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AD活動 
AD委員会委員長　西嶋 

 
１．加盟校渉外の来年度からのAD活動についての説明会に関して 
これまでの幹事会での予定 
・来年度秋インカレでEラーニングの施行、参加者への受講推奨（委員会側で受講者の確
認など動きの確認） 
・来年度春インカレで選手権参加者へのEラーニング必修義務化 
この予定を変えるつもりはない。 
 
3月の総会で加盟校渉外へこの予定を説明し、加盟員へ周知してもらう予定だった。 
総会が5月に延期されたため秋インカレまでの間が5カ月間しかなくなる。 
 
そこで、ウェブで行うあるいは総会で行うどちらがよいか意見を聞きたい。 
 
1 ウェブで行う 
できれば（私の努力次第）3月中メーリスでパワポなどの資料を送り、最後にgoogleアン
ケートで簡単な質問に答えてもらう。その後質問などをまとめ再度メーリスへ流す。 
・メリット 
10月のインカレまでに時間がある。 
欠席校など関係なく加盟校全体にいきわたらすことが可能である。 
・デメリット 
各校3月の引継ぎ期と思われ、うまく加盟員へ周知されない可能性がある。 
ADに対する重要性を加盟校渉外へしっかり資料で説くことができるか不安。 
ADに対する姿勢をこちらで把握ができないのではないか。 
 
2 5月の総会で行う 
延期した5月の総会で今回行おうとしていたAD説明会を行う。 
・メリット・デメリット 
1 の大体反対の内容 
 
他にメリットデメリットがあるか、メリットデメリットを比べたときどちらがよいと現役
幹事は考えるか。 
 
 
２．後援大会のプログラム掲載について 
以下の、内容についての意見が欲しい。 
・今年度から義務化した後援大会のプログラムへのAD広告掲載数を教えてください。 
・後援大会のプログラム掲載で学生の意識が高まったと思いますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



2019 年 7 月 20 日 第 1 回幹事会 

基盤維持契約について 

１．概要 

 日本学連は法人格を持たず、所在地提供や渉外業務などを YMOE 社（山川副会長）に委
託してきた。これらの業務はそれぞれ別個に委託しており、学連会計から報酬を支出してい
る。構造の明確化や将来的な後継者への移管を考慮して、これら複数の業務を一つの契約と
してパッケージングすることを目指す。 
 

２．詳細 

２.１ 背景 
 契約の背景については昨年度の 6 月幹事会の資料に詳しく、まずはその一部を紹介する。 
 
Q1.そもそも,なぜここまでして日本学連と法人(YMOE 社)との契約にこだわるのか? 
A1.日本学連と山川氏の関係を明確にするためだ.山川氏は日本学連創設期から学連に携わる
人物であり,様々な業務を担ってきた.その中でも重要な役割が“学連の人格を肩代わりする”
というものである. 
少し法的な話をすると,日本学連は任意団体であって JOA のような法人ではない.つまり法
的には“人格”を認められていないから,権利義務を行使することはできない.本来学連という
組織はよその団体と契約を結んだり裁判を起こしたりといったことは一切できないのだ.し
かしこれでは困るということで,昔から山川氏が個人の人格で学連の人格を肩代わりしてき
た.このおかげで地図を保有したりインカレを開催したりできていたわけである. 
ただ,この関係は悪く言えばズブズブの関係であるし,山川氏がいなくなったときが学連の終
わりになるのも間違いない.人格を肩代わりするということは例えば学連が何かやらかした
らその人のせいになるのである.そんなハイリスクなことをボランティアで引き受けてくれ
る人が山川氏以外にいるわけもない! 
そこで山川氏は,自分がこの役目を退いても他の誰かが交代しやすいような仕組みを作って
おきたいと考えた.それが会社(法人)を作ってその会社に学連の人格を肩代わりさせるとい
うものだ.これなら山川氏の会社がなくなったとしても別の会社がそれをビジネスとして引
き継げばよく,後継者の心配が薄れる.そしてこのような会社の最初の例がジェネシスマッ
ピング社であり,今は YMOE 社ということなのだ. 
実はこの話は,冒頭でいう C(組織として日本の学生オリエンティアを代表する)の項目にあ
たるもので,事務局の所在地がヤマカワハウスだったり,ヤマカワハウスにインカレ資材を
置いていたり山川氏に渉外を依頼していたりというのはまさにここに分類される.本来なら
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そういうのを全て包括した契約書をつくるべきなのだが,現時点では後回しにされており,
成文化された契約案もできていない.個別の案件ごとに幹事会で承認を得ているのが現実で
ある.だからいちいち議事録を遡らないと話が見えず,外から見てわかりにくい状態になっ
てしまった......... 
要するに,これまで紹介してきた地図運用規約と業務委託管理契約の二つに加えて,所在地
とか資材管理とか渉外に関する契約も締結しなければ他の誰かが交代しやすいような仕組
みは完成しないのである.気が遠くなる話だが今年度中に目処をつけたいのも確かだ. 
 
 簡単にいうと、インカレを今後も継続して開催するためには山川氏に委託してきた業務
を他の誰かが交代しやすいような仕組みが必要であり、そのために契約を結ぼうとしてい
る。このうち地図事業については昨年度契約書が完成した。そこで、上記で触れられている
「所在とか資材管理とか渉外に関する契約」も基盤維持契約という形で締結することを目指
す。 
 
２.２ 今後の方針 
 本幹事会では、契約の必要性を確認したのち、山川氏作成の契約素案を確認する。今後は
理事の方々のチェックも経たのちに 11 月総会（遅くとも 3 月総会）での承認を目指す。 
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日本学生オリエンテーリング連盟の基盤維持に関する契約 
 
サマリー 
・ 学連の所在地提供＜公式郵送物受取＞ 
・ 学連資材の管理（データベース化）と必要箇所へのお届け＜YMOE資材との融通＞ 
・ 学連版権所有地図の日常的渉外関係構築、経年変化のリサーチと修正・地図データの管理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤字今回追加部分 
・ 学連の利益代表として外の交渉に当たる際の職制の付与＜副会長をここで定義づける＞ 
・ 従来は実績と話し合いだけで執行、年120万円（月あたり10万円）これを上記赤字の業務を加えて

150万円（月12万5千円）で締結したい。 
・ まだまだ情勢をみて判断する要素大で当面の策であり、必要に応じて迅速に見直すを文面に反映し
たい。 

 
学連は任意団体であり、人格を持たない。それを代行して38年間ずっと行ってきた。途中でそれが個人で
はいけないと思い会社化したが、初動の会社はうまくいかなかった。会社改変後は、新規地図作成事業と
かも順調に事業展開し、山川がいなくなって会社としてこの関係を引き継げるように法整備かしておく必
要がある。＜詳しい解説は6月の第1回幹事会資料にある＞ 
 

 
基盤維持契約書 
日本学生オリエンテーリング連盟（以下「甲」という）と有限会社ヤマカワオーエンタープライズ（以下
「乙」という）は、任意団体である甲の組織としての基盤を維持していくため、次のとおり基盤維持契約
を（以下「本契約」という）を締結する。 
 
（総則） 
第1条 甲は、組織としての基盤維持に関する業務を次の条文以下に定めるところにより、乙に委託し、

乙はこれを受託する。 
 
（委託業務の内容） 
第2条 委託業務の内容は、次のとおりとする。 

1、 甲の所在地提供（別項１） 
2、 甲の資材管理と必要箇所へのお届け（別項2） 
3、 甲が地図版権を所有する地図の現地との日常的渉外関係構築と経年変化の修正（別項３）及び地
図データの管理 

 
（職制の付与） 
第3条 第２条で定める業務を遂行するにあたり、乙は甲の全体利益代表として動くことになるので、そ

れにふさわしい甲の組織内の職制を乙に付与する。 
 
（対価） 
第4条 甲は本業務の遂行に対する対価として（別項４）に定める対価を支払うものとする。 
第5条 （報告義務） 
第6条 （緊急時の対応） 
第7条 （瑕疵の責任、再委託の責任範囲）ここで会社業務として日学を支えることを述べる、つまり山

川引退後もこの会社業務を引き継ぐ会社が、ずっと任意団体で続ける日学を支え続ける担保をこ
こで書く。 

第8条 （免責事項） 
第9条 （改正）まだまだ暫定的部分多い、適宜見直し 
第10条 （施行） 
 
令和2年〇月〇日制定 
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【地図販売時添付文書】 
2020年1月 

日光・矢板・塩谷地区のテレインでオリエンテーリング活動をする団体様へ 
 

テレイン利用後の変化および渉外事項の特記すべき報告について 
 

日本学生オリエンテーリング連盟 
 
　日本学生オリエンテーリング連盟（以下：日本学連）が渉外管理しているテレインが
日本学生オリエンテーリング選手権大会（以下：インカレ）開催や、各種事業の展開に
つき、大変増えてきました。それにつれて渉外管理業務も増大しているわけですが、昨
今は林業整備も、大型化・工期短期化の傾向があり、いっぺんにテレインの様相を変え
られる、また土日なのに大型作業をしている（その横を練習会が通り過ぎていく→工事
していたらその周辺のメニューはキャンセルするように指導）例が多発するようになっ
てきています。 
　従前より、提供地図には渉外管理者の連絡先を刷り込み、いつでも連絡を受けられる
体制を敷き、突発的な事象にも、私がヤマカワハウスに居る限り実地に赴き、相手様と
の折衝後、その経験・情報を事後の利用に活かすということを行ってきましたが、昨今
の急激な地図変化は今までの待ちの姿勢だけでは対応しきれなくなっています。地図に
関しても、修正しないでそのまま販売することは、日本学連としても誠実さを欠く、と
思える程です。何よりこれでは良い練習ができないし、インカレ前に部内で大切なレー
スをする際には公正さも欠くことになります。 
　ただ、変化した→じゃあ修正しよう、と短絡的には動けません。これらの地図は日本
学連の版権であり、公的な組織である以上、その資金の使用には明確な使用理由と明瞭
な報告義務があります。それを幹事会で判断することになり、そのルールも定めている
わけですが、昨今の変化の程度と速さでは口コミ（ＳＮＳ）情報だけに頼る訳にはいか
なくなってきました。これまでも利用団体から、変化の報告を散発的に受けていました
が、今後はそれらの報告を渉外問題事項と同様、行事終了後すぐに指定管理者に報告し
て情報を一元的に集積、本当に修正が必要なのか他の学連絡みの管理業務との兼ね合い
を見はからいながら優先して修正作業が必要か判断をして、的確に幹事会に上申できる
体制を整えるべく、改めて本文書で周知を行うものです。 
　ご協力をお願いします。 

指定管理（渉外・地図修正） 
（有）ヤマカワオーエンタープライズ 

代表取締役　山川克則 
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地図提供に関する管理業務委託契約書 

 

日本学生オリエンテーリング連盟（以下「甲」という）と                （以

下「乙」という）とは、以下のとおり甲が所有もしくは主催する競技大会の地図提供および管

理業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条  甲及び乙は、頭書の業務の委託契約に際し、この契約書に定めるもの従いこれを履

行しなければならない。 

  ２   本契約書に明記されていない事項については、その都度甲乙協議の上これを定める。 

 

（目的） 

第２条  甲所有の地図に関する調製（レイアウト・色彩・レイヤー設定等）、印刷及び販売業

務を行うにあたり、これを適正かつ確実に行なうための業務を委託する。 

  ２  甲所有の地図ではない場合の主催行事（日本学生オリエンテーリング選手権大会（以

下「インカレ」という）や学連合宿・インカレ講習会等）の地図に関する調製・提供

についても、適正かつ確実に行うための調製印刷業務を委託する。 

   

（業務の内容） 

第３条  甲は、甲所有の地図に関する調製、印刷及び販売業務（以下「管理業務」という）

の全部を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

  ２  甲または乙は必要があるときは管理業務の内容、実施方法等の変更および追加等を

行うことができるものとする。この場合甲乙協議の上、管理業務の内容、実施方法、

業務委託料などを改めて決定するものとする。 

３  管理業務遂行に関する事務取り扱いの細目については、本契約の各条項で定めるほ

か、甲乙協議の取り決めるものとする。また、委託先についても甲乙協議の上変更す

ることも可能とする。 

 ４  乙は地図に関して、専門的知識・経験を活かして、甲に対し必要なアドバイスを行

う。 

     

（注意義務） 

第４条  乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への管理業務に係る業務指示等に基づき善

良なる管理者の注意をもって管理業務を遂行するものとする。 

  ２  乙の業務の一部を能力の確かな者に再委託する際は、その委託先情報を甲に開示し、

甲の了解を得るものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条  乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡、または継承させて

はならない。 
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（業務委託料および支払方法） 

第６条  甲は、管理業務に係る業務委託料を乙に支払うものとし、その金額については、別

紙１「料金表」のとおりとする。 

２  乙は、甲の幹事会にて、管理業務の実績について報告しなければならない。報告の

内容には、販売地図名、販売枚数、販売先、地図使用日、売上総額を必ず含まなけれ

ばならない。また、この報告は年度中間期と年度最終の幹事会・総会で行うものとす

る。 

３  年度全体の報告は会計監査を経るものとする。 

４  前項の会計監査の終了後２週間以内に地図売上総額から業務委託料を差し引いた金

額を甲に納入しなければならない。甲から乙への業務委託料の支払いは、当該行為を

もって代えるものとする。なお、その際の振込手数料は、乙の負担とする。 

５  経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上

これを改定できるものとする。 

 

（資料等の貸与・保管・返却・廃棄） 

第７条  甲は、管理業務の遂行上必要な資料等を（以下「資料等」という）を乙に貸与し、

また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。 

２  乙は、甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約

に基づく管理業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。 

３  乙は、甲より貸与された資料等を本契約に基づく管理業務の遂行以外の目的に複

写・複製・編集等を行わないものとする。 

４  乙は、甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するも

のとする。 

 

（秘密保持） 

第８条  甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく管理業務遂行上知り得た双方

の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、

本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、

第三者に開示・漏洩しないものとする。 

 

（履行遅延の場合における損害金等） 

第９条  乙の責に帰する理由により、期間内に管理業務を完了することができない場合にお

いて、期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めた時は、甲は、乙から

損害金を徴集して期間を延長することができる。 

  ２  前項の損害金の額は、頭書の業務委託料から、既に完了した管理業務に該当する業

務委託料を控除した額に対して、三百分の１の割合を乗じて計算した金額とする。 

  ３  甲の責に帰すべき理由により、業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は

遅延日数に応じ、三百分の１の割合を乗じて計算した額の利息を甲に請求することが

できる。 
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（不可抗力） 

第１０条  甲及び乙の責に帰さない不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延ま

たは不能が生じた場合は、甲および乙は共にその責を負わないものとする。 

 

（解約） 

第１１条  甲および乙は本契約期間中であっても、３か月前の予告期間をもって本契約を解

約することができるものとする。 

２  前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じ

ないよう配慮するものとする。 

 

（契約期間） 

第１２条  本契約の有効期間は、本契約締結の日から１年とする。ただし、期間満了の日か

ら３か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさら

に１年延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協議事項） 

第１３条  本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙

互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。 

  

 以上のとおり甲乙間で管理業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有するものとす

る。 

 

平成  年  月  日 

 

    甲    住所 栃木県塩谷郡塩谷町船生 6082-68 山川克則記念館内  

         氏名 日本学生オリエンテーリング連盟 

会長     河合 利幸          印 

    

      乙    住所  

         氏名  

                      印 
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（別紙１） 料金表 

 

 学連所有地図の販売代行業務について 

販売する地図の種類 
販売地図１枚当たり 

業務委託手数料 

縮尺が 15,000分の 1の地図 ＊１ 

200円 縮尺が 10,000分の位置で、サイズが B4以上の地図 

甲主催の行事で使用する地図 ＊２ 

上記以外の地図 150円 

 

＊１ 通常時に縮尺 10,000分の１で頒布している地図を、オプションとして縮尺 15,000分の

１で提供する場合には適用しない。 

＊２ インカレ・学連合宿・インカレ講習会等を指す。これら行事の会計の事情如何によって

は 150円に減額することもある。 
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日本学生オリエンテーリング連盟の地図の作成及び運用に関する規約 
 

第１章 総則 
第１条（目的） 
１ 本規約は、日本学生オリエンテーリング連盟

（以下「日本学連」という。）が保有する金融資

産を有効活用し、日本学連の最も重要な資産たる

地図財産を継続的に更新し、使用可能な状態に保

つことを目的とする。 
２ 同時に、地図を作成する者の環境を整備するこ

とで、本規約が日本の学生オリエンテーリング

界、ひいては日本オリエンテーリング界全体の永

き発展に寄与することを目的とする。 
 
第２条（定義） 
１ 本規約における「地図」とは、オリエンテーリ

ングの競技用の地図のOCAD データ及びその印刷

物を指す。 
２ 本規約における「地図作成者」とは、日本学連

が著作権を有するもしくは有することになる地図

の作成及び更新を相応の対価をもって事業として

行う者を指す。 
３ 本規約における「地図事業」とは、日本学連へ

の事業の提案から、日本学連による事業完成確認

までの一連の手続きを指す。 
４ 本規約における「指定管理業者」とは、日本学

連と別途管理業務委託契約を締結した者を指す。 
 
 
第２章 窓口 
第３条（連絡先） 
１ 日本学連における地図事業に係る窓口として、

日本学連副幹事長（以下「副幹事長」という。）

を正責任者とする。 
２ 正責任者に加えて、日本学連地図会計担当理事

（以下「担当理事」という。）を副責任者とす

る。 
３ 地図作成者が地図事業に係る連絡を日本学連に

対して行う場合、必ず上記２者及び日本学連幹事

長に対して連絡するものとする。 
 
第４条（連絡方法） 
１ 日本学連への連絡方法はやむを得ない場合を除

いて原則インターネットメールによるものとす

る。第３条３項に定める者のメールアドレスは、

日本学連事務局まで問い合わせること。 
２ やむを得ない場合は電話等による連絡も可とす

る。 

 
 
第３章 事業の展開 
第５条（事業の提案） 
１ 本規約における地図事業は、日本学連構成員の

他、地図作成者からも提案できるものとする。後

者の場合は、第６条に規定する書類を日本学連に

提出するものとする。 
２ 日本学連構成員において作成及び更新を希望す

る地図がある場合は、個別に日本学連あて連絡を

行う。連絡方法は第４条による。なお、日本学連

加盟校及び加盟員は地図作成者を日本学連に推薦

できる。その場合、推薦された地図作成者は、第

６条に規定される書類を日本学連に提出するもの

とする。 
３ 日本学連構成員からの事業提案であって地図作

成者の推薦がない場合、日本学連は地図作成者の

公募を行う。その際は日本学連のホームページ上

にて詳細を告知する。複数の応募者があった場

合、幹事会及び理事会において計画の実現性等を

総合的に勘案し、地図作成者を選定する。 
 
第６条（提案・見積） 
１ 地図作成者は、「地図事業計画書(様式１)」（以

下「事業計画書」という。）及び「地図事業見積

書(様式２)」（以下「見積書」という。）を日本学

連に提出する。 
２ 地図作成者は、事業費を算定する際、適正な価

格となるようにしなければならない。事業費は、

地図の修正事業においては 1 ha あたり 4000 円を

上限とし、地図の新規作成事業及びリメイク事業

においては 1 ha あたり 6000 円を上限とする。 
３ 日本学連に対して事業の提案があった場合、幹

事会及び理事会は当該事業の必要性について検討

し、可否を判断する。 
４ 事業費見積総額が 200 万円(税込)を超える場合

は、当該事業について幹事会、理事会及び総会で

の承認を必要とする。この場合、地図作成者は日

本学連幹事会に出席し事業計画書及び見積書につ

いて説明を行う義務を負う。また、日本学連総会

にも出席し、事業計画書及び見積書について説明

を行うことが望ましい。 
５（一） 事業費見積総額が 200 万円(税込)以下の

場合は、当該事業について幹事会での承認

を必要とする。この場合、地図作成者は日
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本学連幹事会に出席し事業計画書及び見積

書について説明を行う義務を負う。 
 （二） 事業費見積総額が 200 万円(税込)以下

で、当該事業が喫緊性の認められる必要最

低限の地図修正事業である場合、地図作成

者が事業計画書と見積書を日本学連に提出

して一週間の間に正副責任者から問題を指

摘されなければ、地図作成者は前項に定め

る事前承認無しに事業を開始してよい。た

だし事業完成後に、当該事業について幹事

会での承認が必要であり、地図作成者は日

本学連幹事会に出席し事業計画書及び見積

書について説明を行う義務を負う。 
 
６ 削除 
 
第７条（契約） 
１ 日本学連は、提出された事業計画書及び見積書

について承認した場合、地図作成者と地図事業に

ついての契約を行う。 
２ 発注形式は、「地図事業発注・請負契約書(様式

３)」（以下「契約書」という。）によるものとす

る。契約書には地図作成者、日本学連双方の署

名、捺印を必要とする。 
３ 削除 
４ 契約書正副２通に日本学連、地図作成者の双方

が署名・捺印することで契約が成立したものとす

る。 
５ 削除 
 
第８条（事業計画の変更） 
１ 地図作成者は、事業計画に大きな変更が生じた

場合、「地図事業計画変更届(様式４)」（以下「計

画変更届」という。）を早急に日本学連まで提出

しなければならない。 
２ 地図作成者は、計画変更届について日本学連幹

事会からの承認を得た上で事業を継続しなければ

ならない。ただし、変更により事業費総額が 200 
万円(税込)を超える場合は、日本学連総会及び理事

会の承認を必要とする。 
３ 日本学連は、提出された計画変更届について承

認した場合、地図作成者と地図事業についての契

約を再度行う。契約の方法は第 7 条に従う。 
 
 
第９条（納品・検収） 
１ 地図作成者は、地図の作成が完了した場合、

「地図事業完了報告書兼支払請求書(様式５)」（以

下「完了報告書兼請求書」という。）を日本学連

に提出すると同時に、地図を日本学連に納品す

る。 
２ 地図の納品形態は、OCAD データによるものと

する。OCAD データのバージョンについては、契

約書で指定する。 
３ 地図に関する一切の権利は、納品の時点で日本

学連に属することとし、著作権表示もこれに合わ

せて行っておくものとする。 
４ 日本学連は、納品された地図について不備がな

いことを確認する。確認は指定管理業者に委託す

る。不備がないことが確認された場合、それをも

って検収が完了したものとする。 
５ 地図事業者と指定管理業者が同一だった場合

は、第９条１の手続きをもって検収が完了したも

のとする。 
 
第１０条（事業費の支払い） 
１ 地図作成者は、納品した地図について検収を受

けた後に日本学連より事業費の支払いを受ける。 
２ 日本学連は、検収完了後、提出された完了報告

書兼請求書に基づき速やかに地図作成者に対して

事業費の支払いを行わなければならない。 
３ 事業費の支払いは原則銀行振込によるものとす

る。その際の各種手数料は日本学連の負担とす

る。 
 
第１１条（事業完成確認） 
１ 作成された地図を最初に利用する競技会の開催

者は、競技会開催後２週間以内に「地図利用報告

書(様式６)」（以下「利用報告書」という。）を日

本学連に提出しなければならない。 
２ 利用報告書において地図事業の瑕疵が指摘され

た場合、地図作成者は初回に限り該当部分に対す

る修正を無償で速やかに行う義務を負う。修正完

了時には、日本学連に対して「地図修正報告書(様
式７)」（以下「修正報告書」という。）を提出し

なければならない。 
３ 削除 
４ 削除 
 
 
第４章 地図財産の運用 
第１２条（委託管理） 
１ 日本学連は、日本学連が著作権を有する地図の

検査、調製及びその販売業務の一部または全部

（以下「管理業務」という。）を指定管理業者に
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委託することができる。ただし、販売価格は日本

学連が決定する。 
２ 幹事会及び担当理事は指定管理業者の選定を行

い、理事会からの承認を受ける。 
３ 日本学連と指定管理業者は、管理業務の具体的

内容について、別途委託契約を締結する。 
４ 指定管理業者は、委託契約に従い善良な管理者

の注意をもって業務を行うものとする。 
５ 指定管理業者は、委託された管理業務を遂行す

るにあたって何らかの不都合が生じた場合の全て

において、いかなるささいなことであっても日本

学連まで速やかに報告し、必要に応じて判断を仰

がなければならない。 
 
第１３条（地図の管理・利用） 
１ 日本学連は、指定管理業者に対し、日本学連が

著作権を有する地図が第三者の権利を侵害しない

ものであることを保証する。 
２ 担当理事は、日本学連が著作権を有する地図の

全 OCAD データの原本を厳重に保管する。 
３ 担当理事は、地図事業により納品された最新の

地図の OCAD データを随時指定管理業者に無償で

貸与する。 
４ 指定管理業者は、担当理事より貸与された

OCAD データを厳重に保管し、日本学連以外の第

三者に漏らしてはならない。 
５ 指定管理業者は、貸与された OCAD データか

ら、印刷物としての地図を調製できる。 
６ 指定管理業者は、委託された管理業務の遂行上

必要不可欠な場合に限り、貸与された OCAD デー

タを改変できるものとし、その内容と実施の可否

については事前に日本学連幹事会の承認を得なけ

ればならない。なお、承認を得て改変した OCAD 
データは、直ちに担当理事に提出しなければなら

ない。 
７ 指定管理業者は、委託契約満了時には、貸与さ

れた全 OCAD データを直ちに消去しなければなら

ない。 
８ 本規約及び委託契約に定めのない地図の利用形

態については、日本学連及び指定管理業者で別途

協議の上、利用の可否、対価等につき決するもの

とする。 
 
第１４条（販売価格、方法） 
１ 地図の販売価格は、地図作成者より提出された

事業計画書に基づき、幹事会が決定し、理事会の

承認を受ける。 

２ 地図の販売価格、窓口及び手続きは日本学連の

ホームページにて公開する。 
３ 地図の販売に係る報告及び精算方法について

は、委託契約に準ずる。 
４ 削除 
 
 
第５章 改正、施行 
第１５条（改正） 
 本規約の改正は、幹事会、理事会及び総会の承認

による。 
 
第１６条（施行） 
 本規約は、平成３１年４月１日より施行する。 
 
平成２６年３月１０日制定 
平成３１年 3 月１８日改訂 
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日本学生オリエンテーリング連盟の地図の作成および運用に関する規約）（別則）＜案＞ 
 
１．＜前文＞本規約の理念とするところを拡張し、日本学連に「地図」という資産が著作
権として残らない場合でも、本規約を適用できるように別則を定める。 
 
２．＜適用＞本規約第１条２項の目的を満たすと判断される場合、幹事会の合意をもって
本別則は適用される。本別則で規定されない事項に関しては、本規約で定めるところに従
うものとする。 
 
３．＜事業内容＞本別則を適用できる事業内容は、本規約が規定するところの地図作成に
関わる部分の一部、概ね以下の内容となる。 
　a. 地図作成の方法の伝授（地図作成費用の一部） 
　b. 新規地図作成に至る、現地渉外含む一連の背景環境の構築の方法の指導 
　詳細は附則（ガイドライン）で定め、適宜情勢に応じて幹事会で見直すものとする。 
 
４．＜事業の提案＞本別則の適用を提案することができるのは、日本学連構成員（加盟
校）及び下部組織（地区学連・委員会等）とする。地図作成者からの提案は本別則の
適用範囲外なので、本規約第５条2項、３項に従い、事業遂行者を選定する。 

 
５．＜報告＞本別則を適用して事業を行ったものは、その詳細な報告を日本学連あてに行
う。報告内容は日本学連の資産として蓄積し、webに公開される。 

 
附則（ガイドライン） 
 
１．＜見積＞本別則を適用して事業を行う場合、当面60万円を上限とする。必要に応じて
見直す。提案者は幹事会あてに事業者に委託する内容の見積書を提出して、事業予算
の承認を得る。 

　　（積算例）調査　10日、試走・修正　4日、企画・渉外・運営指導　6日 
　　　計20日、単価3万円 
２．＜事業計画の変更＞本規約の第８条で述べるところの地図作成者を提案者に読み替え
るものとする。 

３．＜諸費用の扱い＞本別則を適用して事業を行う場合の日本学連の負担は技術料指導料
に関する部分のみとし、交通費・宿泊費などの諸費用は提案者の負担とする。　 

 
令和２年〇月〇日制定 
 
取り急ぎ2019年12月7日幹事会で合意したことを文章にまとめてみました。＜山川＞ 
ロードマップ：茨城大大会が2021年2月開催予定で進めているので、幹事会（zoom幹事会
含む）で合意しておいて次か秋の総会で通す、同時に茨城大にも申請書を用意しても
らう。また次を伺う団体の照会も行い、幹事会でシェアする････でいかがでしょう？ 
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要項　２０２０年度要項　２０２０年度 オリエンテーリング 　　インストラクタ養成講習会　　インストラクタ養成講習会 兼兼 スタッフ養成講習会スタッフ養成講習会 地図を読みながら、道の山野を駆けるオリエンテーリングは、 競技スポーツ競技スポーツ としてのみならず、気軽に自然に親しむ レクリエーションスポーツレクリエーションスポーツ として幅広い年齢層に親しまれています。 岐阜県オリエンテーリング協会では、（公社）日本オリエンテーリング協会公認資格となる オリエンテーリング・インストラクタの養成講習会 を開催します。地域や学生のクラブ、職場でオリエンテーリングの楽しさを広めていただく指導者として、この機会に受講をお勧めするものです。また、同時に、2020年開催のねんりんピック大会や体験会などにおいて、運営をサポートする オリエンテーリング・スタッフを養成する講習会 としても開催するものものですです 。受講者で希望者には、インストラクタ資格取得の支援をします。  
１　主　　催　 岐阜県 
２　主　　管　 岐阜県オリエンテーリング協会（協力　愛知・三重・静岡の各県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会
予定） 
３　後　　援 　日本学生オリエンテーリング連盟、公益社団法人日本オリエンテーリング協会 
４　期　　日 　２０２０年５月３０日（土）午前１０時 ～ ３１日（日）午後４時 
５　場　　所 　南飛騨健康増進センター（岐阜県下呂市萩原町四美1557-3）　℡0576－55－0010 
６　受講資格 　１８歳以上で、オリエンテーリングに興味のある方ならどなたでも受講できま

す。 
・インストラクタ資格取得を目指す方は、出場クラスは問いませんが、講習会前までに過去１
年程度前までの大会参加地図（カラーコピー）及び記録の提出をお願いします。 
・オリエンテーリング・スタッフを希望する方は上記の提出は必要ありません。 

７　募集定員 　２５名（会場の都合により申し込み先着順とします。申込状況については、下記問い合わせ
先にご連絡ください。） 

８　受講料 　岐阜県民（県出身大学生含む）2,000円(岐阜県からの一部充当補助により) 
岐阜県出身以外大学生5,000円（岐阜県オリエンテーリング協会の一部充当補助により） 
岐阜県民以外7,000円＊宿泊希望者は朝・昼食代含む１泊料金として4,500円（夕食別） 

９　申し込み 
（1） 受講希望者は５月15日必着で葉書、Fax又はEﾒｰﾙで下記事項を記入し申込してください。 

①氏名（ふりがな）、②〒住所、③性別、④生年月日、⑤携帯番号、⑥Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、⑦宿泊希望 
（2） 受講料を下記に納入してください。（振込み手数料は、各自負担をお願いいたします） 

   ゆうちょ銀行　記号12480　番号4995861　岐阜県オリエンテーリング協会 
＊市中銀行からの振込の場合　 
【店名】二四八（ニヨンハチ）【店番】248【預金種目】普通預金【口座番号】0499586 

（３） 振込確認後ﾒｰﾙで連絡します。1週間ほど前に、受講票とともに案内を郵送する予定です。 
10　問合せ先 　〒506-0051　高山市中山町296　橋本八州馬方　岐阜県オリエンテーリング協会 
　　　　　　  Tel:090-5623-9843 Fax. 0577-32-0532　E-mail. yasuma89@gmail.com 
11  講習内容 　（公社）日本オリエンテーリング協会公認資格取得に関する規定に基づき実施します。 
　　　　　　　　　主な内容：ＯＬとその基礎理論、ＯＬの特性（特性・初歩の競技ﾙｰﾙ）、指導のための基

礎理論、指導実習、体力・走力の指導、指導実習、その他大会運営、地元渉外
等の内容についても触れる予定です。 

12　講　　師 　（公社）日本オリエンテーリング協会公認ディレクタ、特別講師として山川克則氏、坂野翔
也氏を招聘する予定です。 

 
13　資格登録 　インストラクタ資格取得を目指す修了者には、後日、所定の登録料と手続きにより登録でき

ます。詳細については、講習会の際にお知らせします。 
14　注意事項 
（１）１日目の受付は午前９時30分から行います。午前10時までにお済ませください。 
（２）携行品等　筆記具（赤のボールペンも持参のこと）、健康保険証、運動が出来る服装、運動靴、コン

パス（オリエンテーリング用の磁石・無い方は本部で準備します） 
（３）参加できなくなったとき、遅刻するときは必ず連絡願います。（７日前までに連絡のあった場合は、

受講料をお返しいたします。） 
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中津川での秋インカレの土曜夕方の総会で決済いただいているものです。 
各クラブ、公開の大会を行うからには有資格者を設置をJOAの規則上は義務付けられている
ものです、 
5月30-31日岐阜県下呂市で開催です。 
学連向け要項は3月中別途発行します。 
 
内容は学連向けに、渉外の話と、リスクマネジメントの話を一般にそこらの県協会で行われ
ている 
インストラクタ講習会よりかなり充実させるつもりです。 
 
各自もしくはクラブ負担は宿泊食費だけなります。交通費と講習費は日学予算で支給です 
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日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 
実施に関するガイドライン 

 
０（前文） 
  このガイドラインは、世界のフットオリエンテーリング種目が、ロング・ディスタンス、ミドルディスタ

ンス、スプリント、リレー、（最近はスプリントリレーも加わっているが）の 4 種目になって、わが国のイン
カレチャンピオンを決める場を全種目持つべきであると、5年前から議論が始まり、一旦時期尚早で否決をし
たものの、その後も議論を重ね、2回の実験・試行大会を経てようやく正式発足可能かどうかの決議を出来る
ところまで行き着いた。これはその長い議論と多くの汗を流した中で共通認識として挙げられたことを、IOF
（世界オリエンテーリング連盟）のガイドラインも参考にしつつ、纏め上げたものである。スプリント種目は

町の中や公園で実施可能な種目で本場欧州とテレイン的なハンディは少ないといわれているが、渉外的な実施

環境においては、社会の理解度等雲泥の差があり、日本での本格的なスプリント競技の実施には大きなハード

ルが存在しているといわざるを得ない。そんな中で、スプリント種目も他の種目と同様、インカレチャンピオ

ンを目指すことが大きな目標となるような、価値を持つ大会にまで成長するために、必要な事項をガイドライ

ンとして規定する。当面、規則では書ききれないことや、その時々で柔軟かつ高度な判断な求められる時の拠

り所となるものである。このガイドラインは価値が根付いたかどうかによって、新たな問題解決を求められる

こともあるだろう。よって、およそ 5 年の歳月をもって見直すものとする。本文中、“当面の間”と述べられ
ているものは、特に定着の度合いによって、見直すべき項目である。 
 
１（目的） 
このガイドラインは、日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門（以下、インカレスプ

リント）の実施を円滑の行うために、規則では規定しきれない事項をガイドラインとして定める。 
 
２（要件の優先順位） 
  当面の間はインカレスプリントを新たに創設し定着させていくことが第一目的となる。インカレスプリン

トの「継続性」が最も優先的な価値観として、他の要件を判断していくことになる。次に重要なのが、「観客

の多い環境」である。次が「テレインの質」、「コースの質（ルートチョイス・間断ない判断のストレス）」な

どの競技性、「公平さ・公正さ（偶然性の排除、一般客への対応・コントロールの置き方、地図の見易さ等）」、

「メディアのコントロール(註：日本ではあまりスポットが当たらないが、中継放送のある欧州ではこれも横並
びの重要項目)」などが並列してある。これら全部を満たす環境を用意することは至難の技である。どれを重要
視するかは、その時々のシチュエーションによるが、「継続性」を第一に、「観客の多さ」を第二にして、これ

らの要件を判断してインカレスプリント開催していく。 
 
３．開催日程 
  日本学生オリエンテーリング選手権ロング・ディスタンス競技部門（以下、インカレロング）の前日に開

催することを原則とする。但し、２．で述べる要件の優先順位から判断して分断開催することも有りうる。 
 
４．主管 
  大会を運営母体となる主管は、インカレスプリント実行委員会とする。インカレスプリント実行委員会は、

日本学生オリエンテーリング連盟(以下、日本学連)インカレスプリント担当理事によって招集される。 
  インカレロングの前日に開催する場合、主管をインカレロング・スプリント実行委員会として構わない。 

18



  また、インカレスプリントのみにおいては、当日役員として日本学連の加盟員を招集しても構わない。 
 
５．予算 
 開催する環境によっては、インカレスプリントの大会会計が赤字になることも十分ありえる。その際は継

続性の障害とならないよう、赤字分は日本学連の会計から補填する。インカレスプリント・インカレロング一

体開催の時に会計を切り分けることも現実的ではない。その際は大会のアウトラインが見えてきた段階で、詳

細な見積もりを実行委員会が提出し、幹事会でその決済を行う。但し、赤字が補填できる限度は、別に定めて

ある日本学連の会計規定で、幹事会での決済可能額の範囲内とする。 
地図調査にかかる費用は上限 25 万円とし、特別な事情によりそれ以上の費用がかかる場合は、スプリン

ト担当理事が日本学連幹事会において理由を説明する。 
 

 
６．設置クラス 
  選手権クラス以外のクラスの有無および形態については、インカレスプリント実行委員会の判断による。 
 
７．選手権クラス競技者数  
  男子 60人、女子 30人とする。 
 
８．選手権クラス出場選手選出方法 
  『日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 競技者数及びその配分に関する規則』に

従う。 
 
９．インカレロングモデルイベント 
  インカレロングの前日にインカレスプリントを開催する場合、インカレスプリント当日にインカレロング

モデルイベントを併催することが望ましいが、その時の環境によっては、タイムスケジュール的にインカレロ

ングモデルイベントの開催が困難な場合は開催しなくても構わない。 
 
10．アドバイザ 
  アドバイザは、当面の間、前の大会で重要職を勤めたものが就くことを強く求める。また経験度の高い者

複数が就任することも強く求める。インカレロングとの兼任をしないことが望ましい。アドバイザの経費は、

日本学連の会計から別に支弁される。アドバイザは、インカレスプリント担当理事とともに、2項で述べた必
要要件の優先順位について、多面的に検討し大所高所からのアドバイスを行う。 
 
11．実行委員会 
  実行委員会は、当該インカレの 1年前までに理事会の承認のもとで組織される。 
 
12．インカレスプリント実行委員会の承認 
  『日本学生オリエンテーリング選手権実施規則』に従う。 
 
13．本ガイドラインの見直し 
  インカレスプリントの定着度、また回数を重ねるに従って新たに出てきた問題点などを洗い出して、およ
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そ 5年を目途に、本ガイドラインはその時の情勢に合わせて見直すものとする。   
 
14．本ガイドラインは平成 27年 3月 9日より施行する。 
 
平成 27年 3月 9日 制定 
 
 
【説明１】 
スプリント・ロングの 2日間大会の時も、また 2日間大会であっても実行委員会は分離（テレインの配置によ
っては有り得る事）、また分離日程開催になっても通用するように書かれている。 
 
【説明２】 
アドバイザには、経験者の就任を当面強く求めるとした。（理事会の承認要件としてとても大きな要素） 
就任者の距離・交通費の問題もあるかと思うので、予算に迷惑をかけないよう別会計とした。 
（実はロングもアドバイザは別会計が基本なんだけど、最近は実行委員会で包括してしまっている。 
それが元で交通費圧迫がと実行委員会の方で理由付けされないようにするために、あえて書いた） 
尚、ここでは書いていないが、インカレスプリント担当理事も、ロング担当理事とは兼任不可である。 
 
 

以上 
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2020.3.14 幹事会資料 
作成：山川 
 
インカレスプリントのガイドライン見直しについて 
 
2013　実験大会（ミドル前日）　矢板運動公園 
2014　試行大会　福井かなづトリムパーク 
2015　1回目　長野　富士見リゾート 
2016　2回目　栃木　天平の丘公園 
2017　3日目　岐阜　時（大垣市上石津町） 
2018　4回目　長野　駒ヶ根高原　アルプスの丘 
2019　５回目　岐阜　中津川公園 
2020.10.17　次回　栃木　まだ非公開　3.11でギリ予備渉外成立。 
　　　　中津川公園同様この日しか空いていないと言われその場で決断するしかなかった。 
 
インカレスプリントを5年続けてきて、現ガイドラインが実情にそぐわなくなっている部分等をまず説明
する 
 
1． 一般クラスの設置　規定されていないがここ2年（駒ヶ根、中津川）は開催している。一般クラス

設置をマストにするか、望ましいにするか、その時の環境で実施するかどうかは実行委員会判断
にするか？　スプリント会計は初期の頃絶対に赤字になり、そこを学連から補助金をつぎこむ、
としてきたが、一般クラスがあると実は会計的には回る、その辺のさじ加減。 

2． 実はインカレロングと連続開催かも規定されておらず、インカレスプリント単独開催の目も残し
ている文章になっている。その辺をどう考えるか？ 

3． 地図調査費用が上限25万円としているが、ここに大きな齟齬が生じている。スプリント地図の単
価相場としてヘクタール辺り7000円という相場観があり、それをA4サイズで必要面積を算定する
とほぼそれで正しいことになる。しかしどこまでをプロの仕事の範疇とするかにおいては、地図
の1次調査が完成してその後の方が実は工数が大きいことが第5回で顕在化した。業者はその部分
で食い下がり何とか6万円の増額を確保したが、実際のこの部分の工数を事前に正確に見積もるの
は困難。典型的は例としてアジアユース選手権のスプリントはもっと顕著。地図ができてからの
方が工数も費用も莫大に多い。 

4． 重職者、および担当理事の兼任不可について･･･これは削除したい。また秋インカレ全体において
担当理事を置いているが殆ど機能していない現実もある。 

5． 立案時期の問題、中津川では1年以上前のつばつけ（状況探り？）渉外の段階でこの日しか空いて
いないと言われ、その場での即決を決断するしかなかった。次回に関しても、コロナウィルスの
対応で春インカレ渉外を想定外に大量かつ重い渉外活動で後回しにしていた（そもそも第1回渉外
を栃木県協会理事長単独に任せていたら不調で終えてきた）が、そろそろ本気で動かないとと思
い3.11に時間をやりくりして行ってきた。案の定10月17日以外空いていないと言われ、その場で
即決してきた。危なかった。かように1年前でも手遅れの場合がある。インカレロングの実行委員
会自前立案構想と含め1年半以上前の動き出しが立案段階で求められる。 
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1

全日本大会エリートクラス出場資格規則

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会

全日本大会の選手権クラス（E クラス）では、以下のように出場資格を設ける。

1. 共通

1.1 E クラスへの出場は競技者登録者に限る。

1.2 E クラス出場資格を取得できるのは、2 項に定める大会において、3 項から 7 項に定

める成績を上げた者とする。なお、各クラスのエントリ数の 1/2（端数切り上げ）以

内の順位で、かつ優勝時間の 150%以内でなければならない。

1.3 %で計算する時間については、ロングとミドルでは分単位に切り上げ、スプリントで

は秒単位に切り上げた数字を用いる。

1.4 年齢はその年度内に達する年齢とする。

2. E クラス出場資格取得の対象となる大会の定義

2.1 以下のいずれかの期間に開催された公認大会（ただし、全日本大会を含まない）が対

象になる。

- 前年度の同種目の全日本大会開催日の 1 ヵ月前の日が属する月の初日以降。

- 当該大会開催日の 12 ヵ月前の日が属する月の初日以降。

2.2 ロングまたはミドルの公認大会の成績によって、ロングまたはミドルの全日本大会の

E クラス出場資格を取得することができる。

2.3 スプリントの公認大会の成績によって、スプリントの全日本大会の E クラス出場資格

を取得することができる。

2.4 2.1 項に加えて 7 項に定義する大会も出場資格対象の大会とする。

3. ロングディスタンス競技

3.1 3.1.1 から 3.1.4 のいずれかに該当する者は M/W21E の出場資格を取得する。

3.1.1 JOA 強化選手(フォレスト A または B)に指定されている者

3.1.2 前年度全日本大会（ロング）において M21E 10 位以内、W21E 5 位以内の者

3.1.3 前年度全日本大会（ミドル）において M21E 10 位以内、W21E 5 位以内の者

3.1.4 2.項に該当する公認大会において M/W21A 上位 3 名の平均時間の 115%以内の

者

3.2 3.2.1 から 3.2.5 のいずれかに該当する者は M/W20E の出場資格を取得する。

3.2.1 JOA 強化選手(U-20 または U-18)に指定されており、かつ強化委員会が出場を

認めた者
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2

3.2.2 当年度全日本大会（ロング）における M/W21E 有資格者

3.2.3 前年度全日本大会（ロング）において M/W20E 10 位以内の者

3.2.4 前年度全日本大会（ミドル）において M/W20E 10 位以内の者

3.2.5 2.項に該当する公認大会において M/W20A 上位 3 名の平均時間の 120%以内の

者（当該クラスがない場合、20 歳以下を対象とした最上位のクラス）

3.3 E クラスに出場できるのは 16 歳以上とする。ただし、強化委員会が出場を認めた者

については、この限りではない。

3.4 18 歳以下の者が M/W21E に出場するためには、全日本（ロングまたはミドル）の

M/W20E への出場を経験していなければならない。

3.5 M/W20E に出場できるのは 20 歳以下とする。

3.6 3.1.3 および 3.2.4 において当年度全日本大会（ミドル）の成績が確定する場合には、

前年度に加えて当年度の全日本大会（ミドル）も対象とする。

4. ミドルディスタンス競技

4.1 4.1.1 から 4.1.4 のいずれかに該当する者は M/W21E の出場資格を取得する。

4.1.1 JOA 強化選手(フォレスト A または B)に指定されている者

4.1.2 前年度全日本大会（ロング）における M/W21E 有資格者

4.1.3 前年度全日本大会（ミドル）において M21E 10 位以内、W21E 5 位以内の者

4.1.4 2.項に該当する公認大会 において M/W21A 上位 3 名の平均時間の 115%以内

の者

4.2 4.2.1 から 4.2.5 のいずれかに該当する者は M/W20E の出場資格を取得する。

4.2.1 JOA 強化選手(U-20 または U-18)に指定されており、かつ強化委員会が出場を

認めた者

4.2.2 当年度全日本大会（ミドル）における M/W21E 有資格者

4.2.3 前年度全日本大会（ロング）における M/W20E 有資格者

4.2.4 前年度全日本大会（ミドル）において M/W20E 10 位以内の者

4.2.5 2.項に該当する公認大会において M/W20A 上位 3 名の平均時間の 120%以内の

者（当該クラスがない場合、20 歳以下を対象とした最上位のクラス）

4.3 18 歳以下の者が M/W21E に出場するためには、全日本（ロングまたはミドル）の

M/W20E への出場を経験していなければならない。

4.4 M/W20E に出場できるのは 20 歳以下とする。

4.5 4.1.2 および 4.2.3 において当年度全日本大会（ロング）の成績が確定する場合には、

前年度に加えて当年度の全日本大会（ロング）も対象とする。

5. スプリント競技

5.1 5.1.1 から 5.1.3 のいずれかに該当する者は M/WE の出場資格を取得する。
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5.1.1 JOA 強化選手(フォレスト A、B、スプリント、U-20 または U-18)に指定され

ている者

5.1.2 2.項に該当する公認大会において最上位クラスで優勝時間の 130%以内の者

5.1.3 前年度全日本大会（スプリント）の決勝レースに出場した者

5.2 年齢に制限は設けない

6. E クラス出場資格取得条件に関する特則

6.1 20 歳以下を対象とした A クラスがより上位のクラスと統合されている場合は、20 歳

以下の競技者内での成績を適用する。

6.2 全日本大会以外の公認大会（ロング／ミドル）で E クラスが設けられる場合は、

M/W21E（M/WE）を M/W21A として、M/W20E を M/W20A として扱う。このと

き A クラスは E クラス出場資格取得の対象とならない。

6.3 以上の資格を持たない者が E クラス出場を希望する場合は、競技者登録している都道

府県オリエンテーリング協会の推薦を受けた上で競技委員会に申請し、個別の承認を

受けなければならない。

7. 学生選手権およびジュニア選手権

7.1 日本学生オリエンテーリング連盟主催の学生選手権大会（インカレ）

7.1.1 ロングディスタンス競技の部において、7.1.1.1 から 7.1.1.6 により当該年度の

各全日本大会（ロング／ミドル）の E クラス出場資格を与える。当該年度にお

いてインカレより前に全日本大会が開催された場合には、次年度の出場資格を

与える。

7.1.1.1 男子選手権クラスで 6 位以内の者 → M21E クラス

7.1.1.2 女子選手権クラスで 6 位以内の者 → W21E クラス

7.1.1.3 男子選手権クラス有資格者 → M20E クラス

7.1.1.4 女子選手権クラス有資格者 → W20E クラス

7.1.1.5 男子新人クラスで 3 位以内の者 → M20E クラス

7.1.1.6 女子新人クラスで 3 位以内の者 → W20E クラス

7.1.2 ミドルディスタンス競技の部において、7.1.2.1 から 7.1.2.6 により当該年度の

各全日本大会（ロング／ミドル）の E クラス出場資格を与える。当該年度にお

いてインカレより前に全日本大会が開催された場合には、次年度の出場資格を

与える。

7.1.2.1 男子選手権クラスで 3 位以内の者 → M21E クラス

7.1.2.2 女子選手権クラスで 3 位以内の者 → W21E クラス

7.1.2.3 男子選手権クラス有資格者 → M20E クラス

7.1.2.4 女子選手権クラス有資格者 → W20E クラス
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7.1.2.5 男子新人クラスで 3 位以内の者 → M20E クラス

7.1.2.6 女子新人クラスで 3 位以内の者 → W20E クラス

7.2 地区学生オリエンテーリング連盟主催の選手権大会（地区インカレ）

7.2.1 ロングディスタンス競技の部において、7.2.1.1 から 7.2.1.4 により当該年度の

各全日本大会（ロング／ミドル）の E クラス出場資格を与える。ただし、選手

権クラスが 2 クラス以上に分割された場合は、（ ）内の順位を適用する。

7.2.1.1 男子選手権クラスで 1 位の者 → M21E クラス

7.2.1.2 女子選手権クラスで 1 位の者 → W21E クラス

7.2.1.3 男子選手権クラスで 5 位（3 位）以内 → M20E クラス

7.2.1.4 女子選手権クラスで 5 位（3 位）以内 → W20E クラス

7.2.2 ミドルディスタンス競技の部において、7.2.2.1 から 7.2.2.4 により当該年度の

各全日本大会（ミドル）の E クラス出場資格を与える。ただし、選手権クラス

が 2 クラス以上に分割された場合は、（ ）内の順位を適用する。

7.2.2.1 男子選手権クラスで 1 位の者 → M21E クラス

7.2.2.2 女子選手権クラスで 1 位の者 → W21E クラス

7.2.2.3 男子選手権クラスで 5 位（3 位）以内 → M20E クラス

7.2.2.4 女子選手権クラスで 5 位（3 位）以内 → W20E クラス

7.3 全日本ジュニア選手権大会

7.3.1 全日本ジュニア選手権大会において、7.3.1.1 および 7.3.1.2 により当該年度の

各全日本大会（ロング／ミドル）の E クラス出場資格を与える。当該年度にお

いて全日本ジュニア選手権より前に全日本大会が開催された場合には、次年度

の出場資格を与える。

7.3.1.1 ME クラスで 3 位以内の者 → M20E クラス

7.3.1.2 WE クラスで 3 位以内の者 → W20E クラス

8. 附則

本規則は令和 2 年度の全日本大会より施行する。

昭和 31 年 4 月 1 日 制定

令和元年 9 月 21 日 改正
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届出書提出に関して 
 
古いメールアドレスが混ざっている 
（１）日本学連ホームページ 
＜場所＞ 
 ・「テレイン利用」→「日本学連販売地図 購入の手引き」→手引き・各種申請書類 
   ・掲載のテレイン利用申請書（各地区学連で掲載されているものも同様） 
   ・申請書および報告書の手引き 
   ・矢板日光テレインの利用申請 
 
（２）届出書を出した際の返信 
部員から、現在のメールアドレスにメールを送ったところ、過去のメールアドレスから返
信が来て、そのアドレスに返信すると連絡が途絶えてしまったとの話を聞いた。 

 
→ 
・各学連ホームページ 
 古いメールアドレスが混ざっていることを分かりやすく注意書きする 
 注意事項記載例 

◆注意事項 

旧メールアドレス（uofj-j [atmark] orienteering）への提出間違いが多発しております。必ず
uofj.jimu [atmark] gmail.comへの提出していただきますようお願いします。 
 
・事務局 
 古いメールアドレスで返信してしまう設定になっているらしいのでそこを変えたい 
・広報局 
 発見した部分に関しては直すか、削除してほしい 
・申請書を変えれる人 
 申請書自体には宛先を記載しない 
 
 
過去のもの 
uofj-j [atmark] orienteering 

現在の正しい物 

uofj.jimu [atmark] gmail.com 
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理事会報告 
2020 年 3 月 14 日 木村佳司（日本学連理事） 

 
 

2019 年 12 月以降の理事会 
2020 年 2 月 4 日 インカレミドル 2019 シード選手発表 
2020 年 2 月 22 日 日本学連設立 35 周年記念祝賀会 
 
 
 

日本学連設立 35 周年記念祝賀会 
日時：2020 年 2 月 22 日(土) 18 時～20 時 
会場：BLISS  大阪市北区大淀南 1-9-13 
参加者：42 人（事前申込数）+当日申込数名 
 
日本学連設立 1984 年秋。1985 年 3 月からインカレ団体戦とし

て学校対抗リレーが開始される。それまでの 6 回のインカレは個人戦
の所要タイムを合計して団体戦を競い合っていた。 
1984 年 3 月に個人戦のみで行われる最後のインカレが、大阪府

豊能町で開催された。 
2020 年 2 月 23 日に同じテレインで開催される阪神奈大会が開

催され、その前日に大阪で日本学連設立35周年記念祝賀会を開
催した。 
記念祝賀会と同じ日の昼間に、徒歩 3 分の場所で JOA（日本オ

リエンテーリング協会）理事会が開催されていた。このこともあって
JOA 会長や JOA 理事にも多数参加いただいた。 

（以上） 
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日本学連と JOA 理事 
2020 年 3 月 14 日 木村佳司（日本学連理事） 

 

資料の目的 
本資料は、日本学生オリエンテーリング連盟（学連）が加盟する

公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA）に派遣する理
事について説明する。 

 

2021 年、木村佳司は JOA 理事を退任する 
日本学連から JOA に理事として以下の 2 名が参画している。 
（2020 年 3 月 14 日現在） 
・木村佳司（日本学連理事） 
・藤本拓也（日本学連 2019 年度幹事長） 
現在、日本学連は学連理事 1 名と学連幹事長 1 名の合計 2 名
を JOA 理事として送り込んでいる。 
 
2021 年 5 月の JOA 総会における理事選出で、木村佳司は JOA
理事に選出されない見込みである。2021 年 5 月の JOA 総会以
降、学連から JOA に送り込む理事の人選を決めておく必要がある。 
 

木村佳司 私案 
2020 年 5 月 JOA 総会選出学連輩出理事 

木村佳司（日本学連理事） 
谷野文史（日本学連 2020 年度幹事長） 

 
2021 年 5 月 JOA 総会選出学連輩出理事 

谷野文史（日本学連理事） 
■■■■（日本学連 2021 年度幹事長） 

 
谷野文史さんには、新たに日本学連理事になっていただく。 
谷野さんはすでに JOA の国際委員会委員として活躍されており、海
外選手を日本に招くなどの活動実績がある。 

 

木村が JOA 理事を退任する理由 
木村佳司の JOA理事在任期間が長期（10 年以上）にわたるか

ら。 
2019 年秋にスポーツ庁から各スポーツ団体に対して、ガバナンスコ

ードを遵守するよう指導が行われたことによる。 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/31/06/1417895.htm 

ガバナンスコードはスポーツ団体が正しく、継続可能な組織となるた
めの指標を示したものである。ガバナンスコードの中にスポーツ団体の
役員についての規程がある。原則として役員（理事）は在任 10 年
を超えないことが求められている。 
このガバナンスコードの遵守にあたって、おおむね 3 年に 1 度の割合

で JOA はスポーツ庁から監査を受ける。2021 年に最初の監査が行
われることが決定している。 
 

JOA 組織の説明 
正会員は都道府県を代表するオリエンテーリング団体の代表者及び
理事会で承認されたオリエンテーリングに関連する団体の代表者。 
現在、「理事会で承認されたオリエンテーリングに関連する団体」とい
うのは日本学生オリエンテーリング連盟だけ。 
また会員は「代表者」個人とされている。それは都道府県協会の殆ど
が任意団体であり、法的な人格を持たないからである。 
現状、JOA は都道府県協会と学連で成り立っている。 
 
正会員が一堂にあつまるのは年に 1 回。総会だけである。 
その総会で正会員に代わって責任持って組織の意思決定を行う集
団を選出する。それが JOA 理事会である。 
総会では決算を審議することになっていることから、前年度の決算報
告が固まる 5 月から 6 月の開催となっている。 
総会議事録、決算書は、公益社団法人の記録として内閣府に報
告され、監査の対象となる。 
 

JOA 理事会 
JOA 理事は 12 名から 20 名の間で選出される。 
理事のうち半数以上が会員推薦による理事で、日本学連からは 2
名を JOA 理事として送り込んでいる。2 名の理由は、会員の中で最
大の競技登録者数を持つ団体だからである。 
そのほかには学識経験者が理事に選出され、それぞれのスキルで協
会運営を行っている。 
JOA 理事会は年 3 回開催される。たまに臨時理事会が開催される
こともある。ここで審議された議事録は公益社団法人の記録として内
閣府に報告され、監査の対象となる。 
JOA 理事の仕事はこの理事会への出席だけである。しかし、理事同
志の相談は多く、JOA 理事会メーリングリストでは日常的にあらゆる
ことが議論、報告されている。 
 

JOA 業務執行理事・会長・副会長 
JOA理事の中から会長、副会長、業務執行理事を数名選任する。
業務執行理事は日常的に JOA の運用を行っている。これを補佐す
る機関として JOA事務局がある。日常的な協会運営は事務局が行
っていて、意思決定を伴う運用を業務執行理事が行っている。 

（以上） 
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