

応じた多様な形で最適に実施されることを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 適切な運営のための体制整備 

 

⑴ 運動部活動の方針の策定等 

ア 校長は，本方針に則り，毎年度，「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定 

する。 

運動部顧問は，年間の活動計画（活動日，休養日及び参加予定大会日程等）並 

びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所，休養日及び大会参加日等） 

を作成し校長に提出する。 

イ 校長は，上記アの活動方針及び活動計画等を学校のホームページへの掲載等に 

より公表する。 

ウ 県教育委員会は，上記イに関し，各学校において運動部活動の活動方針・計画 

の策定等が効率的に行えるよう，簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。 

 

■ 知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む，「日本型学校教育」の意義を

踏まえ，生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り，生涯にわたって

心身の健康を保持増進し，豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育

成を図るとともに，バランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるよ

うにすること 

 

■ 生徒の自主的，自発的な参加により行われ，学校教育の一環として教育課程との

関連を図り，合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこと 

 

■ 学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体制を構築すること 
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⑵ 指導・運営に係る体制の構築 

ア 校長は，生徒や教師の数，外部人材の活用状況を踏まえ，指導内容の充実，生 

徒の安全の確保，教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に運動部活動を実施 

できるよう，適正な数の運動部を設置する。 

イ 県教育委員会は，各学校の生徒や教師の数，校務分担の実態等を踏まえ，外部 

人材を活用することに努める。 

ウ 校長は，運動部顧問の決定に当たっては，校務全体の効率的・効果的な実施に 

鑑み，教師の他の校務分掌や，外部人材の活用状況を勘案した上で行うなど，適 

切な校務分掌となるよう留意するとともに，学校全体としての適切な指導，運営 

及び管理に係る体制の構築を図る。 

エ 校長は，毎月の活動計画及び活動実績の確認等により，各運動部の活動内容を 

把握し，生徒が安全にスポーツ活動を行い，教師の負担が過度とならないよう， 

適宜，指導・是正を行う。 

オ 県教育委員会は，運動部顧問を対象とするスポーツ指導に係る知識及び実技の 

質の向上並びに学校の管理職を対象とする運動部活動の適切な運営に係る実効 

性の確保を図るための研修等の取組を行う。 

カ 県教育委員会及び校長は，教師の運動部活動への関与について，「学校におけ 

る働き方改革に関する緊急対策（平成 29年 12月 26日文部科学大臣決定）」及び 

「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改 

善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（平成 30 年２月９日付け 29 

文科初第 1437号）」を踏まえ，法令に則り，業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組 

 

⑴ 適切な指導の実施 

ア 校長及び運動部顧問は，運動部活動の実施に当たっては，文部科学省が平成 

25 年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り，生徒の心 

身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮 

等を含む），事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全 

対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。県教育委員会は，学校にお 

けるこれらの取組が徹底されるよう，学校保健安全法等も踏まえ，適宜，支援及 

び指導・是正を行う。 
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イ 運動部顧問は，スポーツ医・科学の見地からは，トレーニング効果を得るため 

に休養を適切に取ることが必要であること，また，過度の練習がスポーツ障害・ 

外傷のリスクを高め，必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正 

しく理解するとともに，生徒の体力の向上や，生涯を通じてスポーツに親しむ基 

礎を培うことができるよう，生徒とコミュニケーションを十分に図り，生徒がバ 

ーンアウトすることなく，技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう， 

競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により，休養 

を適切に取りつつ，短時間で効果が得られる指導を行う。 

また，専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し， 

発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得 

た上で指導を行う。 

 

⑵ 運動部活動用指導手引の活用 

運動部顧問は，中央競技団体が作成する指導手引を活用して，適切な指導を行う。 

 

 

３ 適切な休養日等の設定 

 

⑴ 休養日及び活動時間の基準 

運動部活動における休養日及び活動時間については，成長期にある生徒が，運動， 

食事，休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう，スポーツ 

医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究※１も踏 

まえ，以下を基準とする。 

 

ア 休養日  

     

■ 学期中 

     週当たり２日以上の休養日を設ける。 

 

なお，平日は定時退校日と併せて少なくとも１日，土曜日及び日曜日（以下「週末」とい

う。）は少なくとも１日以上を休養日とし，週末に大会参加等で活動した場合は，休養日を他

の日に振り替える。 

中学校 
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■ 長期休業中 

学期中に準じた扱いを行う。ただし，部活動を教師の正規の勤務時間内に行

うことにより，部活動を行った日においても教師の定時退校が可能であること

から，部活動単位で設定することも可能とする。また，生徒が十分な休養を取

ることができるとともに，運動部活動以外にも多様な活動を行うことができる

よう，ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。  

 

     

   ■ 学期中 

     週当たり２日以上の休養日を設ける。 

 

なお，平日は定時退校日と併せて少なくとも１日，週末は少なくとも１日以上を休養日と

するが，高等学校段階の運動部活動は，中学校教育の基礎の上に活動されていることなどか

ら，週末に活動した場合は，年間休養日の週平均が２日以上となるよう，休養日を他の日に

振り替えることができる。 

 

   ■ 長期休業中 

学期中に準じた扱いを行う。ただし，部活動を教師の正規の勤務時間内に行 

うことにより，部活動を行った日においても教師の定時退校が可能であること 

から，部活動単位で設定することも可能とする。また，生徒が十分な休養を取 

ることができるとともに，運動部活動以外にも多様な活動を行うことができる 

よう，ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

 

イ 活動時間  

 

１日の活動時間は，平日では２時間程度，学校の休業日（学期中の週末を含む） 

は３時間程度とし，できるだけ短時間に，合理的でかつ効率的・効果的な活動を 

行う。 

 

高等学校 

中学校 
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１日の活動時間は，平日では２時間程度，学校の休業日（学期中の週末を含む） 

は３時間程度とし，できるだけ短時間に，合理的でかつ効率的・効果的な活動を 

行う。 

 

ただし，高等学校段階の運動部活動は，中学校教育の基礎の上に活動されていることなどか 

ら，年間の活動時間が週平均 16時間未満で活動することができる。 

 

⑵ 休養日及び活動時間の設定 

校長は，１⑴に掲げる「学校の運動部活動に係る活動方針」の策定に当たっては， 

３⑴の基準を踏まえるとともに，本方針に則り，各運動部の休養日及び活動時間等 

を設定し，公表する。また，各運動部の活動内容を把握し，適宜，指導・是正を行 

う等，その運用を徹底する。 

 

※１ 「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成

29年 12月 18日公益財団法人日本体育協会）において，研究等が競技レベルや活動場所を限

定しているものではないことを踏まえた上で，「休養日を少なくとも１週間に１～２日設ける

こと，さらに，週当たりの活動時間における上限は 16時間未満とすることが望ましい」こと

が示されている。 

 

 

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備 

 

⑴ 生徒のニーズを踏まえた運動部の設置 

ア 校長は，生徒の１週間の総運動時間が男女ともに二極化の状況にあり，特に， 

中学生女子の約２割が 60 分未満であること※２，また，生徒の運動・スポーツ 

に関するニーズは，競技力の向上以外にも，友達と楽しめる，適度な頻度で行え 

る等多様である※３中で，現在の運動部活動が，女子や障害のある生徒等も含め 

て生徒の潜在的なスポーツニーズに必ずしも応えられていないことを踏まえ，生 

徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる運動部を設置する。 

具体的な例としては，より多くの生徒の運動機会の創出が図られるよう，季節 

ごとに異なるスポーツを行う活動，競技志向でなくレクリエーション志向で行う 

高等学校 
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活動，体力つくりを目的とした活動等，生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向 

けた動機付けとなるものが考えられる。 

イ 県教育委員会は，少子化に伴い，単一の学校では特定の競技の運動部を設ける 

ことができない場合には，生徒のスポーツ活動の機会が損なわれることがないよ 

う，複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加する等，合同部活動等の取組を推 

進する。 

 

⑵ 地域との連携等 

ア 県教育委員会及び校長は，生徒のスポーツ環境の充実の観点から，学校や地域 

の実態に応じて，地域のスポーツ団体との連携，保護者の理解と協力，民間事業 

者の活用等による，学校と地域が共に子供を育てるという視点に立った，学校と 

地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備を進める。 

イ 県教育委員会は，学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動について 

は，各種保険への加入や，学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ，生徒が 

スポーツに親しめる場所が確保できるよう，学校体育施設開放事業を推進する。 

ウ 県教育委員会及び校長は，学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のため 

の教育，スポーツ環境の充実を支援するパートナーという考え方の下で，こうし 

た取組を推進することについて，保護者の理解と協力を促す。 

 

※２ スポーツ庁「平成 29年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」（平成 30年 2月公表）で

は，保健体育の授業を除く１週間の総運動時間が 60分未満である中学校２年生女子の割合は

19.4％で，このうち，０分の割合は 13.6％であった。 

 

※３ スポーツ庁「平成 29年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」（平成 30年 2月公表）で

は，運動部や地域のスポーツクラブに所属していない，又は，文化部に所属していると答え

た中学校２年生が運動部活動に参加する条件は，「好きな，興味のある運動やスポーツを行う

ことができる（男子 42.9％・女子 59.1％）」，「友達と楽しめる（男子 42.7％・女子 60.4％）」，

「自分のペースで行うことができる（男子 44.4％・女子 53.8％）」が上位であった。 
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５ 学校単位で参加する大会等の見直し 

 

⑴ 参加する大会数の上限 

県教育委員会は，週末等に開催される様々な大会・試合に参加することが，生徒 

や運動部顧問の過度な負担とならないよう，大会等の統廃合等を主催者に要請する。 

また，各学校の運動部が参加する大会数の上限は，以下を目安とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 参加する大会等の精査 

校長は，上記の目安等を踏まえ，参加する大会等を精査する。 

各学校の運動部が参加する大会は，学校体育団体の主催若しくは共催する大会

とする。 

それ以外の大会への参加については，スポーツ庁が示した「運動部活動の在り

方に関する総合的なガイドライン」の趣旨を踏まえ，生徒の教育上の意義や，生

徒や運動部顧問の負担が過度とならないことを考慮して，実態に応じて各学校に

おいて定めることとする。 



平成 30年８月 

運動部活動の方針ＦＡＱ 

 

問１ 運動部の適切な設置数は，どのように考えれば良いのですか。 

（答）運動部の設置数は，生徒がスポーツに親しみ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養に資する 

ことのできる適正な設置数を，部員数，教師数，活動場所など，各学校の実態に応じて設置するも 

のと考えています。 

 《参考》 

広島県公立学校における学校規模による設置運動部数の状況（高等学校段階） 

学校規模（クラス数） 平均運動部数 

18クラス以上 19.7 

12～17 16.0 

～11 8.0 

              （Ｈ30広島県高体連調べ） 

 

 

問２ 生徒の多様なニーズに応じた部活動としては，例えばどのようなものがありますか。 

（答）具体的な例としては，より多くの生徒の運動機会の創出が図られるよう，季節ごとに異なるスポ 

ーツを行う活動，競技志向でなくレクリエーション志向で行う活動，体力つくりを目的とした活動 

等，生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機づけとなるものが考えられます。また，競技 

種目ごとの運動部においても，競技力向上志向の生徒と当該競技種目を楽しみたい生徒が併存して 

活動するものも考えられます。 

《参考》 

○ 熊本県南関町南関中学校「柔道部」 

冬季は球技や陸上競技を行い，季節によって複数の種目を取り組める部活動 

○ 東京都世田谷区東深沢中学校「体力向上部」 

競技力向上は求めず楽しみながら体力アップが目標の部活動 

  ○ 中央教育審議会「総合運動部」 

生徒が多様なスポーツに親しむため，複数の種目に取り組むことができる部活動 

 

 

問３ 方針で，休養日の基準を週２日以上，活動時間の基準を平日は２時間程度，学校の休養日は３時 

間程度とすることが示されているのはなぜですか。 

（答）「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成 29年 12 

月 18日 公益財団法人日本体育協会）では，「行き過ぎたスポーツ活動を行うことはスポーツ外傷・ 

障害やバーンアウトのリスクが高まり，体力・運動能力の向上につながらず，休養日を少なくとも 

１週間に１～２日設けること，さらに，週当たりの活動時間における上限は，16時間未満とする 

ことが望ましい」と示されています。本方針ではこうしたスポーツ医・科学の研究を踏まえて，活 



動時間等に関する基準を示しています。スポーツ医・科学に基づく適切な運動部活動の実施により， 

成長期にある生徒が，バランスの取れた生活を送るとともに，自らのニーズに合ったスポーツ活動 

を行うことを期待しています。 

 

 

問４ 自主練習の時間は，活動時間に含みますか。 

（答）生徒が個人で自主的に行っている練習を一律に妨げるものではありませんが，所属する部員の大 

半がまとまって練習を行っているような場合は，部活動の一形態とみなし活動時間に含みます。 

 

 

問５ 高等学校段階における休養日等の基準が中学校段階と比べ弾力的になっているのはなぜですか。 

（答）国が示したガイドラインは，義務教育である中学校（義務教育学校後期課程，中等教育学校前期 

課程，特別支援学校中学部を含む）段階の運動部活動を主な対象としており，高等学校（中等教育 

学校後期課程，特別支援学校高等部を含む）段階での運動部活動については，中学校教育の基礎の 

上に行われている点に留意することと示されているためです。 

 

 

問６ 高等学校段階の休養日等を，年間の総量で設定すると，活動が時期により偏るのではないですか。 

（答）休養日等の設定は，各学校において毎月の活動実績を確認し，方針の趣旨を踏まえ，休養日が取 

れていなかったり，活動時間が長く，生徒や教師の負担が大きくなっている場合は，年間のバラン 

スがとれた適切な活動となるよう，休養日や活動時間が年間を通じて，おおむね均等になるよう努 

めてください。 

 

 

問７ 休養日等の基準を設けることによって，競技力の低下や，生徒の体力の低下，活動したい生徒の 

希望を抑えることにならないのですか。 

（答）スポーツ医・科学の見地からは，トレーニングの効果を得るためには，適切な休養が必要であり， 

過度な練習はスポーツ障害等のリスクを高め，体力・運動能力の向上につながらないものです。運 

動部の顧問等（教師，部活動指導員，外部指導者）は，こうしたことを正しく理解した上で，生徒 

とコミュニケーションを十分に図り，技能や記録の向上等，生徒の目標達成に向けて，短時間で効 

果が得られ，生徒のニーズにあった活動を行うことが大切です。 

   また，今後，中央競技団体が策定する運動部活動の指導手引を活用するなど，科学的なトレーニ 

ングを導入した活動を進め，効果的・効率的に活動することも大切です。 

 

 

問８ 部内で，種目別の練習等，恒常的に活動時間や活動場所が異なるグループがある場合は，活動時 

間や休養日の扱いはどうなるのですか。 

（答）部内でグループに分かれて練習する場合は，グループごとに休養日や活動時間を設定することが 

できますが，それぞれのグループの休養日や活動時間は，基準の範囲内とします。 



ただし，このような場合，運動部顧問の負担が増えることが想定されるため，「学校における働き 

方改革取組方針」（広島県教育委員会平成 30年７月）の趣旨に則り，運動部顧問が長時間勤務とな 

らないよう，複数の顧問や外部指導者を配置するなど，適切な指導体制としてください。 

 

 

問９ 大会（公式試合）では，１日の活動時間が長くなることもありますが，扱いはどうなるのですか。 

（答）公式試合への参加は，活動時間には含めないものとします。 

 

 

問 10 地域のスポーツクラブなど，学校以外で活動した場合は，活動時間に含みますか。 

（答）方針が定めているのは，学校教育の一環として行う，学校の運動部活動についての活動時間等の 

基準であり，地域のスポーツクラブや競技団体によるスポーツ活動等は含みません。 

 

 

問 11 「学校の運動部活動に係る活動方針」はいつまでに策定し，公表しなければならないのですか。 

（答）年度毎に策定し，年度当初にホームページ等で公表することとなりますが，平成 30年度について 

もできるだけ早期に策定し，公表してください。 

 

 

問 12 年間の活動計画及び毎月の活動計画等はいつまでに公表しなければならないのですか。 

（答）問 11と同じ考え方で実施してください。 

 



「学校の運動部活動に係る活動方針」（例） 

 

 

１ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

２ 適切な運用のための体制 

 

 

 

 

 

 

３ 安全で効率的・効果的な活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 適切な休養日等の設定 

 

 

 

 

 

５ 学校単位で参加する大会等 

 

 

 

 

 

 

 

《内容》 

各学校の運動部活動が目指す資質・能力の育成について示す。 

《例》 ・スポーツに親しませ，学習意欲の向上や，責任感，連帯感の涵養を目指す。 

・スポーツの楽しさや喜びを味わい，生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続す

る資質や能力を育てる。 等 

《内容》 

方針に則り，適切に運動部活動が行われるための校内組織体制等について示す。 

《内容例》 ・運動部顧問による年間計画及び月間活動計画，月間活動実績の作成，提出 

      ・活動計画等の公開 等 

 

 

《内容》 

生徒の健康管理や事故防止及び体罰・ハラスメントの防止が示された「運動部活動での指導

のガイドライン」（平成 25年文部科学省）等を参考に示す。 

《内容例》 ・生徒の健康管理について 

      ・事故防止について 

      ・体罰やハラスメントの根絶について 等 

 

 

 

《内容》 

スポーツ庁，県教育委員会が示した休養日及び活動時間の基準に則り，休養日及び活動時間

の基準を示す。 

《内容》 

「運動部活動の方針」（平成 30年県教育委員会）で示した「学校単位で参加する大会等の見

直し」を参考に示す。 

《例》 ・高等学校体育連盟・高等学校野球連盟が，主催，共催，後援する大会 

    ・その他の大会等については，方針の趣旨に則り，出場する大会を精査する。 等 



 



























































平成 31年３月 28日  

 

各 県 立 学 校 長 様 

 

豊 か な 心 育 成 課 長  

 

学校における体育活動等による事故の防止について（通知） 

 

 新入生を迎え，対外試合など学校での体育・スポーツ活動が盛んになるこの時期は，それに伴い，けがや

事故も増えることが予想されます。 

 けがや事故を防止するためには，安全に留意した活動計画はもちろん，幼児児童生徒の健康状況の把握や

施設等の安全点検が大切です。 

 ついては，別紙の事項に注意の上，事故防止や緊急時の体制の整備に万全を期してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 学校体育係 

電話 082‐513‐5032（ダイヤルイン） 

（担当者 古井） 

 

 

資料６ 



学校における体育活動等による事故の防止について 

 

１ 基本的な注意事項 

⑴ 学校においては，日頃から教職員間及び保護者との連携を十分に図り，日常の健康観察を実施

するとともに，健康診断の結果及び健康相談の内容に留意するなど，幼児児童生徒の健康状態の

把握に努めること。 

また，体調に不安のある幼児児童生徒については，進んで申し出るよう指導するとともに保護

者との連携を密にし，必要に応じて医療機関で受診するよう指導すること。 

⑵ 幼児児童生徒の体育活動等に支障のある既往症の有無については，教職員がその状況を十分把

握しておくとともに，保護者や主治医・学校医と連携し，安心して学校生活を送れるよう配慮す

ること。なお，その際，幼児児童生徒の個人情報の取扱いには十分配慮すること。 

⑶ 幼児児童生徒一人一人の健康状態及び体力や運動技能の実態を的確に把握し，その実態に応じ

た指導に努めること。 

⑷ 季節や運動種目に応じた準備運動及び整理運動を十分に行うとともに，学習過程においては，

幼児児童生徒がお互いの生命・身体を尊重する態度を養い，安全の確保に努めるように指導する

こと。 

⑸ 施設，用具等の安全点検を定期的に実施し，安全指導及び安全管理に努めること。 

⑹ 熱中症事故を防止するため，環境条件（気温，湿度等）に応じた活動時間や内容の設定を行う

とともに，適度な水分補給を確保すること。更には，熱中症が起きたときの応急措置を周知する

こと。 

２ 個別の注意事項 

⑴ 体育的行事の実施に当たっては，校長の責任の下で組織的な指導体制を構築すること，児童生

徒の体力などの状況を踏まえて段階的・計画的な指導を行うこと，活動内容に応じた安全対策を

確実に講じるなどの措置を講じること。 

⑵ 各運動の特性を踏まえ，学習過程で発生しやすい事故災害を想定し，事前にそれに対する指導

を行うこと。 

特に身体接触を伴う体育活動等を行う場合には，安全に十分留意して指導することとし，競技

の特性や活動内容に応じてヘッドギア，マウスガードを着用させるなど有効な手段を講じること。 

⑶ 投てき物，ボール，矢などを使用する場合は，十分に周囲の安全を確認するとともに，安全な

活動を確保するため，競技のルールや練習する上でのきまり等が確実に励行されるよう指導を徹

底すること。 

⑷ 運動部活動等は，学校教育活動の重要な場であることから，校長は，児童生徒の自主的活動が

健全に行われるよう，顧問等を監督し，その指導の万全を図ること。また，関係教員全員が連携

を密にし，協力して適切な指導の徹底を図るとともに，「「魅力ある運動部活動の在り方」の改定

について（平成 31年３月 28日付け豊かな心育成課長通知）」を参考に，勝敗にとらわれて行き

過ぎた指導や体罰等が行われることがないようにすること。 



⑸ 運動部活動等の実施に当たっては，適切な指導計画を立て，事前指導を十分行うとともに，活

動の状況を把握すること。特に大会等に参加する場合は，指導計画に基づいた適切な引率計画を

立てるとともに，引率計画を児童生徒及び保護者に周知すること。 

⑹ 運動部活動等において，児童生徒自身が，安全に関する知識や技能について，保健体育等の授

業で習得した内容を活用・発展させたり，新たに身に付け，積極的に自分や他人の安全を確保し

たりすることができるようにすること。 

⑺ 運動部活動中等は，顧問が児童生徒の活動に立ち会い，直接指導することが原則であるが，や

むを得ず立ち会えない場合には，他の顧問等と連携，協力したり，あらかじめ顧問と児童生徒と

の間で約束された安全面に十分に留意した内容や方法で活動したりすること，部活動日誌等によ

り活動内容を把握すること等が必要である。 

⑻ 中学校の「武道」の授業については，全ての生徒に履修させることになるため，安全確保に留

意すること。 

特に「柔道」については，授業に限らず，運動部活動等においても，事故の防止，事故の際の

対応を含めて，安全な指導の徹底を図ること。 

⑼ 自然とのかかわりの深いスキー，スケートや水辺活動などの指導に当たっては，季節，天候，

地形などの自然条件の影響を受けやすいことから，自然に対する知識や計画の立て方，事故防止

について十分留意すること。 

特に，スキー（アルペン）を実施する場合は，「学校におけるスキー場を活用したスキー（ア

ルペン）の安全管理の状況調査の結果について（平成 29年１月４日付けスポーツ振興課長通知）」

を参考に事故防止に万全を期すよう指導を徹底すること。 

 

３ 学校事故対応について 

⑴ 「「学校事故対応に関する指針」の公表について（平成 28年６月９日教育長通知）」を参考に，

危機管理マニュアルの見直し・改善を図り，学校事故の未然防止とともに，学校事故発生時の適

切な対応が行われるようにするため，教職員の事故対応に関する共通理解と体制を整備すること。 

⑵ 計画的な教職員の研修を実施し，教職員のＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法等の応急手当に関す

る知識・技能の向上を図ること。また，児童生徒に対しても，発達段階を踏まえながら，実習を

通して応急手当等ができるようにすること。 

⑵ 万一，学校事故が発生した場合は，全教職員が危機管理マニュアルに基づき，幼児児童生徒等

の安全確保及び応急手当等の学校事故発生直後の対応，それに続く態勢整備等の対応等を迅速に

実施すること。  

また，教職員が学校事故に対し，適切に対処できるようにするため，あらゆる機会を活用して，

意図的に学校事故対応についての協議・情報共有を進めること。 

 

 

 



（根拠通達・通知） 

○ 「中学校，高等学校における運動部の指導について」 

（昭和 32年５月 16日付け文初中第 275号 文部省初等中等教育局長通達） 

○ 「学校の体育行事等における事故防止について」 

（昭和 41年２月８日付け文体体第 83号 文部省体育局長通達） 

○ 「中学校・高等学校における運動クラブの指導について」 

（昭和 43年 11月８日付け文体体第 223号 文部省体育局長通達） 

○ 「児童生徒の体育活動による事故の防止等について」 

（昭和 45年６月 26日付け文体体第 169号 文部省体育局長通達） 

○ 「中学校及び高等学校における運動部活動について」 

（平成 10年１月 20日付け文体体第 297号 文部省体育局長通知） 

○ 「児童生徒の運動競技について」 

（平成 13年３月 30日付け 12文科ス第 160号 文部科学事務次官通知） 

○  「学校等の柔道における安全指導について」 

（平成 22年７月 14日付け 22ス企体第７号 文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長/生涯スポーツ課長依頼） 

○ 「学校の体育活動中の事故防止について」 

（平成 23年８月 12日付け文部科学省スポーツ・青少年局体育参事官依頼） 

○ 「新しい学習指導要領の実施に伴う武道の授業の安全かつ円滑な実施について」 

   （平成 24年３月９日付け 23文科ス第 918号 文部科学省スポーツ・青少年局長依頼） 

○ 「運動部活動での指導のガイドラインについて」 

（平成 25年６月 7日付け 25文科ス第 178号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知） 

○ 「サッカーゴール等のゴールポストの転倒による事故防止について」 

   （平成 25年９月４日付け文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）事務連絡） 

○ 「熱中症事故の再発防止に向けた取組に関する情報提供について」 

   （平成 25年９月 10日付け文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）付事務連絡） 

○ 「スポーツによる脳損傷を予防するための提言に関する情報提供について」 

   （平成 25年 12月 20日付け文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）付事務連絡） 

○ 「女子の児童生徒学生の運動・スポーツ実施の際の健康管理について」 

   （平成 26年４月 23日付け文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）付事務連絡） 

○ 「幼稚園のプールで発生した幼児の死亡事故及び水泳等の事故防止について」 

   （平成 26年６月 20日付け 26ス参体第７号 文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）/

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長通知） 

○ 「学校の体育・保健体育の授業における水泳の指導について」 

   （平成 26年７月 7日付け文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）付事務連絡） 

○ 「落雷事故の防止について」 

   （平成 26年８月６日付け文部科学省スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）付事務連絡） 



○ 「心肺蘇生等の応急手当に係る実習の実施について」 

   （平成 26年８月 13日付け 26ス学健第 22号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼） 

○ 「学校における体育活動中の事故防止等について」 

   （平成 27年６月８日付け文部科学省スポ－ツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）付事務連絡） 

○ 「連休登山の事故防止について」 

   （平成 28年２月 24日付け 27ス庁第 389号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「組体操等による事故の防止について」 

   （平成 28年３月 25日付けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「「学校事故対応に関する指針」の公表について（通知） 

（平成 28年６月９日付け 広島県教育委員会教育長通知） 

○ 「冬山登山の事故防止について」 

   （平成 28年 11月 28日付け 28ス庁第 422号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「学校におけるスキー場を活用したスキー（アルペン）の安全管理の状況調査の結果について」 

   （平成 29年１月４日付け広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課長通知） 

○ 「ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止について」 

   （平成 29年１月 13日付けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「冬山登山の事故防止に関する緊急通知について」 

   （平成 29年３月 27日付け 28ス庁第 741号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「連休登山の事故防止について」 

   （平成 29年４月 18日付け 29ス庁 74号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について」 

   （平成 29年５月 29日付け 29施施企第２号 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長/スポーツ庁参事官（地

域振興担当）通知） 

○ 「武道必修化に伴う武道の安全管理の徹底について」 

   （平成 29年６月 20日付けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等について」 

   （平成 29年９月１日付けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「『平成 29年３月 27日那須雪崩事故検証委員会 報告書』について」 

   （平成 29年 10月 16日付けスポーツ庁健康スポーツ課/政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「運動部活動中でのハンマー投げによる死亡事故について」 

   （平成 29年 12月 22日付けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について」 

（平成 30年３月 19日付け 29ス庁第 649号 スポーツ庁次長/文部科学省初等中等教育局長/文化庁次長依頼） 

○ 「学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等について」 

   （平成 30年４月 25日付け スポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

 



○ 「水泳等の事故防止について」 

   （平成 30年４月 27日付け 30ス庁第 89号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「熱中症事故の防止について」 

   （平成 30年５月 15日付け 30初健食第４号 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長依頼） 

○ 「熱中症事故の防止について」 

   （平成 30年７月４日付け 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

○ 「保健体育科における武道の安全管理の徹底について」 

   （平成 30年７月 10日付け スポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「夏山登山の事故防止について」 

   （平成 30年７月 13日付け 30ス庁第 240号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「「運動部活動の方針」の策定について」 

（平成 30年 7月 13日付け 広島県教育委員会事務局教育部豊かな心育成課長/義務教育指導課長/高校教育指導課長 

通知） 

○ 「熱中症事故の防止について」 

   （平成 30年７月 18日付け 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

○ 「運動部活動における熱中症事故の防止等について」 

   （平成 30年７月 20日付け 30ス庁第 262号 スポーツ庁次長依頼） 

○ 「落雷事故の防止について」 

   （平成 30年７月 20日付け 30初健食第 15号 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長依頼） 

○ 「熱中症事故の防止について」 

   （平成 30年７月 23日付け 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

○ 「学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等について」 

   （平成 30年９月３日付け スポーツ庁政策課学校体育室事務連絡） 

○ 「冬山登山の事故防止について」 

   （平成 30年 12月 11日付け 30ス庁第 519号 スポーツ庁次長通知） 

○ 「「魅力ある運動部活動の在り方」の改定について」 

（平成 31年３月 28日付け 広島県教育委員会事務局教育部豊かな心育成課長通知） 

 


