平成 28 年 3 月 12 日
「2020 インターハイ特別基金」制度
運動部活動に加入・登録する高校生を対象とした基本スキーム
１ 特別基金の性格
分散開催となった平成 32 年度インターハイの開催経費の開催地負担を可能な限
り軽減する必要があることから、本連盟として本制度を導入し独自の経費確保をよ
り確実なものとする取り組みである。
インターハイは、昭和 38 年に第 1 回全国高校総体が開催されて以降半世紀余り
が経過し、我が国スポーツの普及・発展、競技力の向上だけに留まらず、教育的に
も極めて大きな意義を有する大会として開催されてきた。本基金は インターハイが
2020 年の我が国でのオリンピック・パラリンピック開催が事由となって、同 年の
開催ができなくなるといった事態を避けるため、日々真摯に運動部活動に取り組ん
でいる全国の高校生から広く基金を募るものであり、あくまで当人の意思と自主性
に基づき拠出される基金としての位置付けである。
２ 対象
インターハイ夏季大会に開催する 30 競技種目の専門部に登録している高校生を
対象に協力を依頼する。
３ 目標額
基金の性格から金額を確定することは困難であるが、概ね一人 100 円程度の拠
出を想定しており、30 競技専門部に登録している生徒数約 120 万人（平成 27 年度
実績）の 8 割強からの協力が得られたとした場合、単年度で約 1 億円程度の基金確
保が試算できる。
４ 導入年度
イ ン タ ーハイ がこれまで半世紀余りの間、 途切れることなく持続的に開催 さ れ
てきたという事実、さらに今後も永続的に開催していく立場から、広く基金を募る
という考え方に立ち、平成 32 年度インターハイに関係する生徒だけに限定する の
ではなく、可能な限り早期に本制度を導入する。
平成 28 年度から導入することにより、開催経費確保の目途が立てられ、代替開
催地 確 保 に むけた関係都道府県 主管課 等への依頼や交渉にも活かすことが可 能 に
なる。
５ 基金収受の流れ
（1） 前年度中に全国高体連が趣意書、募集要項、払込取扱票を準備し、全国高体連
30 競技専門部に事前送付し周知する。
（2） 全国高体連は上記の関係諸用紙を各都道府県高体連競技専門部へ 送付する。
（3） 各都道府県競技専門部は、年度当初の総会・個人登録等の機会を捉え、本制度
を登録生徒や加盟校、保護者等に周知した上、加盟校へ 関係諸用紙を配布する。
（4） 各校では、それぞれの部活動ごとに基金を集約した上、全国高体連が開設する
「ゆうちょ銀行」の指定口座に原則として顧問の教員を通じて払い込む 。
（5） 払込手数料は本連盟の負担（加入者負担）とし、払込取扱票の右側部分（振替
払込請求書兼受領証）をもって領収書に代える。払込取扱票には学校名、学校コ
ード、部活動名、協力した生徒の人数等を記入する欄を予め設ける。
（6） 全国高体連は基金を集約し、状況をホームページ等により報告する。
６ 本制度の周知
制 度 導 入に当たり 、本連盟 より 都道府県教育委員会主管課 ならびに 都道府県 高
体連会長宛の協力依頼文を送付するとともに、都道府県高体連を通じて、各高体連
加盟校長宛の協力依頼文を全校に配布し、本事業についての理解と協力を依頼する。
あ わ せ て、本連盟 ホームページに掲載する など して 本制度の趣旨について周知
し、多くの生徒･保護者から賛同を得て、目標額が確保できるよう努める。
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2020 インターハイ特別基金の集約までの流れ
（30 競技専門部に加入・登録、活動している生徒対象）
（公財）全国高等学校体育連盟
都道府県教育委員会主管課宛協力依頼文
都道府県高体連会長宛協力依頼文
各都道府県高体連加盟校長宛協力依頼文

各都道府県高体連

関係各機関への送付
（28.3.31 まで）

協力依頼文等関係文書の送付

2020 インターハイ特別基金 趣意書(表)

各都道府県高体連加盟校

２０２０インターハイ特別基金募集要項(裏)
「ゆうちょ銀行」払込取扱票

生徒
の判断
30 競技専門部を対象に説明会を実施（28.2.16）
関係文書・データを送付（28.3.15 頃まで）

全国専門部から都道府県競技専門部へ説明・協力依頼
全国高体連から関係文書等を送付（28．3.31 まで）

30 競技の都道府県競技専門部
平成 28 年度の総会等において特別基金制度について関係資
料を配布の上、趣旨説明と協力依頼（28.4 月以降）

学校ごと・部活動ごとに趣旨に賛同し協
力いただける生徒の基金を取りまとめ、
配布された払込取扱票に必要事項（学校
名・学校コード、部活動名、部活動コード、
協力いただいた生徒の人数等）を記入し
た上、原則として顧問の先生を通じ、
（公
財）全国高体連がゆうちょ銀行に開設す
る特別基金口座に払い込んでいただきま
す。
※払込手数料は本連盟（加入者）負担と
し、協力する生徒は基金のみの負担。
※払込取扱票の右側半券（受領証）をもっ
て領収書に代えます。

【参考】
○インターハイ選手 OB・OG、保護者、一般市民、
民間企業、法人・団体等を対象とする特別基金につ
いてはインターネットの活用や書面送付による協力
要請等、別途の方法により受け付けます。

特別基金

全国高体連開設
ゆうちょ銀行口座

（公財）全国高体連
○特別基金の集約、管理・報告
状況等）

2020インターハイ

特別基金趣意書
C インターハイ
マスコットキャラクター
ウイニンくん

運動部活動に取り組む高校生アスリート及び保護者の皆さんへ
毎年夏に開催される全国高等学校総合体育大会（インターハイ）は、昭和38年に第1回大会が開催
されてからすでに半世紀が過ぎ、運動部活動に取り組む高校生アスリートにとって最高の舞台であると
ともに、開催地の高校生が高校生活動を通して大会に関わるなど、多くの国民の皆さんに勇気と希望、
そして感動を与える国民的行事として成長してきました。
全国47都道府県から6,000校以上、3万6千名余りの選手、監督・コーチが参加し、60万人以上の観
客数を数える全国規模のスポーツイベントであり、オリンピックや国際大会等で活躍する我が国の多く
のトップアスリートがインターハイに出場し競い合うことで更なる飛躍を遂げるなど、競技力の向上にも
大きな貢献をしてまいりました。
さて、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定に伴い、2020年（平成32年度）
インターハイについては、当初予定していた北関東4県での全30競技の開催が困難な状況になり、
一部競技を除き全国各地に分散して開催しなければならない事態が生じています。
オリンピック･パラリンピックの東京開催という国家的プロジェクトの一方で、現在、2020年（平成32
年度）インターハイの開催そのものが危ぶまれるという大変厳しい状況にあります。
とりわけ、分散開催での開催経費が大きな問題となっています。
これまでのように開催地からの負担
金･補助金だけに頼るのではなく、全国高体連としても開催経費を確保することが必要になりました。
すでに半世紀が経過し我が国のスポーツシーンの中で大きな役割を果たしてきたインターハイを
中止せずに実施することにより、インターハイを目指し、日々真摯に取り組んでいる高校生アスリート
の出場の機会が奪われてしまうことだけはなんとしても避けたいと考えています。
ついては、日々運動部活動に取り組む高校生の皆さん、2020年（平成32年度）のインターハイを
支障なく開催するため、裏面の募集要項を参照いただき、
「2020インターハイ特別基金」への協力を
よろしくお願いします。

平成28年4月
公益財団法人全国高等学校体育連盟
会 長

小野 力

「2020インターハイ特別基金」募集要項
特別基金の趣旨について
（1） この基金はあくまで日々インターハイを目指し運動部活動に取り組んでいる生徒の皆さんの意思と自
主的判断に基づいて協力をお願いするものであり、強制ではありません。
（2） 趣意書にも記載しましたが、全ての競技を中止することなく平成32年度インターハイを開催するため
に、皆さんの貴重な基金を活用させていただきたいと考えています。金額に多寡はありませんが目安とし
て一人一口100円程度をお願いできればと考えています。
（3） 大会を開催する直前の平成32年6月までの4年3ヶ月の間に基金総額7億円を目標額として取り組ん
でまいります。
（4） 皆さんからご協力いただいた基金は全額を平成32年度インターハイの大会開催経費に充当させてい
ただきます。
（5） 本特別基金については、運動部活動に加盟・登録している高校生の皆さん以外にも次のように多くの
皆様からの協力もお願いしています。
①運動部活動のＯＢ・ＯＧ、保護者、運動部活動関係者、一般市民の皆様
②高校スポーツに対し深い理解と支援を標榜する民間企業や法人・団体等の皆様

基金の受付・お払い込みの方法について
（1） 年度当初、各都道府県競技専門部が開催する年次総会等の機会に都道府県高体連各競技専門部を
通じて配布される本連盟所定の「払込取扱票（加入者負担）」に必要事項（学校名、学校コード（大学入
試センターの高等学校等コード表にあるコード）、部活動名、部活動コード、人数等）を記入いただき、
ゆうちょ銀行のATMまたは窓口から本連盟が開設した口座に払い込んでください。配布する振込取扱
票（赤色）で払い込む場合、払込手数料は不要です。
（2） 本来ならお一人ずつ個人での受付にすべきところですが事務処理の都合上、各学校、部活動ごとにま
とめての受付にさせていただきたいと考えています。
（3） 各学校の部活動ごとに協力いただける基金を取りまとめていただき、原則として顧問の先生方を通じ
て、本連盟が開設する口座にお払い込みください。
ただし、場合により複数の部活動で一括してお払い込みいただいても結構です。その場合は払込取扱
票にご協力いただける全ての部活動名を記入いただきますよう、お願いします。
（4） 払込取扱票の右側部分（振替払込請求書兼受領証）をもって、領収書に代えさせていただきます。

▼学校コードは、大学入試センターが設定している高等学校等コード表にある6桁のコードを
記入してください
・ コードは大学入試センターまたは全国高体連のホームページから検索することができます。

▼部活動コードは、下表を参照して記入してください
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27 アーチェリー

23 ウエイトリフティング 28
24

ヨット

29

25 フェンシング 30

なぎなた
カヌー
少林寺拳法

問い合わせ先

（公財）全国高等学校体育連盟
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル2F
電話 03-6268-0027 ファクシミリ 03-6268-0028
Ｅ-mail

info@zen-koutairen.com

URL;http//www.zen-koutairen.com/

平成 28 年 3 月 12 日
「2020 インターハイ特別基金」制度導入に向けた今後の予定について

1 インターハイ夏季大会を主管する 30 競技専門部に対する取り組み
○平成 28 年 3 月 15 日以降
全国高体連会長名で、本制度導入に対する各専門部としての協力依頼並びに各
都道府県高体連専門委員長に対する周知及び協力依頼要請等の取り組みについて
の依頼文（参考）及び関係文書一式等の送付
2 各都道府県高体連 30 競技専門部専門委員長に対する関係文書の送付
○平成 28 年 3 月 22 日以降、発送開始予定
（1）2020 インターハイ特別基金趣意書、募集要項」、払込取扱票の送付
（各都道府県男女別加盟校数+予備数を加えたもの）
（2）30 競技専門部×47 都道府県の専門委員長勤務校宛 合計 1,128 箇所、総合計
約 8 万 7500 部を全国に送付する。
（3）3 月下旬に全国選抜大会を開催する 5 専門部（レスリング、自転車競技、ウエ
イトリフティング、少林寺拳法）及び 4 月に全国委員長会議を開催するなぎなた
専門部については、一括して送付し、それぞれの機会を捉えて配布する。
3 各都道府県高体連に対する制度導入に向けた依頼文の送付
（1）平成 28 年 2 月 26 日
本連盟会長名で本制度導入に向けた協力依頼を（案）段階の関係資料を添付し
た上で送付した。
（2）平成 28 年 3 月 15 日以降
理事会承認を受けて、関係資料及び各加盟校校長宛及び各運動部活動顧問教
諭向け資料を添付した上で、再度、協力依頼文を送付する。
4 各都道府県主管課に対する制度導入に向けた取り組み
平成 28 年 3 月 15 日以降
理事会承認を受けて、関係資料を添付した形で本件導入に対す協力依頼文を送付
する。
5 ｢2020 インターハイ特別基金制度｣に係る広報
本連盟ホームページに特別基金制度に関するバナーを掲出して、 関係文書等を掲
載するとともに、保護者、一般市民、企業・法人等に対する基金制度に関する広
報内容を掲出する。
6 保護者、一般市民、民間企業、法人・団体等に対する取り組み
平成 28 年 4 月以降、
関係諸団体（全国高等学校 PTA 連合会等）への協力要請の依頼
企業、法人・団体等に対する文書送付等の取り組みの実施

事
務
連
絡
平 成 28 月 3 月 15 日

各都道府県該当競技専門部委員長

各位

(公財)全国高等学校体育連盟
専務理事

石川

惠一郎

「2020 インターハイ特別基金」制度の周知用関係文書等の送付について

各都道府県競技専門部委員長の皆様には日頃よりインターハイの開催をはじめ、
本連盟諸事業の円滑な推進にご理解とご協力をいただき、改めて感謝申し上げます。
さて、すでにご承知のこととは存じますが、2020 年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催決定に伴い、2020 年（平成 32 年度）インターハイについて
は、当初予定していた北関東ブロック 4 県での全 30 競技の開催が困難になり、一部
競技を除き全国各地に分散して開催しなければならない事態が生じております。
さらに、分散開催における経費負担が大きな課題となっており、従来のように開
催地からの負担金･補助金に大きく依存することなく、全国高体連としても独自に開
催経費を確保することが求められております。このため本連盟では「2020 インター
ハイ特別基金」制度を平成 28 年度から新たに導入し、運動部活動に加入・登録する
高校生をはじめ、多くの皆様から広く基金を募り、開催経費に充当する取り組みを
進めることといたしました。
全国高体連の各競技専門部長から今後、本件について具体的な依頼内容等 の連絡
があるものと思いますが、取り急ぎ関係 文書等を下記のとおり送付いたしますので
ご査収いただき、よろしくお取り計らい願います。
インターハイを中止せずに実施することにより、インターハイを目指し、日々真
摯に取り組んでいる高校生アスリート の出場の機会が奪われてしまうことだけはな
んとしても避けたいと考えて おります。なにとぞ、趣旨をご理解いただき、ご協力
いただきますようよろしくお願いいたします。

記

○ 送付文書一覧
1 「2020 インターハイ特別基金」趣意書
2 「2020 インターハイ特別基金」募集要項（※1 と 2 は両面印刷で 1 枚もの）
3 払込取扱票
○ 送付数
各都道府県男・女別加盟校の合計数と予備（5 部）
※具代的な取扱い方法等については、裏面をご覧ください。

○各都道府県高体連競技専門部委員長の皆様にお願いしたいこと
1

今回、送付いたしました払込取扱票及び趣意書（募集要項；両面印刷）を各県
ごとに主に年度当初に開催する年次総会（あるいは加盟・登録等の新年度受付）
等の機会を通じて、加盟校に配布してください。

2

総会のような都道府県内の加盟校が一堂に会する機会を設定されていない場合
は、大変お手数ですが、郵送等の方法により、県内加盟校に配布方お願いします。

3

今回の関係書類は、インターハイ夏季大会を主管する 30 競技の 47 都道府県各
競技専門部委員長等の皆様にそれぞれ送付しています。
各学校には、各部活動ごとにそれぞれ同様の書類が専門部ごとの総会等を通じ
て配布されることになっております。

4

同封した関係書類は、原則として各校 の部活動ごとに１枚ずつ（男女ある場合
は各 1 枚）配布していただくようお願いします。各校でコピーしていただいたり、
掲出したりするなどの工夫により、部員全員に周知するようご指導をお願いいた
します。

5

特別基金の趣旨及び受付方法等については、趣意書に記載してありますが、で
きれば配布の際に簡単な説明をお願いできればと考えております。
説明用の資料（パワーポイント）については、今後、本連盟ホームページから
ダウンロードできるように設定いたします。

6

「2020 インターハイ特別基金」はあくまで運動部活動に加入・登録する高校生
の皆さん一人ひとりの意思と自主性に基づき拠出をお願いする基金です。強制を
伴うものでないことについて十分ご留意いただき、管下の高校生に対し協力要請
を行っていただくようお願いいたします。

7 【払込取扱票について】
（1） 本払込取扱票を使用し、原則として学校ごと・部活動ごとに取りまとめてい
ただき、基金への協力をお願いします。
やむを得ない場合 、例外的に複数の部活動が 一緒に手続きをしていただいて
もかまいません。その場合、全ての部活動名を払込取扱票に記入してください。
（2） 今 回 、当方から送付し各校に 配布していただく赤罫線で印刷されている払込
取扱票により払い込まれる場合は、手数料は不要です。
（3） 整理の都合上 、 記入していただく 学校コードは 「 大学入試センターの 高等 学
校等コード表にあるコード」を記載していただきます。学校コードは 大学入試セ
ンターまたは全国高体連のホームページから検索・確認できますが、各校の進路
指導部に照会しても確認できます。
（4） 部活動コードは募集要項に記載されている 01 から 30 までのコード番号を記
入します。複数の部活動が合同で手続きする場合は代表する部活動のコード番号
を記入してください。

※ご質問等がある場合は下記問い合わせ先にお願いします。
【問い合わせ先】
○（公財）全国高等学校体育連盟
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 2Ｆ
電話 03-6268-0027 ファクシミリ 03-6268-0028
Ｅ-mail info@zen-koutairen.com
URL；http//www.zen-koutairen.com/

