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2019 年 11月 7 日 

 

 

医療従事者等の配置事業 募集要項 

 

 

一般社団法人 大学スポーツ協会 

 

 

I. 本事業について 

１. 目的 

 一般社団法人大学スポーツ協会（以下「UNIVAS」という。）は安全・安心な大学ス

ポーツ環境の整備を目指しています。 

 医療従事者等の配置事業（以下「本事業」という。）は、UNIVAS の会員である大学

及び中央学生競技団体が主催する試合に、UNIVAS が医療従事者等を配置することによ

って、これまでリソース不足等で安全対策が不十分であった試合の安全性を向上さ

せ、より大学スポーツにおける安全・安心な体制及び取組を強化することを目的とし

ています。 

 

２. 本事業の実施概要 

 本事業は、UNIVAS が UNIVAS の会員である大学及び中央学生競技団体が主催する試

合に、医療従事者等を配置する事業です。 

 

３. 本事業の申請者 

(1) UNIVAS の大学会員 

(2) UNIVAS の中央学生競技団体会員 

※関連する地区学生競技団体は直接 UNIVAS へ申請できません。 

そのため、統括する中央学生競技団体会員が、関連する地区学生競技団体主催の

試合への医療従事者等の配置申請に関しても取りまとめ、UNIVAS へ申請してくだ

さい。 

 

４. 本事業の対象となる試合 

(1) 大学 

(ア)大学が主催する試合 

(イ)運動部が主催する試合 

※各運動部を管理する大学が取りまとめ、申請してください。 
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(2) 競技団体 

(ア)中央学生競技団体が主催する試合 

(イ)地区学生競技団体が主催する試合 

※3.(2)のとおり、中央学生競技団体が取りまとめ、申請してください。 

 

※ただし、スポーツの振興を目的とする国費(スポーツ庁「大学スポーツ振興の推進

事業」等)、スポーツ振興基金助成、公営競技等の収益による補助金若しくは助成金

を活用しようとする試合については対象となりません。 

 

５. 本事業の対象期間 

(1) 試合の期間 

2019 年 12月 1 日（日）～2020 年 3 月 31 日（火） 

(報告書の最終締切：2020 年 4月 3 日（金）17 時) 

 

６. 対象の医療従事者等 

本事業では、医療従事者等は下記のいずれかの資格を有する者とします。 

(1) 医師  

(2) 医師以外の資格保有者 

① 看護師 

② 理学療法士 

③ 柔道整復師 

④ あん摩マッサージ指圧師 

⑤ はり師・きゅう師 

⑥ 救急救命士 

(3) アスレティックトレーナー 

① 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー（JSPO-AT） 

② JATAC 認定アスレチック･トレーナー（JATAC-ATC） 

③ 一般社団法人全国体育スポーツ系大学協議会認定 JPSU スポーツトレーナー 

④ 米国 NATA 公認アスレティックトレーナー(NATA/ATC) 

(4) その他、UNIVAS が認めた資格の保有者 

 

※日本スポーツ協会公認スポーツドクター、アスレティックトレーナーが望ましい 

 

II. 本事業の条件について 

７. 本事業全体の流れ 

(1) 申請者が医療従事者等を配置する試合を選定 
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(2) 申請者が試合に対する医療従事者等の必要人数•種類、及び候補として適切な者

がいる場合は候補者を選定 

(3) 申請者は、医療従事者等の配置を申請する試合や選定した医療従事者等の情報を

申請書（別紙 1）に記入し、承諾書（別紙 4）とともに UNIVAS へ提出および電子

ファイルの送付 

*申請書（別紙 1）は大学・競技団体共に「基礎情報」と「試合情報等」それぞれ

記載ください 

(4) UNIVAS が審査を行い、審査結果を申請者へ通達 

(5) UNIVAS が医療従事者等に対し試合への従事を要請 

(6) 試合終了後に、医療従事者等が実施報告書（別紙 2）および口座振込依頼書（別

紙 3）を申請者へ提出および電子ファイルの送付。試合の実施報告書をもって労

務の完了とします。中止等、試合が行われなかった場合は対象となりません。 

(7) 申請者が実施報告書を確認し押印し、試合の実施日から 2 週間以内（ただし、試

合が令和 2 年 3 月 20 日以降に行われる場合は、令和 2 年 4月 3 日（金）17 時ま

で）に UNIVAS へ提出および電子ファイルの送付 

(8) 提出書類の確認後に UNIVAS から医療従事者等へ配置費の支払い 

 

８. 本事業における役割分担について 

(1) UNIVAS の役割 

 申請者からの申請に応じて、医療従事者等を配置します。また申請者からの実

施報告書を確認し、基準単価をもとに配置費を医療従事者等へ支払います。配置

費以外の経費は一切負担しません。また、試合の詳細に関する交渉や連絡は行い

ません。 

(2) 申請者の役割 

 配置を申請する医療従事者等との交渉・調整を行います。また、試合の詳細に

関する交渉や連絡を行います。なお、配置費を受領した医療従事者等が、申請し

た大学、中央学生競技団体及び関連する地区学生競技団体に対して寄附を行うこ

とは、いかなる理由でも一切禁止いたします。上記の行為が判明した場合、配置

費の返還及び今後、対象から除外する場合があります。 

 

９. 医療従事者等の配置費について 

(1) 医療従事者等への配置費の基準単価 

配置費は、労務を行った医療従事者等に対する報酬です。医師と医師以外で配置

費の基準単価が異なります。 

① 医師の配置費の基準単価 

6,250 円/時 （左記を時間単金の上限とする） 
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5 万円/日（8 時間以上の場合、左記金額を適用し、上限金額とする。） 

② 医師以外の配置費の基準単価 

1,250 円/時（左記を時間単金の上限とする） 

1 万円/日（8 時間以上の場合、左記金額を適用し、上限金額とする。） 

(2) 配置費の基準単価を超える費用について 

申請者は上限金額内で配置費が収まるように医療従事者等の選定・交渉をして

ください。なお、上限を超える費用について UNIVASは一切負担しません。 

(3) 旅費・キャンセル料・その他経費について 

 医療従事者等の配置に関して、旅費・キャンセル料・その他経費については、

UNIVAS は一切負担しません。これらの経費に関しては、申請者と医療従事者等の

交渉で取り決めを行ってください。 

(4) 医療従事者等への配置費の支払い 

実施報告書及び口座振込依頼書類の確認後に、UNIVAS から医療従事者等へ配置

費を支払います。書類の確認は毎月月末締め（月末が休日の場合はその前の平

日）とし、翌月末に医療従事者等の登録口座へ振込みいたします。 

 

１０. 配置費の上限及び注意事項 

(1) 大学の配置費の上限 

1 大学あたりの配置費の上限は 20 万円とし、配置を申請する試合は、大学の任

意とします。各運動部と調整し、申請する試合および医療従事者等を選出してく

ださい。 

(2) 中央学生競技団体の配置費の上限 

1 中央学生競技団体あたりの配置費の上限は 30 万円とし、配置を申請する試合

は、中央学生競技団体の任意とします。各地区学生競技団体と調整し、申請する

試合および医療従事者等を選出してください。 

(3) 注意事項 

申請数多数の場合、配置費を減額する可能性がございます。予めご了承くださ

い。 

 

III.申請について 

１１. 申請者 

(1) UNIVAS の大学会員 

(2) UNIVAS の中央学生競技団体会員 

※関連する地区学生競技団体は直接 UNIVAS へ申請できません。 

そのため、統括する中央学生競技団体会員が、関連する地区学生競技団体主催の試合

への医療従事者等の配置申請に関しても取りまとめて UNIVAS へ申請してください。 
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１２. 申請方法 

(1) 申請の期日 

2019 年 11月 7 日（木）～12 月 6 日（金）17 時必着  

(2) 提出書類 

申請書（別紙 1）、派遣依頼書兼承諾書（別紙 4） 

*申請書（別紙 1）は大学・競技団体共に「基礎情報」と「試合情報等」それぞれ

記載ください 

(3) 提出方法 

 提出先への提出書類の郵送及び提出書類の電子ファイル（Excel ファイル）の

電子メールでの送付。なお、書類の押印については、申請者の代表者の捺印をお

願いいたします。（例：学長•理事長印/法人がわかる社印等） 

(4) 提出先 

〒102-0073 

東京都千代田区九段北 4-2-9 私学会館別館第二ビル 3 階 

一般社団法人大学スポーツ協会 医療従事者等の配置事業係宛 

提出先電子メールアドレス：anzen.anshin@univas.jp 

 

１３. 審査・選考結果通知について 

(1) 審査および選考結果通知期間 

 申請後、概ね 3 週間以内に審査し申請者に通知いたします 

(2) 審査内容 

① 本事業の条件を満たしているか 

② 申請内容に不備がないか 

(3) 審査に必要な資料請求等 

 審査にあたって追加資料の提出、説明及び追加ヒアリング等をお願いする場合

があります。 

 

１４. 問合せ 

〒102-0073 

東京都千代田区九段北 4-2-9 私学会館別館第二ビル 3 階 

一般社団法人大学スポーツ協会 医療従事者等の配置事業係 

電話番号：03-3234-0800 

電子メールアドレス：anzen.anshin@univas.jp 

以上 

mailto:anzen.anshin@univas.jp
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本事業の手続きの流れ 

【UNIVAS の大学会員】 

手続き 詳細 留意点 

1.試合の選定   

運動部への周知 ・大学から各運動部へ本事業の通知を行う。 

・各運動部から、医療従事者等の配置を申請

する試合をくみ上げ把握する。 

- 

試合の選定 ・UNIVAS に対して医療従事者等の配置を申請

する試合を選定し、試合に関する情報や各運

動部の情報を取りまとめる。 

*申請書（別紙 1）は大学・競技団体共に「基

礎情報」と「試合情報等」それぞれ記載くだ

さい 

・取りまとめる

情報は、申請書

（別紙 1）を参

考にする。 

2.医療従事者等との交渉  

医療従事者等候補の検

討 

・大学として配置を申請する医療従事者等の

候補者を検討する。 

・参考情報：公

益社団法人日本

スポーツ協会

（JSPO）の web

サイト＊からス

ポーツドクター

を検索可能 

医療従事者等との交

渉・調整 

・大学が医療従事者等の候補者に連絡をと

り、事業内容を説明した上で、選定した試合

での救護業務を仮依頼する。 

・業務内容、支払条件、免責事項を説明す

る。 

・各試合の情報と各運動部の担当者の連絡先

を予め伝える。 

・救護に必要な

物品・準備等に

ついても確認す

る。 

・配置費以外は

支払われないこ

とを伝える。

（旅費・キャン

セル料・その他

経費も支払対象

外） 

医療従事者等の選定 ・大学として配置を申請する医療従事者等を

選定する。 

- 

＊JSPO「スポーツドクター•スポーツデンティスト•スポーツ栄養士検索」 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/DoctorSearch/tabid75.html 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/DoctorSearch/tabid75.html
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3.申請   

申請書を UNIVAS へ提

出 

・申請書に選定した試合と医療従事者等の情

報を記載し押印の上、UNIVAS へ郵送する。 

・また、作成した申請書の電子ファイル

（Excel ファイル：押印不要）を UNIVAS へ電

子メールで送付する。 

*申請書（別紙 1）は大学・競技団体共に「基

礎情報」と「試合情報等」それぞれ記載くだ

さい 

- 

審査結果の確認・各運

動部へ通達 

・UNIVAS から審査結果が通達されるので、内

容を確認する。 

・各運動部へ審査結果と配置される医療従事

者等の情報を通達する。 

・内容を審査さ

せていただき、

申請内容全てを

許可できかねる

場合がございま

す。 

UNIVAS から送付する、

医療従事者等への依頼

書の内容を確認 

・UNIVAS が医療従事者等に対して依頼書を郵

送及び電子メールで送付する。電子メールで

の送付の際には、事務連絡者および運動部の

担当者の宛先が CC に追加される。 

・UNIVAS が送付した依頼書の内容が、申請内

容と異なる場合は、速やかに UNIVAS へ連絡を

する。 

- 

4.医療従事者等の配置   

試合前に医療従事者等

と連絡をするようにア

ナウンス 

・大学が主導し各運動部に対して、試合前に

医療従事者等と直接連絡を取り、緊急時の対

応や試合の詳細の確認をするようにアナウン

スする。 

- 

試合会場にて医療従事

者等の受入 

・医療従事者等が各試合に配置される。 - 

5.実施報告の確認   

医療従事者等から実施

報告書を受領 

・医療従事者等から実施報告書を受領する。

（押印済みの書類および電子ファイル） 

・記載内容に相違がないか、各運動部の担当

者に確認する。 

・電子ファイル

は、Excel ファ

イルであり押印

不要 

実施報告書に押印し

UNIVAS へ送付 

・代表者もしくは事務連絡者の押印をし、

UIVAS へ郵送する。 

・電子ファイル

は、Excel ファ
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・また電子ファイルも UNIVAS へ送付する。 イルであり押印

不要 

【UNIVAS の中央学生競技団体会員】 

手続き 詳細 留意点 

1.試合の選定   

地区学生競技団体への

周知 

・地区学生競技団体へ本事業の通知を行う。 

・地区学生競技団体から、医療従事者等の配

置を申請する試合をくみ上げ把握する。 

- 

試合の選定 ・UNIVAS に対して医療従事者等の配置を申請

する試合を選定し、試合に関する情報や各地

区学生競技団体の情報を取りまとめる。 

*申請書（別紙 1）は大学•中央学生競技団体

共に「基礎情報」と「試合情報等」それぞれ

記載ください 

・取りまとめる

情報は、申請書

（別紙 1）を参

考にする。 

2.医療従事者等との交渉  

医療従事者等候補の検

討 

・中央学生競技団体として配置を申請する医

療従事者等の候補者を検討する。 

・検討の際には、地区学生競技団体と連携し

ながら行う。 

・参考：公益社

団法人日本スポ

ーツ協会

（JSPO）の web

サイト※からス

ポーツドクター

を検索可能 

医療従事者等との交

渉・調整 

・中央学生競技団体（もしくは地区学生競技

団体）が医療従事者等の候補者に連絡をと

り、事業内容を説明した上で、選定した試合

での救護業務を依頼する。 

・業務内容、支払条件、免責事項を説明す

る。 

・各試合の情報と各試合の担当者の連絡先を

予め伝える。 

・救護に必要な

物品・準備等に

ついても確認す

る。 

・配置費以外は

支払われない事

を伝える。（旅

費・キャンセル

料・その他経費

も支払対象外） 

医療従事者等の選定 ・中央学生競技団体として配置を申請する医

療従事者等を選定する。 

- 

＊JSPO「スポーツドクター•スポーツデンティスト•スポーツ栄養士検索」 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/DoctorSearch/tabid75.html 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/DoctorSearch/tabid75.html
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3.申請   

申請書を UNIVAS へ提

出 

・申請書に選定した試合と医療従事者等の情

報を記載し押印の上、UNIVAS へ郵送する。 

・また、作成した申請書の電子ファイル

（Excel ファイル：押印不要）を UNIVAS へ電

子メールで送付する。 

*申請書（別紙 1）は大学・競技団体共に「基

礎情報」と「試合情報等」それぞれ記載くだ

さい 

・取りまとめる

情報は、申請書

（別紙 1）を参

考にする。 

審査結果の確認・各運

動部へ通達 

・UNIVAS から審査結果が通達されるので、内

容を確認する。 

・各地区学生競技団体へ審査結果と配置され

る医療従事者等の情報を通達する。 

・内容を審査さ

せていただき、

申請内容全てを

許可できかねる

場合がございま

す。 

UNIVAS から送付する、

医療従事者等への依頼

書の内容を確認 

・UNIVAS が医療従事者等に対して依頼書を郵

送及び電子メールで送付する。電子メールで

の送付の際には、中央学生競技団体及び地区

学生競技団体の事務連絡者、試合の担当者の

宛先が CC に追加される。 

・UNIVAS が送付した依頼書の内容が、申請内

容と異なる場合は、速やかに UNIVAS へ連絡を

する。 

- 

4.医療従事者等の配置   

各地区学生競技団体に

試合前に医療従事者等

と連絡をするようにア

ナウンス 

・各地区学生競技団体に対して、試合前に医

療従事者等と直接連絡を取り、緊急時の対応

や試合の詳細の確認をするようにアナウンス

する。 

- 

試合会場にて医療従事

者等の受入 

・医療従事者等が各試合に配置される。 - 

5.実施報告の確認   

医療従事者等から実施

報告書を受領 

・中央学生競技団体（地区学生競技団体でも

可）が、医療従事者等から実施報告書を受領

する。（押印済みの書類および電子ファイル） 

・記載内容に相違がないか、各試合の担当者

に確認する。 

・電子ファイル

は、Excel ファ

イルであり押印

不要 
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実施報告書に押印し

UNIVAS へ送付 

・中央学生競技団体（地区学生競技団体でも

可）の代表者もしくは事務連絡者の押印を

し、UIVAS へ郵送する。 

・また電子ファイルも UNIVAS へ送付する。 

・電子ファイル

は、Excel ファ

イルであり押印

不要 

 

 

全体フロー図 

 

以上 


