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International Charter 
of Physical Education, Physical Activity and Sport 

Preamble 

The General Conference of UNESCO, 

1. Recalling that in the Charter of the United Nations the peoples proclaimed their faith in
fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and affirmed 
their determination to promote social progress and better standards of life; 

2. Recalling that by the terms of the Universal Declaration of Human Rights, everyone is
entitled to all the rights and freedoms set forth therein without discrimination of any kind, 
such as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status; 

3. Convinced that a condition for the exercise of human rights is the safety and freedom
of every human being to develop and preserve their physical, psychological and social well-
being and capabilities; 

4. Emphasizing that resources, authority and responsibility for physical education,
physical activity and sport must be allocated without discrimination on the basis of gender, 
age, disability or any other basis, to overcome the exclusion experienced by vulnerable or 
marginalized groups;  

5. Acknowledging that cultural diversity in physical education, physical activity and sport
forms part of humanity’s intangible heritage and includes physical play, recreation, dance, 
organized, casual, competitive, traditional and indigenous sports and games;  

6. Recognizing that physical education, physical activity and sport can bring a variety of
individual and societal benefits, such as health, social and economic development, youth 
empowerment, reconciliation and peace; 

7. Highlighting that the provision of quality physical education, physical activity and sport
is essential, to realize their full potential to promote values such as fair play, equality, 
honesty, excellence, commitment, courage, teamwork, respect for rules and laws, respect for 
self and others, community spirit and solidarity, as well as fun and enjoyment; 

8. Stressing that, in order to achieve quality physical education, physical activity and
sport, all personnel, professional and volunteer alike, must have access to suitable training, 
supervision and counselling;  

9. Underlining that early play experience with parents and carers, and participation in
quality physical education are essential entry points for children to learn the skills, attitudes, 
values, knowledge, understanding and enjoyment necessary for lifelong participation in 
physical activity, sport and in society at large; 

10. Emphasizing that physical education, physical activity and sport should seek to
promote stronger bonds between people, solidarity, mutual respect and understanding, and 
respect for the integrity and dignity of every human being; 
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11. Insisting that concerted action and co-operation between stakeholders at all levels is 
the prerequisite for protecting the integrity and potential benefits of physical education, 
physical activity and sport from  discrimination, racism, homophobia, bullying, doping, 
manipulation, excessive training of children, sexual exploitation, trafficking, as well as 
violence;  
 
12. Aware that physical education, physical activity and sport can be enriched by 
undertaking them responsibly in a natural environment, and that this inspires respect for the 
Planet's resources and a concern to conserve and use these resources for the greater good 
of humanity;  
 
13. Proclaims this International Charter that puts physical education, physical activity and 
sport at the service of human development, and urges everyone, especially governments, 
intergovernmental organizations, sports organizations, non-governmental entities, the 
business community, the media, educators, researchers, sport professionals and volunteers, 
participants and their support personnel, referees, families, as well as spectators to commit 
to and disseminate this Charter, so that its principles can become a reality for all human 
beings. 

 
*   *   * 

 
Article 1 – The practice of physical education, physical activity and sport is a 
fundamental right for all 
 
1.1 Every human being has a fundamental right to physical education, physical activity 
and sport without discrimination on the basis of ethnicity, gender, sexual orientation, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property or any other 
basis. 
 
1.2 The freedom to develop physical, psychological and social well-being and capabilities 
through these activities must be supported by all governmental, sport and educational 
institutions.  
 
1.3 Inclusive, adapted and safe opportunities to participate in physical education, physical 
activity and sport must be available to all human beings, notably children of preschool age, 
women and girls, the aged, persons with disabilities and indigenous people. 
 
1.4 Equal opportunity to participate and be involved at all supervision and decision-making 
levels in physical education, physical activity and sport, whether for the purpose of 
recreation, health promotion or high performance, is the right of every girl and every woman 
that must be actively enforced.  
 
1.5 The diversity of physical education, physical activity and sport is a basic feature of their 
value and appeal. Traditional and indigenous games, dances and sports, also in their 
modern and emerging forms, express the world’s rich cultural heritage and must be protected 
and promoted. 
 
1.6 Every human being must have the opportunity to attain a level of achievement through 
physical education, physical activity and sport which corresponds to their capabilities and 
interest. 
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1.7 Each education system must assign the requisite place and importance to physical 
education, physical activity and sport in order to establish a balance and strengthen links 
between physical activities and other components of education. It must also ensure that 
quality and inclusive physical education classes are included, preferentially on a daily basis, 
as a mandatory part of primary and secondary education and that sport and physical activity 
at school and in all other educational institutions play an integral role in the daily routine of 
children and youth. 
 

* 
 
Article 2 – Physical education, physical activity and sport can yield a wide range of 
benefits to individuals, communities and society at large 
 
2.1 When appropriately organized, taught, resourced and practiced, physical education, 
physical activity and sport can make distinct contributions towards a wide range of benefits to 
individuals, families, communities and society at large. 
 
2.2 Physical education, physical activity and sport can play a significant role in the 
development of participants’ physical literacy, well-being, health and capability by improving 
endurance, strength, flexibility, coordination, balance and control. The ability to swim is a vital 
skill for every person exposed to risks of drowning. 
 
2.3 Physical education, physical activity and sport can improve mental health, 
psychological well-being and capability by enhancing body-confidence, self-esteem, self-
efficacy, by decreasing stress, anxiety and depression, by increasing cognitive function, and 
by developing a wide range of skills and attributes, such as cooperation, communication, 
leadership, discipline, teamwork, that contribute to achievement whilst participating, learning 
and in other aspects of life. 
 
2.4 Physical education, physical activity and sport can support social well-being and 
capability by establishing and strengthening community-ties and relationships with family, 
friends and peers, creating a sense of belonging and acceptance, developing positive social 
attitudes and behaviours, and bringing people from different cultural, social and economic 
backgrounds together in the pursuit of shared goals and interests.   
 
2.5 Physical education, physical activity and sport may contribute to prevention and the 
rehabilitation of those at risk of drug addiction, alcohol and tobacco abuse, delinquency, 
exploitation and abject poverty. 
 
2.6 For society at large, physical education, physical activity and sport can yield significant 
health, social and economic benefits. An active lifestyle helps prevent heart disease, 
diabetes, cancer as well as obesity und ultimately reduces premature death. In addition, it 
reduces health related costs, increases productivity, and strengthens civic engagement and 
social cohesion. 
 

* 
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Article 3 – All stakeholders must participate in creating a strategic vision, identifying 
policy options and priorities 
 
3.1 Strategic visions for physical education, physical activity and sport are prerequisite for 
balancing and optimizing the impact of policy options and priorities at different levels. 
 
3.2 All stakeholders, especially national and local authorities responsible for sport, 
education, youth, health, active recreation, development, urban planning, environment, 
transport, gender and disability matters, and intergovernmental organizations, the Olympic 
and Paralympic movements, sports organizations, non-governmental entities, the business 
community, the media, educators, researchers, sport professionals and volunteers, 
participants and their support personnel, referees, families, as well as spectators share the 
responsibility for developing and supporting physical education, physical activity and sport 
policy; and all mentioned stakeholders should be given opportunities to exercise this 
responsibility. 
 
3.3 Public authorities at all levels and those bodies acting on their behalf must take action 
to develop and implement legislation and regulations, define national sport development 
plans with clear objectives, and adopt other measures to encourage physical education, 
physical activity and sport, including the provision of material, financial and technical 
assistance. 
 
3.4 Strategies and policies for physical education, physical activity and sport must provide 
particular support to the voluntary sector, in order to assure its continued development and 
engagement, strengthen respect for freedom of association and acknowledge the sector’s 
contribution to democratic culture. 
 
3.5 Sustained investment in physical education is a fundamental component of all 
countries’ educational and sport commitment, and allocation of budgets for public provision 
of quality physical education programmes should be protected and strengthened. 
 
3.6 States and cities considering hosting major sport events should integrate this option in 
their long-term strategy for physical education, physical activity and sport, in order to sustain 
and strengthen participation in physical activity, and help improve social cohesion. 
 

* 
 
Article 4 – Physical education, physical activity and sport programmes must inspire 
lifelong participation 
 
4.1 Physical education, physical activity and sport programmes must be designed to meet 
the needs and personal characteristics of those practicing them over their whole lifespan. 
 
4.2  Early positive experiences of play, games and physical activities should be prioritized 
for all so as to lay a foundation of the knowledge, skills, attitudes and motivation necessary 
for the maintenance of lifelong participation in physical activity and sport. 
 
4.3  As the only area of school curricula concerned with developing students’ competence 
and confidence in sport and physical activity, physical education provides a learning gateway 
for the skills, attitudes and knowledge necessary for lifelong physical activity and sport; 
quality and inclusive physical education classes, taught by qualified physical education 
teachers, should be mandatory in all grades and levels of education. 
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4.4 Physical education, physical activity and sport policy and programmes must be 
systematically monitored and evaluated by appropriate national agencies, to assess whether 
they satisfy the needs of their intended beneficiaries. 

* 

Article 5 – All stakeholders must ensure that their activities are economically, socially 
and environmentally sustainable 

5.1 When planning, implementing and evaluating their activities, providers of physical 
education, physical activity and sport, as well as the organizers of sport events must pay due 
consideration to the overarching principle of sustainability, be it economic, social, 
environmental or sporting.  

5.2 Whereas the growing consumption of sporting goods can generate a positive impact on 
the global economy, the industry must take responsibility for developing and integrating 
social and environmentally-friendly practices.  

5.3 Any negative impact of indoor and outdoor activities to the environment should be 
prevented. Owners of sport infrastructure have a particular responsibility to avoid negligent 
behaviour risking danger to bystanders, noise, waste, use of chemicals and other potential 
damage to nature.  

5.4 All parties involved in the realization of major sports events – in particular event 
owners, public authorities, sports organizations, commercial stakeholders, the media – must 
ensure a sustainable legacy for the hosting communities with regard to the financial cost, 
environmental and social impact, the post-event use of the infrastructure and the effect on 
participation in sport and physical activity. 

* 

Article 6 – Research, evidence and evaluation are indispensable components for the 
development of physical education, physical activity and sport 

6.1 Policy decisions must be based on sound factual evidence. Good quality policy-making 
depends on high quality information gathered from a range of sources, including scientific 
research, expert knowledge, the media, stakeholder consultation, as well as evaluation and 
monitoring of previous policies and programmes. 

6.2  Governments and other key stakeholders should initiate and support research in the 
area of physical education, physical activity and sport. 

6.3 Research, evidence and evaluation should adhere to established ethical standards and 
reject inappropriate applications in physical education, physical activity and sport, such as 
doping, cheating or other misconduct. 

6.4 It is vital to collect and disseminate research findings, evaluation studies and other 
documentation on physical education, physical activity and sport. The results of scientific 
research and evaluation should be communicated in a way that makes them accessible, 
comprehensible and relevant for all concerned stakeholders and the public at large. 
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6.5 The media can play a crucial role in providing information on and raising awareness of 
the societal importance, ethical values and benefits of physical education, physical activity 
and sport. It is both a mutual responsibility and opportunity to increase co-operation between 
the media, the scientific community and other stakeholders with a view to informing public 
debate and decision making.  
 

* 
 
Article 7 – Teaching, coaching and administration of physical education, physical 
activity and sport must be performed by qualified personnel 
 
7.1 All personnel who assume professional responsibility for physical education, physical 
activity and sport must have appropriate qualifications, training and access to continuous 
professional development.  
 
7.2 All physical education, physical activity and sport personnel must be recruited and 
trained in sufficient numbers to ensure they attain and sustain the competence necessary to 
nurture the rounded development and safety of all persons in their charge. Personnel who 
have received such training should be given a professional recognition in keeping with the 
duties they perform. 
 
7.3 Volunteer coaches, officials and support personnel should be offered suitable training 
and supervision, given their status as an invaluable resource for the sector, to carry out 
essential functions, facilitate increased participation, ensure participant development and 
safety, and foster broad-based engagement in democratic processes and the life of the 
community. 
 
7.4 Opportunities specific to inclusive and adaptive training across all levels of participation 
should be widely available. 
 

* 
 
Article 8 – Adequate and safe spaces, facilities and equipment are essential to quality 
physical education, physical activity and sport 
 
8.1 Adequate and safe spaces, facilities, equipment, and dress-options must be provided 
and maintained to meet the needs of participants in physical education, physical activity and 
sport mindful of different needs associated with climate, culture, gender, age, and disability. 
 
8.2 Public authorities, sports organizations, schools and other institutions that administer 
facilities at all levels should work together to design, provide and optimize the use of 
installations, facilities and equipment for physical education, physical activity and sport, 
taking into account the opportunities and conditions of the natural surroundings. 
 
8.3 Private and public workplaces should offer opportunities for physical activity and sport 
by putting appropriate facilities, staff and incentives at the disposal of employees at all levels, 
contributing to their well-being and to enhanced productivity. 
 
8.4 To support, develop and maintain an active and healthy lifestyle for citizens, public 
authorities should integrate opportunities for physical activity and sport into all urban, rural 
and transportation planning. 
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8.5 When building, maintaining and operating facilities and public spaces for physical 
education, physical activity and sport, the responsible authorities and owners of sport 
infrastructure must strive to maximize energy- and resource-efficiency and minimize adverse 
impact on the natural surroundings. 
 

* 
 
Article 9 – Safety and the management of risk are necessary conditions of quality 
provision 
 
9.1 Physical education, physical activity and sport must take place in a safe environment 
that protects the dignity, rights and health of all participants. Practices and events that 
undermine safety, or involve inappropriate risk, are incompatible with the integrity and 
potential benefits of physical education, physical activity and sport; such practices and 
events require a determined and immediate response. 
 
9.2 Safety and the management of risk require that all stakeholders seek to rid physical 
education, physical activity and sport of practices that limit or harm participants, spectators 
and educators, especially the more vulnerable groups in society such as children, youth, the 
elderly, women, persons with disabilities, migrants and indigenous people. Harmful practices 
include discrimination, racism, homophobia, bullying, doping and manipulation, deprivation of 
education, excessive training of children, sexual exploitation, trafficking and violence. 
 
9.3 Physical Education, physical activity and sport can serve as a powerful tool to prevent 
the universal phenomenon of gender-based violence by addressing its root causes, 
especially gender inequality, harmful social norms and gender stereotypes. 
 
9.4 It is important that all stakeholders in physical education, physical activity and sport, 
including participants, administrators, teachers, coaches, and parents are conscious of the 
potential risks, especially for children, of dangerous or inappropriate training methods and 
competition, and psychological pressures of any kind. 
 

* 
 
Article 10 – Protection and promotion of the integrity and ethical values of physical 
education, physical activity and sport must be a constant concern for all 
 
10.1 All forms of physical education, physical activity and sport must be protected from 
abuse. Phenomena such as violence, doping, political exploitation, corruption and 
manipulation of sports competitions endanger the credibility and integrity of physical 
education, physical activity and sport and undermine their educational, developmental, and 
health promoting functions. Participants including referees, public authorities, law 
enforcement, sports organizations, betting operators, owners of sports-related rights, the 
media, non-governmental organizations, administrators, educators, families, the medical 
profession and other stakeholders must collaborate to ensure a coordinated response to 
integrity threats.  
 
10.2 Every effort must be made to counter the harmful effects of doping, and to protect the 
physical, psychological and social capabilities and well-being of participants, the virtues of 
fair play and competition, the integrity of the sporting community and the rights of people 
involved at every level. The universally adopted anti-doping rules must be implemented at all 
levels of performance by the competent international and national authorities.  
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10.3 The manipulation of sport competitions undermines the core values of sport. Combined 
with betting, the manipulation of sport competitions offers large scale business opportunities 
for transnational organized crime. Effective measures must be taken to foster national and 
international co-operation against the manipulation of sport competitions, as well as a 
coordinated global response in line with the relevant international instruments. 

10.4 All organizations and institutions dealing with physical education, physical activity and 
sport must implement principles of good governance. These include transparent and 
democratic procedures for elections and decision-making, regular consultations with 
stakeholder groups, as well as clear provisions for the redistribution of funds, and the 
rigorous enforcement of the principles of accountability and transparency.  

10.5 Any employer in the field of physical education, physical activity and sport or related 
areas must pay due consideration to the psychological and physical health of their 
employees, including professional athletes. International labour conventions and basic 
human rights must be respected, in particular to avoid child labour and human trafficking.  

10.6 To reduce the risk of corruption and overspending related to major sport events, event 
owners, public authorities and other stakeholders must take measures to maximize 
transparency, objectivity and fairness in the bidding, planning and hosting of these events. 

10.7 Public authorities which contribute financial, material or other support to providers of 
physical education, physical activity and sport, have a right and duty to audit and control the 
proper use of the resources they have granted on behalf of society. 

10.8 Public authorities and sports organizations are invited to enhance their co-operation in 
a spirit of mutual respect, and to minimize the risk of conflict by clearly defining their 
respective functions, legal rights and mutual responsibilities in physical education, physical 
activity and sport. 

10.9 Prevention programmes which include values-based education and information 
components are crucial. These programmes should foster positive attitudes towards anti-
doping in sport and negative attitudes towards manipulations, corruption, misconduct and 
exploitation and should be provided to participants, including referees, public authorities, law 
enforcement, sports organizations, betting operators, owners of sports-related rights, the 
media, non-governmental organizations, administrators, educators, families, the medical 
profession and other stakeholders.   

10.10 Public authorities and sports organizations should encourage the media to promote e 
and protect the integrity of physical education, physical activity and sport. The media are 
invited to fulfil their role as critical and independent observers of events, organizations and 
stakeholders, informing the public of the benefits, risks and educational values of physical 
education, physical activity and sport. 

*
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Article 11 – Physical education, physical activity and sport can play an important role 
in the realization of development, peace and post-conflict and post-disaster objectives 

11.1 Sport for development and peace initiatives should aim at eradicating poverty, as well 
as strengthening democracy, human rights, security, a culture of peace and non-violence, 
dialogue and conflict resolution, tolerance and non-discrimination, social inclusion, gender 
equality, the rule of law, sustainability, environmental awareness, health, education and the 
role of civil society.  
11.2 Sport for development and peace initiatives should be promoted and utilized to support 
conflict prevention, post-conflict and post-disaster interventions, community building, national 
unity, and other efforts that contribute to the effective functioning of civil society and 
international development goals. 

11.3 Sport for development and peace initiatives should be inclusive, and culture-, gender-, 
age- and disability-sensitive, and include strong monitoring and evaluation mechanisms. 
They should encourage local ownership of projects and embody the same principles of 
sustainability and integrity as other physical education, physical activity and sport initiatives.  

* 

Article 12 – International co-operation is a prerequisite for enhancing the scope and 
impact of physical education, physical activity and sport 

12.1 Through international co-operation and partnerships, all stakeholders should place 
physical education, physical activity and sport at the service of development, peace, 
solidarity and friendship among individuals, communities and nations. 

12.2 International co-operation and partnerships should be used for effective advocacy, at 
the international, regional and national levels, about the important contributions of physical 
education, physical activity and sport to social and economic development, while supporting 
and sharing related research and evidence. 

12.3 International co-operation and partnerships amongst public authorities, sports 
organizations and other non-governmental organizations are crucial to reduce existing 
disparities between and within States in the provision of physical education, physical activity 
and sport. This can be achieved through the exchange of good practice, education 
programmes, capacity development, advocacy, as well as indicators and other monitoring 
and evaluation tools based on the universal principles set forth in the present Charter. 

SHS/2015/PI/H/14 REV. 
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2016.8.25 

日本学術会議健康・生活科学委員会健康・スポーツ科学分科会 監訳

ユネスコ（2015） 
「体育・身体活動・スポーツに関する国際憲章」

前文

ユネスコ総会は、

1. 国連憲章において、基本的人権と人間の尊厳及び価値への信念を宣言し、社会的進歩と生

活水準の向上とを促進する決意を確認したことを想起し、

2. 世界人権宣言によって、すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的又はその他

の意見、国籍もしくは社会的出身、財産、門地、その他の地位によるいかなる差別をも受ける

ことなく、そこに掲げられているすべての権利と自由を享有していることを想起し、

3. 人権の行使の条件は、すべての人が身体的、精神的、社会的な充足を育み維持させること、

それらの能力を発達させ保つことができる安全と自由であることを確信し、

4. 被害を受けやすい又は取り残された集団が受けている格差を克服するために、体育・身体活

動・スポーツのための資源、権限、責任が、ジェンダー、年齢、障がい、その他一切の理由に

基づく差別なく与えられなければならないことを強調し、

5. 人類の無形の遺産のひとつである体育・身体活動・スポーツの文化的多様性には、運動遊び、

レクリエーション、ダンス、組織化されたもの、日常的なもの、競争的なもの、伝統的なもの、先

住民のものとしてのスポーツやゲームが含まれることを認識し、

6. 体育・身体活動・スポーツは、健康、社会的・経済的発展、若者のエンパワメント、和解、平和な

ど、さまざまな個人的及び社会的恩恵をもたらすことを認識し、

7. 質の高い体育・身体活動・スポーツの提供は、フェアプレー、平等、誠実、卓越、責任、勇気、チ

ームワーク、規則や法律の順守、自身や他者に対する尊重、共同体意識、連帯並びに楽しさ

や喜びなどの価値を促進するために要するあらゆる潜在的な能力を発揮するために欠かせな

いことを指摘し、

8. 質の高い体育・身体活動・スポーツを実現するために、あらゆる個人、専門家、ボランティアが

一様に適切なトレーニング、監督、カウンセリングを受ける必要があることに対して注意を喚起

し、

9. 幼少期からの保護者や保育者との遊びの経験や質の高い体育に参加することは、生涯にわ

たって身体活動やスポーツに参加し、さらには社会の一員となるために必要なスキル、態度、

価値、知識、理解、喜びを子どもたちが学ぶための必須の入り口となることを明確に示し、

10. 体育・身体活動・スポーツは、人と人とのより強い絆、連帯、相互の尊重と理解、すべての個人

の高潔性と尊厳に対する尊重を高めようとすべきであることを強調し、

11. あらゆるレベルの関係者による協調した行動と協力が、差別、人種差別、同性愛嫌悪、いじめ、

ドーピング、不正な操作、子どもに対する過剰なトレーニング、性的搾取、不正取引並びに暴力

から体育・身体活動・スポーツの高潔性と潜在的な恩恵を保護するための前提条件であること

を主張し、
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12. 体育・身体活動・スポーツは、自然環境において責任をもって行われることで豊かになること、

ひいてはそれが地球の資源を尊重し、人類のより良い利益のための資源保護と利用への関

心を呼び起こすことを自覚し、 

13. この国際憲章は、体育・身体活動・スポーツを人類の発展に役立てることを宣言し、そして、そ

の原則がすべての人類にとって現実のものとなるよう、すべての人、とりわけ政府、政府間組

織、スポーツ組織、民間団体、実業界、メディア、教育者、研究者、スポーツ専門家とボランテ

ィア、参加者とその支援者、審判、家族並びに観客が憲章を守り、普及するよう強く促す。 

 

* * * 

第 1 条 － 体育・身体活動・スポーツの実践は、すべての人の基本的権利である  
1.1 すべての人は、人種、ジェンダー、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国民も

しくは社会的出身、財産、その他一切の理由に基づく差別を受けることなく、体育・身体活動・スポ

ーツを行う基本的な権利を持っている。 

1.2 これらの活動を通じた身体的、精神的、社会的な充足と能力を発達させる自由は、政府、スポ

ーツ、教育に関わるすべての機関により支援されなければならない。 

1.3 すべての人、とりわけ就学前の子ども、女性及び少女、老人、障がいのある人、先住民族に、

体育・身体活動・スポーツへの参加のための誰もが受け入れられる適切で安全な機会が提供され

なければならない。 

1.4 レクリエーション、健康増進、パフォーマンスの向上といった目的にかかわらず、体育・身体活

動・スポーツに参加し、あらゆる管理・意思決定レベルに参画するための平等な機会は、すべての

少女と女性にとって積極的に守られなければならない権利である。 

1.5 体育・身体活動・スポーツが多様であることは、それらの価値や魅力の基本的な要素になる。

伝統的な、さらには先住民のゲーム、ダンス、スポーツは、今日創られつつある形態も含めて、世

界の豊かな文化遺産を表現するものであり、保護され、普及されなければならない。 

1.6 すべての個人は、体育・身体活動・スポーツを通じて各人の能力と興味に応じて一定の達成を

得る機会を持たなければならない。 

1.7 どの教育システムも、身体活動と他の教育要素との間のバランスと結びつきの強化を図るた

め、体育・身体活動・スポーツについて必要な位置づけと重要性を付与しなければならない。教育

システムは、質が高く、排除される者がないような体育の授業が優先的に毎日、初等・中等教育の

必須要素として含まれること、そしてスポーツと身体活動が学校及びその他の教育機関で、子ども

たちや若者の日課で欠くことのできない役割を果たすことを保証しなければならない。 

*  

第 2 条 － 体育・身体活動・スポーツは、個人、コミュニティ、社会全体に幅広い恩恵をも

たらすことができる  
2.1 体育・身体活動・スポーツは、適切に組織され、教えられ、資源が提供され、実践されれば、個

人、家族、コミュニティ、社会全体に対して幅広い恩恵をもたらす明確な貢献ができる。 

2.2 体育・身体活動・スポーツは、忍耐力、強さ、柔軟性、協調性、バランス、コントロールを改善す

ることにより、自らの身体を理解し対処する能力、充足感、健康及び能力の発達に顕著な役割を果
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たすことができる。水泳の能力は、溺れるリスクにさらされるあらゆる人にとって不可欠なスキルで

ある。

2.3 体育・身体活動・スポーツは、身体に対する自信、自尊心、自己効力感を高め、ストレス、不安、

抑うつを減らし、認知機能を高め、協力、コミュニケーション、リーダーシップ、規律、チームワークな

どの参加や学習及びその他の生活面での成果に貢献する幅広いスキルや特性を発達させることで、

心の健康、精神的充足と能力を改善させることができる。

2.4 体育・身体活動・スポーツは、コミュニティの絆や家族、友人、仲間との関係を築き、強化し、帰

属意識や受容の気持ちを生み出し、肯定的な社会的態度や行動を発達させ、異なる文化的、社会

的、経済的背景の人々を共通の目標や利益を求めて結びつけることにより、社会的充足と能力を

支援することができる。

2.5 体育・身体活動・スポーツは、麻薬中毒、アルコール依存症、たばこ中毒、非行、搾取、極端な

貧困の防止とそのリスクにさらされた人々の社会復帰に貢献できる可能性がある。

2.6 体育・身体活動・スポーツは、社会全体に顕著な健康的、社会的、経済的な恩恵を生み出すこ

とができる。積極的なライフスタイルは、心臓疾患、糖尿病、ガン並びに肥満の防止の一助となり、

究極的には早死を減らす。さらに、そのようなライフスタイルは、健康関連の費用を削減し、生産性

を向上させ、市民的社会参加や社会的一体性を強化する。

* 

第 3 条 － すべての関係者が戦略的ビジョンの創造、方針の選択肢や優先順位の策定に

参画しなければならない

3.1 体育・身体活動・スポーツのための戦略的ビジョンは、方針の選択肢と様々なレベルにおける

優先順位が与える影響のバランスを取り、最適化するための前提条件である。

3.2 すべての関係者、とりわけスポーツ、教育、若者、健康、積極的なレクリエーション、開発、都

市計画、環境、交通、ジェンダーや障がいの問題について責任を持つ国家や地方自治体、さらに

政府間組織、オリンピック及びパラリンピック・ムーブメント、スポーツ組織、民間団体、実業界、メデ

ィア、教育者、研究者、スポーツ専門家とボランティア、参加者とその支援者、審判、家族並びに観

衆は、体育・身体活動・スポーツ政策の発達と支援の責任を共有する。よって、上述のすべての関

係者は、この責任を果たす機会を与えられるべきである。

3.3 あらゆるレベルの公的機関及び団体は、法律や規定の策定と施行、明確な目的を備えた国の

スポーツ開発計画の策定、及び物質的、財政的、技術的な援助の条件を含めた、その他の体育・

身体活動・スポーツの奨励策を採用するための措置を講じなければならない。

3.4 体育・身体活動・スポーツの戦略や方針は、ボランティアに関わる部門に対して、その継続的な

発展と関与を保証するために特定の支援を提供し、自由な組織づくりを尊重することを強化し、当該

ボランティア部門による社会の民主的な文化への貢献を認識しなければならない。

3.5 体育への持続した投資は、すべての国の教育とスポーツに対する取り組みの根本的な要素で

あり、質の高い体育プログラムの公的提供に対する予算割り当ては保護され、強化されるべきであ

る。

3.6 大規模なスポーツ競技大会の開催を検討している国や都市は、身体活動への参加を持続させ

強化するため、またより良い社会的一体性の改善の助けとなるよう、大会の開催を体育・身体活動・
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スポーツのための長期的戦略に統合させるべきである。

*  

第 4 条 － 体育・身体活動・スポーツのプログラムは、生涯にわたる参加の動機づけとな

らなければならない 

4.1 体育・身体活動・スポーツのプログラムは、生涯にわたって実践する人々の必要性や個人的特

性を満たすよう設計しなければならない。

4.2 生涯を通じた身体活動やスポーツへの参加を維持するために必要な知識、スキル、態度、動

機づけの基礎を築くために、遊び、ゲーム、身体活動に関する早期からのプラスの経験をだれもが

優先できるようにすべきである。

4.3 スポーツや身体活動における生徒の能力や自信の開発に関係する学校教育課程の唯一の分

野として、体育は生涯を通じた身体活動やスポーツに必要なスキル、態度、知識のための学習の入

り口となる。資格を持った体育教師によって指導される、質が高く、排除される者がいないような体

育授業が、すべての学年と教育レベルにおいて義務づけられるべきである。

4.4 体育・身体活動・スポーツの方針やプログラムは、プログラムが対象とする受益者の必要性を

満足させているかどうかについて、官公庁による適切で体系的な監視と評価がなされなければなら

ない。

* 

第 5 条 － すべての関係者は、その活動が経済的、社会的、環境的に持続可能であるこ

とを保証しなければならない

5.1 体育・身体活動・スポーツの提供に従事する者並びにスポーツ競技大会の組織者は、活動の

計画、実施、評価を行う時に、経済上、社会上、環境上、スポーツ上のいずれにおいても最重要原

則である持続可能性を十分考慮しなければならない。

5.2 スポーツ用品の消費の拡大がグローバル経済への肯定的な影響を与える可能性がある中、

当該産業は社会と環境に優しい実践を発展させ、融合させていく責務を負わなければならない。

5.3 屋内・屋外活動の環境への負の影響は防止されるべきである。スポーツ施設の所有者は、観

衆やその場に居合わせた人々にリスクを与えるような不注意な行動、騒音、廃棄物、化学物質の使

用やその他自然に与える潜在的な損傷を回避する特別な責任を負う。

5.4 大規模なスポーツ競技大会の実現に関与する全関係者―とりわけ大会主催者、公的機関、ス

ポーツ団体、商業的な関係者、メディア―は、財務費用、環境的・社会的な影響、大会後のインフラ

活用、スポーツ・身体活動への参加効果の面から、開催地域にとっての持続可能なレガシーを保証

しなければならない。

* 

第 6 条 － 研究・科学的根拠・評価は、体育・身体活動・スポーツの発展に不可欠な要素

である

6.1 方針決定は妥当かつ事実に基づいた根拠に拠るものでなければならない。方針策定の質の高

さは、科学的調査、専門知識、メディア、その他の関係者との協議並びに過去の方針とプログラム

の評価・監視などを含む幅広い資料から収集した情報の質の高さで決まる。

6.2 政府やその他の主要な関係者は、体育・身体活動・スポーツの分野における研究を開始し、
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支援するべきである。

6.3 研究・科学的根拠・評価は、定められた倫理基準を厳密に遵守し、体育・身体活動・スポーツに

おけるドーピング、不正行為、その他違法行為などの不適切な適用を排除するべきである。

6.4 体育・身体活動・スポーツに関する研究成果、評価研究、その他の参考文献の収集及び普及

は不可欠である。科学的研究及び評価の結果は、すべての関係者と社会全般が利用しやすく、理

解しやすく、適切な方法で伝えられなければならない。

6.5 メディアは、体育・身体活動・スポーツの社会的重要性、倫理的価値及び利点について情報を

提供し、認知度を高める上で極めて重大な役割を果たすことができる。公開討論及び意思決定の

情報提供を目的としてメディア、科学界、その他の関係者が協力関係を強めることは相互の責任で

あり、良い機会になる。

* 

第 7 条 － 体育・身体活動・スポーツの教育、コーチング、管理は有資格者が行わなけれ

ばならない

7.1 体育・身体活動・スポーツに専門的責任を負うすべての人材は、適切な資格を有し、トレーニン

グを行い、継続して専門的能力の向上に努めなければならない。

7.2 すべての体育・身体活動・スポーツの人材は、その監督下にあるすべての人のバランスの良い

発達及び安全を促進するために必要とされる適性を確実に獲得し、維持できるだけの十分な人数

を採用し、訓練しなければならない。そのようなトレーニングを受けた人材には、遂行する職務に沿

った職業的認証が与えられるべきである。

7.3 ボランティアのコーチ、役員及び支援者は、各部門におけるかけがえのない人材としての立場

を与えられ、適切なトレーニング及び管理を提供されなければならない。それによって、彼らが重要

な役割を遂行し、参加増大の手助けをし、参加者の発達と安全を確保し、民主的なプロセスや地域

社会生活における幅広い人々の結びつきを育てることができる。

7.4 すべての参加レベルにおいて、排除される者のない、個人の状況に応じたトレーニングの機会

が得られなければならない。

*  

第 8 条 － 質の高い体育・身体活動・スポーツには、適切で安全な場所、施設、器具が不

可欠である

8.1 適切で安全な場所、施設、器具、衣類の選択は、特に天候、文化、ジェンダー、年齢、障がい

に伴う異なるニーズに配慮し、体育・身体活動・スポーツの参加者のニーズに合うよう提供され、維

持されなければならない。

8.2 あらゆるレベルの施設を運営する公的機関、スポーツ団体、学校、その他の団体は、自然環

境がもたらす機会や状況を考慮しながら、体育・身体活動・スポーツのための設備、施設、器具を

設計し、提供し、その利用を最適化するために協力して取り組むべきである。

8.3 民間及び公的な職場は、従業員の福利及び生産性向上のために、あらゆるレベルの従業員

が自由に利用できるよう適切な施設の配置、スタッフの配備と動機づけをして身体活動やスポーツ

のための機会を提供しなければならない。

8.4 公的機関は、市民の活動的で健康な生活を支援し発展させ、維持するために、身体活動やス
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ポーツの機会を都市計画、地方の計画、交通計画に組み込まなければならない。 

8.5 体育・身体活動・スポーツのための施設及び公共の場を建設、管理、運営する場合、責任当局

及びスポーツ施設の所有者は、エネルギーと資源の効率を最大限にし、自然環境に対する悪影響

を最小限にするよう努力しなければならない。 

* 

第 9 条 － 安全性及びリスク管理は質保証の必須の条件である  
9.1 体育・身体活動・スポーツは、すべての参加者の尊厳、権利、健康を保護する安全な環境で行

われなければならない。安全性を低下させる、または不適切なリスクを含む実践や行事は、体育・

身体活動・スポーツの完全性及び潜在的な恩恵とは相いれない。そのような実践及び行事には断

固たる即時の対策が必要である。 

9.2 体育・身体活動・スポーツにおける安全性及びリスク管理では、すべての関係者が参加者、観

客、指導者に対し制限や危害が加えられる実態がなくなるよう努力することを求める。中でも子ども、

若者、高齢者、女性、障がい者、移民、先住民など社会的弱者となりやすい人々に留意する。害を

及ぼす実態には、差別、人種差別、同性愛嫌悪、いじめ、ドーピングと不正な操作、教育妨害、子ど

もに対する過剰なトレーニング、性的搾取、不正取引、暴行が含まれる。 

9.3 体育・身体活動・スポーツは、特にジェンダー不平等、有害な社会規範、ジェンダーに関する固

定観念などの根本的な原因に対処することにより、ジェンダーに基づく暴力に関する現象一般を防

止する強力な手段として役立てることができる。 

9.4 体育・身体活動・スポーツにおける参加者、管理者、教師、コーチ、両親などのすべての関係

者が潜在的リスク、特に子どもに対するリスク、危険な又は不適切なトレーニング方法や競争、さら

にはあらゆる種類の心理的プレッシャーについて意識しておくことが重要である。 

* 

第 10 条 － 体育・身体活動・スポーツの高潔性と倫理的価値の保護及び促進は、すべて

の人にとって普遍的な関心事でなければならない  
10.1 あらゆる形態の体育・身体活動・スポーツは、弊害から守られなければならない。スポーツ競

技大会における暴力、ドーピング、政治的権力の濫用、汚職や不正工作などの事象は深刻な危険

性をもって体育・身体活動・スポーツの信頼性と高潔性を脅かし、その教育的機能、発展的機能及

び健康促進機能を損なう。審判、公的機関、法執行機関、スポーツ組織、公認ギャンブル事業者、

スポーツ関連の権利の所有者、メディア、非政府組織、管理運営者、教育者、家族、医療従事者、

その他の関係者を含む参加者は、高潔を脅かすものに対し、齟齬のない対応が行われるよう、協

力しなければならない。 

10.2 ドーピングの悪影響に対抗するためのあらゆる努力が払われなければならない。また、参加

者の身体的・精神的・社会的な能力や健全な生活、フェアプレー及び競争の美徳、スポーツ・コミュ

ニティの高潔性、さまざまなレベルでスポーツに参加する人々の権利を守るため、あらゆる努力が

払われなければならない。世界的に採用されているアンチ・ドーピング規則が、国際的及び国内の

管轄機関によって、あらゆるレベルのパフォーマンスに対し適用されることが極めて重要である。 

10.3 スポーツ競技大会における不正工作は、スポーツの本質的価値を損ねる。それは賭博と結

びつき、国際組織犯罪に大規模な事業機会を提供している。関連する国際手段に沿ったグローバ
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ルな協調的対応に加え、スポーツ競技大会における不正工作に対抗する国内外における協力関

係を促進するため、有効な対策が取られなければならない。 

10.4 体育・身体活動・スポーツを扱うあらゆる組織及び機関は、良好なガバナンスの原則を 実行

しなければならない。ここでいう原則には、選挙及び意思決定における透明性の高い民主的な手

続き、関係者集団との定期的な協議、資金の再分配のための明確な規定、説明責任及び透明性

に関する原則の厳格な実施が含まれる。 

10.5 体育・身体活動・スポーツまたは関連分野のすべての雇用主は、プロスポーツ選手を含め、

被雇用者の精神的及び身体的な健康に十分配慮しなければならない。特に、児童労働及び人身

売買を防止するため、国際的な労働協約及び基本的人権が尊重されなければならない。 

10.6 大規模なスポーツ大会に関連する汚職及び浪費のリスクを低減させるため、イベント主催者、

公的機関、その他の関係者は、これらのイベントの招致、計画、開催における透明性、客観性、公

平性を最大化するための対策を取らなければならない。 

10.7 体育・身体活動・スポーツの提供者に対し金銭的、物質的、またはその他の支援を提供する

公的機関は、供与した資源の適切な使用を社会を代表して監査し、統制する権利と義務を有する。 

10.8 公的機関及びスポーツ組織には、相互尊重の精神において協力を拡大し、体育・身体活動・

スポーツにおける各々の役割、法的権利、相互責任を明確に定義することによって紛争のリスクを

最小化することが求められる。 

10.9 重視されるべき価値を明確に意識した教育と情報が含まれている防止プログラムは重要で

ある。これらのプログラムは、スポーツにおけるドーピング防止に対する肯定的な態度、また不正

工作、汚職、違法行為や搾取に対する否定的な態度を育成すべきであり、審判、公的機関、法執

行機関、スポーツ組織、公認ギャンブル事業者、スポーツ関連の権利の所有者、メディア、非政府

組織、管理運営者、教育者、家族、医療従事者、その他の関係者を含む参加者に提供されるべき

である。 

10.10 公的機関及びスポーツ組織はメディアに対し、体育・身体活動・スポーツの高潔性を促進し、

守るよう働きかけるべきである。メディアは、大会、組織、関係者に対し、批判的かつ独立した観察

者として、市民に与えられる体育・身体活動・スポーツの恩恵やリスク、教育的価値を伝える役割を

全うすることが求められる。 

* 

第 11 条 － 体育・身体活動・スポーツは、開発、平和、紛争後及び災害後の目標の実現

において重要な役割を果たすことができる  
11.1 開発と平和のイニシアチブのためのスポーツは、貧困の根絶、及び民主主義、人権、安全保

障、平和と非暴力の文化、対話と紛争解決、許容と非差別、社会的統合、男女の平等、法の支配、

持続可能性、環境認識、健康、教育、市民社会の役割をより強固なものにすることを目的とするべ

きである。 

11.2 開発と平和をめざすスポーツは、紛争防止、紛争後及び災害後の介入、コミュニティの構築、

国の結束及び市民社会と国際開発の目標の有効的な機能に貢献するその他の取り組みを支援す

るために促進され、活用されるべきである。 

11.3 開発と平和をめざすスポーツは、排除される者がおらず、文化、ジェンダー、年齢、障がいに
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配慮したものでなければならず、また、強固な監視と評価のメカニズムを含むべきである。それらは

地域プロジェクトのオーナーシップ（当事者意識）を奨励し、その他の体育・身体活動・スポーツがめ

ざすものと同様に持続可能性と高潔性の原則を具体的に表現するべきである。

* 

第 12 条 － 国際協力は、体育・身体活動・スポーツの範囲と影響を拡大するための必須

の条件である

12.1 すべての関係者は、国際協力及び国際協調を通じて、個人、コミュニティ、国家内の開発、平

和、連帯、友好に体育・身体活動・スポーツを活用するべきである。

12.2 国際協力及び国際協調は、社会的及び経済的発展における体育・身体活動・スポーツの重

要な貢献を国際的、地域的及び国内的レベルで効果的に提唱するうえで、また、関連する調査や

証拠を支援し共有するうえで活用すべきである。

12.3 公的機関、スポーツ組織、その他の非政府組織の間の国際協力及び国際協調は、体育・身

体活動・スポーツの提供において国家間及び国家内に存在する格差を縮小するうえで極めて重要

である。このような国際協力及び国際協調は、現在の憲章で定められている普遍的な原則に基づ

く指標やその他の監視・評価ツールのほか、優れた事例、教育プログラム、能力開発、権利擁護の

知見を交換し活用することで達成することが可能である。


	空白ページ

