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１．「大学スポーツの振興」に向けた３actions（活動指針） 

・組織設立理念の通り、UNIVAS は「大学スポーツの振興」を目指して活動をしています。 

「大学スポーツの振興」により、学生アスリートが生き生きとしてスポーツや学修に取り組み、大学や 

競技団体が更なる発展を遂げていくことが可能となります。 

「大学スポーツの振興」を果たす為には、大学スポーツに関わる人々を、性別や障がいの有無等に関わら

ず、平等に増やしていくことが必要となります。 

 スポーツに参加する人口を拡大するために、UNIVAS は３actions（活動指針）を掲げます。 

   

 We promote Playing, Watching, Supporting University Sports. 

 ➢Playing ： スポーツを体験する →4年間の大学生活においてスポーツをする学生を増やす活動 

 ・運動部員数の拡大に向けて、学業面・安全安心な環境面での支援を充実させる 

 ・一般学生にもスポーツをする機会の提供を促進する 

➢Watching ： スポーツを応援する →大学スポーツを観戦、応援する人口を増やす活動  

 ・在学生が自らの大学の試合を観戦し、応援する風土を取り戻す 

 ・OB･OG や地域住民を中心に大学スポーツのファンを創出し、拡大していく 

➢Supporting ： スポーツを支援する →アスリートと運動部活動への支援を強固にする活動 

 ・大学の運動部として活動を統括・支援を行う大学を増やしていく 

 ・スポーツ医科学研究の英知・成果を現場に還元していく 

 ・民間企業との産学連携により有形無形の支援を獲得する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学スポーツの振興に向けた３actions（活動指針） 
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２．2020年度事業計画の骨子 

・上記３つの行動指針に基づき、UNIVAS 初年度生を卒業生として送り出す 2022 年度に向けて、2020

年度は「Step Up 20」をスローガンに、以下の事業目標を目指して活動をします。 

  UNIVAS アスリート 20 万人 （17 万人・加盟競技団体登録学生人数） 

加盟大学     250 大学 （222 大学） 

加盟競技団体    40 団体 （34 団体・うち 3 連携会員）       ※()は 2019 年実績 

＜2020年度事業計画の５つの柱＞ 

（１）学業充実・デュアルキャリア形成施策の提供・推進事業 

（２）安全安心なスポーツ環境整備の推進事業 

（３）大学スポーツ認知拡大施策の推進事業 

（４）会員サポートプラットフォームの提供事業 

（５）クローズアップ UNIVAS 活動の推進事業 

＜2020年度事業を支える６つの施策＞ 

（１） 新たなパートナー開拓の推進 

（２） 会員のガバナンス発揮を支援する活動 

（３）学生の意見を反映する仕組みづくり 

（４）会員とのコミュニケーションの深耕 

（５）執行体制及び事務局の増強 

（６）課題解決型プロジェクトの推進 

 

 

 

 

 

 

2020 年度 UNIVAS 事業計画の骨子 
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３．事業計画の５つの柱 

（１）学業充実・デュアルキャリア形成施策の提供・推進事業 

  ◇2019 年度後半から開始したプログラムの更なる浸透・充実化を行い、新たな施策も投入して 

デュアルキャリア形成を促進していく。 

1) UNIVAS 

研修会の開催 

➢2019 年度の成果を踏まえて対象に即した開催手法とする。 

① 管理者セミナー：東京会場・大阪会場の 2 か所で各 2 回開催 

・統括業務の基本項目の解説や事例紹介、ワークショップ等で構成。 

② 指導者セミナー：全国 8 会場で開催 

・安全管理やデュアルキャリア支援等の重要性について理解を促進す

るとともに、指導者としての資質向上を図る。 

・セミナー受講者には「修了証」を発行、学内研修会の推進役とし、 

 UNIVAS AWARDS 指導者部門の表彰対象者とする。 

2) 入学前教育 

プログラムの

提供 

➢2019 年度開始プログラムの導入対象を拡大、新規プログラムも追加投

入。 

① 学習支援プログラム 

・2019 年度実施 6 大学に加え、大学類型バランスを見て実施校を拡大。 

② 入学準備プログラム 

・大学スポーツや大学生活に関する事前理解を深め、入学後のオリエン

テーションへの誘導を促進する内容の動画セミナーを展開。 

3) キャリア形成 

支援プログラ

ムの提供 

➢在学中のキャリア形成支援するプログラムを充実化。 

① デュアルキャリア形成年次別プログラム 

・「計画力」「調整力」等キャリア形成に重要とされる能力の必要性と 

育成を分かりやすく伝える Web セミナーを展開。 

1 学年 3 テーマで 1-2 年生分 6 テーマの年度中リリースを計画。 

② キャリア適性診断 

・自分の性格や思考の強み弱みを自己認識できる Web 診断ツールを 

My UNIVAS システムの会員サービスの一環として展開する。 

③ リーダーズキャンプ 

・2019 年度の成果を踏まえて、会場と回数の拡大を計画する。 

  千葉会場・大阪会場／11 月と 2 月開催を予定。 

④ GMG(Great Manager)ミーティング 

・運動部の主務、マネージャー等を対象に、組織マネジメントの基礎知

識を学び部活動運営の支援を目指す。 

 夏、冬の計２回開催。最大全国 8 会場予定。 

⑤ 就職セミナー 

・トップパートナー株式会社マイナビと連動して、運動部学生の為の就

職セミナー、就活フェアの開催を予定。 



6 

 

4) 学業基準導入 

に向けた実証

検証 

➢2019 年度の検証結果を踏まえて更に実証検証を進める。 

① 学業基準案の実証検証対象を拡大し、妥当な基準値を見い出す。 

② 本格導入に向けて大学と共同で運用マニュアルを策定する。 

③ 実証の際に基準未達成となった学生への対処方針の明確化及び対処方

法を検討し、適切なフォロー方法を設計する。 

 

（２）安全安心なスポーツ環境整備の推進事業 

  ◇2019 年度に着手した 1)～3)については、2020 年度に最大効果を発揮すべく告知や展開を拡大

していく。4)については、研究を深めていくための体制作りも検討していく。 

1)UNIVAS 相談 

窓口の運営 

➢2019 年度に開設、相談受付を開始しているもの、まだ周知不足の現状で

あり、無料であること等告知ツールも増強して周知・認知を拡大してく。 

2)安全安心対策

の助成 

➢2019 年度は医療従事者配置から開始、2020 年は助成対象を拡大すると

ともに、申請手続きが円滑に行えるようなシステムで実施する。 

① 医療従事者等の配置は引き続き、通年で募集を行う。 

② 新たな安全対策を助成対象として安全対策の実現をより強固にしてい

く。競技環境の整備や、試合運営に関する対策や、安全安心講習会等幅

広く検討を進める。 

3)安全安心ガイ

ドラインの徹底 

➢研修会にて、2020 年 2 月発刊の安全安心ガイドラインの徹底を図る。 

 ・管理者・指導者対象の UNIVAS 研修会の場を活用して、安全安心ガイ

ドラインの既定内容の理解促進を図る。 

4)事故怪我予防

事例研究 

➢2019 年の保険データ分析に続き、大学および競技団体における事故事例 

情報集積体制の実態調査を予定。 

➢事故怪我予防に関する状況把握と解析、予防研究の深耕に向けた研究 

体制の確立を検討していく。 

 

（３）大学スポーツ認知拡大施策の推進事業 

  ◇2019 年度からスタートした UNIVAS CUP と試合動画の配信に関しては、より一層大きなムー

ブメントとすべく、参加大学の拡大や配信試合数の拡大に向けて改善を行う。 

1) 競技横断型 

大 学 対 抗 戦

UNIVAS CUP

の開催 

➢大学の参加意識を持ち易くし、学生の興味関心を引きつけ、より一層

の盛り上がりを促進する改善施策を検証の上、投入する。 

① ポイント獲得対象試合の拡大を検討 

・より多くの大学の参加を実現する為に、指定大会の範囲を予選まで 

拡大することを検証する。 

② 表彰コースの見直しを検討 

・総合ランキングを全国・地区の２本立てとする。また、８地区ごと

の参加校数の跛行性を是正する施策を検討する。 

③ 指定大会での UNIVAS 露出を拡大する 
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 ・指定大会の後援と会場での露出、プロモーションを投入し、学生ア

スリートへの周知拡大を図る。 

2) 試合動画の 

配信 

➢2019 年度の実績を踏まえ、年間 1000 試合以上を目標に配信試合数を

拡大、周知拡大プロモーションも展開して視聴者数拡大を図る。 

① 配信試合数の拡大 

 ・高視聴者数競技については指定大会の裾野試合までの配信拡大を計

画、及びライブ配信試合を拡大する。 

② 動画展開場所の拡大 

 ・UNIVAS サイトにおける試合動画展開のみならず、大学・競技団体

サイトでの動画展開も可能とし、動画展開の面の拡大、レベニュー

シェアによる露出拡大を狙う。 

③ 周知拡大プロモーションの展開 

 ・試合出場学生のインフルエンサー化、試合撮影クルーの告知メディ

ア化、動画配信スケジュール告知の早期化等、周知拡大に取り組む。 

3) 競技日程 

カレンダーの作

成 

➢競技団体に提供する組織管理プラットフォーム｢Our UNIVAS｣の機

能の一環として、競技団体毎に主催する試合の日程を入力、学生や大

学関係者が閲覧できるようにする。 

4) 年間表彰 

UNIVAS AWARDS 

 

➢参加者拡大と盛り上げを図るべく、2020 年 3 月の第一回表彰式開催

を経て、表彰 11 コースの妥当性や、開催時期などを検証する。 

➢表彰コースに冠企業名を付加する等でスポンサープログラム化を図

り、独立財源確保を目指す。 

 

（４）会員サポートプラットフォームの提供事業 

  ◇スポーツ組織運営に必須である各種メンバー管理をデジタル化する情報プラットフォームを提

供することにより、運動部・競技団体の管理基盤の強化や、業務の効率化を目指す。 

1)競技団体や 

運動部運営の

サポート 

 

➢｢Our UNIVAS｣のメニューとして、組織運営に関する 5 種類のサポート

サービス機能を提供する。 

① 名簿管理機能：所属学生、指導者、スタッフ等の情報登録が可能。 

② 情報発信機能：登録メンバーへの一斉通信が可能。 

③ 広告・PR 支援機能：大会情報など UNIVAS サイトで情報発信が可能。 

④ カレンダー機能：競技大会や試合予定等確認できる機能。 

⑤ サイト制作の支援：団体の情報発信機能確立をサポート。 

➢また、競技団体の実態調査や、運動部マネージャーの要望を吸い上げ、

更なるサービスの開発と提供を進めていく。 

2)学生アスリー

トへのサービ

ス提供 

➢情報を登録した学生アスリート本人に対しては、｢My UNIVAS｣のメニュ

ーとして特典サービスを提供する。 

① MY FAVORITE：指定した競技、大学のコンテンツを軸に、サイト画面
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が自分専用にカスタマイズされる機能。 

② 動画見放題：競技や試合、時期の制約なく試合動画が視聴できる機能。 

③ 各種サポート機能：コンディショニング管理システム、動作解析システ

ム、キャリア支援プログラム等、随時追加や拡張を計画。 

3)ファン顧客の

組織化機能 

➢試合動画の視聴や、運動部・大学・競技団体を応援する父兄・OB・OG

等の登録を受け付け、ファンとして育成していくことを可能とする機能を

今後追加予定。 

 

（５）クローズアップ UNIVAS活動の推進事業 

  ◇まだ設立 2 年目であり、UNIVAS の認知に関してはまだまだ不十分であるとの認識に基づき、

周知拡大・認知定着に向けて｢クローズアップ UNIVAS｣活動を推進する。 

1)オフィシャル

サイトの改編 

➢初年度はオフィシャルサイトを立ち上げ、改良を施してきた現状である

が、3 領域の主力事業も出揃った中、UNIVAS 活動の全体が俯瞰できる

ような編成にオフィシャルサイトの改編を行い、ユーザビリティの向上

を目指す。 

2)SNS プロモー

ションの拡大 

➢SNS を学生へのアプローチにおいて最重要メディアとして位置づけ、抜

本的に強化を図る。 

① メディアの拡大 

・現状 Twitter、Facebook の展開に加えて Instagram、Tiktok 等にも 

展開を拡大する。 

② コンテンツの改善 

・現状の事実告知型からエディトリアル型へ、またテキストのみならず 

動画の効果的使用も行う。 

③ フォーメーションの設計 

・特に UNIVAS CUP 試合動画の視聴者拡大に向けて、動画配信スケジ

ュール告知の早期化、告知フォーメーションの確立、試合出場選手のイ

ンフルエンサー化を推進する。 

④ 運用体制の確立 

・現状学生 1 名体制から、学生メンバーの増員、または専門企業への委

託も検討し、情報発信力が保てる体制を確立する。 

3)オンサイトで

の認知拡大プロ

モーション 

➢大学や競技団体との連携を深め、特に学生を対象とした認知拡大策を投

入する。 

① UNIVAS 活動の周知 

・UNIVAS CI を訴求するステッカー、活動内容を告知するポスター等

大学、競技団体の現場での配布、掲出を行う。 

② UNIVAS CUP 指定大会での告知 

・UNIVAS CUP 指定全大会への後援、大会会場での UNIVAS ロゴ掲
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出、プロモーション展開等、競技特性を踏まえた告知プロモーションを

展開。 

③ UNIVAS スタッフのメディア化 

・試合動画撮影クルー、UNIVAS 主催イベント運営スタッフに統一ユ

ニフォームを着用させ、UNIVAS のアピアランスを拡大する。 

 

４．事業を支える６つの施策 

（１）新たなパートナー開拓の推進 

  ◇パートナー企業の更なる拡大に向けて、新たなスポンサープログラムを開発する。 

1)新たなメリッ

トの創出 

➢現状の｢共同事業＋広告露出型｣に加えて、｢イベント協賛型｣｢CSR 型｣等

新たなスポンサーメリットを提供しうるプログラムを開発、協賛への参

加枠の拡大を図る。 

2)業界・業種特性

の反映 

➢１業種１社独占型が成立しづらい業種における複数社横並び型等、業種

や事業領域の特性を踏まえたスポンサープログラムの開発を検討する。 

 

（２）会員のガバナンス発揮を支援する活動 

   ◇大学における運動部活動への関与、大会・試合を運営する競技団体の運営におけるガバナンス

強化を支える活動を推進する。 

1)運動部に対す

る大学ガバナ

ンスの確立支

援 

➢安全で安心できる運動部活動の推進に向けて、大学が発揮すべきガバナ

ンスにおける課題解決を支援する取り組みを推進する。 

① コンプライアンス研修会の開催 

・UNIVAS より法律専門家を派遣、学生・指導者・教職員に対するコン

プライアンス研修会を開催。開催に当たっては、他のスポーツ団体との

連携を検討する。 

② 運動部マネジメントサポートツールの提供 

・主務、マネージャーから部活動運営における課題を収集し、重点業務

の安定化に向けた支援ツールを開発、提供する。 

2)競技団体のガ

バナンス確立

支援 

➢試合や大会の安定的開催と健全な組織運営体制の確立に向けて、競技団

体が発揮すべきガバナンスにおける課題解決を支援する取り組みを推進

する。 

① 不祥事対応事例集の作成 

・不祥事に対する対応事例を収集し、参照し得る事例集を作成。不祥事

への対応策や処分内容レベルの標準化の可能性を検討する。 

② コンプライアンス研修会の開催 

・UNIVAS より法律専門家を派遣、団体関係者に対するコンプライア

ンス研修会を開催。開催に当たっては、他のスポーツ団体との連携を検

討する。 
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③ リーガルコンサルティングの実施 

・ガバナンスコードへの対応、法人化への手続き等組織ガバナンス上の

法的課題に対するコンサルティング窓口を設置 

 

（3）学生の意見を反映する仕組みづくり 

  ◇学生とのダイレクトコミュニケーションと UNIVAS 活動への反映の仕組みづくりと定着化を 

推進する。 

1) UNIVAS 

学生部の設立 

➢疑似部活動として「UNIVAS 学生部」を設立し、学生部員を公募する。 

 UNIVAS 事務所を部室として開放して、学生の集いの場とする。 

 週一回の活動を原則に、UNIVAS 活動に対する意見具申や学生ならでは

の UNIVAS 活動の立案などを行う。 

2) ありもり会議 

の開催 

➢女性アスリートやパラアスリートの意見収集の機会として定例開催を行

う。 

 

（4）会員とのコミュニケーションの深耕 

  ◇会員との双方向コミュニケーションを図るべく、各レイヤー別会議は定例開催を行う。 

1)学長懇談会 ➢学長を中心とした大学経営層との懇談会、大学スポーツ活性化に向けた

重要課題の意見交換を行う。（年２回） 

2)情報共有会 ➢大学会員における UNIVAS 担当窓口を対象に、UNIVAS 活動や施策の説

明、質疑応答等を行い、施策の理解や着地促進を図る。（年４回・Web 開

催） 

3)競技団体意見

交換会 

➢競技団体の執行部を対象に、UNIVAS 活動や施策の説明、質疑応答等を

行い、施策の理解や着地促進を図る。（年２回） 

4)UNIVAS 通信 ➢UNIVAS 担当窓口、会員内個人、会員外希望者を対象に、UNIVAS 活動

の認知を促進すべく月例で配信。号外も配信予定。 

 

（5）執行体制及び事務局の増強 

  ◇UNIVAS 活動の深耕を支えるべく推進体制の増強を図る。 

1)会員開拓 ➢未加盟の大学・競技団体の入会受付は随時可能とする。 

➢また、初年度入会金無料の特典は 2020 年 2 月 29 日を以て終了するた

め、UNIVAS2 年目となる 2020 年 3 月 1 日より、入会金 10 万円・年会

費 10 万円となる。 

2)理事体制 ➢2019 年 12 月の 1 名退任により、現状 16 名体制。(25 名枠) 

➢2020 年 5 月の社員総会に向けて、追認を含む理事体制の検討を進める。 

3)事務局体制 ➢事業推進の拡大に向けて事務局人員の増強を行う。 

 ・現状 5 委員会に対して 6 名配置。4 名増員により 10 名体制とする。 
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（6）課題解決型プロジェクトの推進 

  ◇顕在化した中期的、戦略的課題に対して、都度必要に応じてプロジェクトを設置して解決に向け

て業務推進を行う。 

1)ガバナンスコ

ードへの対応 

➢UNIVAS は「一般団体用ガバナンスコード」の適用団体となる。高いレ

ベルのガバナンス確保に向けて自主性を反映した内容を策定する。 

2)学長委員会の

設置 

➢学長懇談会で討議された「大学スポーツの在り方について」等の課題の

解決に向けて、学長代表者にもご参加いただいた委員会を設置する。 

課題に対して議論を深め、方針案を策定して学長懇談会に提案をし、議

論を深めていく。 

3)将来的な課題

への対応 

➢グローバル化や組織ガバナンス整備に関する課題も睨んで、研究・準備

を進める。 
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