
平成 30 年度運動部活動サポート事業実施要項

１ 趣 旨

公立中学校、高等学校、公立特別支援学校における運動部活動（以下「部活動」という）に対して、

専門的な実技指導力を備えた適切な指導者（以下「指導者」という）を派遣することにより、部活動

の活性化及び充実を図るとともに、学校と地域社会の連携を促進する。

２ 事業内容

（１）派遣対象者

・部活動に派遣できる指導者は次のＡＢＣのいずれかとする。

Ａ 専門的な実技指導力を備えた指導者（以下「運動部活動支援員Ａ」という）

Ｂ 専門的な実技指導力を備えた指導者で、かつ中山間地域の学校へ派遣する指導者

（以下「運動部活動支援員Ｂ」という）

＊中山間地域とは、高知市、南国市、いの町の一部を除いた地域とする。

＊指導者の出発地（自宅・勤務地）または帰着地（自宅・勤務地）が、派遣先の

学校所在地の市町村外にあり、かつ、学校所在地の市町村と隣接していない市町

村にあること。

Ｃ スポーツ医・科学面の専門的知見を有する指導者（以下「スポーツ医・科学サポ

ーター」という）

（２）対象部活動及び部活動数

対象部活動・・学校の教育活動に位置づけられた部活動のうち、専門的な技術指導を備えた指

導者がいない部活動や、より高い競技力の向上を目指す部活動を対象とする。

また、中山間地域等の学校において、当該市町村内に専門的な技術指導を備え

た指導者がいないため指導者を配置できていない部活動を対象とする。

部 活 動 数・・82 部（うち中山間地域への派遣上限は 12名）

（３）派遣期間

【平成 30 年５月１日（火）～平成 31 年１月 31 日（火）】ただし、申請書の提出期限

を越えて提出した場合等の派遣開始は、申請後決定通知で示された日以降とする。

（４）派遣回数及び時間

［運動部活動支援員Ａ］

１部活動当たり、年間 20 回～120 回のうち、派遣決定を受けた回数

［運動部活動支援員Ｂ］

１部活動あたり、年間 70 回のうち、派遣決定を受けた回数

［スポーツ医・科学サポーター］

１部活動当たり年間５回～120 回のうち、派遣決定を受けた回数

＊１部活動への年間希望派遣回数を、上記の範囲内より５回単位で申請すること。

＊派遣決定回数を満たさない場合は、事業完了とならないので注意のこと。

・１回当たりの指導時間を２時間程度とする。



（５）報償費

・謝金は１回（２時間程度）３，０００円に派遣実施回数を乗じた金額を支給する｡

その際、所得税法第２０４条第１項第１号により所得税を控除すること。

・運動部活動支援員Ｂの旅費については、中間実績報告書及び実績報告書に基づき謝金

に含めて支給する（高速道路の利用がある場合は、領収書にて実費額を確認後支給する）。

※謝金の支払いは年２回に分けて行う。

・１回目：事業開始日から８月 31 日までの実績派遣回数分を支払う。

・２回目：９月１日から事業終了までの実績派遣回数分を支払う。

○県立学校（県立中学校を含む）

・保健体育課より事業開始日までに予算の令達を行うので、派遣対象校より指導者の口座

へ振込むこと。

○市町村立学校

・派遣対象校から提出される実績報告書に基づき、保健体育課より直接指導者の口座に振

込を行う。

（６）派遣指導者

①指導者は、該当種目の専門的知識や競技力・指導力を持ち、教育活動の一環としての部

活動の在り方を十分理解しており、しかも優れた人格を有する者で、学校における部活

動の実技指導者にふさわしいものとして、当該学校長が推薦（あらかじめ本人の内諾を

得る）し、保健体育課長が認めた者とする。

ただし、指導者は公立諸学校の臨時的任用教職員（期限付講師）は対象外となるので

注意すること。

②指導者は高知県教育委員会が指定する研修会「コーチングアカデミー」等の指定したカ

リキュラムを年間２回受講すること。（別途連絡）

※ただし、スポーツ医・科学サポーターのうち、派遣決定回数が 20 回未満の場合はこ

の限りでない。

運動部活動支援員ＡおよびＢ、スポーツ医・科学サポーターが受講できない場合、必ず

当該校の部活動顧問または管理職が代理で参加し、受講内容を指導者に伝達すること。

③指導者のスポーツ安全保険への加入については保健体育課で行う。

３ 事業実施の手順

（１）申請

派遣を希望する学校は、部活動ごとに申請書（別紙様式１－１、１－２）を提出する。なお、

派遣を希望する部活動が複数ある場合は、推薦順位をつけて提出すること。

また、運動部活動支援員とスポーツ医・科学サポーターとを合わせて申請する場合は、

申請書（別紙様式１－１）の５推薦する指導者①と６推薦する指導者②に記入すること。

（申請書には、申請理由（目的・必要性・成果等）及び部活動目標達成に向けた取組を明確に記

載すること）

なお、運動部活動支援員Ｂの派遣を希望する場合は、支援員の自宅と学校の間の距離及び旅費

額の確認のため、「旅費システムの試算の写し」を添付すること。

提出期限：平成 30 年４月 12 日（木）必着



（２）決定等の通知及び依頼

提出された申請書の内容について、実施要項に基づき、審査を行う。審査における選考は、別添

「審査基準」のとおりとする。審査後すべての申請学校に対して決定通知を行う。

（３）実績報告＜提出方法＞

【中間実績報告】

・事業開始から平成 30年８月 31 日（金）までの実績について提出すること。（ただし、この期間

までに事業が完了した指導者については、下記の【事業完了報告】に沿って提出すること）

【事業完了報告】

・事業完了後、下記のとおり提出すること。

（決定派遣回数を満たす最終の派遣日をもって事業完了となる）

※電子メールでデータを提出する際、ファイル名を次のようにすること。

「H30 運動部活動サポート事業（学校名・部活動名）」

提出物 様式等 提出方法 提出期限

中間実績

報告書

様式２－１

（支援員Ｂのみ、高速道路

を利用した場合の領収書）

紙媒体

平成 30 年

９月 28 日(金)

中間報告書 様式２－２ 電子データの送信及び紙媒体

謝

金

支

払

関

係

県立学校
様式４ 紙媒体

支払証明書類 各１部（コピー）

市町村立

学校

①派遣決定通知同封の口座番号等照会票を提出

②マイナンバー(写)の提出

「個人番号カード」の写し１部、または「通知カード」

の写しと、本人確認ができる写真が掲載された身分証明

書の写しを各１部

※ただし、平成 28 年度及び平成 29 年度中に既に提出して

いる者を除く

提出物 様式等 提出方法 提出期限

実績報告書

様式３－１

（支援員Ｂのみ、高速道路

を利用した場合の領収書）

紙媒体

事業完了後

１カ月以内

※ただし事業完了が

平成 31 年 1 月 18 日以

降の場合

平成 31 年

２月 15 日(金)

①まず中間までの実績を入力し、次に後半の実績を追加して入力。

②不足する場合はコピーして使用すること。

報告書 様式３－２ 電子データの送信及び紙媒体

謝

金

支

払

関

係

県立学校
様式４ 紙媒体１部

支払証明書類 各１部（コピー）

市町村立

学校

中間実績を要しない指導者のみ

①派遣決定通知同封の口座番号等照会票を提出

②マイナンバー(写)の提出

「個人番号カード」の写し１部、または「通知カード」

の写しと、本人確認ができる写真が掲載された身分証明

書の写しを各１部

※ただし、平成 28 年度及び平成 29 年度中に既に提出して

いる者を除く



書類の提出先

高知県教育委員会事務局 保健体育課 学校体育担当宛

〒７８０－０８５０ 高知市丸ノ内１丁目７－５２

e-mail 310501@ken.pref.kochi.lg.jp

・県立学校は、高知県教育委員会事務局保健体育課へ直接提出

・その他の学校は、各市町村教育委員会を経由して高知県教育委員会事務局保健体育課へ提出

（４）運動部活動サポート事業日誌（様式５）の作成について

外部の指導者との連携した指導や、部活動の目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルに活かすた

め、「運動部活動サポート事業日誌」を作成すること。

・日誌は外部の指導者に書いていただく内容にしている。

・顧問は指導を受けた時間や内容を確認のうえ、確認欄へ押印すること。

・月毎に管理職の決裁を受けること。

・日誌は、各派遣対象校で責任を持って保管すること。

４ その他

（１）留意事項

① 申請に当たっては、事業内容を十分把握したうえ、部活動指導計画を基に派遣希望回数等の検

討を行い提出すること。また、派遣決定後については、「３ 事業実施の手順」に従うこととし、

提出期限等を厳守すること。

② 指導者の推薦に当たっては、推薦理由を明確に記入すること。また、指導候補者には、事前に

本事業に関する説明を十分行っておくこと。

③ 派遣希望が多数となった場合は、派遣回数の減や、派遣対象とならない場合があることを承知

のうえ、申請すること。

④ 平成２８年度より中間実績報告及びそれに伴う謝金の支払いが追加されているので、抜かりの

ないよう十分注意すること。

⑤ 派遣期間の平成 30年５月１日（火）～平成 31年１月 31日（木）以外は対象とならないので注

意すること。また、事業の中止や、やむなく派遣決定回数を実施できなくなった場合は、速や

かに保健体育課に連絡すること｡

⑥ 派遣校は指導者と顧問が適切に連携･協力し、部活動目標達成に向けた取組が図られるよう、指

導体制の工夫を図ること。

⑦ 派遣指導者の活用にあたっては、「運動部活動全体計画ハンドブック」（平成 26 年 3月高知県教

育委員会）「外部指導者と連携した活動の充実」（P12）を参考にすること。

⑧ 事業報告の内容はホームページに掲載し、事業内容を公開する場合があるので、写真を掲載す

る際は本人の同意を得るようにすること。

⑨ ・市町村（学校組合）立中学校においては、学校の設置者の策定する「設置する学校に係る運

動部活動の方針」に則った「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定のうえ、適正な部活動

運営に努めること。

・県立学校においては、「高知県運動部活動ガイドライン」に則った「学校の運動部活動に係る

活動方針」を策定のうえ、適正な部活動運営に努めること。

（２）書類の様式については、保健体育課ホームページに掲載しているので、参照のこと。

（ http://www.pref.kochi.lg.jp//soshiki/310501/taiiku.html ）

mailto:310501@ken.pref.kochi.lg.jp


別 添

平成 30年度運動部活動サポート事業の派遣決定に関する審査基準

【審査方法】

・提出された申請書の内容について、実施要項に基づき審査を行う。

・審査における評価は、下記の評価項目について次の評価基準により段階評価をし、その合計点を申

請学校の得点とする。

・必要に応じて審査期間中に申請の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがある。

＜評価項目＞

①目的が明確であること。

②必要性が明確であること。

③成果が期待できること。

＜評価基準＞

大変優れている ・・・５点

優れている ・・・４点

適当 ・・・３点

やや劣っている ・・・２点

劣っている ・・・１点

【審査の派遣優先順位】

①各学校の推薦順位 1位の部活動に派遣する。

②当該校に実技指導ができる指導者がおらず、専門的な技術指導が困難な部活動。

ア．当該部活動の顧問経験が通算して１０年未満の部活動。

イ．当該部活動の顧問経験が通算して５年未満の部活動。

ウ．安全面を考慮し、選考する。（部活動の特性、活動場所、部員数、顧問の人数等）

③専門的な技術指導ができる指導者はいるが、より高い競技力向上を図る部活動。

ア．安全面を考慮し、選考する。（部活動の特性、活動場所、部員数、顧問人数等）

④運動部活動支援員Ｂについては、学校と出発地または帰着地との距離を考慮し、審査する。


