
一般社団法人 大学スポーツ協会

2022年3月

UNIVAS
大学における大学スポーツ不祥事

対応に係る手引書

U
N
I
V
A
S 

大
学
に
お
け
る
大
学
ス
ポ
ー
ツ
不
祥
事
対
応
に
係
る
手
引
書

一
般
社
団
法
人　

大
学
ス
ポ
ー
ツ
協
会

2
0
2
２
年
３
月





「大学における大学スポーツ不祥事対応に係る手引書」の
発行にあたって

本手引書は、UNIVAS加盟大学による処分対応に関する現状を関係各位に共有することで、大学スポー

ツ全体におけるガバナンスがより強化されることを目的として作成したものです。本手引書は、昨年度作成

した「UNIVAS大学スポーツ処分事例集（競技団体編）～組織ガバナンスの強化に向けて～」の続編でも

あり、昨年度の事例集と併せてご参照いただくことで、より本手引書の目的に資する活用ができると考えて

います。

特に、UNIVAS加盟大学の皆様におかれましては、本手引書をご活用いただき、より一層のガバナンス

の向上に役立てていただくことを願っています。大学運動部に係るガバナンスの向上は、運動部に所属する

学生が、安全に、そして安心して学業やスポーツに専念できる環境の構築に直結し、大学スポーツ全体の

発展に寄与するものと確信しています。

UNIVASは、今後も、大学スポーツのガバナンス向上に尽力する強い決意を有していますので、大学ス

ポーツに関係するすべての皆様におかれましては、大学スポーツのさらなる発展に、引き続き、ご協力いた

だくことを切にお願い申し上げます。

一般社団法人　大学スポーツ協会（UNIVAS）

代表理事　会長

福原紀彦
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一般社団法人大学スポーツ協会（以下「UNIVAS」という。）は、2019年3月に創設され、以後、「大

学スポーツの振興」と「大学スポーツ参画人口の拡大」に向けて活動している組織である。

現時点（2022年2月28日）において、219大学及び36競技団体がそれぞれUNIVASに参画している。

UNIVASは、その具体的な事業として、スポーツを通じた学生の人格形成を図るべく、学業充実に

関する事業（入学前教育、キャリア教育等）、スポーツの安全安心を図る事業（指導者・管理者研修、

安全安心ガイドラインの作成、安全安心認証「UNIVAS…Safety…and…Security…Certification」制度の構築、

UNIVAS相談窓口の開設等）、表彰制度等の奨励事業（UNIVAS…AWARDS等）、大学スポーツの価値

向上を図る事業（試合の動画配信、UNIVAS…CUPの開催等）、データベース構築事業（学生アスリー

トデータベースを活用したサービスの開発等）、総合的な振興施策事業（大学スポーツ統括業務の手引

書の提示、各種イベントの開催等）等を実施している。

運動部に所属する学生（以下「部員」という。）が、学業、部活動、社会貢献その他の活動で充実し

た学生生活を送り、卒業後は学生時代に培った知力・体力・精神力、社会性等を活かして地域社会や国

際社会に貢献していくこと、また、在校生はもちろん、OB・OG、地域の方々やこれから大学生になる

方々が、大学スポーツを楽しみ、応援してくれることが、大学スポーツの振興・発展には不可欠である。

そのために、UNIVASは、学生、大学、競技団体等による主体的な活動を支援し、大学スポーツを

更に大きく発展させるため、日々活動している。

スポーツ庁は、2019年6月に「スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技団体向け〉」（以下「SGコー

ド」という。）を、同年8月に「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け1〉」（以下「一

般団体向けSGコード」という。）をそれぞれ策定した。

そして、2020年に、公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）、公益財団法人日本オリンピック委員

会（JOC）及び公益財団法人日本パラスポーツ協会（JPSA）が主体となって、中央競技団体（以下「NF」

という。）によるSGコードの遵守状況を審査する適合性審査が開始され、NFにおけるガバナンス確保

の取組みが実施されている。

また、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」という。）は、一般スポーツ団体が一

1　一般スポーツ団体とは、中央競技団体（NF）に該当しない、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的
とする団体を指す（一般団体向けSGコード参照）。学生競技団体も一般スポーツ団体に含まれる。

1　UNIVASについて

2　スポーツ界におけるコンプライアンス及びガバナンス確保のための取組み

はじめに1
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般団体向けSGコードの遵守状況を自ら説明し、公表するプラットフォームを設置するとともに2、ス

ポーツ団体のガバナンス支援委員会を設置する等の事業を実施し、スポーツ団体のガバナンス支援に取

り組んでいる。

各スポーツ団体は、助成金等の申請の際に、自らに適用されるSGコードの遵守状況を自ら説明し、

公表することが必要となった。

このように、スポーツ界全体において、コンプライアンス及びガバナンスに関する様々な施策が実施

され、スポーツに携わるすべての人々にとって、コンプライアンス及びガバナンスの重要性を認識し、

これを遵守・実践することが求められる状況となっている。

UNIVASにおいても、コンプライアンス及びガバナンス確保に向けた様々な取組みを実施している。

以下に主な3つの施策を紹介する。

第一に、UNIVAS相談窓口の設置である3。選手やマネージャー、コーチ等の学生スタッフに加え、運

動部を卒業した方や指導者、チームスタッフからの相談を24時間365日体制で受け付けており、運動

部におけるハラスメント等の問題解決に向けて対応している。

第二に、コンプライアンス研修会の実施である。UNIVASの加盟大学及び加盟競技団体向けに、コ

ンプライアンス研修会を実施し、近時の事例や問題点を共有することで、特に、指導者に対し、ハラス

メント等の撲滅について、日頃からの注意を促している。

第三に、大学スポーツにおける処分事例の共有である。昨年度、「UNIVAS大学スポーツ処分事例集（競

技団体編）～組織ガバナンスの強化に向けて～」（以下「昨年度事例集」という。）を作成・公表し、加

盟競技団体における処分手続や処分事例を共有した。従前、競技団体間において、不祥事に対する処分

に関する情報が共有されることが少なかったものの、昨年度事例集の公表によって、加盟競技団体にお

ける処分時の手続や処分内容の妥当性の検討が進み、より一層のガバナンスの向上に繋がっている。

昨年度事例集を作成する際、大学関係者の方々から、大学版の処分事例集を作成してもらいたいとの

ご要望をいただいていた。また、大学で不祥事が発生した際に、どのように対応すべきかの考え方や指

針を示してもらいたいとのご要望を多数いただいた。UNIVASの加盟大学と加盟競技団体は大学スポー

ツの振興という同じ目標を有しているものの、それぞれの目的や組織等が異なることから、留意すべき

事項に違いが生じる。そこで、今年度は、昨年度事例集の続編として、大学において不祥事が発生した

場合の対応の際の考え方をまとめ、また、昨年度と同様に処分事例もまとめるに至った。本手引書の作

2　https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/966/Default.aspx……
3　https://www.univas.jp/soudan/

3　�UNIVAS�におけるコンプライアンス及びガバナンス確保に向けた取組み

4　本手引書作成の経緯
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成にあたっては、すべての加盟大学に対し、各大学における運動部や部員に対する規律、運動部におい

て不祥事が発生した場合の対応方法等についてのアンケート（以下「アンケート」という。）を実施し、

110大学から回答をいただいた。また、アンケートに対する回答をいただいた大学のうち、26大学に対

して、アンケートに対する回答の詳細を確認するためのヒアリング（以下「ヒアリング」という。）を

実施した。これらのアンケート及びヒアリングを通じて、加盟大学における処分対応の実態が明らかに

なるとともに、その課題も浮かび上がってきた。

本手引書では、2で大学における大学スポーツ関係者の関係性を整理した上で、3で大学における不

祥事への対応の現状を分析及び検討するとともに、4で不祥事が発生した場合の対応全般について説明

した上で、5で特にハラスメントの予防について取り上げて検討を加え、6で今後の課題について問題

提起を行っている。そして、別紙1で直近10年に運動部で発生した不祥事に対する大学の処分を整理す

るとともに、別紙2乃至5でモデル規程等を示している。

UNIVASとしては、今日までのUNIVAS加盟大学による処分状況を共有するとともに、不祥事への

対応策や規程類を提案することにより、UNIVAS加盟大学において、今後不祥事が生じた場合におけ

る処分の要否及び内容の検討にあたっての参考となることを期待する。そして、本手引書が、大学スポー

ツにおいて、適切な懲罰制度や組織運営（ガバナンス体制）の構築や、コンプライアンス意識の向上の

ための施策を検討するにあたっての一助になることを確信している。

今年度は、本手引書の作成に当たり、上記の通り、UNIVAS加盟大学のうち110大学からアンケート

調査へのご協力、また26大学からヒアリング調査へのご協力をいただいた。新型コロナウイルス感染

症の影響等もあり、社会経済活動の制約が多く、業務時間もひっ迫する中で、本手引書の策定にご協力

いただいた加盟大学の皆様に対して、改めて深く御礼申し上げる次第である。

そして、UNIVASとしては、次年度以降、UNIVAS加盟大学の運動部に対して、同様のヒアリング

調査を実施する予定である。本文に記載のとおり、大学運動部におけるガバナンスの構築についても喫

緊の課題と認識しており、UNIVASの加盟大学及び加盟競技団体に対する一連の調査・啓発活動を通

じて、UNIVAS加盟団体の、より適切な組織運営（ガバナンス体制）の構築、更なるコンプライアン

ス意識の向上、ひいては、学生が、安全に、そして安心して学業やスポーツに専念できる環境の整備に

引き続き取り組んでいく次第である。
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大学における大学スポーツ関係者の
関係性

2

（1）運動部の位置付けと運動部を管理する部署

大学の運動部は、大学が公認した課外活動団体としての地位を有し、その活動は大学による管理監督

のもとで行われていることが通常である。

大学における運動部の位置付けは大学により異なり、公認団体として文化部やサークルと同列に位置

付けられている場合や、公認団体とは別の枠組みとして位置付けられている場合がある。後者において

は、同じ運動部という括りの中でも、一部の運動部が強化指定部として他の運動部とは異なる位置付け

がなされている場合もある。

大学における運動部を所管する部署も大学によって異なる。主に学生課と呼ばれる部署が公認団体と

併せて（又は公認団体の一つとして）運動部を所管する大学もあれば、他の公認団体とは別に運動部を

専門に所管する部署が存在する大学もあり、その中でも強化指定部についてはさらに別の部署が所管す

る大学もある。

運動部が大学内に位置付けられて、大学が直接運動部を管理監督する関係にある場合のほか、大学と

は異なる組織としての学友会や体育会が運動部を直接管理監督する場合もある。

1　大学と運動部の関係

1 6

3 4

2

5



5

（2）運動部に対する支援

大学は、運動部に対し、「部長」「顧問」「監督」等といった名称で大学に所属する教職員を配置し、

当該教職員を通じて運動部を把握して支援を行っていることが多い。

大学は、運動部に対し、一定の活動費を支給するなどの経済的支援を行うことがあるが、学友会がこ

れを行う場合や、大学と学友会の双方が行う場合もある4。活動費の支給基準は大学によって異なり、部

員数や成績に応じて支給する場合が多いが、毎年一定額を支給する場合、各運動部に予算を等分する場

合、活動費とは別に遠征に係る実費を支給する場合等がある。

これらの経済的支援に加えて、大学は、運動部に対し、練習場や部室といった運動施設等の利用権限

を付与したり、部員が住む学生寮を提供したりする場合もある。

大学が、運動部の中でも強化指定部を設けている場合、強化指定部に限って支給する、他の運動部と

は別の強化指定部向けの特別予算を設けるなど、重点的な経済的支援をすることが多い。加えて、学生

寮の利用について強化指定部の部員を優遇する、強化指定部に対するスポーツ推薦入学者や特待生の人

数を多くするなど、競技力の面で他の運動部よりも強化指定部を優遇している場合等がある。

（3）運動部に適用される規程

大学は、部員の運動部における課外活動に対して一定の管理・教育権限を有していると考えられるも

のの5、専ら運動部を対象とした独自の規程を設けている大学はわずかであり、運動部やサークル等を含

めた公認団体全般に適用される規程を設け、それを公認団体の一団体として運動部に適用している場合

もある。

運動部に適用する規程が存在する場合において、運動部やその部員に不祥事が生じた場合、大学は、

運動部に対し、当該規程に基づき一定の処分をすることになる。

（1）在学契約

学生は、入学するにあたり、大学との間で在学契約を締結する。在学契約は、大学が学生に対し、講

義、実習及び実験等の教育活動を実施して教育役務を提供するとともに、これに必要な教育施設等を利

用させる義務を負い、他方、学生が大学に対し、これらに対する対価として学費等を支払う義務を負う

ことを中核的な要素とする契約である6。

そして、在学契約は、学生が、部分社会を形成する組織体である大学の構成員としての学生の身分、

4　大学によって異なるが、学友会が活動費の支援をしている場合、その原資は学生から徴収した学友会費等によるこ
とが多い。

5　運動部が大学に所属する学生を対象として課外活動を行うために組織されたものである以上、大学は、部員が所属
運動部における課外活動を行う際にも管理・教育権限を有するというべきであり、大学の管理・教育権限が及ぶ以上、
大学はその管理・教育権限に対応する範囲内で部員の生命、身体について安全配慮義務を負うべきであると判示した
裁判例がある（ヨット部合宿死亡事故事件：山形地判昭和58年2月28日判タ494号135頁。もっとも本判決では、結
論としては本件大学の安全配慮義務違反を認めなかった。）。

6　在学契約の性質につき、最判平成18年11月27日民集60巻9号3437頁参照。

2　大学と学生の関係
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地位を取得、保持し、大学の包括的な指導、規律に服する要素を有していることから、大学が学則やそ

の他の規程類を定めた場合は、学生はこれらに従う義務を負う7。

（2）学生に適用される規程

学生は、大学が定める学則や学生懲戒規程その他の内部規程の適用を受ける8。

そのため、大学は、学生である部員が不祥事を起こした場合、当該部員に対し、これらの規程に基づ

き一定の処分をすることになる。

（1）指導者が大学の教職員である場合

大学の教職員としての地位を有する内部指導者（以下「内部指導者」という。）と大学との間には雇

用契約又は業務委託契約が存在するのが通常である。雇用契約を締結する内部指導者には就業規則や教

職員規程が適用される。また、業務委託契約を締結する内部指導者についても、その服務にあたっては

上記規程が適用される旨の条項が業務委託契約に設けられていることが多い。

したがって、大学は、内部指導者に不祥事等の問題が生じた場合、当該指導者に対し、当該指導者と

締結した契約や大学の規程等に従って、一定の処分をすることになる9。

（2）指導者が大学の教職員ではない場合

大学の教職員である内部指導者以外の指導者（以下「外部指導者」という。）については、大学との

間で雇用契約や業務委託契約が締結されている場合もある一方で10、そのような契約が締結されていな

い場合も多く、その場合には内部指導者のように就業規則などの大学の規程を適用する法的根拠が明ら

かではない11。したがって、契約を締結していない外部指導者に不祥事等の問題が生じた場合には、大

学が当該外部指導者を処分する根拠を欠くことになる12（下記6.…1（3）参照）。

また、大学によっては、運動部に対して外部指導者の有無や氏名等の情報の登録又は届出を義務付け

るなどして、各運動部の外部指導者を把握している場合もあるが、その一方で、大学において各運動部

に外部指導者がいるかどうかについて全く把握していない場合もある。

7　スポーツ推薦入学者やスポーツ特待生においては、学費が免除され、奨学金が付与され、学生寮の優先的利用が認
められるなど、一般の学生とは在学契約の内容が一部異なる場合もあるが、いずれにしても大学と在学契約を締結し
ていることに変わりはない。

8　大学によっては、学友会規程や体育会規程等が定められている例があるが、学生がこれらの組織にも所属している
場合には、これらの規程も当該学生に適用される。

9　なお、大学によっては、内部指導者に対し、大学から運動部の指導について委嘱状を渡している場合や、ハラスメ
ント防止等の誓約書の提出を受けている場合もあり、これらの書面の記載に基づいて処分を行うことができる。

10　大学の教職員ではない外部指導者用に契約書の雛形を作成して、契約を締結している大学もある。
11　但し、実務上の運用として、内部指導者及び外部指導者を含めた指導者に関する内規を定めてこれを適用している大
学もある。

12　例外的に、法的根拠は必ずしも明らかではないが、実務上の運用として、学友会員である教職員に適用される学友会
の規定を外部指導者にも適用する大学もある。

3　大学と指導者の関係
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大学としては、例えば、外部指導者との間で適正な処分・解除事由を含んだ業務委託契約を締結した

り、指導者規程等の内規を定めた上で、外部指導者から当該規程に服する旨の誓約書を事前に取得する

などの一定の対応をとることが望ましく、少なくとも外部指導者の有無や氏名等の情報を把握できる体

制を構築しておくことで、外部指導者が関係する不祥事等が生じた場合に備えた対策をとることが望ま

しい。

学生である部員は、運動部に所属することにより、当該運動部がエントリーする競技団体等が主催す

る大会に出場する資格を有する一方、当該運動部の独自の規律に服することとなる。運動部において部

則13が定められている場合、当該運動部の規律として、その内容が合理的である限り、構成員である部

員に対して適用される。

したがって、部則において処分規程が規定されている場合、部員に不祥事等の問題が生じれば、運動

部は、部員に対し、部則に基づく処分をすることになる。

大学と指導者の間に契約関係がある場合には、当該指導者は、大学との契約に基づいて当該運動部に

おける指導等を行い、別途運動部との間では契約を締結しないのが通常である。この場合に、当該指導

者に不祥事等の問題が生じれば、大学が、当該契約を根拠に当該指導者に対する処分を行うことになる。

他方、大学と指導者の間に契約関係がない場合において、実務上、運動部と指導者間で契約が締結さ

れる場合がある。その場合には、運動部は、指導者に対し部員の育成や指導を依頼して、指導者は、そ

れに応じて学生を指導する関係となる。もっとも、運動部は、独自の法人格を有していることはほとん

どなく、また、その権限が必ずしも明確ではない。とりわけ、外部指導者が運動部のOB・OGである

場合には、外部指導者が無償や低額の報酬にて対応することも多く、その際に詳細な条件が記載された

契約書面を交わさないがために、両者の契約関係が不明確になっている例が少なくないと考えられる。

この場合に、当該外部指導者に不祥事等の問題が生じたとしても、運動部は当該外部指導者を処分する

直接の根拠がないため、誰がどのような処分や措置をとることができるかが不明確となる。

このような事態を回避するためにも、大学としては、上記2.…3のとおり、外部指導者の情報を適切に

把握した上で、当該外部指導者との間で業務委託契約を締結したり、内規を整備して誓約書を事前に取

得するなど、具体的な仕組みを構築しておくことが望ましい。

13　部則は、指導者の関与の下で制定される場合のほか、部員のみで制定する場合もある。内部指導者を通じて又は各運
動部に対して部則の提出を義務付ける方法により各運動部の部則を把握している大学もあるが、部則を把握していな
い大学も多い。

4　運動部と学生の関係

5　運動部と指導者の関係
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上記2.…3のとおり、指導者は、大学又は運動部から依頼を受けて学生である部員の育成や指導を行っ

ているのであり、通常、部員との間に直接の契約関係はない14。

したがって、指導者から部員に対してパワハラやセクハラなどの違法行為がなされた場合、部員は、

当該指導者に対し、契約上の責任を追及することは難しく、民法上の不法行為を根拠に損害賠償請求を

行うことになる15。

（1）学友会（学生会）

学友会とは、大学によってその位置付けは異なるものの、主に学生と教職員が所属する自治組織とさ

れることが多い。また、大学内の一組織として位置付けられることもあれば、大学とは独立した組織と

されることもある。

学友会と運動部の関わりについては、学友会が運動部の上位組織として直接運動部を管理している場

合16や、学友会が運動部に対して活動費の支援などを行い、運動部の実質的な管理は学生課など大学の

部署が行っている場合がある。

学友会が規程を定めている場合、当該規程は学友会に所属している学生や部員に適用される。

（2）体育会

体育会とは、運動部の集合体であり、運動部を統括する組織をいう。学長が会長を務め、大学職員が

事務局を担当するなど大学の関与の程度が高い場合もあれば、あくまでも運動部ないし部員の自治組織

であり、大学は、学生課などの大学の部署を通じて体育会を監督するという関係にある場合もある。

体育会が運動部や部員を対象とする規程を定めている場合、体育会は、当該規程に基づき、これに違

反した運動部や部員に対して一定の処分をすることができる。

（3）保護者会（父母会）・後援会（OB・OG会）

保護者会や後援会は、部員の保護者やOB・OG等の運動部の関係者によって構成される運動部の支

援組織であり、大学の組織には含まれないとされる。保護者会や後援会は、主に活動費等の支援を行う

ものの、運動部や部員を統括管理する立場にないことから処分を行う権限はないとされる。

14　部員が、通常の運動部の活動とは別途、特定の指導者に対し個別のパーソナル指導を仰ぎ、それに対し一定の対価を
支払うケースもあるが、そのような場合は当該指導者と学生の間に業務委託の契約関係が発生しているといえる。

15　民法709条及び710条。
16　一例として、学友会が運動部又は運動部も含めた公認団体にも適用される学友会規程を制定している場合、運動部は
当該学友会規程に従う義務を負う。

6　指導者と学生の関係

7　その他の組織・団体について
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上記の大学スポーツ関係者の関係性も踏まえ、アンケート結果17から大学の大学スポーツへの関わり

についての現状を分析する。

（1）運動部を所管する組織の有無

運動部を所管する組織がある大学は110大学中104大学に及び、少なくとも組織構成上は、大学によ

る運動部に対する管理監督が及んでいるといえる。

もっとも、これらの大学においても、必ずしも運動部を所管する専門の部署が設置されているわけで

はなく、学生課等において他の公認団体と併せて運動部を所管していることが多い。また、大学のリソー

スの関係で、運動部を所管する部署の職員の数が限られ、必ずしも十分な管理監督がされていない場合

もあると考えられる。

（2）大学が運動部を規律する規程等の有無

運動部に適用される規程がある大学は110大学中88大学であり、多くの大学が運動部に対し規程に

17　アンケート結果において、「ある」又は「ない」以外で回答された大学については、備考欄の記載及びその趣旨から
いずれかに振り分けて集計している。

8　大学の大学スポーツへの関わりについて

20％

80％

ある
ない

5％

95％

ある
ない
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基づく管理監督をしているといえる。

もっとも、これらの大学のうち、運動部に特化した規程ではなく、運動部も含めた公認団体全体に適

用される規程を用いている大学も多いようである。

運動部に特化した規程がない大学において、あらかじめ、公認団体全体に適用される規程等が運動部

に適用される内容として不足がないかを確認し、必要に応じて運動部に特化した条項や規程の整備の要

否を検討することが考えられる。

（3）大学から運動部に対して活動費を支給する制度の有無

…

運動部に対し活動費を支給している大学は110大学中98大学であり、それ以外の大学であっても、

学友会等から運動部に対して支援がされている場合もあった。

活動費を支援している大学の中には、強化指定部など一部の運動部に限定して活動費を支援している

場合もあった。

（4）大学と指導者間の契約や規程の有無

運動部の指導者との契約や運動部の指導者に適用される規程があると答えた大学は過半数だったもの

の、ないと答えた大学も4割ほどあった。

あると答えた大学の中には、一部の運動部の指導者に限って契約が存在する大学が一定数あった。

11％

89％

ある
ない

42％
58％

ある
ない
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部員や指導者が関与する不祥事が発生した場合の加盟大学の対応についてのアンケートとヒアリング

の結果から18、加盟大学における不祥事への処分対応の現状を分析する。

（1）相談窓口の設置

アンケート結果によれば、運動部の関係者が不祥事等を相談できる窓口を設置している大学は、110

大学中85大学であった。

ヒアリング結果によれば、大学が不祥事を把握する端緒が相談窓口への通報であったケースが多かっ

た。もっとも、相談窓口は設置されているものの、ほとんど機能していないと回答する大学もあった。

（2）報告義務

ヒアリング結果によれば、運動部や指導者に対し、不祥事が発生した場合の報告義務を課していると

回答した大学は26大学中2大学であった。報告義務を課している大学では、例えば、指導者に適用され

る規程等で報告義務を規定し、不祥事が発生した場合に各運動部の指導者が当該運動部の部長に報告

し、当該部長が大学の学生部長に報告する仕組みを構築しているところがあった。

大学としては、不祥事が発生した場合に大学が法的責任を負う可能性もあることから（下記6.…1（2）

参照）、不祥事等を把握して適時適切な対応するために、相談窓口を設置し、又は運動部や指導者に報

18　アンケート及びヒアリングの対象大学数及び実施方法については上記1.…4参照。

1　不祥事の把握方法

大学における不祥事への対応の
現状について

3

14％

77％

9％

不祥事等の相談窓口の有無

ある
ない
その他



12

告義務を課すことが有益といえる。他方で、相談窓口や報告への対応に必要な設備や人員の確保によっ

て、コスト負担が増大するといった側面もある。そのため、各大学が個別の事情に応じて適切な不祥事

の把握体制を構築することが望まれる。

不祥事が発生した場合に大学が適用する大学スポーツ関係者への処分規程の有無について、その適用

対象者毎に分けてアンケート結果を分析する。

（1）部員に対する処分規程

アンケート結果によれば、部員に対する処分規程を設けていると回答した大学は110大学中59大学

であった。一方で、21大学は、部員に対して処分規程を設けていなかった。

アンケート結果によれば、部員に対する処分規程を設けている大学が半数となったものの、ヒアリン

グによれば、「ある」を選択した大学においても、一般学生に適用される処分規程を部員に適用してい

る旨の回答が多かった。

したがって、大学においては、部員に対し、一般学生に適用される処分規程を適用しており、これとは

別に、大学から部員向けの独自の処分規程を設けている場合は、アンケート結果よりも少ないと思われる。

また、ヒアリング結果において、大学に部員に適用される処分規程がある場合であっても、大学がこ

れに基づかずに部員を処分し、又は大学が不祥事を把握しないまま運動部が独自に処分するなど、大学

の処分規程が適切に運用されていないケースが散見された（下記6.…3参照）。

さらに、部員に対する処分規程を設けていない大学においては、学長や運動部の監督が何らの規程に

基づかないで処分する例もあった。

適正手続の観点からは処分規程を整備し、これに基づいた処分をすべきである。処分規程の内容とし

ては、処分の対象になり得る禁止行為、処分対象者、課され得る処分の内容、処分に至るまでの手続等

が定められることが必要である。

2　処分規程の有無

27％

54％

19％

ある
ない
その他

部員に対する処分規程の有無
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�（2）指導者に対する処分規程

アンケート結果によれば、運動部の指導者に対する処分規程を設けている大学は110大学中30大学

であった。一方で、56大学は、運動部の指導者に対して処分規程を設けていない旨を回答した。

ヒアリング結果によれば、アンケートにおいて「ない」を選択した大学のうち、内部指導者に対して

は教職員に適用される規程によって対応すると回答した大学も存在しており、また、「その他」を選択

した24大学のうち11大学においても同様の回答があったことから、大学においては、内部指導者に対

して、その教職員としての地位に基づき適用される処分規程が存在しているものと思われる。

一方で、「ある」を選択した大学においても、外部指導者に対する処分規程は存在しないと回答する

大学も存在したことから、大学が外部指導者に対する独自の処分規程を有しているケースはアンケート

結果よりも少ないと思われる。

（3）運動部に対する処分規程

アンケート結果によれば、大学から運動部や運動部を含む学生団体に対する処分規程を設けている大

学は110大学中42大学であり、設けていない大学は68大学であった。

62％

38％

運動部に対する処分規程の有無

ある
ない

22％
27％

51％

運動部の指導者に対する処分規程の有無

ある
ない
その他
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ヒアリングにおいて、「ない」を選択した大学のうち、運動部に対する処分を行うにあたり、これに

代替する根拠規程を設けている大学は少なく、運動部に対する処分規程は何ら整備されていないという

大学がほとんどであった。

不祥事が発生した場合に大学が設ける大学スポーツ関係者への処分基準の有無について、その適用対

象者毎に分けてアンケート結果を分析する。

（1）部員に対する処分基準

アンケート結果によれば、部員に対する処分の基準を設けている大学は、110大学中41大学であり、

設けていない大学は42大学であった。「その他」を選択した27大学19のうち22大学は、部員のみに適用

される処分基準ではなく、一般学生にも適用される処分基準を部員に適用していた。

ヒアリングにおいて、「ある」を選択した大学の中には、一般学生に適用される処分基準を部員に適

用している旨の回答をした大学もあることから、部員に対する独自の処分基準を設けている大学はアン

ケート結果よりも少ないと思われる。

大学からは、不祥事ごとに当該不祥事発生の背景等の個別具体的事情が異なることから、具体的な処

分基準を設けることは困難であるという意見や、他大学の同種類似事案と比較して処分基準や内容の妥

当性を検討したいという要望があった。

（2）指導者に対する処分基準

アンケート結果によれば、不祥事が発生した場合に指導者に対する処分基準を設けている大学は、

19　処分基準を定めていないものの、学内で発生した過去の不祥事処分を先例としている旨を回答する大学もあった。

3　処分基準の有無

38％

25％
37％

部員に対する処分基準の有無

ある
ない
その他
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110大学中18大学であった。一方で、指導者に対する処分基準を設けていない大学は、68大学であった。

「その他」を選択した24大学は、外部指導者に対しては処分基準を設けていないものの、内部指導者に

対しては教職員に対する処分基準によって対応しているという回答が多かった。

（3）運動部に対する処分基準

アンケート結果によれば、運動部に対する処分基準を設けている大学は、110大学中20大学であった。

他方で、運動部に対する処分基準を設けていない大学は、76大学であった。「その他」を選択した14大

学の中には、不祥事が発生した都度、事案に応じて学生部と法務コンプライアンス室等が協議を行うと

回答した大学や過去の処分事例に則り処分を定めると回答した大学があった。

なお、運動部に対する処分の基準を設けている大学のなかには、不祥事を「飲酒事故」、「交通事故」、

暴行傷害を含む迷惑行為等を「その他」に類型化した上で、各類型において発生した結果の重大性に応

じて、大学公認取消、無期限活動停止、有期限活動停止、厳重注意と処分内容の基準を定めている大学

もあり、処分基準の設定にあたって参考になる。

62％

22％
16％

指導者に対する処分基準の有無

ある
ない
その他

69％

13％ 18％

運動部に対する処分基準

ある
ない
その他
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（1）手続の流れ

学校教育法施行規則26条5項において、大学の学長は、「退学、停学及び訓告の処分の手続を定めな

ければならない。」として、処分手続の制定が義務付けられている。そして、大学の処分は、学生や教

職員に対し、直接義務を課し、又は権利を制限するなどして不利益を与えるものであることから、その

公正性及び透明性を確保するために、処分手続を定める必要性がある。

ヒアリング結果によれば、大学による処分が決定される流れは、大まかに、①不祥事の発生、②不祥

事の把握、③担当部署での調査・検討、④学長の決裁となっており、重大事案においては、調査委員会

を設置して調査検討を実施しているようであった。

（2）不服申立手続

アンケート結果によれば、過去20年間で学生、指導者又は運動部に対して処分を行った58大学中、

処分に対して不服申立てを受けたのは4大学であった。

4　処分の手続

フロー図の例 

 不祥事の把握（相談窓口への通報、報道による認知等）
↓

担当部署に集約され、相談内容を検討
↓

懲戒委員会で調査の要否を検討
↓

調査委員会を立ち上げて調査
↓

調査結果を基に、懲戒委員会で処分案検討
↓

↓ ↓
処分案を学部、学長に報告

当該学生に告知・聴聞 教授会で処分案を検討
↓

学長が処分を決定
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…

…

ヒアリング結果によれば、不服申立手続を規定していると回答した大学が26大学中13大学あった。

（3）公表措置

ヒアリング結果によれば、不祥事への対応として公表の規定を設け、対外的に公表措置を実施したこ

とがあると回答した大学は26大学中2大学であった。他方で、大学内でのみ公表していると回答した大

学は26大学中12大学であった。

公表についての規程が存在すると回答した大学は26大学中7大学であった。

大学内のみでの公表措置をとっている大学については、個人情報保護に配慮し、処分者が特定され得

るような情報は公開していなかった。

不祥事を公表する趣旨は、加害者に対する懲罰目的とする大学はなく、不祥事の再発防止や説明責任

を果たす目的とのことであり、学内における掲示板や、イントラネットを通じて実施しているとのこと

であった。

90％

3％
7％

処分事例における、不服申立ての有無

ある
ない
その他
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今回のアンケート調査において、回答した大学の過半数が、運動部における不祥事が発覚した場合に

UNIVASからの不祥事対応のサポートを望んでいるように、大学においては、運動部における不祥事

に対応する体制が確立されていないケースが多い。

運動部をはじめ大学において不祥事が発生した場合に迅速かつ適切な対応がとられなければ、被害者

の被害回復が遅れ、周囲の学生を含め影響が拡大し得る。また、大学の対応が遅れた結果、加害者が更

なる不祥事を起こし、その結果、より重い処分を受ける可能性もある。とりわけ、学業や部活動を通じ

て人間形成を図る過程にある学生が被害者や加害者となる場合には、大学の対応の遅れにより、彼らの

教育を受ける機会や成長する場が制限されてしまうことも懸念される。また、不祥事が明るみになって

初めて大学がそれを把握する事態となれば、大学側の管理運営体制そのものに疑問が呈され、その社会

的信用が大きく毀損されることにも繋がりかねない。

したがって、大学においては、大学における不祥事を未然に防ぐとともに、不祥事が発生した場合の

迅速かつ適切な対応が求められている。

大学における不祥事を未然に防ぐとともに、それが発生した場合に早期に事実関係を把握し、迅速か

つ適切な対応を実施する一つの方策として、平時から、不祥事が生じた場合の対応フロー、危機管理体

制の在り方を十分に議論し、不祥事発生時に拠りどころとすべき不祥事対応マニュアルを策定し、これ

を周知徹底することが考えられる。

多くの大学では、既に学内に危機管理体制が構築され、不祥事対応マニュアルが策定されており、運

動部における不祥事にも適用されていると思われる。

そこで、大学が不祥事対応マニュアルを策定、改訂するにあたり、検討すべき項目や不祥事対応の留

意点を述べるとともに、運動部における不祥事の場合に考慮すべき事項にも触れる。

不祥事の対応フローとしては、概ね、⑴発覚の端緒、⑵初期対応及び調査、⑶関係者に対する処分等、

⑷原因分析・再発防止策の策定となり、⑸関係機関との連携、マスコミ・捜査機関への対応も重要とな

ることから、下記3にて⑴乃至⑸の順に述べる。

1　不祥事対応の必要性

2　不祥事対応マニュアルの策定

不祥事対応について4
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（1）発覚の端緒について

不祥事が発生した場合に迅速かつ適切な対応をとるには、早期に不祥事を把握することが重要であ

る。不祥事の発覚の端緒は、内部通報、不祥事関与者による自主申告、マスコミ報道や捜査機関による

捜査など様々であるが、以下に述べるとおり、通報窓口を設置して内部通報を受け付けることは特に有

用であると思われる。

ア　通報窓口の重要性

通報窓口を設置して内部通報を受け付けることは不正行為の早期発見に資するとともに、不祥事に

対する抑止力を期待できる20。

内部通報制度は、被害の早期発見、同種被害の予防・拡大防止を期待でき、学生の権利保護及び大

学の信用保持の観点から、その充実を図ることが望ましく、特に誰でも気軽に通報できる通報窓口を

設置する必要性は大きい。

なお、下記5.…1（3）のとおり、ハラスメントに関する専用の相談窓口を設けることも考えられ、実

際に設置している大学もある。通報窓口とは別途、ハラスメントといった特定の行為を対象とした相

談窓口を設置するか否かについては、過去学内で発生した不祥事の内容、学生の利便性、大学の人員

やコスト負担等を考慮して判断することになろう。

イ　通報窓口の設置に関する留意点

（ア）通報窓口の利用者

内部通報制度が、広く不祥事を発見する端緒となり、同種被害の予防・拡大防止に資することか

ら、通報窓口の利用者はできるだけ限定しないことが望ましい。

したがって、通報窓口の利用者として、在学生、OB・OG、その保護者、大学職員、外部指導者

を含む指導者、運動部のチームスタッフ及びその退職者等が考えられる。

匿名での通報を許容するかについては、匿名による通報内容の信用性に疑義が生じやすく、その

後の事実確認や調査を十分に行えない可能性があることから実名による通報に限定することも考え

られる。他方、通報窓口への通報は調査の端緒の段階であり、匿名による通報を認めることで、通

報者にとって、利用し易くなり、重大な不祥事も含めて広く不祥事に関する情報をいち早く得るこ

とに繋がる。大学においては、匿名通報への対応の負担も考慮しつつ、匿名による通報を許容する

ことが望ましい。

20　消費者庁作成の平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」によれば、全国1万5000事業者を対
象とした調査において、社内の不正発見の端緒として「従業員等からの内部通報（通報窓口や管理職等への通報）」
が全体の58.8%を占め、最も高い結果とされている。また、同調査において、通報窓口を設置したことによる効果の
中で、「従業員等による違法行為への抑止力として機能している」が全体の49.4％を占め、最も高い結果とされている。

3　不祥事対応にあたっての検討事項
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　（イ）通報対象

内部通報の対象としては、以下のように定めることが考えられる。

ⅰ　対象行為の主体

通報の対象となる行為の主体は、大学における不祥事を対象とするため、大学役員、教職員、

学生が含まれることになるが、運動部における不祥事を想定して、指導者、運動部のチームス

タッフ等を含めることが考えられる。

ⅱ　対象行為の内容

通報の対象となる行為として以下が考えられる

　（ⅰ）公益通報にかかる行為21

　（ⅱ）ハラスメントを含む違法行為

　（ⅲ）研究上の不正等

　（ⅳ）その他、社会規範に照らして不適切な行為

さらに、運動部における不祥事を想定した場合には

　（ⅴ）…ドーピング、試合の不正操作（八百長）等の競技に関係する不正行為

　も対象に含めることが考えられる。

　（ウ）通報手段

通報者の多くが学生であることが想定されるから、できる限り気軽に通報できるように、対面、

電話、メール等の複数の手段を準備するとともに、ほとんどの学生が利用しているSNS等での通

報の仕組みも積極的に取り入れることが望まれる。

また、相談内容によっては、異性には相談しづらいケースも考えられるから、通報窓口の担当者

として男女最低1名ずつ配置することが望ましい。

　（エ）外部の専門家の配置

学内の関係者に内部通報を行うことで、通報者が特定され、何らかの不利益を受けることを恐れ

る通報者もいる。そこで、法律上守秘義務を負う弁護士等の学外の専門家を通報窓口の担当者に設

置することも検討に値する22。専門家から、早期の段階で専門的な助言を得ることで、適切な対応

をすることが可能となり、問題が大きくなる前に解決に繋がることもできる。また、内部の担当者

では対応できない又は対応が困難な事案についての通報もあると考えられるところ、専門家が対応

することで、通報窓口の担当者の負担を軽減することができる。

なお、ヒアリングによれば、通報窓口の担当者が他の業務を兼務して通報業務を担当していると

いう大学が多く、そのような大学において、当該担当者の通報対応業務が過大となれば、他の業務

に支障が生じてしまう可能性があることは留意すべきである。

21　公益通報者保護法第2条第3項に定める通報対象事実。
22　消費者庁作成の平成28年12月9日付け「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者
向けガイドライン」同旨。
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　（オ）　通報窓口の周知

通報窓口を設置しても、それが学内に周知されなければ通報制度の実効性が確保できないため、

学内のイントラネットやSNS等を活用して、通報窓口の周知を広く行うことが重要である。

その際、通報窓口の担当者には通報内容に関する守秘義務が課されていることや、通報窓口を利

用したことを理由として通報者に不利益な取扱いをすることは禁止されていることなど、内部通報

した通報者の保護が十分図られる制度であることを、通報窓口に関する規程とともに、周知徹底す

る必要がある。

ウ　運動部から大学への報告義務

運動部内において発生する不祥事についても、迅速かつ適切な対応が求められるが、運動部が課外

活動団体であることもあって大学が事実関係を把握していない、又は把握するのに時間がかかる場合

も想定される。

運動部に不祥事が発生した場合に、当該運動部の指導者、責任者に対して大学宛に報告する義務を

定めている大学は多くないが23、大学としては、当該運動部の指導者、責任者が不祥事を把握した場

合には速やかに大学に報告する義務を負わせることが望ましい。

なお、指導者が内部指導者である場合には、あらかじめ業務命令として報告義務を定めておけばよ

いが、外部指導者に報告義務を課す場合には、事前に契約書や誓約書、規程等にその旨を明記してお

く必要がある点に留意が必要である。

（2）初期的対応・調査

ア　初期的対応

（ア）　調査体制の構築

ａ　調査体制の決定

不祥事が発覚した後、事案の調査を行う必要があるが、組織的かつ実効的に調査を行うには、

速やかに適切な調査体制を構築する必要がある。調査体制をどのように構築するかは事案に応じ

て異なるが、その判断にあたっては、同種事案を数多く扱っている専門家に意見を求めることが

望ましい。

調査体制については、その主体につき、大学内部による調査と大学外部による調査に分けられ

る。いずれの調査によるべきなのかについて、画一的な基準を設けることは難しいが、例えば、

事案の難易度（結果の重大性、組織性、複雑性、行為者の認否等）や調査の公平性・中立性（理

事等の関与の有無、関与した理事や教職員等の人数等）、社会、大学に及ぼす影響の有無・程度

等を考慮し、内部調査によってはその真実や原因の究明ができない場合には大学外部による調査

を行うことが望ましい。

23　上記3.…1（2）参照。
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ｂ　大学内部による調査における調査体制・留意点

大学内部で事実調査を行う場合には、既存の部署がこれを行うほか、調査委員会を設置して対

応する場合がある。例えば、学生の軽微な不祥事については学生部や総務部が調査を担当し、そ

れらの担当部署の構成員による調査によって調査の目的を達成できる場合には、調査委員会を立

ち上げる必要まではない。他方、事案が重大な場合や複雑な場合等には、理事（例えば、コンプ

ライアンス担当理事等）や弁護士、学識経験者等を入れた内部の調査委員会を設置して調査を進

めることが考えられる。

ｃ　大学外部の第三者による調査における調査体制・留意点

大学外部の第三者による調査を行う場合には、第三者委員会24を設置する場合がある。特に理

事らによる組織的な不祥事が発覚したような場合や、監督官庁や監査法人、金融機関等から調査

の中立性や公平性が強く求められた場合などには、大学から独立した弁護士・公認会計士等の専

門的な委員のみによる第三者委員会を設置することが多い。

ｄ　運動部の不祥事に対する調査体制・留意点

運動部における不祥事については、多くの大学において運動部から任意の報告を受けるか、運動

部に所属する教職員を通じて事実上把握しているにとどまり、運動部における不祥事を把握するた

めの制度を構築していないため、運動部における不祥事やその処分を把握していない例がみられる。

そのため、運動部における不祥事の調査を行う場合には、運動部のみで調査をすることなく、

大学もこれに関与して、大学と運動部が連携して調査体制を構築することが望ましい。

また、運動部における不祥事は、一般学生のそれに比べて社会的に注目されやすく、報道が過

熱することがあるので、大学の信頼回復のために、大学外部の第三者による調査を積極的に検討

すべき場合もある。

（イ）　被害拡大防止・証拠の保全・情報管理の徹底

不祥事が発覚した直後、まずは、大学において、被害拡大防止の措置として、加害者と被害者が

接触しないような措置や、不祥事に関わった学生や教職員、指導者らの大学、部活動への参加の停

止措置等を検討することが考えられる25。

また、時間の経過によって証拠が散逸し、不祥事を起こした当事者らによる証拠隠滅がされる可

能性もあり得ることから、大学において速やかに適宜の方法26で証拠を保全することも大切である。

24　日本弁護士連合会作成の2010年7月15日付け（同年12月17日改訂）「第三者委員会ガイドライン」において、第三者
委員会とは、「企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と
経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会である。」と定義される。

25　被害拡大防止措置は、当該不祥事の内容に応じて必要な限度で認められ、重大な不利益を伴う措置の場合には当該措
置をする合理的理由や対象者が不祥事を起こした十分な嫌疑の存在、不利益期間の相当性等が必要である。菅野和夫
「労働法」（第12版705頁）、福岡地判平成3年2月13日、神戸地判平成28年5月26日、大阪地判平成29年3月31日参照。

26　例えば、通報者から調査の対象となる行為がEメール等で行われている場合、通報者に依頼し、当該Eメール等を転
送・写真撮影等して保全することや、対象者らに貸与している大学所有の携帯電話機等の物品があれば任意に提出を
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さらに、不祥事に関する情報を共有する範囲を必要最小限に限定し、情報を共有した者にも守秘

義務を負わせるなどして情報管理を徹底させるとともに、不正確な情報や最新でない情報が漏洩し

て学内に混乱や二次的被害を生じさせないようにすることも重要である27。

イ　調査

（ア）　調査対象

調査対象を無限定に広げると、本来解決すべき問題を十分に調査できなくなることに繋がり、一

方、調査対象を狭い範囲に限定してしまうと、問題となっている不祥事と密接に関連している問題

を見逃すことにもなりかねない。

そこで、調査目的、調査結果の活用方法、調査の費用等も加味して調査対象を明確にすることが

必要である。例えば、公訴時効や消滅時効を経過して刑事・民事上の責任追及ができない事項や帳

簿書類の保存期間を経過しており十分な証拠収集が行えない事項について調査を行う場合には、調

査目的等を踏まえて調査範囲を合理的な範囲に限定することが考えられる。

（イ）　調査手法（適正手続等に配慮した適切な調査の要請）

ａ　客観証拠の収集等の重要性

不祥事の事実を認定する上で、関係者の供述とともに、客観証拠の収集が重要となる。関係者

が不祥事を自認するときであっても、後に供述を翻す可能性がある。また、関係者による口裏合

わせや記憶違い等により、必ずしもその供述が信用できるとも限らず、当事者の供述の信用性を

吟味するためにも客観証拠を収集することは重要である。

客観証拠は、事案の関係資料、作成書類、不祥事に使用された物件のほか、大学が貸与したパ

ソコンや携帯電話機を使った通信履歴・各種データ、メールデータサーバー、防犯カメラ映像等、

様々なものが考えられる。

これらの客観証拠は、不祥事を起こした当事者らにより証拠隠滅がなされる可能性が否定でき

ず、また、通信状況の記録（通話履歴、メールデータなど）や防犯カメラ映像等は時間の経過と

共に自動的に上書き・消去されてしまうシステムとなっている場合もあるため、早期に収集・保

全し、必要に応じて解析・精査することが重要である28。

ｂ　ヒアリング調査

ⅰ　ヒアリングの時期

客観証拠の収集等を行うのと並行して、ヒアリング対象者の記憶が減退しないうちに、速や

かに関係者のヒアリングを行うことが重要である。

求めることが考えられる。なお、通信状況の記録（通話履歴、メールデータサーバーなど）や防犯カメラ映像等は、
一定期間の経過により自動的に消去されてしまうことが多いことに留意する必要がある。

27　情報管理の観点からも、不祥事発生後できるだけ速やかに調査体制を構築すべきである。
28　下記cのとおり、客観証拠の収集にあたっても対象者の人権への配慮を要する。
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ⅱ　ヒアリング対象者の選定等

不祥事を正確に把握するために、被害者、目撃者、事情を把握している関係者に対してヒア

リングを行うことは有用である。もっとも、その他の証拠から合理的な事実認定が可能であれ

ば、必ずしも関係者全員からヒアリングを実施する必要はない。極めて多数人への事情聴取が

必要となる場合には、特に関連する者のみにヒアリングを行うとともに、その他の関係者にア

ンケート調査を実施したり、専用のホットラインといった通報チャネルを設置するなどの方法

も検討できる。

処分が課される見込みの当事者に対するヒアリングは、当事者が事実を争うこともあり得ると

ころ、被害者、目撃者その他の関係者へのヒアリングを終えた上で実施するのが望ましい。また、

当事者の弁解の機会となるために、当事者へのヒアリングを行うことは必須である。

ⅲ　ヒアリング方法等

ヒアリングの内容や方法等が問題になる可能性もあることから、ヒアリングは2名以上にて

実施するのが望ましい。

ヒアリングを行う際は、長時間にわたるヒアリング、威圧的なヒアリング、虚偽の事実を告

げたり利益誘導したりすることは避け、回答を誘導するような質問ではなく、回答者が自由に

考えて答えることができるオープンな質問を多用することが望ましい。

特にヒアリングの対象が学生である場合、未成年者あるいは若年者であることが想定される

ところ、学生の供述は、ヒアリング実施者やヒアリング方法により容易に変容し得ることも考

慮する必要がある。例えば、日頃からヒアリング対象者の指導教育にあたっている教職員や指

導者等がヒアリングを行う場合、当該指導者等の意に沿った供述を行うおそれがあるため、避

けるべきであるし、そのような関係性がない者であっても立場や年齢が大きく異なる学生には

質問方法や質問態度等を工夫しなければ威圧的と捉えられ真意に基づく供述を得られないおそ

れがある。

なお、セクハラや性被害の調査において被害者、関係者にヒアリングを行う場合は、それ自

体により二次的被害が生じないよう、ヒアリングの内容や方法に配慮が必要となる。ヒアリン

グ実施者を同じ性別の者とし、参加人数を最小限度にとどめ、適宜休憩を入れることが考えら

れる。ヒアリングの時期や場所について、医学、心理学の専門家とも連携しながら、被害者の

心理的負担とならないように配慮したり、場合によっては専門家にヒアリングに同席してもら

うことなども検討すべきである。

ⅳ　ヒアリング結果の証拠化

ヒアリングを行った場合、ヒアリング結果を適切に証拠化する必要がある。ヒアリングの内

容を簡潔にまとめた「ヒアリング録」を作成することが多いが、法的な責任追及が見込まれる

事案等においては、ヒアリング対象者の供述内容を「陳述書」の形にまとめ、内容に誤りがな

いことを確認してもらった上で、ヒアリング対象者の署名・押（指）印を得ておくことが望ま
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しい場合がある。

また、ヒアリングの際は、証拠化のためにヒアリング対象者の同意を得てヒアリングの状況

を録音することが望ましい。

ｃ　対象者の人権への配慮

証拠を収集する際、対象者のプライバシー等の人権に配慮する必要がある。例えば、対象者の

私物が存在することが容易に想定されるロッカーや引き出し等を無断で開披・検索することや、

同意なく私用の携帯電話機、パソコン等を解析、精査することは、後々トラブルに発展し、損害

賠償責任を負うことにもなり得る29。

（ウ）　調査に基づく事実認定

調査の結果認定された事実は、懲戒処分を行う際や民事訴訟を提起する際の根拠に用いられるこ

ともあり、利害関係者に対し大きな影響を及ぼす判断の前提となる。そのため、調査に基づく事実

認定は、社会常識や経験則に照らして合理的なものである必要がある。したがって、大学において

は、結論ありきで、反論によって容易に覆るような強引な事実認定は厳に避けるべきである。もっ

とも、大学は、捜査機関のような捜査権限を有していないため、当事者が事実を否認しているよう

な場合にその事実を認定することが極めて難しい場合も想定されるが、仮に当事者に処分を科すの

であれば、弁護士等の専門家に相談しながら、自らの判断として、客観証拠や関係者の供述等によ

り合理的に認められる事実を認定する必要がある30。

（3）関係者に対する処分等

ア　適正手続に則った処分

大学による処分は、以下のとおり適正な手続に則ってされる必要がある31。

Ⅰ　合理的な処分規程の存在

処分を行うには、処分を行うことができる旨が定められた規程や契約上の根拠が必要となる。

Ⅱ　処分規程が周知されていること

　…被処分者側の予見可能性を確保し、不当な処分を防止するためにも、処分規程があらかじめ周

知されている必要がある。

Ⅲ　処分事由の該当性

対象となる行為が処分規程の処分事由に該当することが必要である。

29　大学が職員等に貸与する携帯電話機やパソコンについては大学の所有物であり本人の同意がなくても調査し得るもの
の、職員のプライバシー侵害と判断される可能性もあるため、就業規則等で業務外の目的で使用できないことや必要
に応じて大学側が調査を行うことができることを定めておき、それを周知しておくことが必要である。

30　特に当事者の言い分が食い違うことの多いハラスメント事案については事実認定が難しい場合が多いが、そのような
場合であっても事実認定を回避してうやむやにしてはならない。できる限り客観証拠を収集し、丁寧に本人や関係者
へのヒアリングを行うなど慎重に調査を行い事実認定を行うことが求められる。

31　詳細は昨年度事例集9頁以下参照。
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Ⅳ　処分内容の相当性

処分を行う場合は、不祥事の性質、態様等に照らして社会通念上相当な処分である必要がある。

Ⅴ　処分手続の相当性、処分の告知及び不服申立て

　…処分を行う場合には、その手続も適正である必要がある。具体的には、①手続規定自体が制定

され周知されていること、②処分を行う側の独立性・中立性を確保すること、③処分を受ける

者に対して弁明の機会を与え、処分結果及び処分の対象となる行為を書面で告知すること、④

処分に対する不服申立て制度を整備し、その内容について処分を受ける者に書面で告知するこ

となどが必要である。

イ　事案に応じた適切な処分内容

上記のとおり、処分を行う場合は、事案に応じた適切な処分内容を選択する必要がある。

行為の悪質性（複数人が関与する場合には関与の度合いも考慮する）、結果の重大性、行為に至

る動機・経緯の酌量の余地の有無・程度を中心として、過去の同種処分の有無、反省の有無・程度、

被害回復等の有無、行為者が未成年の学生の場合にはその可塑性などを考慮し、処分基準32や他の

同種事案に対する処分との均衡も加味して処分を決することになる。

ウ　運動部における不祥事に対する処分の留意点

学生が個人的に起こした不祥事について、原則として当該学生のみが責任を負うべきであり、当

該学生が所属する部活動全体や他の部員に対する連帯責任に基づく処分には慎重になるべきである

（下記6.…4参照）。

また、大学が運動部に対して部活動を自粛するように申し入れる例もみられるが、実質的に当該

自粛が大学側からの処分と同視できる場合には、上記のような適正な手続に則り処分がされる必要が

ある。

（4）原因分析と再発防止策の策定

ア　留意点

同種事案の再発を防ぐためには、まずは、調査の結果明らかになった事実を踏まえて、不祥事が

起きるに至った原因を正確に分析することが必要となる。

例えば、運動部において指導者がパワハラをしたという事案で、当該指導者を変更すれば問題が

解決されるということではなく、パワハラが起きた背景、未然に防ぐことができなかった原因等、

事案の本質に向き合った原因の分析が必要不可欠である。実効性のある再発防止策を策定し、それ

を周知徹底し、これを実践させ続けることが重要であり、短期的でなく、中長期的にみて再発防止

策が徹底されているかの追跡調査を行うことも望まれる。

32　アンケート結果によれば、処分基準を設けている大学は相当数あり、処分基準を設ければ、それに則った処分がなさ
ることが期待され、恣意的な処分を抑止することに繋がると考えられる。
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イ　原因分析の視点と具体的な再発防止策の検討

（ア）原因分析の視点

不祥事の原因は事案に応じて様々であるが、一般的な視点として、「不正のトライアングル」と

呼ばれる視点が有用である33。「不正のトライアングル」とは、不正は

ⅰ　…動機（不正行為を実行することを欲する主観的事情。例えば、資金の流用等の横領事案におい

て、「借金を抱えて金銭的に困窮していることを指す。）

ⅱ　…機会（不正行為の実行を可能ないし容易にする客観的環境。例えば、資金を横領しようと思え

ばいつでもできるような環境、役職にあることを指す。）

ⅲ　…正当化（不正行為の実行を積極的に是認しようとする主観的事情。例えば、後で返済すれば問

題ないという考えを指す。）

という3つのリスク要因がそろったときに起きるという理論である。不祥事の原因がこの3点に限

られるものではないが、原因分析の際に有用な視点となる。

（イ）　原因分析に対応した再発防止策の検討

不正のトライアングルの視点は、不正行為の原因を探る手掛かりとなるほか、再発防止策の検討

にあたっても有用である。

具体的な再発防止策としては、一般に、コンプライアンス体制の構築・整備、コンプライアンス

規程類の整備、コンプライアンス研修等の実施、不正行為者への厳正な懲戒処分などが挙げられる

ことが多い。これらは、不正のトライアングルの視点からは、以下のように整理することができる。

①動機や③正当化の主観的事情を解明することで、そのような主観的事情を生じさせないような

再発防止策（例えば、コンプライアンス研修等の実施や関係者への厳正な懲戒処分が考えられる）

に繋がる。また、②機会を解明することで、そのような機会を生じさせないような再発防止策（そ

のような機会を抑制する環境づくりやコンプライアンス体制の構築などが考えられる）の策定に繋

がる。このように分析した原因に対応した再発防止策を策定することが重要である。

（ウ）　運動部における不祥事の場合の再発防止策の例

ａ　コンプライアンス研修等の実施

運動部における不祥事の再発防止策として、大学や運動部において、コンプライアンス強化の

ための研修を定期的に実施し、コンプライアンス意識を向上させることが必要不可欠である。

研修で学ぶべき内容は、部員と指導者で異なるため、その立場に応じた研修を分けて行うこと

が望ましい。

研修の内容としては、コンプライアンスに関する基礎的な内容はもちろんのこと、選手及び指

導者がそれぞれ陥りがちな違反事案（特に、大学内で発生した不祥事や他大学で発生した不祥事

といった身近な事例）を検討することで、選手及び指導者は主体的に学ぶことができる。研修を

33　SGコード30頁も参考。
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繰り返し実施することで、その内容の周知徹底が図られることから、定期的に研修を実施するこ

とが必要となる。

具体的な研修の内容としては、例えば、

・暴力行為やパワハラ・セクハラ

・未成年者飲酒・喫煙

・SNS

・違法薬物

・個人情報保護

・その他の違法行為

などに関する内容の研修を行うことが考えられる。運動部については、さらに、

・ドーピング・八百長等の競技に関係する不正行為

についても研修を行うことが考えられる。

また、研修に限らず、日常的に専門家に対し、現状報告やヒヤリハット事案の共有等を行い、

コンプライアンス体制や個別事案の対応についてフィードバックを受けることも極めて有用である。

b　厳正な処分とその周知

発覚した不正行為に対して曖昧な調査や処分しかしないのであれば、同種事案の防止には繋が

らない。不正行為が発覚すれば、徹底的な事案の調査が行われ、判明した事実には厳正な処分が

行われるものと認識させ、不正行為が割に合わないものであることを周囲にも知らしめることも

重要である。

（5）関係機関との連携、マスコミ・捜査機関への対応

ア　関係機関との連携

（ア）　大学、運動部、学生らの連携

運動部における不祥事が発覚した場合、調査状況や調査方法等に関して、当事者ではない部員や

保護者等の関係者に対して不安を抱かせないように、また、誤った情報が発信されることによる二

次被害を防ぐためにも、大学、運動部、学生らの間で連携を図る必要がある。

（イ）　競技団体との連携

一部の競技団体では、不祥事が発生した場合には報告義務を課している34。報告義務を怠った場

合には、運動部自体が競技団体から不利益処分を受けるおそれがあるため、運動部が所属する競技

団体が報告義務を課しているか否かを確認する必要がある。また、競技団体に対して報告義務が課

せられている運動部において不祥事が発生した場合には、速やかに競技団体に対して報告・連絡を

行い、その後の対応について協議する必要がある。

34　詳細は昨年度事例集16頁参照。
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また、報告義務を課していない競技団体においても、競技者への処分規程を有している場合があ

り、事前にそれら規程の有無を確認しておき、不祥事が発生した際には状況に応じて、競技団体に

報告・連絡を行うことも検討する必要がある。

なお、下記6.…2のとおり、処分に関しては、大学と競技団体がそれぞれ処分権限を有する場合も

あり得るが、不祥事を起こした者のスポーツ権を過度に侵害しないよう留意する必要がある。

イ　マスコミ対応・公表

事案によっては、マスコミへの対応が求められることもある。また、各大学のホームページなど

で、事案や処分の公表を行うことが考えられる。それらの対応においては、以下の点に留意する必

要がある。

（ア）　大学の窓口の一本化

まず、大学のマスコミ対応をする窓口を一本化し、最新の正しい情報が集約される体制を構築し

ておく必要がある。大学内で、マスコミ窓口が統一されていなければ整合性を欠く情報が外部に出

るおそれがあり、それにより無用な混乱が生じた結果、その対応にも追われることになるとともに、

大学のレピュテーションが低下することになりかねない。

特に重大な事案や世間の耳目を集める事案においては、調査終了を待たずにマスコミ対応や記者

会見を行う必要がある場合があるが、一本化した窓口にて、その後の調査に支障のない範囲で、そ

の時点で判明している事実に基づいて対応を行うことが必要となる。

なお、窓口を担当する者は、事案の内容や重大性等に応じて、当該事案の詳細な事実関係を把握

している理事や、広報、人事、総務、法務、コンプライアンス部門等の責任者とするほか、これら

のメンバーでチームを組成して対応することが考えられる。

（イ）　ポジションペーパー、想定問答集の準備

実際のマスコミ対応の場面では、ポジションペーパー 35や想定問答集を準備しておき、正確な情

報を提供すべきである。記者会見等では想定問答集を作成し、弁護士等の専門家に確認してもらう

のが望ましい。

（ウ）　公表の時期、内容等

他の同種事案を予防したり、注意喚起を行う目的がある場合や事案の重大性などに鑑み、不祥事

の内容やその調査結果等について公表する場合がある。公表する旨の規程があり、これが周知され

ているような場合には公表し得るが、その場合においても公表される者のプライバシー、名誉に十

分に配慮すべきである。

35　事実関係や発覚の端緒からの時系列、対応状況等が整理された資料をいう。
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ウ　捜査機関への対応

大学における不祥事において、多くはないものの、不祥事が犯罪行為に該当する場合には、捜査

機関への対応も必要となる。

まず、捜査機関による捜査が先行している場合、大学による独自の調査は、捜査の進捗に応じて、

捜査妨害とならないように進めることになる。

次に、捜査よりも先に大学が犯罪行為に該当する事実を認識した場合、原則として、大学は捜査

機関に申告する義務は法定されていない36。もっとも、大学が犯罪行為に該当する不祥事を把握した場

合37については、被害拡大や罪証隠滅行為の防止に加え、大学側が隠ぺいしたとの批判を受けないた

めにも、捜査機関に通報したり、自らが被害者であれば告訴38・被害届を提出するのが通常である。

（6）フローチャート

上記不祥事対応の内容をまとめたフローチャートは下図のとおりである。

36　法定されている義務としては、公務員（国公立大学の教職員など）が職務上知った犯罪行為について告発義務（刑事
訴訟法239条2項）や、交通事故を起こした自動車を運転していた者（道路交通法72条1項後段）が捜査機関に通報
する義務等がある。

37　典型的には重大な傷害事件や性暴力事案等の生命・身体に関わる被害者のいる事件や放火事犯、薬物事犯などが想定
されるが、これらに限られない。

38　告訴（刑事訴訟法230条）とは、犯罪の被害に遭った者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求め
る意思表示をいう。器物損壊罪や名誉毀損罪などは告訴がなければ、検察官は起訴することができない。なお、単な
る被害届は、犯人の処罰を求める意思表示がない点で告訴とは異なる。

関係機関との連携・マスコミ等の対応
・大学、運動部、学生間（必要に応じて学連等の競技団体も）で連携をとる。
・�対応窓口を一本化して情報を集約し、必要に応じてマスコミや捜査機関の対応を行う。

原因分析・再発防止策の策定
・不祥事が起きるに至った原因を正確に分析する（不正のトライアングル）。
・実効性のある再発防止策を策定する。
��（コンプライアンス体制の構築・整備、規程類の整備、研修の実施等）

関係者に対する処分
・適正手続に則った処分を行う。
・事案に応じた適切な処分を行う。
��（悪質性、重大性、動機経緯を中心に他の同種事案との均衡なども考慮）
・連帯責任に基づく処分や、処分と同視し得る自粛要請には留意を要する。

発覚の端緒
・誰でも気軽に利用可能な通報窓口を設置し、周知徹底を行う。
・規程又は契約等で、運動部の指導者らに対する報告義務を課すことも検討。

初期的対応・調査
・適切な調査体制の構築。事案に応じて外部専門家による調査も検討。
・被害拡大防止措置・証拠保全・情報管理の徹底を実施する。
・客観証拠の収集及びヒアリング等の調査を実施する。
・調査に基づき、社会常識や経験則に照らして合理的な事実認定をする。
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（1）大学の運動部におけるハラスメントの現状及び対策の必要性

大学におけるハラスメントについては、職場に限らず、課外活動（運動部等）の場においても発生し

得る。大学の運動部では、指導者が、部員に対して競技の技術指導をするとともに、試合に出場する選

手を選考する立場にある。そのため、指導者と部員には、必然的に上下関係・支配関係が形成され、こ

れを背景として行き過ぎた指導や相手方の意に沿わないハラスメント行為が生じやすい。このことは、

指導者と部員との間だけではなく、指導者間、学年や競技力の違いから部員間でも同様のことがいえる。

運動部は、大学の中でも、外部との接点が少なく閉鎖的になりやすく、各運動部独自の伝統、歴史、

儀式といったものが存在する場合がある。また、指導者が長期にわたり固定されていることも多く、そ

の場合には当該指導者に権限が集中する傾向にある。また、運動部によっては、指導者と学生、先輩と

後輩、OB・OGと学生といった構造や上下関係が過度に重視されている場合もある。そのような状況に

おいては、当事者が行き過ぎた言動をハラスメントであると気づかず、又は、ハラスメントを容認する

雰囲気が形成されてしまうことがある。

昨年UNIVASが実施した加盟競技団体に対するアンケートの調査結果においても、不祥事の発生に

より加盟競技団体が処分した事案のうち、ハラスメントが約3割を占めており、UNIVASの相談窓口に

ハラスメントに関する相談が少なからずなされていることから、大学スポーツにおけるハラスメントへ

の対処は、喫緊の課題となっている。

近年、ハラスメント関連法や指針が整備され39、職場において、事業者は、ハラスメントが生じない

ように雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられている。そして、大学に対しても、文部科学

省から、ハラスメント関連法や指針を踏まえ、大学内におけるハラスメント防止等に取り組むよう求め

られている40。ハラスメントに関する問題が発生すると、ハラスメントをした当事者はもちろん、大学

も、安全配慮義務違反、使用者責任等を理由に民事的な責任が問われる可能性があるほか41、大学や運

39　労働施策総合推進法30条の2第1項、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和2年1月15日厚生労働省告示第5号、以下「パワハラ指針」という。）、
男女雇用機会均等法11条1項、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置
についての指針」（平成18年厚生労働省告示第615号、改正：令和2年1月15日厚生労働省告示第6号、以下「セクハ
ラ指針」という。）等。

40　令和2年3月26日文部科学省高等教育局事務連絡「学内におけるハラスメント防止等について」、令和2年11月13日2
文科高第746号「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び関係省令等の施行に
伴うハラスメント防止のために講ずべき措置について（通知）」（以下これらを総称して「文科省通知」という。）。

41　山形地判昭和58年2月28日（ヨット部合宿死亡事故事件）や東京高判令和2年11月25日（一橋大学アウティング事件）
は、大学に安全配慮義務又は教育環境配慮義務があることを前提にその違反の存否が審査されている。

ハラスメント予防

ハラスメントの予防5
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動部のレピュテーションにも大きく影響し得る。そして何よりも、部員が安全・安心にスポーツを行い、

大学スポーツの振興・発展を図るためには、これに悪影響を及ぼすハラスメントを防止することが必要

不可欠といえ、コンプライアンスを確保する中でも特に優先して対策を講じることが強く求められると

いえる。

（2）大学スポーツにおけるハラスメント

ア　定義及び対象

ハラスメントとは、暴言、嫌がらせ、虐待、ネグレクト等を指して使用されることが多く、下記の

とおり、ハラスメントが行われたときの環境、人間関係、言動の内容、相手の捉え方等によって様々

な種類及び類型が存するが、これらを網羅する形で、大学においては、

「不適切な言動により、相手に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は教育・研究・課外活動・

就業の環境を害すること」

と定義すると理解しやすいと思われる42。そして、大学の運動部は、一般的には、大学に所属する

学生らを構成員として課外活動を行う組織と考えられているため、かかる活動によりハラスメントが

生じると、大学のハラスメントの問題として取り扱われることになる。

また、大学におけるハラスメントは、学生や教職員のみならず、様々な契約・人間関係の下で、す

べての大学の構成員、関係者間で生じる可能性がある。

本手引書では、大学において生じうるハラスメントの中でも、特に運動部で生じやすいハラスメン

トを対象とした対策について記載をする。

イ　パワー・ハラスメント

厚生労働省の指針等43を踏まえると、大学の運動部におけるパワー・ハラスメントとは、

①　運動部において行われる、組織内の優越的な関係を背景として、

42　セクシャル・ハラスメントについては、下記のとおり性的な言動に対する相手の対応（拒否・抵抗）により、当該者
が一定の不利益を受けた場合もハラスメントの対象とされているが、ここでは便宜上、すべてのハラスメントに共通
する定義を置いている。また、パワー・ハラスメントを定義している労働施策総合推進法30条の2第1項やセクシャル・
ハラスメントを定義している男女雇用機会均等法11条1項では「就業環境が害される」としか要件が記載されていな
いが、パワハラ指針2（6）では「就業環境が害される」の中に「身体的又は精神的に苦痛を与えられ」ることも含まれ
ることが明らかにされている。「環境を害される」という表現のみではやや抽象的であり、一般的には「身体的又は精
神的に苦痛を与えられ」ることも併記して定義されていることから、本手引書においても、「身体的又は精神的苦痛を
与えられ」を「環境を害される」から独立して明記することにした。さらに、大学は、就業環境に限らず、教育・研究、
課外活動を行う環境についてもハラスメントにより害される恐れがあることから、これも含めて定義することにした。

43　労働施策総合推進法30条の2第1項及びパワハラ指針2（1）では、パワー・ハラスメントを「職場において行われる優
越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環
境が害される」と定義されている。そして、文科省通知もこれに準じて学内のハラスメント対策を講じるよう求めて
いる。さらに、スポーツ指導に関連して行われるパワー・ハラスメントについては、文部科学省の研究報告で「同じ
組織（競技団体、チーム等）で競技活動をする者に対して、職務上の地位や人間関係などの組織的な優位性を背景に、
指導の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又はその競技活動の環境を悪化させる行為・言動
等」と定めており（「スポーツを行う者を暴力等から守るための第三者相談・調査制度の構築に関する実践調査研究
協力者会議報告」（平成25年12月19日）12頁、以下「文科省研究報告」という。）、職場におけるパワー・ハラスメン
トの内容が参考とされている。そこで、本手引書では、以上の厚生労働省、文部科学省、スポーツ界で用いられてい
る定義を総合考慮して、大学の運動部におけるパワー・ハラスメントの定義を行うことにした。
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②　必要かつ相当な範囲を超えた言動により、

③　相手に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は競技環境を害すること

と定義するのが妥当と思料される。

そのため、パワー・ハラスメントの疑いが生じた場合には、①～③の要件をすべて満たすか否かが

ポイントとなる。特に、②の要件に該当するかどうかは、適正な教育・指導とハラスメントの分水嶺

になるため、一義的に判断することが難しく、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討する必要があ

る44。

例えば、運動部の指導者が部員に対し、殴る、蹴る等の暴力で威圧する行為は明らかに必要かつ相

当な範囲を超えているが、過大なトレーニングを行わせたり、ペナルティと称して練習や雑用を行わ

せるなど、一見すると教育・指導の一環のように見えたとしても、必要かつ相当な範囲を超えている

と評価された場合には、パワー・ハラスメントに該当する点には留意する必要があろう。

パワハラ指針等を踏まえて、運動部で問題になりやすいパワー・ハラスメント行為の類型や具体例

は以下のとおりである。

44　②の要件を厳格に解せば、教育・指導が消極的となってしまい、部員にとってもマイナスとなる可能性があるし、過
度な処分は、被処分者から当該処分の有効性や違法性を問われる可能性もあるため、外部専門家等を活用して、パ
ワー・ハラスメント該当性を慎重に判断する必要がある。

【具体例】

行為類型 具体例

身体的な攻撃 ・殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ、バットや棒上のもので叩く、物を投げつける、
受け身が取れないのに執拗に攻撃する。
・断髪、直立、土下座等を強要する。

精神的な攻撃 ・「バカかお前は。」「小学生レベル。」「明日から来なくてよい。」「お前なんかい
なくてよい。」「いるだけで迷惑。」「まじでむかつく、お前」。「いい加減にしな
いと殺すぞ。」等、相手の人格・能力・存在を否定する言動。
・差別的な言動。
・退部を強要する。
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す。
・他の者の面前において大声での威圧的な叱責を繰り返す。
・SNS…による誹謗中傷等。

人間関係からの
切り離し

・自分の意に沿わない者に対し、別室で練習をさせる。
・チーム練習に参加させない。
・チーム内の連絡手段から外すなど必要な情報伝達をしない。
・無視して孤立させる等。

過大な要求 ・必要な教育・指導を行っていないのに、到底できない課題を設定し、達成でき
なかった場合に厳しく叱責する。
・長期間にわたり本来の学業・部活動と無関係なことを行わせる。
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ウ　セクシャル・ハラスメント

厚生労働省の指針等45を踏まえると、大学の運動部におけるセクシャル・ハラスメントとは、

①　運動部において行われる、性的な言動により、

②　相手に不利益を与え、あるいは身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は競技環境を害すること

と定義するのが妥当と思料される46。

そのため、セクシャル・ハラスメントの疑いが生じた場合には、①及び②の要件を満たすか否かが

ポイントとなる。特に、問題となる言動が、「性的な言動」にあたるか否か、又は相手に対し精神的

苦痛を与えるものかどうかが、判断の分かれ目となることが多い。

例えば、運動部の男性指導者が女性部員に対し、何度も食事に誘ったり、冗談で卑猥な言動を行っ

た場合には、「性的な言動」にあたるが、女性部員が男性指導者に好意を寄せており、これらの言動

を受け入れていれば、精神的苦痛を与えておらず、セクシャル・ハラスメントに該当しないように思

える。しかしながら、当該女子部員がこれらの言動を受け入れているとしても、明確な同意の意思表

示をしていない場合には、女性部員との関係で優越的な立場にある指導者の言動により事実上抗うこ

とができなかったと評価されると、女性部員に精神的苦痛を与えるものとしてセクシャル・ハラスメ

ントに該当し得る点には留意する必要があろう。

45　男女雇用機会均等法11条1項及びセクハラ指針2（1）では、セクシャル・ハラスメントを「職場において行われる性的
な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言
動により当該労働者の就業環境が害されること」と定義されている。そして、文科省通知もこれに準じて学内のハラ
スメント対策を講じるよう求めている。さらに、スポーツ指導に関連して行われるセクシャル・ハラスメントについ
ては、文部科学省の研究報告で「性的な行動・言動等であって、当該行動・言動等に対する競技者の対応によって、
当該競技者が競技活動をする上での一定の不利益を与え、若しくはその競技活動環境を悪化させる行為、又はそれら
を示唆する行為も含まれるものとする。」と定めており（文科省研究報告12頁・13頁）、職場におけるセクシャル・ハ
ラスメントの内容が参考とされている。そこで、本手引書では、以上の厚生労働省、文部科学省、スポーツ界で用い
られている定義を総合考慮して、大学の運動部におけるセクシャル・ハラスメントの定義を行うことにした。

46　セクシャル・ハラスメントは、男性から女性に対する言動に限らず、女性から男性に対する言動、あるいは同性同士
の言動についても対象となる。

行為類型 具体例

・過酷な環境下で、水分を与えずに長時間練習を行わせる。
・怪我をしているにもかかわらず、練習を強要する。
・サプリメント摂取や過度な食事制限を強要する等。

過小な要求 ・能力や経験とかけ離れた程度の低いことを行わせる。
・自分の意に沿わない者に対し、役割や仕事を与えない。
・正当な理由なく、競技に参加させない等。

個の侵害 ・運動部の活動以外で継続的に監視する。
・本人の了解なく、ロッカーを開ける、私物を見る、撮影する。
・本人の了解なく、機微な個人情報を第三者に暴露する、グループ…LINE…に投稿
する。
・飲酒を強要する、私的な作業（送迎や買い物等）を強要する等。
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セクハラ指針等を踏まえて、運動部で問題になりやすいセクシャル・ハラスメント行為の類型や具

体例は以下のとおりである。

エ　SOGI（LGBT）・ハラスメント

近年、セクシャルマイノリティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー等）に

対するハラスメントも問題となっている。SOGI（LGBT）・ハラスメントとは、性的指向や性自認に

関する「ハラスメント」（上記定義参照）のことをいう47。厚生労働省の指針においても、パワー・ハ

ラスメントの一類型として定められており48、セクシャル・ハラスメントの対象とされている49。

例えば、性別の違和感について教職員や同級生から笑いのネタにされる、性自認と戸籍が一致しな

いために、授業や部活動を自由に選択できない、学生寮に入寮できない、更衣室やトイレが使いづら

いなどの事例が確認されている50。また、大学の男子学生が別の男子学生にゲイであることを告白し

たところ、当該男子学生が、その旨を他の学生に知らせたことで、告白した男子学生が自殺するとい

う痛ましい事件も発生した51。このように、セクシャルマイノリティに対するハラスメントは、学生

47　SOGIは、セクシュアル・オリエンテーション（性的指向）とジェンダー・アイデンティティー（性自認）の頭文字
がとられている。「性的指向」とは、恋愛対象又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、「性自認」とは、
自己の属する性別についての感覚又は意識をいう。LGBTは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェン
ダーの頭文字がとられており、セクシャルマイノリティの総称をさす。もっとも、LGBTという概念は、国内では一
般的に使用されているが、セクシャルマイノリティとセクシャルマジョリティを分断する可能性があり、LGBTに収
まらない性的指向や性自認の人を排斥してしまうおそれがあることから、本手引書では、すべての人の性的指向と性
自認を尊重する概念としてSOGIという表現を主に使用する。

48　パワハラ指針2（7）ロ（イ）①、同ヘ（イ）②。
49　セクハラ指針2（1）。
50　「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト（第3版）」（2019.3.4、LGBT法連合会）
から抜粋。なお、紙幅の関係から、SOGI（LGBT）・ハラスメントの具体例まで示さないが、左記のリストは、大学
での取組みや対応を検討するにあたり参考になる。

51　東京高判令和2年11月25日（一橋大学アウティング事件）。

【具体例】

行為類型 具体例

性的な内容の
発言

・性的な事実関係や交際関係を尋ねる。
・体調が悪そうな女性部員に対して「今日は生理か。」と言う。
・性的な内容の情報を意図的に流布する。
・性的な冗談やからかいをする。
・服装・身体・外見に対して性的な批評を行う。
・個人的な性的体験談を話したり、尋ねたりする等。

性的な行動

・性的な関係を強要する。
・必要なく身体に触れる（例えば、指導、マッサージ又は治療と称して身体に接
触する等）。
・部室や練習施設等にわいせつな図画を配布・掲示する。
・食事やデートなどへの執拗な誘い、身体を執拗に眺め回す。
・本人の同意なく部屋に入室する等。
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等の死に繋がりかねない問題であり、また、無理解から無意識のうちにされる可能性もあるため、大

学においても対策を進めていく必要がある52。

特に、SOGI（LGBT）・ハラスメントでは、上記事例のように、セクシャルマイノリティであるこ

とを本人の了解なく暴露すること（いわゆる「アウティング」）が当人にとって深刻な事態を招く可

能性があり、ハラスメントへの取組みが十分ではなく、対応を誤った場合には、大学が法的責任を問

われる可能性がある点に留意する必要がある53。

（3）ハラスメント対策

ア　対策の方向性

上記（1）のとおり、ハラスメント関連法及び指針は、職場におけるハラスメントを規制対象として

いるが、文部科学省は、これに準じて大学内におけるハラスメントの防止措置を講じるよう求めてい

る。また、上記1.…2のとおり、スポーツ界においても、SGコードの策定や適合性審査等が実施され

ることにより、多くのNFや競技団体において、規約によりハラスメント行為の禁止が明文化され、

行為者への処罰がされる仕組みや、通報制度等の被害者救済の制度が整備されている。

一方で、各大学においては、既に学内のハラスメントを防止するために、ガイドラインや規程を策

定し、大学関係者への周知・啓発、教職員に対する教育、相談窓口の整備等の何らかの取組みや対応

がされている54。もっとも、下記別紙の処分事例リストからも明らかなように、運動部における暴力

やハラスメントが後を絶たず、また、外部指導者については、契約関係が曖昧となっているがゆえに、

外部指導者との法的関係が不明確となり、大学が必要な処分を講じることができない事例も見受けら

れる。

したがって、大学においては、運動部においても暴力やハラスメントが生じやすいことや、外部指

導者との契約関係が不明確であることにも留意した上で、上記の関連法や指針による要求事項に基づ

き、競技団体の取組みとも連携しながら、既存のハラスメント対策を充実させていく必要がある。

これらの点を踏まえ、以下では、各大学において比較的受け入れやすいであろうハラスメント対策

の取組み事例を示すので、今後のコンプライアンスの確保及びガバナンスの強化に向けて参考にして

いただきたい。

イ　具体的な取組み

大学におけるハラスメント対策を講じるにあたっては、厚生労働省が公表しているマニュアル55や

52　スポーツ界においても、東京オリンピックで、五輪史上初めてトランスジェンダーを公表したアスリートが出場する
など、セクシャルマイノリティに対する理解が進みつつある。

53　東京高判令和2年11月25日（一橋大学アウティング事件）では、大学の安全配慮義務ないし教育環境配慮義務がある
ことを前提にその違反の存否が審査されている（結論としては、これらの義務違反はないと判示されている。）。

54　文部科学省が令和元年度に委託した調査研究において、ハラスメント対応において先進的な取組みを行う5大学を対
象として、その具体的な取組みの実態や今後の課題等を調査・整理されており（「大学教育改革の実態把握及び分析
等に関する調査研究」～大学におけるハラスメント対応の現状と課題に関する調査研究～調査報告書（令和2年3月））
（以下「文科省調査報告書」という。）、大学におけるハラスメント対策を検討するにあたり参考になる。

55　厚生労働省「パワーハラスメント導入マニュアル予防から事後対応までサポートガイド第4版」。
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文科省調査報告書が参考になるため、以下では、これらに基づき、具体的な取組みの項目及びポイン

トを整理した。

ハラスメント関連法や指針56では、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、④上記

①～③までの措置と併せて講ずべき措置として、プライバシーの保護とその旨の周知や、相談・協力

した者等に対する不利益取扱いしない旨を定め、周知・啓発することが定められていることから、以

下のうち、a、b、d、e、fについては特に優先して対応するのが望ましい。

項目 ポイント

ａ．トップのメッセー
ジ

 �ハラスメントは、大学のトップから、大学におけるすべての関係者が取
り組む重要な課題であることを明確に発信する。

 �ハラスメントの防止がなぜ重要なのか、その理由についても明確に伝える。
 �ハラスメントの内容や相談窓口を明らかにして、周知・啓発を行う。
【トップメッセージに含まれる要素（例）】
・大学におけるハラスメントは、個人の人格や尊厳を不当に傷つけ、人権に
も関わる社会的にも許されない行為であり、職場・教育・研究・課外活動
等の環境を悪化させる行為である。
・大学は、ハラスメント行為を断じて許さず、すべての大学関係者が互いに
尊重し合える、安心・安全な環境づくりに取り組む。
・各種ハラスメントの定義・種類（内容）
・大学は、ハラスメントなどの解決のために相談窓口を設け、迅速で的確な
解決を目指す、相談者や事実関係の確認に協力した方に対し、不利益な取
扱いは行わない、プライバシーを守って対応する、具体的な相談窓口を周
知する等

ｂ．ルールの制定
…別紙2「ハラスメ
ント防止のモデル規
程」参照57

 �就業規則、学則等により、ルールを明確化することが効果的といえる。
 �既存のルールが、雇用、在学、委任等契約関係ごとに制定されている場
合には、すべての関係者が適用できるように、ハラスメント防止規程や
ガイドラインを策定することも考えられる。

【ルールに定める内容（例）】
・目的
・適用範囲
・大学の責任と構成員の義務の明確化
・ハラスメントの定義・種類（内容）
・禁止行為
・周知・啓発
・相談及び調査対応

56　パワハラ指針4（1）～（4）、セクハラ指針4（1）～（4）等。
57　大学におけるハラスメントを予防する観点から、職場に限らず、大学のすべての関係者（運動部も含む）に適用でき
るよう、モデル規程を作成した。また、既存の学則や就業規則等の定めがあることを想定して、これと独立して定め
ることができるように調整した。
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項目 ポイント

・調査結果を踏まえた措置
・守秘義務、プライバシー保護
・相談者や調査協力者の不利益取扱い禁止等

ｃ．実態の把握  �ハラスメント防止対策が効果的に進められるように、実態を把握するた
めのアンケート調査を定期的に実施することが有用である。

 �アンケート調査は、ハラスメントの有無や大学関係者の意識の把握に加
え、ハラスメントについて話題にしたり、学内における職場、教育・研
究及び課外活動の環境づくりについて考える貴重な機会となる。

 �アンケート調査は、大学におけるすべての関係者を対象とすることが望
ましいが、特に、暴力やハラスメントが生じやすい運動部の部員に対し
て実施することも検討に値する。

 �正確な実態把握や回収率向上のために、匿名での実施が効果的である。

ｄ．教育・研修  �ハラスメントを防止するためには、大学関係者がハラスメントの内容等
について理解し、注意喚起を行うことが効果的である。

 �教育・研修は、大学におけるすべての関係者が対象となり得るが、学部
や運動部、教職員・指導者、学生・部員のように各々の置かれた立場や
環境に応じて内容を充実させることが、ハラスメント防止の意識を高
め、有効といえる。

 �ハラスメントの教育・研修は、事前にプログラム（目的、時期、対象、
方法、内容、講師選定、予算確保等）を作成し、継続的に実施する。

ｅ．相談窓口の設置
…別紙3「相談窓口
の周知・相談対応フ
ロー」参照58

 �ハラスメントを早期に把握し、大学の職場、教育・研究及び課外活動の
環境を改善するための手段として、ハラスメントについて相談すること
のできる窓口を整備することは重要である。

 �ハラスメントも不祥事の1類型であるため、ハラスメントの相談窓口に
ついては上記4.…1（3）の不祥事対応で記載した通報窓口に統一することも
考えられる。他方、より身近にハラスメントを相談できるように不祥事
の通報窓口とは別にハラスメント専用の相談窓口を設けることも考えら
れる。

 �相談内容の中には、個人の悩みにとどまるものやカウンセリングが求め
られる場合があり、産業医やカウンセラー等と連携して対応が必要な場
合がある。また、ハラスメント自体は刑事罰の対象とされておらず、基
本的には公益通報保護法の対象とならないため59、公益通報に関する対応
と区別することも考えられる。

58　相談窓口の周知・相談対応フローは、ハラスメント相談のみを対象としているが、ハラスメントに限らず広く不祥事
に関する通報・相談窓口を統一している場合においても、ハラスメント相談を受けた際の対窓口を設ける場合には、
公益通報の窓口との連携の在り方や役割等について整理しておく必要がある。

59　ただし、ハラスメントが暴行罪、脅迫罪、強要罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪など刑法犯の対象となる態様で行
われた場合には公益通報の対象となるため、公益通報の窓口と区別してハラスメントの相談窓口を設ける場合には、
公益通報の窓口との連携の在り方や役割等について整理しておく必要がある。
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項目 ポイント

 �ハラスメントの相談窓口を実効的に機能させるためには、大学関係者に
向けて定期的に相談窓口に関する情報を提供し、トップメッセージの発
信、アンケートや教育研修の実施等、あらゆる機会を通じて相談窓口に
つき積極的に周知することが有用である。

 �ハラスメントの内容によっては、相談者が異性には相談しづらいと感じ
るケースも想定されることから、相談窓口の担当者は、男女それぞれ1
名以上配置することが望ましい。

 �ハラスメントの被害者本人が自ら相談することが難しくなることも想定
されるため、被害者以外にも、被害者の保護者又はすべての大学関係者
から相談を受けられるようにする。

 �相談者及び大学関係者のプライバシー保護並びに相談者の不利益取扱い
を禁止することを明らかにして、公正かつ信用性を担保することが重要
である。

 �学内窓口は、相談者から見た場合に利害関係があるとして相談を躊躇う
可能性もあることから、第三者的な立場からハラスメントの違法性につ
いて正確に判断することができる外部専門の相談窓口（弁護士事務所等）
を設け、相談者のニーズに合わせて相談できる体制を構築することも検
討に値する60。

ｆ．周知・啓発  �トップのメッセージ、ルール及び相談窓口を周知することは、大学関係
者のハラスメントに対する意識や大学の信用を高める上で有効といえ
る。

 �周知・啓発の方法として、大学のHP上に専用サイトを設けて情報発信
する、イントラネット上でいつでもルールや相談窓口が閲覧できるよう
にする、目に留まるポスターを掲示するなどの対応が考えられる。

ｇ．外部指導者への
適用
…別紙4「外部指導
者業務委託書（例）」、
別紙5「外部指導者
誓約書（例）」参照61

 �運動部の外部指導者については、大学との間で直接契約を締結せず、運
動部や指導者の紹介で指導業務を行っている場合があり、契約書が作成
されていないことも多い。

 �そのため、大学は、運動部と連携して、外部指導者の情報を把握すると
ともに、外部指導者と業務委託契約を締結し又は大学の諸規程に従う旨
の誓約書を得ておくことで、仮にハラスメントが発生させた場合には、
大学において必要な処分や措置を講じられるように対処しておく必要が
ある。

60　厚生労働省「パワーハラスメント導入マニュアル…予防から事後対応までサポートガイド第4版」34頁も外部相談窓口
を設けることが推奨されている。

61　外部指導者による不祥事を防ぐためには、業務委託契約書により外部指導者との契約条件を明確にすることが望まし
いが、これによらずともより簡易な方法で不祥事等が発生した場合に対応できるよう外部指導者誓約書もひな型とし
て活用できるようにした。
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（1）はじめに

大学運動部の指導者には、上記2.…3のとおり、内部指導者と外部指導者が存在する。

（2）内部指導者との関係

内部指導者には、雇用契約等に従って、就業規則等の諸規程が適用されることから、内部指導者の法

的地位及び大学との関係は明確であり、内部指導者による不祥事が発生した場合においては、内部指導

者との関係では、これらの根拠規定に基づいて懲戒処分あるいはその他の対応を検討することとなる。

他方、不祥事の被害者等との関係では、内部指導者個人が責任を負うだけでなく、大学も使用者責任

等62を負うことがあり得る。大学の課外活動における不法行為に関する大学の使用者責任の有無につい

て主に問題となるのは、それが「事業の執行について」されたものであるか否か63である。これに関す

る裁判例64をみると、近時は、不法行為のあった課外活動が大学における教育活動や事業と関連性を有

しているかに着目して、使用者責任の有無を判断する裁判例が増えている65。これを運動部における内

部指導者による不祥事に即して考えると、当該運動部の位置付けや不祥事の内容、当該内部指導者の役

割等の個別事情を踏まえて判断することになると考えられ66、運動部の活動が大学の教育・研究活動そ

のものではないことを理由に直ちに使用者責任が否定されるわけではないことに留意する必要がある。

したがって、大学としては、内部指導者等による不祥事に事後的に適切に対応するだけでなく、未然

62　使用者責任とは、事業のために使用される者（典型的には従業員）が「その事業の執行について」不法行為をした場
合に、その使用者も損害賠償義務を負うというものである（民法715条1項）。国公立大学の場合には、使用者責任の
適用はなく、大学の設置主体は、「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて」した不法行為について、
国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償義務を負うことになる。

63　一般に「事業の執行について」されたか否かは、被用者の職務執行行為そのものではなくとも、その行為の外形から
観察して、あたかも被用者の職務の範囲内とみられる場合も含まれると解されており（最判昭和40年11月30日民集
19巻8号2049頁）、職務の内容そのものより拡張されている。

64　過去には、被害学生側から被害事実を知らされた大学職員には当該学生を保護すべき措置を講じるべき義務が生じる
のにこれを怠ったことを捉えて、当該義務が大学の「事業の執行」に関するものであることを前提に大学に使用者責
任を認めた判例（最判平成4年10月6日集民166号21頁）・裁判例（東京地判昭和48年8月29日判時717号29頁）が
ある。

65　肯定例として、東京地判平成13年11月30日判時1796号121頁、名古屋地判平成15年1月29日労判860号74頁、東京
地判平成25年6月20日判時2202号62頁、神戸地姫路支判平成29年11月27日判タ1449号205号、否定例として、東
京地判平成17年3月25日LLI ／ DBL06031226、東京地判平成17年4月7日判タ1181号244頁などがある。

66　東京地判令和2年8月28日判タ1486号184頁参照。同裁判例では、部の監督によるセクハラ事案に関し、同監督が部
の強化のために招聘・雇用されて指導にあたっていたこと、当該部が強化部として指定され、大学HP上で活動報告
がされるなど、大学の広報上の重要な役割を果たしていたこと、セクハラが大学施設における指導の過程で、監督と
部員という関係性を利用して行われたことなどを理由に「事業の執行について」されたと判断されている。

1　指導者の法的地位と大学との関係

今後の課題6
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に不祥事を防止すべく、運動部において生じやすい不祥事事例について周知し、注意喚起をするなど、

指揮・監督をしっかりと行っておくことが望ましい67。

（3）外部指導者との関係

ア　現状

外部指導者については、何らの契約も締結していない例、業務委託契約等を個別に締結している例、

誓約書等の簡潔な内容の書面において教職員向けの就業規則等に服することとしている例などがみら

れ、同じ大学内でも運動部によって扱いが異なることもある。

また、大学が外部指導者の有無を把握していない例、運動部に対し部活動に係る報告書等に外部指

導者の氏名や連絡先等の記載を求める例、外部指導者による指導の条件として、大学への登録や大学

からの委嘱又は競技団体への登録等を求める例などがみられる。

業務委託契約等の契約を締結している場合や就業規則等が適用される場合には、外部指導者の法的

地位が明らかで、不祥事が生じた際には、契約を解除することや懲戒処分に関する規程に従った対応

が可能である。一方で、これらに当たらない場合には、大学及び外部指導者がいかなる権利・義務を

有しているのかがあいまいとなる。

大学や運動部によって外部指導者への対応にばらつきがみられるのは、外部指導者として専属の監

督を起用する場合や部のOB・OGが時折（例えば、週末や合宿時のみ）指導している場合など、指

導者の関与度合等に濃淡があることや、そもそも大学が外部指導者の有無やその指導実態を把握でき

ていない場合があること、外部指導者との法的関係が明確でなくてもこれまで不都合が生じなかった

大学が少なくないことによると考えられる。

もっとも、外部指導者が運動部の指導をしている以上、大学と外部指導者との法的関係をあいまい

なままにしておくことは望ましくない。すなわち、部員は、所属する運動部の指導者による指導・助

言に事実上従わざるを得ない立場にあり、両者の関係性に起因したハラスメント等が生じる危険性が

あることは外部指導者でも内部指導者の場合と異ならず、現に外部指導者を含めた指導者によるハラ

スメント等の問題も発生している。そして、外部指導者との法的関係があいまいな状態では、大学に

よる外部指導者に対する実効的な指揮・監督は期待できず、ハラスメント等が生じるリスクは相対的

に高くなる。また、ハラスメント等の不祥事が発生した際に処分を課そうとしても、根拠が不明確だ

と、外部指導者との間でトラブルに発展する可能性もある。このようにして、当該運動部、ひいては

大学のイメージダウンに繋がるおそれもある。

イ　今後の対応等

アの問題を解消するために、大学としては、外部指導者との間で業務委託契約を交わし68、互いの

67　5「ハラスメントの予防」記載を参照。
68　大学・部によって、外部指導者との契約主体が大学法人のほか、運動部、OB会や学友会など、種々の例がみられたが、
当該外部指導者に対して、実質的に指揮監督する立場にある者（不祥事があった場合に何らかの処分を課す者）が契
約当事者となることが望ましい。
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権利義務関係を明確にしておくことが望ましい。仮に、それが難しい場合においても、外部指導者か

ら、内部指導者について規定されている諸規程等が適用される旨の承諾を書面によって得ておくな

ど、大学が指導者に対して法的根拠に基づく指示、処分、措置等を執ることができるようにしておく

必要がある。

なお、外部指導者による違反行為があった場合には、（2）で述べたとおり「事業の執行について」

の違反行為と判断されると、大学が使用者責任を負うことになる。この場合においては、外部指導者

との契約書の有無にかかわらず、大学と外部指導者との実質的な指揮監督関係に着目して大学が「使

用者」か否か判断されることになる。そのため、大学としては、外部指導者についても、その指導の

実態等をよく把握した上で、必要に応じて指導等を行っておくことが望ましい。

（1）競技団体の処分と大学の処分

運動部や部員は、大学に所属するとともに、競技団体に登録ないし加盟しているため、大学と競技団

体のいずれの規程も適用され得る立場にある。そして、大学と競技団体は、相互に独立した組織である

から、運動部や部員による不祥事が生じた場合において、大学と競技団体がそれぞれの規程に基づき、

同一の不祥事について別個独立に処分をすることは問題なく、本来的には大学による処分の際に、競技

団体による処分の有無及びその内容を考慮する必要はない69。

もっとも、運動部や部員が大学及び競技団体双方から処分を課されることにより、それが不祥事の内

容等に照らして、違反行為を行った者のスポーツ権70を過度に制約する結果となる可能性は否定できない。

（2）大学の対応

アンケート及びヒアリング結果によれば、大学による処分の要否及び内容を検討する際に、競技団体

による処分内容を考慮する可能性があるとする大学は、考慮しないとする大学よりもやや多かった。ま

た、大学によっては、競技団体による処分を待ってから大学による処分を決定したり、積極的に競技団

体に処分見込み等の情報を確認している大学もあった。

このように、部員のスポーツ権を過度に制約しないよう、事実上、競技団体の処分を考慮している

ケースがみられるほか、競技団体及び大学間で、必要な情報の連携を試みているケースもみられる71。

そこで、競技団体による処分が先行し、かつ、その内容を容易に把握できる場合には、当該処分の存

在も考慮した上で、当該事案に相応しい大学における処分を検討することが考えられる72。

69　昨年度事例集10頁脚注参照。
70　部員には、憲法13条の幸福追求権や憲法25条の生存権、憲法26条の教育を受ける権利を根拠として認められている。
運動部のマネージャーや学生スタッフ等、選手と異なる立場で運動部に所属する者がスポーツに携わる権利も含まれ
る（昨年度事例集9頁参照）。

71　大学と競技団体とは、別組織であるものの、学生のスポーツ権を実質化するために必要不可欠な主体であるという点
では共通しており、このような相互連携が学生のスポーツ権の保障の観点から望ましい場合もある。

72　競技団体における処分とバランスを失した処分とならないように、同程度の重さの処分とする、という考え方もあり
得るが、競技団体と大学では組織の目的が異なり、当該不祥事が各団体に与えた影響の大きさが異なる場合があった

2　競技団体の処分に対する大学の対応状況
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部員が関与する不祥事が発生した場合、大学による処分とは別個に、各運動部が処分主体となって部

員に対して退部、活動停止等の処分73を行っている事例が散見された。しかし、ヒアリングをした大学

の75％超においては、運動部において不祥事が発生した場合にそれを把握する体制がとられていない

とのことであり74、そもそも大学において運動部における不祥事につき、その事案や運動部による処分を

把握していないケースが多いと思われる。また、運動部による処分を把握していると回答した大学の約

7割は、運動部による処分に適用される規程類の有無を把握していないとのことであった。このように、

大学においては、そもそも、運動部による処分や適用される処分規程を把握していない場合も多いよう

であり、この場合には、不祥事の内容等に照らして、違反行為を行った者のスポーツ権が不当に害され

ていたとしても大学側がそれを把握できず、これを是正できないという問題が生じる可能性がある。

例えば、同じ大学の運動部間において、同種の不祥事であるにもかかわらず、処分内容が大きく異な

れば、異なる運動部に所属する部員間における公平性を欠くことになる。また、運動部による処分が行

われるにあたり、当該運動部において処分規程等が整備されていない場合には、適正な手続75を経るこ

となく処分される可能性があり76、指導者の一存で処分が決定されるなどして、同種の不祥事でも部員

によって処分内容が大きく異なれば、当該運動部内の部員間における公平性を欠くことになる。

そこで、大学においては、各運動部とも協議の上で、運動部における不祥事が発生した場合に、当該

事案を把握することはもちろんのこと、それに対する運動部による処分の内容や手続についても把握す

る体制を構築し、運動部による処分にあたっての一定のルールを策定することも検討に値すると考えら

れる。

（1）連帯責任についての大学の考え方

ある特定の部員が起こした違反行為について、当該部員に対する処分だけでなく、当該部員の所属す

る運動部全体に対して、部活動停止等の処分が課されることがある。

このような連帯責任を課すことについて、明確に一定の方針を打ち出している大学は少なかったもの

り、競技団体と大学で処分の目的、内容や基準が異なることなどから、同一の不祥事に対する処分であっても、処分
主体によってその程度が異なることは当然に予定されている。そのため、大学として、必ずしも競技団体と同程度の
重さの処分とすることを優先させる必要はなく、大学の立場から相応しい処分を検討すれば足りる。

73　ここでいう「処分」には、試合結果やパフォーマンス内容等を理由に選手に対して走り込み等のトレーニングを課す
といった行為を含めていない。

74　運動部による処分とその内容を把握している大学のほとんどは、運動部から任意の報告を受けたか、運動部に所属す
る教職員を通じて事実上把握したものであった。また、「過去に運動部による独自処分の例はない」旨を回答した大
学のうち8割超える大学が、運動部の不祥事やその処分を把握する体制を構築していないとのことであり、単に大学
が運動部による処分を把握できていないにすぎない可能性もある。

75　適正手続の保障については昨年度事例集（競技団体編）9頁以下参照。
76　処分内容や手続が定められていない場合に、運動部において安易に活動自粛が行われる危険性がある。本来あるべき
適切な処分よりも重い「自粛」がなされたり、不祥事とは無関係な部員まで対象となって実質的には連帯責任を課し
ているような「自粛」がなされたりする可能性がある。

3　運動部による処分に対する大学の対応状況

4　連帯責任を課すことに関する考え方
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の、安易に連帯責任を課すことに対して慎重な考えの大学が多かった。そして、連帯責任を課すべきか

否かの判断においては、当該運動部の部員等の構成員の違反行為への関与77人数、違反行為の態様や場

所、部活動との関連性等を総合的に考慮するとしている大学が多かった。

（2）処分の根拠と連帯責任

何人もスポーツ権を有しており78、これを制約する効果を持つ処分には、その制約を正当化するだけ

の根拠が必要である。そして、違反行為をした個人に対して、当該違反行為の責任に見合った処分を課

すことが正当化されることに異論はないだろう。

他方、処分には、当該違反行為者だけでなく、当該運動部全員に対し、将来、違反行為をしないよう

けん制したり、教育するという一般予防としての目的も想定され、これを根拠に、当該違反行為者だけ

でなく、当該運動部自体に対する処分が正当化されることもあり得る。もっとも、この場合において、

当該目的達成のために運動部自体の処分をする必要性と処分による不利益の大きさとのバランスを欠く

と、過度にスポーツ権を制約するものとして、当該処分が法的に問題となる可能性がある。

したがって、競技者個人に違反行為があった場合の責任は、原則としてその行為を行った個人のみが

負うべきであり、運動部全体に対する処分が許されるのは、処分をすることで将来の違反行為を未然に

防ぐ必要性が特に認められるなどの特段の事情がある例外的な場面79に限られるべきである。

大学としては、連帯責任を課す場合には、安易に当該個人が所属する運動部全体に対して、部活動停

止等の重い処分を課すことで違反行為に関与していない他の競技者等のスポーツ権を不当に制約するこ

とがないように留意する必要がある80, 81。

違反行為が犯罪行為に該当する場合には、突如として違反行為者が逮捕・勾留され、大学は、当該逮

捕等を端緒に初めて違反行為の事実を把握することがある。

このような場合において、大学が、逮捕されたことのみを理由に違反行為者を処分することは適当で

はない。逮捕は、捜査機関が犯罪事実の捜査をするために身体拘束の必要が認められる場合にするもの

で、捜査の結果、嫌疑不十分として釈放・不起訴となる場合もある。したがって、逮捕があった場合に

77　違反行為に直接間接に関わっている場合のほか、違反行為を認識してこれを許容している場合も含まれる。
78　第一東京弁護士会総合法律研究所スポーツ法研究部会『スポーツ権と不祥事処分をめぐる法実務スポーツ基本法時代
の選手に対する適正処分のあり方』7頁）（清文社、初版、2013年）参照。

79　想定される例としては、運動部の関係者が、その運動部内のコミュニティによって組織的に違反行為をした場合や違
反行為者が少数であるものの運動部内においてその違反行為が周知の事実であったにもかかわらず皆が黙認していた
場合などがあり得る。

80　なお、類似のケースとして、部員個人の違反行為について、監督責任として指導者等が処分される例があるが、この
場合にも監督を処分する実質的根拠が何かを吟味する必要がある。

81　部員個人の違反行為に関し、運動部において活動自粛がされることが散見される。専ら運動部の自由意思に基づく自
粛であれば法的に問題はないが、大学が、事実上、運動部に対して処分と同程度の自粛を求めている場合には問題と
なり得る。すなわち、自粛を強いることは、処分にあたってとるべき手続を経ないまま、事実上、処分と同様の効果
を与え、多くの部員のスポーツ権を不当に制約してしまう可能性があるもので、適正手続保障の観点から問題となり
得る。

5　大学による処分と刑事処分等との関係
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おいても、大学が当該違反行為者に対する処分を検討する際には、大学の規程等で定められた処分のた

めの手続を経て、適正手続を保障する必要があることに変わりはなく、大学としては、（弁護人を通じ

るなどして）当該違反行為者本人に処分の対象となり得る行為の告知、聴聞・弁明の機会を付与したり、

関係者から事情聴取をするなど必要十分な手続を経るべきである。

なお、大学による処分の要否・内容を検討する際に、刑事処分の有無及びその内容を考慮することは、

上記6.…2と同様、問題ない。

大学が法令違反行為の事実を認識した場合における捜査機関等への通報義務等については、上記4.…3

（5）を参照。
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別紙1

【別紙1】各大学の処分事例（直近10年分）

各大学が、直近10年で処分をした事例を処分対象行為の類型別（未成年飲酒等）にまとめた。大学

によっては、10年以上前の事例についても情報提供いただいたので記載している。

本不祥事リストは、今後、同種の事案が発生した場合に、各大学がどのような対応をするべきかの検

討の際の参考資料として用いていただくことを目的としているため、大学名、競技名及び個人情報は記

載していない。

また、競技団体が課した処分についても把握している事例もあるが、今回の調査は、大学を対象とし

ているため、競技団体が処分した内容については記載していない。

処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

1

未成年飲酒 未成年の部員数名が、
居酒屋で行われた追い
出しコンパにおいて飲
酒した。

20 名
前後

運動部 3 か月の活動
停止処分

2

未成年飲酒 未成年の部員数名が、
居酒屋で行われた新歓
コンパにおいて飲酒し
た。

20 ～
30 名
前後

運動部 3 か月の活動
停止処分

3

未成年飲酒 未成年の部員数名が、
部員のみが参加した
バーベキューにおいて
飲酒した。

概ね
全部
員

運動部 1 か月の活動
停止処分

4

未成年飲酒 未成年を含む部員 7名
程度が、飲食店等にお
いて飲酒した。

7名
程度

当該部員 飲酒の場に
誘った部員に
対して停学処
分

その他の部員
に対して訓告
処分



47

処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

5

未成年飲酒 未成年を含む部員 8名
が、コンビニで購入し
た酒をカラオケボック
スに持ち込み飲酒し、
別日においても居酒屋
において飲酒した。

8名 当該部員 部員 4名に対
して訓告処分

部員 2名に対
して 2週間の
停学処分

部員 2名に対
して 1か月の
停学処分

飲み会への参加回
数によって処分内
容が異なった。
1 か月の停学処分
が下された部員
は、既に学部長か
らの厳重注意を受
けていた。

6
未成年飲酒 未成年の部員 3 名が、

飲酒した。
3名 運動部 厳重注意処分

及び 1か月の
活動停止処分

7

未成年飲酒 未成年の部員 4 名が、
部員の未成年飲酒を理
由とした運動部の活動
停止処分の期間中に、
大学から運動部に対し
て未成年飲酒に対する
注意喚起が行われてい
ることを知った上で、
飲酒した。

4名 当該部員 戒告処分

8

未成年飲酒 未成年を含む複数人の
部員が、大会の宿泊先
で飲酒し、うち 1名が
急性アルコール中毒と
なった。

6～
7名

当該部員

運動部

叱責処分及び
更生プログラ
ムを実施
無期限の活動
停止処分

9

未成年飲酒 未成年の複数の部員
が、飲酒した。

4名 当該部員
ら

当該部員らに
対して厳重注
意処分

運動部は、1 週間
の活動自粛。
当該部員のうち 1
名は逮捕（公務執
行妨害）。

10

未成年飲酒 未成年 15 名を含む複
数の部員が、大学構内
で飲酒した。飲酒の強
要はなかった。

36 名 運動部 3 か月の活動
停止処分
3か月の運動
部施設の利用
停止処分
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

11

①未成年飲
酒
②規程違反

未成年を含む複数の部
員が、学外で飲酒した。
また大学の定める新型
コロナウイルス感染症
対策を実施せずに合宿
を実施した。

22 名
（うち
13 名
が未
成年）

運動部 6 か月の活動
停止処分
1 か月の施設
利用停止処分

12
未成年飲酒 未成年の部員 1 名が、

飲酒した。
1名 当該部員 訓告処分

13
未成年飲酒 未成年の部員 1 名が、

飲酒した。
1名 当該部員 処分不明 運動部による処分

（1か月の活動停止
処分）。

14

①未成年飲
酒
②傷害

未成年の部員数名が、
送別会において飲酒し
た。また、4年生の部
員が、1年生の部員に
対して、ライターの火
でやけどを負わせた。

概ね
全部
員

部長
監督
コーチ

厳重注意処分 当該指導者は辞任。

15

①未成年飲
酒
②迷惑行為

未成年を含む複数の部
員が、宿泊先で飲酒し
た上、他団体が使用し
ていた宿泊施設に無断
で侵入し、騒ぐなどし
た。

30 名
程度

当該部員
ら

運動部

厳重注意処分

6 か月の活動
停止処分

16

飲酒死亡事
故

部員 1名が、所属する
学生団体の懇親会にお
いて飲酒し、飲酒が原
因で死亡した。

概ね
全部
員

運動部 無期限の活動
停止処分

その場に居合わせ
ていた他団体に対
しても無期限の活
動停止処分。

17

暴行 部員 1名が、学生 1名
とトラブルになり、後
日当該学生を学内の倉
庫に呼び出して暴行し
た。

1名 当該部員

運動部

無期限の停学
処分

5 か月の活動
停止処分

18
暴行 部員 1名が、他の部員

に対して、暴行した。
1名 当該部員 1 か月の停学

処分
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

19

暴行 上級生の部員 1 名が、
下級生の部員に対し
て、気合を入れると称
して臀部を竹刀で暴行
した。

1名 当該部員 停学処分 運動部は、自主的
に 1年間大会の出
場を自粛。

20
暴行 運動部の外部コーチ

が、部員に対して、暴
行した。

1名 コーチ
部長

厳重注意処分 部長からの部長解
任願いは不受理。

21

①暴行
②パワハラ

監督が、部員に対して、
暴行し、言葉の暴力や
人格を否定する発言な
ど不適切な言動で部員
に対して、精神的攻撃
を繰り返し行った。

1名 監督 解任処分

22

パワハラ 監督が、私的な店で部
員をアルバイトさせ
る、冬に上半身裸で練
習させるなどの行為を
繰り返した。

1名 監督 厳重注意処分 当該監督は辞任。

23

パワハラ 監督が、部員を、除名
処分にし、また学費減
免学生における部員へ
の支払いを強制した。

1名 監督 追加調査

24

パワハラ 外部指導者が、部員 1
名に対し、公然と暴言
する等の行為を繰り返
した。

1名 ― 処分なし 当該指導者は辞任。

25

パワハラ 監督が、部員に対し、
暴力的な指導及び過度
なしごきを繰り返し
た。

1名 ― 処分なし 当該監督は辞任。

26

パワハラ 監督が、部員 1名に対
し、部員全員に対する
メールにおいて、名指
しで膨大な分量の叱咤
メールを送信した。

1名 ― 処分なし
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

27
パワハラ 監督が、部員に対し、

過度なしごきなどの行
為を繰り返した。

1名 ― 処分なし 大学による当該監
督に対する退任勧
告。

28

パワハラ 指導者（大学院生）が、
部員に対し、私的なビ
ジネスを手伝うよう強
制した。

1名 ― 処分なし 大学による当該指
導者に対する退任
勧告。

29

傷害 上級生の部員 7 名が、
下級生の部員 1名に対
して、集団で臀部を蹴
る、前蹴りで 2発蹴る、
平手で 10 ～ 12 回頬を
引っ叩く、左肩・腕を
4回程度蹴るなどの暴
行をし、右眼底骨折、
歯を 1本折る怪我を負
わせた。

7名 当該部員 部員 5名に対
して 1か月の
停学処分

部員 2名に対
して 1週間の
停学処分

30

傷害 部員 1名が、他の部員
を暴行し、脳震盪及び
鼻骨骨折の怪我を負わ
せた。

1名 当該部員 90 日の停学
処分

運動部による処分
（5か月の活動停止
処分）。

31

傷害 部員 1名が、飲食店の
店員に対して暴行し、
怪我を負わせた。その
間、周りの部員は当該
行為をはやし立てた。

8～
10 名

当該部員

関与部員

運動部

無期限の停学
処分

当該部員を除
く現場にいた
部員に対して
叱責処分

無期限の活動
停止処分

32

傷害致死 部員 2名が、路上生活
者を襲撃し死亡させ
た。

2名 当該部員

運動部

無期限の停学
処分

無期限の活動
停止処分

監督は辞任。
当該部員は逮捕（傷
害致死罪）。
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

33

窃盗 部員 1名が、校舎のト
レーニングセンターの
更衣室で、ロッカーか
ら財布を窃取し、窃取
した財布からキャッ
シュカードを抜き取っ
た。当該部員は、窃取
したキャッシュカード
を郵便局ATMで使用
しようとした。

1名 当該部員 3 週間の停学
処分

当該部員は逮捕さ
れたが、被害者と
示談し、不起訴処
分で釈放。

34
窃盗 部員 1名が、量販店の

自転車置き場から自転
車を窃取した。

1名 当該部員 10 日の停学
処分

35

窃盗 部員 2名が、所属する
運動部の納会が行われ
ている際に、抜け出し
て学生寮に戻り、1名
は部員の部屋に侵入し
た上でキャッシュカー
ドを窃取し、1名は寮
の出入り口で見張りを
した。当該部員2名は、
窃取したキャッシュ
カードを使用して、コ
ンビニのATMから全
額 48 万円を引き出し
た。

2名 当該部員 1 か月の停学
処分

当該部員 2 名は、
逮捕され、被害部
員に対する謝罪を
行った結果、うち
1 名は釈放された
が、他方の部員は
未成年であったこ
とから保護観察処
分の決定。

36

窃盗 部員 1名が、アルバイ
ト先で窃盗行為を行う
とともに、他の部員数
人を勧誘し、レジで精
算時に割引した。

数名
程度

当該部員

関与部員

無期限の停学
処分

厳重注意等

37
窃盗 部員 1名が、窃盗行為

及び盗品販売行為を
行った。

1名 当該部員 1 か月の停学
処分
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

38

窃盗 部員 1名が、学生寮に
おいて、他の学生のお
金（1万円）を窃取し
た。

1名 ― 処分なし 大学による処分（1
か月の停学処分予
定）の前に、当該
部員は自主退学を
した。

39
窃盗 部員 1名が、女子合宿

所に侵入し、下着を窃
取した。

2名 当該部員 無期停学処分 当該部員は逮捕。

40

窃盗 異なる運動部に所属す
る部員 2名が、金融庁
職員を偽ってキャッ
シュカードを窃取し
た。

2名 当該部員 ― 各運動部の各部長
はそれぞれ進退伺
を提出し、そのう
ちの 1名の部長は
加えて辞任願を提
出したものの不受
理。

41
窃盗 部員 1名が、所属する

運動部の部室で、窃盗
行為を繰り返した。

1名 当該部員 3 か月の停学
処分

当該部員は自主退
学。

42

窃盗 部員 1名が、学外にお
いて学外女性の下着を
窃取した。

1名 当該部員

運動部

停学処分及び
奉仕活動を命
じた
活動停止処分

43

窃盗 部員 1名が、当該運動
部の共有物を窃取した
上で、フリーマーケッ
トサイトで売却した。

1名 当該部員 戒告処分 運動部による処分
（退部処分）。

44

強盗 部員 1名が、コンビニ
にバットを持って押し
入り、店員の胸倉をつ
かみレジにあった 8万
5000 円を奪った。

1名 当該部員

運動部

運動部から除
名し、退学処
分
無期限の活動
停止処分（近
接した時期に
おける他部員
による不祥事
と併せた処分）

当該部員は逮捕
（強盗）。
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

45

恐喝 部員 2名が、男性から
財布を脅し取った。

2名 当該部員

運動部

運動部から除
名し、退学処
分
無期限の活動
停止処分（近
接した時期に
おける他部員
による不祥事
と併せた処
分）

当該部員 2名は逮
捕（恐喝）。

46
詐欺 異なる運動部に所属す

る部員 2名が、特殊詐
欺に係わった。

2名 ― 処分なし 当該部員 2名は逮
捕。

47

詐欺 部員が、持続化給付金
に関する詐欺行為を
行った。また他の部員
にも話を持ち掛けるな
ど、大学内に広めた。

1名 当該部員 4 か月の停学
処分

48

詐欺 部員 1名が、マルチ商
法（持続化給付金関連
セミナー紹介）に関与
した。

1名 当該部員 6 週間の停学
処分

49

詐欺 部員 1名が、マルチ商
法（持続化給付金関連
セミナー紹介）に関与
した。

1名 当該部員 1 週間の停学
処分

50
詐欺 部員 1名が、マルチ商

法及び持続化給付金詐
欺に関与した。

1名 当該部員 3 か月の停学
処分

51
詐欺 部員 1名が、マルチ商

法及び持続化給付金詐
欺に関与した。

1名 当該部員 6 週間の停学
処分

52

①強制性交
等未遂
②強制わい
せつ未遂

部員 2名が、大会に出
場するために宿泊して
いた先のホテルで、女
子部員に対して暴行し
ようとした。

2名 当該部員 退学処分
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

53

強制性交等
致傷

部員 1名が、強姦致傷
罪を犯した。

1名 当該部員

監督

運動部

退学処分

解任処分

無期限活動停
止処分

当該部員は逮捕
（強姦致傷）。

54
セクハラ 教職員である運動部の

監督が、部員に対しセ
クハラ行為をした。

1名 ― 処分なし 当該監督は自主退
職。

55

通貨偽造 部員 1名が、学生寮の
自室で、偽札を偽造し、
他の部員 1名が偽札を
所持した。

2名 偽札を偽
造した部
員

部長
監督
コーチ

運動部

退学処分

解任処分

5 日の活動停
止処分

59
有印私文書
偽造

部員 1名が、簿記合格
証書を偽造した。

1名 当該部員 1 学期間の停
学処分

57

交通事故 部員が、大会に向かう
途中の高速道路におい
て、単独の横転事故を
起こした。

不明 運動部 活動停止処分

58
交通事故 部員 1名が、ひき逃げ

をした。
1名 運動部 1 か月の謹慎

処分
当該部員は逮捕
（ひき逃げ）。

59
飲酒運転 成人した部員 1 名が、

飲酒の上、自動車を運
転した。

1名 当該部員 2 か月の停学
処分

60

内部規則違
反

部員が、大学の定める
規程に違反してイベン
トを開催した。

複数
名

運動部 厳重注意処分 大学の運動部に対
する処分が課され
るまでの間の活動
自粛要請。
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

61

内部規則違
反

コロナ禍における課外
活動自粛期間中に、課
外活動をしており、事
故が発生した。

― ― 処分なし

62

器物損壊 部員 5名が、寮部屋で
飲酒して解散した後、
当該部員 5名のうち 1
名が、大学の構内に侵
入し、外灯及び非常口
扉のガラスを割る器物
損壊行為を行った。

5名 当該部員 器物損壊を
行った部員に
対して 1週間
の停学処分

飲酒した場に
同席した部員
に対して厳重
注意処分

63
公職選挙法
違反

部員 1名が、ポスター
掲示板に張られていた
ポスターをはがした。

1名 不明 不明

64

大麻所持 部員 14 名が、大麻を
所持した。

14 名 当該部員

監督

実刑判決を受
けた部員 2名
に対して退学
処分

不起訴処分と
なった部員
12 名に対し
て無期限の停
学処分

3 か月の指導
停止処分

当該運動部は、活
動を自粛。
監督は辞任。

2 名が実刑判決を
受け、それ以外の
12 名は不起訴処
分。

65
大麻所持 部員 1名が、大麻を所

持した。
1名 当該部員

コーチ 2
名

― 当該部員は逮捕（大
麻取締法違反）。

66

大麻所持 部員 1名が、学生寮の
自室で、大麻を栽培し
た。

1名 当該部員

部長
監督
コーチ

退学処分

解任処分
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

67

大麻所持 部員 1名が、路上で大
麻を所持した。

1名 運動部 無期限の活動
停止処分。た
だし、個人の
活動は制限し
ない。

大学による処分の
前に、当該部員は
自主退学。
部長より解任願い
が提出され受理。

68

大麻使用 部員 2名が、学生寮の
自室で、大麻を使用し
た。

2名 当該部員

部長
監督
コーチ

運動部

無期限の停学
処分

無期限活動停
止処分

部長、監督、
コーチに対し
て厳重注意処
分

69

不正行為 部員の 8割程度が、通
学定期について、学外
の合宿所から大学まで
を通学区間として購入
する不正を行った。

部員
の 8
割程
度

当該部員

運動部

訓告処分

活動停止処分

活動停止期間は不
明。

70

不正行為 運動部マネージャーと
部員が、大会の組み合
わせ抽選会で不正工作
を行った。

当該
学生

不明 不明

71

不適切行為 部員 1名が、キャンプ
を行うための公共施設
において、トイレにカ
メラを設置して盗撮し
た。

1名 ― 処分なし 大学による処分
（無期限停学処分
を検討）の前に、当
該部員は自主退
学。

72

不適切行為 部員数名が、アルバイ
トで下半身を露出して
接客し、SNS に投稿
した。

数名 運動部 無期限の活動
停止処分

運動部のスポーツ
推薦枠の消滅。
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処分対象
行為 事案の概要 関与

人数
処分
対象者 処分の内容 備考

73

不適切行為 部員 1名が、別の部員
の SNS を勝手にログ
インしてその中身を覗
いた。

1名 当該部員 訓告処分

74

迷惑行為 部員数名が、マスクな
しで店舗に入店して騒
ぎ、店長の注意に従わ
なかった。

数名 ― 処分なし

75
迷惑行為 複数の部員が、深夜、

学生寮で、大勢で騒ぎ
警察沙汰となった。

複数
名

― 処分なし 運動部による処分
（一定期間の練習
参加禁止処分）。

76

迷惑行為 複数の男性部員が、大
会の会場で、服を脱ぐ
などのわいせつな行動
をした。

10 名
程度

運動部 3 か月の活動
停止処分
施設利用停止
処分
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（目的）

第1条… …本規程は、〇〇大学学則第〇条及び就業規則第○条の規定に基づき、〇〇大学（以下「本学」

という。）におけるハラスメントを防止するとともに、ハラスメントが発生したときに適切な

対応を行うことを目的として、ハラスメントの防止及び対応に関して必要な事項を定める。

（定義）

第2条… …本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

… ①　ハラスメント

… 　　…本規程において、ハラスメントとは、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメントの

ことをいう。

… ②　…パワー・ハラスメント

… 　　…本学において行われる、優越的な関係を背景として、教育・研究・課外活動・就業上必

要かつ相当な範囲を超えた言動により、相手に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又

は教育・研究・課外活動・就業の環境を害することをいう。

… ③　…セクシャル・ハラスメント

… 　　…本学において行われる、性的な言動により、相手に不利益を与え、あるいは身体的若し

くは精神的な苦痛を与え、又は教育・研究・課外活動・就業の環境を害することをいう。

… ④　…妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

… 　　…本学において行われる、妊娠・出産等に関する言動又は妊娠・出産・育児・介護に関す

る制度若しくは措置の利用に関する言動により、相手に身体的若しくは精神的な苦痛を

与え、又は教育・研究・課外活動・就業の環境を害することをいう。

… ⑤　…その他のハラスメント

… 　　…パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休

業等に関するハラスメント以外の、本学において行われる、不適切な言動により、相手

に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は教育・研究・課外活動・就業の環境を害す

ることをいう。

（適用範囲）

第3条… …本規程は、本学の教職員、学生、その他関係者（課外活動の指導者、本学の施設・機関を利

用する者等を含む。以下総称して「構成員」という。）に適用される。

　　2… …本規程は、学内・学外、正課・課外、授業時間中・授業時間外、勤務時間中・勤務時間外等、

時間や場所を問わず適用される。

別紙2

【別紙2】大学におけるハラスメント防止規程（例）
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（本学の責任と構成員の義務）

第4条… …学長は、本学におけるハラスメントの防止に関する施策を統括する全般的な責任を負う。

　　2… …各部局等の長は、当該部局等におけるハラスメントの防止に関してその施策を具体的に実施

する責任を負う。

　　3… …本学の教職員及び課外活動の指導者は、ハラスメントのない良好な環境を確保するよう普段

から努め、身近にハラスメントが生じた際には、問題解決のため迅速かつ適切に対処する責

任を負う。

　　4… …本学の構成員は、個人としての人格を相互に尊重することに努めるとともに、ハラスメント

を防止することに努める義務を負う。

（禁止行為）

第5条… …本学の構成員は、他の構成員に対して、第２項から第４項までの行為を行ってはならない。

　　2… …パワー・ハラスメントに関する以下各号の行為

… ①　…物を投げつける、殴る、足蹴りするなどの身体的攻撃

… ②　…人格・存在・能力を否定するような言動をする（相手の性的指向・性自認に関する侮辱

的な言動を含む。）、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す、面前で大声で叱

責するなどの精神的な攻撃

… ③　…長時間にわたり別室に隔離する、無視をする、他の構成員との接触を禁じて孤立させる

などの人間関係からの切り離し

… ④　…長期間にわたり本来の学業・仕事・活動とは無関係な作業を命じる、達成不可能な課題

を課す、一人ではできない量の仕事・課題を押し付けるなどの過大な要求

… ⑤　…自分の意に沿わない者に対して仕事や役割を与えない、能力や経験とかけ離れたことを

行わせるなどの過小な要求

… ⑥　…本人の了解なく私物を見る、撮影する、機微な個人情報（性的指向や性自認を含む。）を

第三者に暴露するなどの個の侵害

… ⑦　…その他、前各号に準ずる行為

　　3… セクシャル・ハラスメントに関する以下各号の行為

… ①　…性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布する、性的な冗談やか

らかいをする、服装・身体・外見に対して性的な批評を行う、個人的な性的体験談を話

したり、尋ねたりするなどの性的な内容の発言

… ②　…性的な関係を強要する、必要なく身体に触れる、わいせつな図画を配布・掲示する、身

体を執拗に眺め回すなどの性的な行動

… ③　…性的な言動への抗議又は拒否等を行った構成員に対して、不利益を与える行為

… ④　…その他、前各号に準ずる行為

　　4… …妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関する以下各号の行為

… ①　…妊娠・出産等したことにより、不利益な取扱いを示唆する言動

… ②　…妊娠・出産したことに対する嫌がらせ等

… ③　…妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用に関し、不利益な取扱いを示唆する

言動
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… ④　…妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

… ⑤　…妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

… ⑥　…その他、前各号に準ずる行為

（周知・啓発）

第6条… …本学は、構成員に対し、ハラスメントの発生を防止するために周知・啓発に努める。

（相談対応）

第7条… …本学はハラスメントに関する相談（苦情を含む。）を受け付ける学内の相談窓口を設置し、そ

の責任者を定める。当該責任者は、相談員を選任し、学内の相談窓口の対応に当たらせる。

　　2… …本学は前項とは別に、本学の指定する弁護士による学外の相談窓口を設置する

… （以下前項の学内の相談窓口と合わせて「相談窓口」という。）。

　　3… …本学の構成員（被害者に限らない。）は、顕名又は匿名にて、ハラスメント（ハラスメントに

該当するか微妙な場合も含む。）の相談を相談窓口に申し出ることができる。

　　4… …相談窓口は、相談者の意向を確認した上で、相談に係る事案の解決のために必要と認めると

きは、関係部局、管理監督する立場の者及びその他関係者に依頼して、職場環境、教育・研

究環境、課外活動の環境及び人間関係の改善などの解決のための調整を行うことができる。

また、必要に応じて産業医及びカウンセラー等の相談窓口、関係機関の窓口を教示し、ある

いは連携して対応を行う。

（調査対応）

第8条… …学長は、ハラスメントの事実関係を調査し、その後に必要な措置を講じるため、当該事案ご

とに、ハラスメント調査委員会を設置することができる。また、ハラスメント調査委員会の

設置に代えて、又はその設置とともに、弁護士その他学外の専門家に調査の全部又は一部を

依頼することができる。

　　2… …ハラスメント調査委員会は、学長が指名する3名以上の委員をもって構成する。必要に応じて、

弁護士その他学外の専門家を委員として指名することができる。なお、委員は、当該対象事

案について中立性及び公正性に疑義が生じるおそれ及び利益相反が生じるおそれがない者で

なければならない。

　　3… …ハラスメントの被害を受けたとする者は、本人の努力や前条の調整によって問題が解決せず、

あるいは解決困難な場合には、相談窓口を通じて、学長又は〇〇部局長に対してハラスメン

ト調査委員会の設置を申し立てることができる。

　　4… …ハラスメント調査委員会は、必要に応じて、被害を受けたとする者、ハラスメントをしたと

される者、関係部局及び関係者に対し、事情聴取をし、関係資料の提出を求めることができ

る。

　　5… …前項により事情聴取を求められた本学の構成員は、正当な理由がない限り、これを拒否して

はならない。

　　6… …ハラスメント調査委員会は、調査の過程で、必要と認めた場合、被害を受けたとする者とハ

ラスメントをしたとされる者との間を調整し、あるいは関係部局及び関係者における調査や
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調整（就学・就労・課外活動における措置又は配慮を含む。）を行うことを要請することがで

きる。

　　7… …前項により要請を受けた関係部局及び関係者はこれに協力し、調査及び調整の内容や結果に

つきハラスメント調査委員会に報告しなければならない。

　　8… …ハラスメント調査委員会は、調査が終了した後、可能な限り迅速に、ハラスメントの該当性や、

事案の解決に必要と認められる措置案について意見を付して、調査結果を学長に報告する。

（本学の措置）

第9条… …学長は、前条のハラスメント調査委員会からの調査結果について、必要と認める範囲で、被

害を受けたとする者及びハラスメントをしたとされる者に通知する。

　　2… …学長は、前条のハラスメント調査委員会からの調査結果を受けて、ハラスメントの該当性を

判断し、相当と認めるときは、ハラスメントをしたとされる者、関係部局及び関係者に対し

て必要な措置を決定し、実施する。なお、懲戒処分及び人事上の措置を行う場合には、別に

定める手続に従う。

　　3… …学長は、前項の必要な措置を実施する場合、その内容及び理由を、本学の内外に公表するこ

とがある。なお、公表の際は、対象者等の名誉、信用及びプライバシーに配慮するものとする。

その他、懲戒処分及び人事の措置を行う場合には別に定める手続に従う。

（守秘義務及びプライバシー保護）

第10条… …本規程に基づく相談又は申立ての手続に関与した者（以下「関与者」という。）は、正当な理

由なく、その手続きにおいて知り又は知り得た情報を他に漏らしてはならない。その構成員

としての地位を解かれた後も同様とする。

　　2… …関与者は、相談者や被害を受けたとする者も含め関係者のプライバシーを保護し、人権を侵

害しないように最大限の配慮を行う。

（不利益取扱いの禁止）

第11条… …ハラスメントをしたとされる者その他本学の構成員は、相談者、被害を受けたとする者及び

関与者に対し、本規程に基づき相談若しくは申立てをしたこと、又は調査に協力したことを

理由に、就労、教育・研究、課外活動を行う上で、報復、嫌がらせ等の不利益な取扱いをし

てはならない。

（雑則）

第12条… …本規程に定めるもののほか，ハラスメントの防止及び事後の対応に関し必要な事項は、別に

定める。

（附則）

本規程は○年○月○日より適用する。



62

別紙3

【別紙3】ハラスメントに関する相談窓口のご案内（例）

1　…　本大学は、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休

業等に関するハラスメント及びその他のハラスメント等を含むすべてのハラスメントに関する相談

窓口を次のとおり設置しております。

　　　〇〇〇〇相談室（又は〇〇〇〇部・課）…

　　　電話番号：〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇

　　　FAX：〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇

　　　メールアドレス：〇〇〇〇＠〇〇〇〇.co.jp

　　　　　　　　　　　〇〇〇〇＠〇〇〇〇.co.jp（女性専用）

　　…　相談窓口の受付時間は、月曜から金曜の午前〇〇時から午後〇〇時までの間で、電話にて相談を

受け付けています。また、受付時間外でも、FAX又はメールにて相談を受け付けています。

2　…　本大学では、教職員や学生はもちろん、広く大学の関係者（課外活動の指導者、本学の施設・機

関を利用する者等を含む。）からの相談も受け付けております。また、相談窓口では、実際にハラ

スメントの被害を受けられた方だけではなく、周りで被害に気付いた方の相談や苦情も受け付けて

おります。

3　…　匿名での相談も可能です。相談内容の秘密、プライバシーは守られます。相談者はもちろん、事

実関係の確認にご協力いただいた方について、そのことを理由に学内での処分や措置等で不利益な

取扱いを受けることはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。

4　…　相談を受けた場合には、相談者の意向を踏まえ、必要に応じて外部機関とも連携しながら、学内

における職場環境、教育・研究環境、課外活動の環境及び人間関係の改善等、解決のための調整を

行います。また、これにより解決が難しい場合には、ハラスメントについての調査を申し出ること

ができます。その上で、事実関係を迅速かつ正確に確認し、ハラスメントの事実を確認した場合に

は、被害者に対する配慮や行為者に対する措置を講じます。

…

5 　…　ハラスメントに関する相談窓口における相談対応の流れについては、別紙のフロー図でご確認く

ださい。

6　…　ハラスメントは、個人の人格や尊厳を不当に傷つけ、人権にも関わる社会的にも許されない行為

です。これを放置すれば、職場・教育・研究・課外活動等の環境を悪化させることになりますので、

ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広くご相談ください。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日　〇〇大学学長
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別紙

相談対応フロー図

相談者

相談窓口

関係部局・関係者

学長又は部局長

ハラスメント調査委員会

ハラスメントを
したとされる者

外部機関
産業医、カウンセラー等

⑦調査結果報告

⑨結果通知

④調査申立て

⑥調査・要請

③調整又は措置

②調整
依頼

②連携

①相談

⑧措置

⑤設置
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別紙4

【別紙4】運動部の指導に関する業務委託契約書（例）

　学校法人●●（以下「甲」という。）と■■（以下「乙」という。）は、以下のとおり業務委託契約（以

下「本契約」という。）を締結する。

第1条（委託業務）

1　…甲は、乙に対し、甲が運営する〇〇大学（以下「大学」という。）の△△部（以下「△△部」という。）

に関する次の各号に定める業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。

　　⑴　△△部の試合、トレーニング、合宿その他行事への参加

　　⑵　△△部に所属する学生に対する技術指導

　　⑶　△△部に所属する学生の生活指導

　　⑷　△△部に所属する学生のスポーツ活動支援

　　⑸　△△部の学外における活動を行う場合の引率及び対外的な対応

　　⑹　その他甲が必要と認めた業務

　　⑺　上記各号の業務を遂行する上で必要な業務

2　本業務の履行場所は、甲が指定する場所とする。

3　乙の活動日数は、原則として週（又は月）に〇回程度とする。

4　…乙は、独立の事業者として、乙の専門的知識及び経験を発揮して、本業務を実施するものとする。

なお、甲と乙は、本業務を実施するにあたり、甲と乙との間に雇用関係が生じる余地がないこと及

び甲と乙との間に労働契約が成立するものではないことを相互に確認する。

第2条（契約期間）

　契約期間は、〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年〇〇月〇〇日までとする。また、期間満了日の〇か月前

までに、甲乙いずれからも申し出がなければ、本契約の有効期間を〇年間延長するものとし、以後も同

様とする。

第3条（業務委託料及び支払方法等）

1　…甲は、本業務の対価として、月額〇〇万円（税込）の業務委託料を、乙の指定する銀行口座に振り

込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

2　…乙が本業務遂行のために必要とする、出張旅費（交通費・宿泊費に限る。）は甲が負担するものと

する。

3　…乙は、前項の経費について、事前に甲の承認を得るものとする。



65

第4条（遵守義務）

1　…乙は、本契約の遂行に際し、関係法令及び大学において関係者に適用される規程を遵守しなければ

ならない。

2　…乙は、本業務を遂行するにあたり、△△部に所属する学生の年齢、成熟度、経験及び能力に適合し

た指導を行わなければならない。

3　…乙は、本業務を遂行するにあたり、△△部に所属する学生その他関係者の個々の権利、尊厳及び価

値を尊重し、差別することなく平等に取り扱わなければならない。

4　…乙は、本業務に関連して、暴力・暴言、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントその

他のハラスメントを一切行ってはならず、これらを許容してはならない。

5　…乙は、大学の利益と相反する行為を行ってはならない。また、大学の信用を傷つけ、又はその不名

誉となるような行為や、大学の秩序、風紀又は規律を乱す行為をしてはならない。

6　…乙は、甲から、本業務の実施状況に関して、調査、報告及び関係書類等の提出を求められた場合に

は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

7　…乙は、本業務に際し、△△部、△△部に所属する学生又は指導者が以下の行為を行った若しくは関

与したこと、又はこれらのおそれがあることを認識した場合には、速やかにこれを甲に報告しなけ

ればならず、甲から調査、報告及び関係書類等の提出を求められた場合には、正当な理由なくこれ

を拒むことはできない。

　　⑴　犯罪行為

　　⑵　ハラスメントを含む違法行為

　　⑶　ドーピング、試合の不正操作（八百長）等の規程等に違反する行為

　　⑷　その他、社会規範に照らして不適切な行為

8　…乙は、本契約の地位及びこれに関連して発生する一切の権利義務を第三者に譲渡、継承し、又は担

保の目的に供してはならない。

第5条（守秘義務）

　乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密（△△部の内部情報、試

合・トレーニングに関する事項、個人情報等を含む。）を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂

行以外の目的に使用してはならない。

第6条（損害賠償）

　乙は、本業務の遂行において、故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲に対し、甲に発生した

損害を賠償するものとする。

第7条（契約解除、処分）

1　…甲乙のいずれか一方が本契約に違反したときは、他方当事者は、本契約を解除することができる。

2　…乙が本契約に違反したときは、甲は、乙に対し、大学において関係者に適用される規程に従って、
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処分を科すことができる。

第8条（反社会的勢力の排除）

　甲は、乙が暴力団、暴力団員、総会屋等の反社会的勢力に属し、又はそれらの反社会的勢力と何らか

の関係があると認められる場合には、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

第9条（保険加入）

　本業務は、個人事業主として活動を行うため、本業務に発生した事故について、原則、甲は一切の責

任を負わないこととし、乙は保険などの補償制度に必要に応じて個人で加入するものとする。

第10条（協議）

　本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙双方は、信義誠実の原則に基づいて

協議し、円満に解決を図るものとする。

第11条（管轄）

　本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、〇〇地方裁判所又は〇〇簡易裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。

　本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を所持する。

〇〇年〇〇月〇〇日

甲：〇〇県〇〇市… 　　　　　　　　　　　　　　乙：〇〇県〇〇市…

　　学校法人●●… …

　　理事長　〇〇……〇〇　㊞　　　　　　　　　　　　　　　■■　　　　㊞



67

別紙5

【別紙…5】運動部の指導に関する誓約書（例）

　私、＿＿＿＿＿＿＿＿＿は、学校法人●●が運営する●●大学（以下「貴学」といいます。）…の▲▲

部（以下「▲▲部」といいます。）の活動における指導者として、▲▲部に所属する学生に対して指導

等の業務（以下「本業務」といいます。）を実施するに際し、以下の事項を遵守することを誓約いたし

ます。

１．関係法令及び貴学において関係者に適用される規程を遵守します。

２．▲▲部に所属する学生の年齢、成熟度、経験及び能力に適合した指導を行います。

３．…▲▲部に所属する学生その他関係者の個々の権利、尊厳及び価値を尊重し、差別することなく平等

に取り扱います。

４．…暴力・暴言、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメントを一切行

わず、これらを許容しません。

５．…貴学の利益と相反する行為を行いません。また、貴学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるよう

な行為や、貴学の秩序、風紀又は規律を乱す行為をいたしません。

６．…貴学から、本業務の実施状況に関して、調査、報告及び関係書類等の提出を求められた場合には、

これらに応じます。

７．…本業務の遂行に際し、▲▲部、▲▲部に所属する学生又は指導者が以下の行為を行った若しくは関

与したこと、又はこれらのおそれがあることを認識した場合には、速やかにこれを貴学に報告いた

します。また、貴学から、調査、報告及び関係書類等の提出を求められた場合には、これらに応じ

ます。

　　⑴　犯罪行為

　　⑵　ハラスメントを含む違法行為

　　⑶　ドーピング、試合の不正操作（八百長）等の規程等に違反する行為

　　⑷　その他、社会規範に照らして不適切な行為

８．…本業務の実施期間中又は実施後を問わず、本業務に関して知り得た秘密（▲▲部の内部情報、試合・

トレーニングに関する事項、個人情報等を含みます。）を第三者に漏洩せず、本業務の遂行以外の

目的に使用しません。

９．…本誓約書の条項に違反した場合には、貴学において関係者に適用される規程に従って処分を受ける

ことを確認するとともに、これにより貴学が被った一切の被害を賠償する等の法的な責任を負うこ

とを約束します。

●●年●月●日

　［住所］

　［氏名］… 　　　　　　　　　　　㊞
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