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スポーツ指導者の指導対応についてのお願い
謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は斯道発展の為、種々
御協力を賜り誠にありがたくお礼申しあげます。
さて、昨年末から問題になっております運動部の顧問による｢体罰｣という暴
力行為やパワーハラスメントならびにセクシャルハラスメントなどの一連の報
道は、まことに残念な出来事であります。我々澤山宗家の築かれた道には決し
てそのような事が無い様に心がけて行かなくてはなりません。
又、公益財団法人日本体育協会及びＪＯＣにて公表した｢スポーツ宣言日本｣
において｢スポーツに携わる者は、自らの尊厳を相手の尊重に委ねる相互尊敬で
あるというスポーツの価値を自覚すること｣と謳われており、文化としてのスポ
ーツの重要性を提言しております。
つきましては、各団体の代表者、指導者におかれましては、日本拳法を指導
する際に問題解決の手段として、暴力行為を禁じ、スポーツ指導に対する倫理
のあり方を再認識して頂き、責任ある行動と自覚を持って指導に携わって頂き
ますようお願い申し上げます。
又、多様な立場・観点から点検・確認を行って頂き、万が一にも同様の暴力
行為等が判明いたしましたら、日本拳法全体の問題として解決に取り組みたい
と思います。その旨ご理解の上、一般財団法人日本拳法全国連盟事務局まで御
報告下さいますようかさねてお願い申し上げます。
謹白

追記
資料と致しまして公益財団法人大阪体育協会における倫理に関するガイドラ
インを同封致します。

(平 成 16年 12月 6日 制定 )

平成 24年 4月 1日 改定

公益財団法人大阪体育協会及 び加盟 団体 にお ける

倫理に関するガイ ドライン

趣 旨】
【
スポーツは、人 生をより豊かに し、充実 した もの とす るとともに、人間の身体的・精神的
な欲求に こたえる世界共通 の人類 の文化 の一つで ある。心身 の両面に影響 を与える文化 とし
ての スポーツは、明るく豊かで活力に満 ちた社会 の形成や個 々人の心身 の健全な発達 に必要
不可欠であり、人 々が生涯にわた つてスポーツに親 しむ ことは、きわめて大 きな意義を有 し
ている.
公益財 団法人 大阪体育協会 (以 下「本会」とい う。)及 び加盟団体は、本府 のスポー ツの普及
振興 を図 つてい くとい う高い公益性 と社会性 を兼ね備 えた組織 団体 として、そ の使命 を担っ
ている。
したが つて、所属す る役 。
職員はも とよ り、監督 、コーチ 、審判員 、登録競技者等 にお いては、
そ の社会的 な使命や意義 を自覚 し、常 にスポー ツの基本 で あるルール 、マナ ー を守 り、 フェ
アプ レーの精神 に則 り行動す ることが求め られる。
加盟団体及 び所 属関係 団体 にお い て 、人道的問題 (指 導者 の競技選手に対す る暴力や セ ク
シュアル・ ハ ラス メン トな ど)あ るい は補助金 な どの不適切 な処理や 横領 な どの 問題 が発生
す るこ とがな いよ う、 自らの組織団体 にお いて も十分な留意 が必要である。
この よ うな ことか ら、本会及び加盟団体 にお いて は 、常 に公 明正大でかつ健全 化 を 目指 し
た組織体制 の整備 と健全 な組織運営 を図 つてい く必要が あ り、そのために必 要な倫理 に関す
る諸事項をガイ ドライ ン としてま とめた もので ある。
職員、公認 ス ポー ツ指導者 (監 督 、コーチを含む。)、 主催・
本会及 び加盟団体にお いては、役 。
共催 な ど携 わ るスポー ツ競技会・ 行事 な どに関わる審判員 をは じめ とす る運営関係者及び登
録競技者等 を対象 として、倫理や社会規範 に関す る意識 の啓発 と問題 の発生 を未然 に防 ぐた
め、次 の事項 に照 らし、早期 に必要 な規程 の整備 を図 るこ とが望まれ る。

I

人道的行為に起因す る事項

1

身体的・ 精神 的暴力 (バ イオ レンス)行 為等について
役・ 職員 をは じめ監督 、 コー チ等現場指導者 に対 しては、講習会・ 研修会 を通 じ、 自

己の役割や責任等を指導徹底す るこ とが求め られ る。

(1)組 織 の運営またはスポー ツ を指導す る際 に意見 の相違 な どが生 じた場合 は、お互 い
に話 し合 い、相手の人格を尊重 して相 互理 解 に努 めること。
特 に監督 ・ コー チ等 の指導的 立場 にあ るもの は 、競技者 等 へ の指導 の 際、暴 力行為 と
受 け取 られ るよ うな行 い には十分留意す る こ と。

(2)ス ポー ツを行 う際または指導す る際に、F.5題 角早決 の手段 として 、
暴力行為
暴言、脅迫、威圧等)を 行 うこ とは厳に禁ず る。
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(直 接的暴力 、

身体的及び精神的セクシュアル・ハ ラス メン トについて
当該団体 の役・ 職員、監督、 コーチ等現場指導者及び登録競技者等に対 しては、広報 。
情報資料 を通 じて具 体的な教育啓発活動 を行 うとともに、講 習会・ 研修会等 にお いて周
知徹底 を図つてい くこと。

(1)安 易 に性的言動・表現を行 うことは、厳 に慎 む こと。
(2)親 しみの言動 ら表現であつて も、個人 によって受 け止め方 に違 いが ある ことを認識
す ること。

(3)本 人 に悪意 がない場合 で も、そ の言動によつて相 手が不llkに 感 じた場合 は、セ クシ ュ
アル ・ハ ラス メン トになることを認識す ること。

(4)性 的言動、表現を受 けて不快 に感 じた場合 は、無視せず に相手 に対 して 「不快」で
ある旨を、はつ きりと意思表示 をす ること。
(注 意一一 無視 した場合は、「受 け容れ られて い る」 と相手に誤 角
準され る恐れ があるも)

3

ア ンチ・ ドー ピング及 び薬物乱用防止について
監督、 コー チ等指導的 立場 に ある者は もとよ り、登録競技者 に対 して、徹底 した啓発
活動 を行 つてい くこと.

(1)競 技能力 を高めるために ドー ピングを行 うこ とは、 フェアプ レイの精神 に反す るば
か りでな く、競技者 の健康 を害す るもので あ り、絶対 に行わないこ と。
国民体 育大会 の ドー ピン グ コン トロー ル 検査実施 を契機 に、本会及び加盟 団体 にお
いて 、 これ まで以上 にア ンチ・ ドー ピングの教 育・啓発活動の積極 的な展開 を図ること。

(2)本 人 に ドー ピングを行つた認識 がな くて も、摂 取 した薬 品な どによつて は、 ドー ピ
ングの対象薬物 が含 まれて い ることもあるた め、競技者及び指導者 は、 ドー ピングに
関す る知識 を十分に深 めること。

(3)麻 薬 や覚 醒剤等薬物 の使用 は、反社会的 な行為 のみならず 、使用 した人間 の人格 を
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も破壊す るもので あ り、いかなる 目的であって も絶対 に使用 しない こと.
役員 及 び監督・ コーチ・ 審判員等 の指導的 立場 にある者並び に競技者等 の 関係 のあ り
方について
相手 の立場 を尊重す るとともに、 自分 のおかれて い る立場を 自覚 して責任 ある行動に
努 める こ と。

(1)役 員及 び監督・コーチ・審判員等 の指導的 立場 にある者並び に競技者等は、上司 と部下、
先輩 と後輩 な どの上下関係 を利 用 し、 立場 の 弱 い者 に対 し、人道的に反す る行動や強

要を してはな らない。
(2)役 員及 び監督 ・ コー チ・ 審判員等 の指導的 立場 にある者は、そ の立場、役割、権限
等 の範囲を超 えた精神的 。
身体的暴力行為等 を スポー ツ競技会 。行事等 に携 わ る関係者
及 び競技者等 に与えないこと。
(3)プ ライバ シー (個 人的人権 )の 問題 について は、役員及 び 監督 。コー チ・ 審判員等
の指導的立場 にある者及び競技者等 がそれぞれ十分配慮す ること。
Ⅱ 不適切 な経理処理 に起因す る事項

1

経理 処理 につい て
盟 団体は、公的な団体であることを認識 し、各団体の経理規貝J等 に則 り正
本会及 びカロ
しい経理 をする とともに、内部牽tll組 織及 び監事 並びに外部監査 人 に よる監査体制 を確
立 してお くことが望ま しいし

(1)補 助金 な どの取 り扱 いについて は、補助先・ 助成先 のそ の補助・ 助成 の 目的及び経
理要項等 を遵守 の上、適切 な経理処理 を行 い 、決 して他 の 目的に流用な どを しないこ と。

(2)経 理処理につい ては、不法又は不 正処理・ 不祥事等 を未然 に防 ぐた め、内部牽制 を
組織化 し、少数 の役・職員 に任 せ き りに しない こと。
同時 に、組織 内部に専 F号 知識 を有 した者 を配 置 す るな ど、定期的な チ ェ ック体制 の整
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備 を図るとともに、外部監査等 の指導を受 けるようにす ることが望ま しい。
不正行為 について
次 に示す ような行為は、厳 に禁 じるよ う、罰則 も含 めて規 定化す ること。
(1)組 織内・ 外 の金銭 の横領 な ど

「
.

(2)不 適切 な報酬、手 当、手数料、接待 ・供応等 の直接又 は間接的な斡旋、強要、受領
若 しくは提供

(3)組 織 内・外 における施設、用具等 の購入等 に関わる贈収賄行為
(4)組 織 内・外 における不適切な指導又 は監査
Ⅲ

各種 大会 における代表競技選手・ 役員 の選考な どに関す る事項
本会及び加盟 団体は、各種団体 の代表競 技選手 な どの選考 に当た って は、選考結果 に
疑惑を抱 かせ る ことの ない よ う公平かつ透明性 ある選考 を行 うこと。
また、選考結果 に対 して質問や抗議 があつた場合 は 、速や かに対応す るとともに、相
手 に理解 され るよ う明快 な説 明に努 めるな ど、適切 に処理 す るもの とす る。

Ⅳ

そ の他、 一般社会人 としての社会規範 に関す る事項
本 ガイ ドライ ン に示す対象者 は、特 に、競技会等 スポー ツ活動に関わ る時以外 の 日常
生活 にお いて も社会規範 としての慣 習、道徳、法律 を強 く意識 ̀励 行 し、社会秩序 の維
持 に努めるもの とする。

