
第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流 実施要項 C封

=スポーツ庁国庫補助事業=<日韓共同未来プロジェクト>

1.目的
2002年ワールドカップ・サッカー大会の日韓両国の共同開催決定を機に、幅広い年齢層を対象に各種のスポー

ツ交流を実施することによって、日韓両国の親善と友好をよリー層深め、更には両国のスポーツの振興を図ること
を目的とする。

2.交流方式
日韓両国の団員が互いの国を訪問し、様々な交流を行う相互交流方式

3.主催
公益財団法人日本スポーツ協会

4.共催 (予自
公益財団法人福井県スポーツ協会、公益財団法人長崎県スポーツ協会、公益財団法人日本サッカー協会
公益財団法人日本テニス協会、公益財団法人日本バレーボール協会、公益財団法人日本バスケットボール協会
公益財団法人日本自転車競技連盟、公益財団法人 |ヨ 本ソフトテニス連盟、公益財団法人全日本軟式里葺求連盟
公益財団法人日本バ ドミントン協会、公益財団法人全日本ボウリング協会

5。 後援 (未定)
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7.交流内容

【派遣交流】
(1)期間 2023年 4月 27日 (木)～5月 3日 (水)7日 間

(2)日本選手団 :176名

1)選手

① 2023年 4月 1日 現在、派遣実施都道府県内で活動する選手 (実施競技団体に所属する者など)で、
派遣実施都道府県体育・スポーツ協会が推薦し、日本スポーツ協会が認める者

② 交流期間中の各種活動への参加に支障がなく、国際交流において日本代表としてふさわしい態度・行
動を取れる者

③ 成人男女 (30～70歳 ※韓国で開催される全国生活体育大祝典競技別実施要項に基づく)

2)指導者

① 派遣実施都道府県内で活動する指導者 (実施競技団体に所属する者など)で、派遣実施都道府県
体育・スポーツ協会が推薦し、日本スポーツ協会が認める者

② 交流期間中の各種活動への参加に支障がなく、国際交流において日本代表としてふさわしい人格・見
識を有する者

③ 日本スポーツ協会グ覇忍スポーツ指導者資格を有する者が望ましい
3)本部役員
① 日本スポーツ協会役員、評議員、委員会委員およU汀哉員
② 受入実施都道府県体育・スポーツ協会が推薦し、日本スポーツ協会が認める者

(3)会場 大韓民国・慶尚北道

(4)経費
日本選手団参加料 :一人 25,000円

1)日本スポーツ協会負担経費 :

9 (競技名 の 下のとお り
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・指定集合・離散場所と国内利用空港 (宿舎)間の交通費
・前泊 。後泊の必要性が生じた際の宿泊費・食事経費
・渡航費
・海外旅行保険の加入に係る経費
・日本選手団ユニフォーム作成費 (競技用ユニフォームは各自手配すること)

2)大韓体育会負担経費
'日本選手団の韓国|′帯在に係る宿泊・食事 。国内移動等の経費

3)その他 :以下の経費は参加者が負担する
・自宅から所属都道府県体育・スポーツ協会が指定する集合解散場所までの移動経費
・パスポー トの取得に関する経費
・個人に係る諸経費

【受入交流】
(1)期間 2023年 9月 14日 (木)～9月 20日 (水)7日 間

(2)韓国選手団 :176名

1)韓国選手及び指導者 169名 (35歳～ ※日本スポーツマスターズ大会競技別実施要項に基づく)

2)韓国本部役員 7名

(3)会場 日本 福井県

(4)経費

1)日本スポーツ協会負担

主に下記の経費を負担する。なお、交流の実施に係る基本的業務は、日本スポーツ協会から受入実施都

道府県に委託し、経費処理の要項は別に定める
。韓国選手団の宿泊費・食事経費

・韓国選手団の公式プログラム中の移動経費
。文化探訪等施設入場料等

・各種レセプション。関係会議開催経費
。競技会の運営・使用に係る経費
・その他交流の実施に係り日本スポーツ協会が認めた経費
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第 27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流 (派遣)

日本選手団員としての参加申し込みにあたつて<団員用>
(長崎県)

標三菫 泣仝2参皿Lぬこっ【|ょ _以正の出査≧ご確言忍、ご丞諾のうえ昼壺込み下さいD

1.交流概要

別紙実施要項をご確認下さい。成人男女 (30歳～70歳)ま でが参加対象となります。

※あわせて、競技ごとに出場参加区分の年歯令が定められており故すので、出場種目の競技要項を必

ずご確認<ださい。1旦 し、韓国において 2023年度の競技要項が讀だ確定していないため、前

回大会 (2019年度)のものを参考として添付いたします。2023年度版は追って共有します。

2.日程

全体日程につきましては、添付の日程 (案 )をご確認<ださい。

全日程へのご参加が参加条件となります。(途中帰国等は認めません)。

<4/26(水 )集合・前泊について>

2豆三:土:豊:整:正塵:型:豊:二重ゴニ∠:4:K:ヨ:壺:目:ユ1墨全堂:亘!ユ=生_二lヨ:型:里:査全二〕壁i逗:韮:翌:雖l正:主:乙:見込堕≦:菫!L

その場合、当協会で福岡空港近隣に前泊宿舎を手配いたします。団員は長崎県内の集合場所 (調整

中)から当協会手配のバスで福岡空港へ移動する予定です。集合場所および集合時間は団員決定後、

正式にお知らせいたします。

<5/3(水)解散について>
福岡空港到着後、バスで長崎県内の集合場所 (調整中)へ移動します。集合場所到着後、解散とな

ります。

3.経費 (実施要項「(5)経費」を併せて参照)

参加料 :一人 2万 5千円 ※支払方法・期限は長崎県スポーツ協会と調整の上別途ご連絡します

日本スポーツ協会が負担する経費

● 集合、離散に関わる輸送手配

ただし、自宅から長崎県スポーツ協会が定める集合場所までの移動経費は団員の自己負担

※韓国での滞在費 (宿泊・食事・移動)|ま受入団体である韓国 。大韓体育会が負担

0 出発日前泊費用

● 日本～韓国間 往復国際航空運賃

● 団員支給物品 (詳細については2ページロをご覧ください)

● 海外旅行保険料

下記の補償内容 (予定)で不十分と目われる方は別途各自でご負担・ご加入ください。

補償内容 (予定) 補償額 (予定)

傷害死亡・後遺障害 2,000万 円

傷害治療 300万 円

疾病)台療 50万円

賠償責任 500万 円

t病死亡、イ固人の携
'
'予品損害・紛失等、既往

参加者 (団員)各自が負担する経費

● パスポートの取得|こ 関する諸経費

● 競技用ユニフォーム

● 土産物購入、イ固人で手配する飲食、)帯在先宿合でのルームサービスや電話代等の個人的経費

● その他、上記の「日本スポーツ協会が負担する経費」に含まれないもの

※日本選手団ユニフォーム発注後の参加千ヤンセルについては、参加料を徴収いたします。また、参加料納入後の

キャンセルについても、その時点までに生した費用等を勘案し、一部返金の有無等をお知らせしヽたします。

´~0~



参
加
申
込
者

推薦団体

(当該体育協会)

4.手続き|こついて

推薦書類

(名簿データ、参加申込書)

②―一→

③
―団員決定通知

③

団員決定通知、所属長派遣依頼文書 (希望者)、 事務連絡文書ほか 〔3尾中旬～下響送付予定】

※参加料については、推薦団体からの案内に従しヽお支払い<ださい

くパス′lマートコピー提出にあたっての注意事項>

①  韓国入国時に3左昼以上の有効期限 (2023年 7月 26日 以降)が必要となりますので必ず

ご確言忍ください。

②  新規取得。再発行等により、参加申込書提出時にパスポート写を提出できない場合は、

「一般旅券発給申請書 (氏名のアルフアベット表記箇所)」 の写しを必ずご提出ください。

③  取得時から名字が変わっている場合は、変更手続きが分かるベージ写もご提出ください。

5,政府による水際対策を踏まえた日本選手国の参加条件追加について

現状における日本政府の水際対策を踏まえ、今回の交流では「世界保健機関 (WHO)の新型コロ

ナワクチン緊急使用リストに掲載されているワクチンのいずれかを 3回以上接種している方」を参加

条件とさせていただきます。参加申込書やパスポー…卜 (コ ピー)と併せて、ワクチン接種証明書コピ

ーのご提出をお願いいたします。政府が定めるワクチンについては以下をご参照ください。

厚生労働省ホームページ>【水際対策】日本政府が定めたワクチン

httpsi//wwv¨ mhlvv.gO」 p/Stf/seisakunitsuite/bu∩ ya/border_∨ aCCi∩ e html

6.所属先への通知について

<派遣依頼文書が必要な場合>
①  【様式③】参加申込書の該当欄、「要」に○をしてください。

※派遣依頼文書の宛名 (所属先・所属長の役職・氏名)も忘れずにご記入ください。

② 当該体育・スポーツ協会からの推薦に基づき日本スポーツ協会にて団員を決定次第、

当協会から各国員宅へ、団員決定通知文書と併せて派遣依頼分文書を送付いたします。

所属長へご提出下さい。

<所属先等への事前連絡について>
本交流への参加申し込みに伴う所属先等への事前連絡|こついては、各自必要に応じて 【様式④】

所属長への届出文書を提出いただくなどの対応をお願いいたします。

【様式③】参加申込書

(パスポート写、ワクチン接種

証明書写/A4サイス
・
添付)

/■
｀ ヽ      、`~に
1ノ

~‐~…サ 日本スポーツ協会杉
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7.団員支給物品|こ ついて

以下の支給物品 (予定)を団員宅へ送付いたします。

※送付時期については団員決定通知文書、事前説明会等にてご連絡いたします

① 日本選手団ハンドブック

② 日本選手団ユニフォーム (男女共通サイズ/競技凪ュニ2ユニムは貪まない)

※前回交流時 (参考)iト レーニングウェア上下、ポロシャツ1枚

(製品|こ ついては現在調整中のため、昨年度の内容から変更になる場合があります。)

K旦二 Z在
=△

生注後のコ ]置圭i星 |こ ⊇立ヽ【墜参」旦型奎徴旦 二ヽ堕童主 童二二参力幽 艶△笙の

主主ンセノレ|二⊇しヽ【も、_その壁虫ま_【 匡生堕二重田豊≧塾塞し、_=型返金の亘霊笠奎壺坦生旦

いたします。

③ 韓国選手との交換用記念品 (一人1点 )

④ 韓国ガイドブック

※上記の他、韓国側との交換用ペナントe記念品を競技ごとに支給いたします。

8。 1固人情報について

【様式③】参加申込書に記入いただ<個人情報につきましては、次の目的のため使用するもので、

その他へ情報提供することはありませんので予めご承知おき下さしヽ。

使用目的

● 決定通知、派遣依頼文書、事務連絡文書、当協会作製物品等の送付

● 当協会ならびに韓国 。大韓体育会が作成するプログラムヘの名簿掲載

● 当協会が手配する日本選手団共通ユニフォームの作製

● 日本選手団の韓国渡航手配にともなう、交流取扱旅行会社への情報開示

(氏名、年齢、性別、生年月日、イ主所、パスポート番号)

※なお、当協会と旅行会社は個人情報保護に関する覚書を締結します

● 利用航空会社から当協会|こ 対する1国人情報 (搭乗者名簿)の開示

(航空会社による個人情報の第二者提供に対する合意)※第三者=日本スポーツ協会

● 当協会が加入する海外旅行傷害保険への加入

● 「令和5年度日韓スポーツ交流報告書」への氏名等情報掲載、報告書の送付

● 日本スポーツ協会 HPへの競技結果の掲載

● 公益財団法人日本スポーツ協会の個人情報保護方針は以下の ∪RLか らご確認ください。

※ また、提出いただ<個人情報とは別に、期間中、主催・共催団体が撮影した写真 0映像を、本

交流の報告および日本スポーツ協会の広報活動のために日本スポーツ協会の各種媒体や作成

物 (ホームページ、広報誌、SNS、 「令和 5年度日韓スポーツ交流報告書」)および日本スポ

ーツ協会が利用する情報配信サービスヘ掲載されることがあります。また、主催・共催団体の

各種媒体へ掲載されることがありますことを予めご了承ください。

※ 主催・共催団体、または主催・共催団体が認めた報道機関等が撮影した写真 (開催報告・記録

用に撮影した写真を含む)等が、新間、雑誌、テレビ、報告書および関連ホームページ等で公

開されることがあります。また、主催・共催団体、または主催者が認めた報道機関等が撮景ラし

た映像 (開催報告 0記録用に撮影した映像を含む)等が、中継または録画放映されることがあ

ります。

※ 本交流は、スポーツ庁国庫補助対象事業であることから報告書を作成・提出することとなりま

す。
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9。 その他

・韓国派遣に関する事前説明会の開催日時は、別途当該都道府県体育・スポーツ協会と調整し、お

知らせいたします。

・渡航時の預け荷物については、利用航空会社ごとに、重量、サイズ等の制限があります。

1固人の荷物については、帰国時にお土産等により増加することも多いため、出国時から重量に余

裕を持ち、軽量化のご協力をお願いいたします。

また、競技用品についても、可能なものは個人のスーツケースに収納いただく (或 いは軽量の

で可能なものは、手荷物として持ち込む)ことや、チームごとに箱やケース|こ取りまとめるな

ど、預け荷物の個数を最小化するためのご協力をお願い申し上げます。

なお、重量やサイズ等の詳細については、別途お知らせいたします。

0日 本スポーツ協会 |こ おいては、スポーツl旨導現場において、「安全に、正しく、楽しく」指導が

できるよう、「公認スポーツ指導者制度」を制定し、公認スポーツ指導者資格の取得を[1乎 びかけ

ております。

本交流に参加される皆様の中で、当協会公認スポーツ指導者資格をお持ちの方は、別添参加申込

書の該当記入欄に資格名 。登録番号等を必ずご記載いただきますようお願いいたします。

当協会で作成する日本選手団ハンドブックに掲載する名簿 |こ おいて、資格名を記載いたします。

0別紙『公益財団法人日本スポーツ協会倫理規程』及び『公益財団法人日本スポーツ協会及び加盟

団体|こおける倫理 |こ 関するガイドライン』の内容を必ずご―読いただき、ご参加いただきますよ

うお願いいたします。

ハ~コ ~



【様式③】

顔写真

横３．５ｃｍ

×縦４．５ｃｍ

型

ｃｍ kg

入国日より３ヶ月以上の有効期限が必要です。必ずご確認ください。

歳

（注）建物名も必ずご記入ください。

＜自宅＞ ＜携帯＞

＜注意＞
※１　派遣依頼文書を希望される方は、以下の①～④の項目を正確に記入してください。
※２　派遣依頼文書の宛名は、以下の①～④の項目順に記載いたします（記載が不要な欄については空欄のままにしてください）
※３　派遣依頼文書は、決定団員のご自宅に送付いたします。
※４　本交流への参加申し込みに伴う所属先等への事前連絡については、各自でご対応のほどお願いいたします。

＜所属長宛派遣依頼文書 宛名＞

パスポートコピー添付：A４用紙（パスポートの取得時から名字が変わっている場合はその変更手続きが分かるページも併せて添付してください）
ワクチン接種証明書コピー添付：A４用紙（以下の項目が記載・貼付されている面をコピーして添付ください。 

①氏名、②生年月日、③住所、④ワクチンの種類、⑤接種年月日、⑥メーカー／ロットが記載されたシール
※有効なワクチンについて：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html）

令和　　　    年　　　　　　月　　　　　　　　日

本人署名 印

性別

取得予定日：　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

身長

（二桁） （五桁）

パスポート
番号

体重
※航空会社へ

提出必須項目です
必ず記載してください

出場種目・
年齢区分

※競技別要項を確認のうえ正確に記入してください

選手兼任　　　・　　　選手　　　・　　　（　　　　　　）

団員との
続柄

〒

※テニス等、ペアやチームがわかるようご記入ください。

名前

血液型男　・　女

監督　・　コーチ　・　マネージャー　・　記録員

N　・　K

FAX

競技

氏名

スポーツ少年団
指導者資格
（認定番号）

日本スポーツ協会
公認スポーツ
指導者資格

チーム区分

ポジション

※サッカー等、ポジションがある場合はご記入ください。

参加申込書（団員）
第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（派遣）

③
所属長役職

区分１

区分２

□現在申請中（申請書コピー添付）

②
所属部署

所属長宛派遣依頼文書

要　　・　　不要

ふりがな

電話番号

電話番号

メールアドレス

緊急連絡先

□現住所と同じ
（右欄 記入省略）

ふりがな

現住所

①
所属先

年齢
（2023年4月27日時点）

④
所属長氏名

〒

ふりがな

メールアドレス

パスポート
ローマ字表記

（姓） （名）

登録番号：

資格名：

生年月日 西暦　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

別紙「日本選手団員としての参加申し込みにあたって」の記載内容及び「公益財団法人日本スポーツ協会 倫理規程」、「公益財団法人日本ス
ポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」を承諾の上、参加を申し込みます。また、新型コロナウイルス感染症のワクチンを
3回以上接種していることを別添ワクチン接種証明書コピーにより証明します。

サイズ 身長 （ｃｍ） チェスト （ｃｍ） ウエスト （ｃｍ）
SS １５７～１６３ ８１～８７ ６７～７３
S １６２～１６８ ８５～９１ ７１～７７
M １６７～１７３ ８９～９５ ７５～８１
L １７２～１７８ ９３～９９ ７９～８５
O １７７～１８３ ９７～１０３ ８３～８９

XO １８２～１８８ １０１～１０７ ８７～９３
XXO １８７～１９３ １０５～１１１ ９１～９７

※ユニフォームは納期等の関係上、各サイズを見込み数で発注するため、ご希望のサイズに沿えない場合がありますので、ご了承ください。

※製品在庫の都合上、ユニフォーム作製内容を変更させて頂く場合がございます。

ユニフォームサイズ（いずれかを○　※男女共通サイズとなります） 新JASPOサイズ表

SS　・　S　・　M　・　L　・　O　・　XO　・　XXO
・ウェア（上）
・シャツ

SS　・　S　・　M　・　L　・　O　・　XO　・　XXOウェア（下）


