
（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

（様式２） 最終更新日：令和３年１０月２２日

2

［原則1］組織運

営等に関する基本

計画を策定し公表

すべきである

（2）組織運営の強化に関する

人材の採用及び育成に関する

計画を策定し公表すること

前項の通り、法人設立当初から組織経営及び事業運営に対する認識等の甘さから現在、組織基盤から大幅に見直し、

人材が育つ環境へと組織改革に取り組み始めたところである。

先に開催された理事会において、まずは事務局機能を大きく改善するためその機能の一部を外部へ「業務委託」とい

う形で人件費及びその他経費を抑え、組織経営及び事業運営に必要な専門性の確保を行った。

委託先は本協会理事が所属する法人で、この法人は小規模ながら「障害福祉事業」を主たる事業として運営している

関係上、権利擁護、障害者差別、障害者虐待、そのほか関係法規等を日頃から遵守している。また、事務局の見直し

として新事務局長に任命された同理事はこの会社の役職者であるため、人材育成、事業管理、収支予算管理等、それ

らノウハウを本協会組織運営強化へと活かすことが期待される。

また、前項にあげられた「三役会議」を設置し運営することで、情報の収集と分析がより丁寧になされることとな

り、問題や課題の提起とそれらに必要な共有と協議、その後の迅速な対応などよりフレキシブルな体制へと大きく改

善されることとなった。このことにより直近の大きな課題であった新規人材の確保についても飛躍的に進めることが

できたと言える。

（1）人材の採用及び育成に関する計画については２０２２年１０月までに策定することを目標とする。

（2）組織運営強化に関する人材の採用及び育成に関する計画については２０２２年１２月の公表を目標とする。

（3）計画策定に当たっては各事業部会及び理事会等を通じて役職員や構成員から幅広く意見を募ることとする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

一般社団法人日本ろう者サッカー協会協会　スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

1

［原則1］組織運

営等に関する基本

計画を策定し公表

すべきである

（1）組織運営に関する中長期

基本計画を策定し公表するこ

と

法人設立当初から現在まで、法人理念に沿って掲げられたビジョンとそれに向かうべく設定された各事業と、それら

に対して必要な具体的計画の策定が不十分な体制が続いていた。

現在２０２０年の期末（８月末日）を迎え、新年度となる２０２１年度からの新体制発足に向けて大きな組織改革に

取り組んでいる。そのなかでも重要項目として掲げているのが下記の項目となる。

■これまで未設置であった専務理事及び常務理事を加えた代表理事を含む新三役の設置　※完了

■これまで管理体制が不十分のまま運営がなされていた事務局体制の大幅な見直し　※完了

■理事会運営に関する開催前後の協議体制（三役会議）の構築と実施　※完了

■事務局体制の見直しと併せビジョンへ向かうべく各事業推進のための事業部の立案　※完了

■全国地域の状況や情報とその他意見等の集約やこれらに基づく共有協議を目的とした地域協会との連携強化

　※継続中

（1）中長期基本計画については２０２２年１０月までに策定することを目標とする。

（2）中長期基本計画については２０２２年１２月の公表を目標とする。

（3）計画策定に当たっては各事業部会及び理事会等を通じて役職員や構成員から幅広く意見を募ることとする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会事業計画

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

1



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

4

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

(1) 組織の役員及び評議員の構

成等における多様性の確保を

図ること

①外部理事の目標割合（25%以

上）及び女性理事の目標割合

（40%以上）を設定するととも

に、その達成に向けた具体的

な方策を講じること

■組織体制ついて

＊国内４地域ブロック協会より社員を各１名及び理事を数名選任している。

＊外部理事については現在１名監事を選任している。

■理事の選任時の障害のある当事者の任用、年齢構成、競技・種別等のバランス等の考慮について

＊本協会の現理事体制については１名を除きすべてが聴覚障害のある当事者で構成されている。また、代表理事は元

日本代表選手であり、その他新任も元日本代表選手である。年齢層としても４０歳前後程度と中程度を推移している

ため、バランスのとれた体制と認識している。

■理事の候補となり得る人材の各種委員会等への配置について

＊これまで兼務において運営実務にご尽力いただいた役員を各事業部顧問に配置し、経験の浅い理事を事業部長、全

国地域から経験者及び新規採用者を部員として配置し、これまで培った経験とノウハウの共有と実務を通じたＯＪＴ

の実施が可能な体制としている。

■将来的な運営の担い手となり得る人材の計画的な育成について

＊前項の通りの体制と人員配置とすることで、部員から部長、部長から役員、役員から業務執行役員へと、経験と実

績に基づくキャリアパス体制を構成している。

（1）外部理事の目標割合を２５％と設定する。

＊現職理事６名、監事１名と、役員総数７名の体制となっている。外部理事であることの根拠を示すものが存在しな

いため、２０２２年１０月までに外部理事の定義を別に定めると共に目標割合の達成を目標とする。

（2）女性理事の目標割合を４０％と設定する。

＊役員総数７名のうち現在女性理事は０名であるため、普及事業部において人材募集及び選定を盛り込んだ計画を策

定し、２０２３年１０月までに達成することを目標とする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

3

［原則1］組織運

営等に関する基本

計画を策定し公表

すべきである

（3）財務の健全性確保に関す

る計画を策定し公表すること

現在は本協会のこれまでの体制から大幅に見直しを行っている。そのなかでも法人事業計画の見直しは重要な課題で

あると強く認識しているため、組織体制整備のひとつとして新設をした各事業部の運営方針や具体的取組み、そして

それらに係る必要予算について、各事業部に配置する人員を中心として具体的な計画の立案と策定までの協議等を行

う見込みとなっている。また、計画については単年度計画及び３か年を想定した中期的計画並びに５か年を想定した

長期的計画のそれぞれを立案することとする。

（1）財務健全性確保に関する計画については２０２２年１０月までに策定することを目標とする。

（2）財務健全性確保に関する計画については２０２２年１２月の公表を目標とする。

（3）計画策定に当たっては各事業部会及び理事会等を通じて役職員や構成員から幅広く意見を募ることとする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会事業計画

2



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

7

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

（2）理事会を適正な規模と

し、実効性の確保を図ること

本協会代表理事には元日本代表を約２０年という永きに渡り歴任してきた実績と、誰よりもろう者フットボールの普

及と発展を願う者が選任され、また、未配置であった専務理事及び常務理事を配置することで、協会事業業務の執行

性と管理体制の向上も図られている。専務理事についてはこれまで、協会設立当初から普及活動に従事し、本協会

パートナーシップ企業との交渉等の経験や対外的な折衝ノウハウに長けた者が選任され、常務理事については、障害

福祉事業を主たる事業としている法人の役職者であり、組織経営及び事業運営に関する経験と知識を有した者として

選任し、同理事については組織運営の核となる事務局の責任者も兼務させることで、業務管理等における実効性の確

保も図ることができている。

本協会の事業形態としては証憑資料のとおり４つの事業部とそれらを統括する事務局本部及び倫理委員会で構成され

おり、事務局本部長及び各事業部顧問並びに部長と、それぞれの要職には役員が兼務することを基本とすることで、

事業運営管理体制の構築及び強化、そして後任の人材育成体制の整備及び確立をしているため、ここでは合計９名の

役員が必要となる。またそのなかには本来は倫理委員会及び三役会議を担う代表理事及び専務理事並びに常務理事が

兼務しているため、職務体制の適正化を図るうえでも今後は最低でも５名の役員を新規に採用し、現状の兼務体制を

改善しなければならないとしている。

■定款

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

6

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

（1）組織の役員及び評議員の

構成等における多様性の確保

を図ること

③アスリート委員会を設置

し、その意見を組織運営に反

映させるための具体的な方策

を講じること

現在、アスリート委員会設置へ向けた「アスリート委員会設置準備委員会」を設置している。

２０２１年１２月までにアスリート委員会として正式に運用開始することを目標とする。

（1）年１回以上の定期開催を前提に２０２１年１２月までにアスリート委員会に関する規程の整備を含め、正式な委

員会として運用開始することを目標とする。

（2）元日本代表選手から男女１名ずつ、サッカー及びフットサルそれぞれ現役代表候補選手から男女１名ずつの合計

６名の委員にて構成することとする。※完了

（3）協会組織図へ明確に位置づけることで、協会との情報共有及び協議等を円滑に実施できる体制とし、アスリート

委員会の意見を協会事業運営に反映させられる体制とする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

5

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

(1) 組織の役員及び評議員の構

成等における多様性の確保を

図ること

②評議員会を置くNFにおいて

は、外部評議員及び女性評議

員の目標割合を設定するとと

もに、その達成に向けた具体

的方策を講じること

本協会では評議委員を設置していないため、本項目については該当しない。 なし

3



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

9

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

（3）役員等の新陳代謝を図る

仕組みを設けること

②理事が原則として10年を超

えて在任することがないよう

再任回数の上限を設けること

前項の通りの現状ではあるが、役員選任規程については以下の点を特に盛り込んだうえで協議し、まずは素案として

２０２２年３月末日の作成を目標に進めることとする。

なお本協会は、２０１５年に一般社団法人として設立されたため、現状で在任年数が１０年を超える理事は存在しな

い。

（役員選任基準）

選出時の年齢が一定年齢を超えていないこと

（役員在任期間）

１　理事の在任期間が１０年を超えないことを原則として再任回数の上限を規定すること

２　理事の在任期間が１０年に達する場合であっても以下に該当するときは１年毎に再任すること

　ア）在任期間満了時において本協会事業における重責者であること

　イ）当該理事が本協会事業の中長期計画目標実現のために必要な実績等を有していると認められること

なし

【激変緩和措置（または例外措置）が適用される場合に記入】

現在において激変緩和措置については適用されない

なし

8

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

（3）役員等の新陳代謝を図る

仕組みを設けること

①理事の就任時の年齢に制限

を設けること

原則１（１）及び（２）に記載の通り組織体制整備を実施するなかで、これまで兼務において運営実務にご尽力いた

だいた役員を各事業部顧問に配置し、経験の浅い理事を事業部長、全国地域から経験者及び新規採用者を部員として

配置し、これまで培った経験とノウハウの共有と実務を通じたＯＪＴの実施が可能な体制としている。

役員就任時の年齢制限については、年齢制限ありきではなく、協会が求める人材像に対し、対象となる者の人間性の

ほか、知識、経験、実績を踏まえた評価と照らしたうえで選考することとしたい。

とはいえ、役員選任規程としては未整備のため、協会の求める基準のひとつとして目安となる年齢基準を盛り込む必

要性は感じている。役員選任規程については、現在整備段階にある協会事業計画と照らしつつ、まずは素案として２

０２２年３月末日の作成を目標に進めることとする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

4



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

13

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（2）その他組織運営に必要な

規程を整備すること

②法人の業務に関する規程を

整備しているか

本協会は以下の規程について設置しているが、その他規程等については２０２６年１０月までに整備することを目標

とする。

（1）処分手続規程

（2）特定個人情報取扱規程

■処分手続規程

■特定個人情報取扱規程

12

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（2）その他組織運営に必要な

規程を整備すること

①法人の運営に関して必要と

なる一般的な規程を整備して

いるか

本協会は経理規程を定めている。

以下の規程について、２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

（1）会員規程

（2）社員総会運営規程

（3）理事会運営規程

（4）監事規程

（5）倫理委員会運営規程

（6）アスリート委員会運営規程

経理規程

11

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（1）NF及びその役職員その他

構成員が適用対象となる法令

を遵守するために必要な規程

を整備すること

本協会は国内における障害者サッカー７競技団体で構成される団体「一般社団法人日本障がい者サッカー連盟」に加

盟しており、執行役員である常務理事が同連盟の社員及び理事に就任しており、定時開催される理事会及び不定期で

実施される連携会議等において、各ＮＦとしての在り方や、組織体制整備に必要な情報共有及び協議を行っている。

NF及びその他役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守すること及び、社会的常識を踏まえた規範を含む倫理

規程については、２０２２年１０月を目標に整備することとする。

定款

10

［原則2］適切な

組織運営を確保す

るための役員等の

体制を整備すべき

である。

（4）独立した諮問委員会とし

て役員候補者選考委員会を設

置し、構成員に有識者を配置

すること

役員の選考において、その基準は協会理念に基づいて協会が求める人材像であるべきと認識している。

現在、協会事業計画に基づく組織体制を整備するなかで、２０２２年３月末日までは本体制の確立を優先として、２

０２２年４月より役員候補者選考委員会設置準備委員会を発足し、協会の求める人材像と、広く競技会及びその他組

織体において求められる基準等について研究、分析を行い、２０２２年９月までの進捗状況を評価したうえで、２０

２３年３月末日までに役員候補者選考委員会に関する規程を定め、２０２３年４月から委員の募集等を開始し、２０

２３年６月設置に向けて取り組むこととしたい。

なし

5



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

19

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（5）相談内容に応じて適切な

弁護士への相談ルートを確保

するなど、専門家に日常的に

相談や問い合わせをできる体

制を確保すること

本協会事務局の業務を本協会常務理事が所属する法人へ委託し、同理事が事務局長に就任している。そのことによ

り、同法人が顧問契約を締結している弁護士、税理士法人、労務士法人それぞれから、本協会における法務及び税務

並びに労務と専門的な相談を常時受けられる体制が整備されている。

税務顧問に関しては適切な税務管理体制の構築を目的として直接契約を締結している。

その他に弁護士及び労務士との直接契約については２０２２年１０月までに必要に応じて整備することとする。

■弁護士顧問契約書＠DSP

■労務士顧問契約書＠DSP

■税理士顧問契約書

18

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（4）審判員の公平かつ合理的

な選考に関する規程を整備す

ること

本協会では現在、審判員を配置していない。

地域普及等イベント及び国内代表候補合宿事業におけるフレンドリーマッチからテストマッチまで、参加者、対戦相

手からもしくは開催地域都道府県協会へ審判員の派遣を依頼している。

また、ろう者サッカーにおいては日本サッカー協会が定める公式ルールを基準としているため、現時点での特別な定

めの必要性は感じていないが、補聴器の取り扱いや審判との意思疎通等に関する合理的配慮等の取り扱いについて協

議する必要はあると認識しているため、都度適宜の対応と併せ、順次取り組んでいきたい。

■都道府県協会審判派遣依

頼書

17

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（3）代表選手の公平かつ合理

的な選考に関する規程その他

選手の権利保護に関する規程

を整備すること

本協会は「一般社団法人日本ろう者サッカー協会代表選手規則」を設置し、同規則第４条及び第５条において選考方

法及び選考基準について定めているが、以下の課題について、２０２２年１０月までに整備することを目標として進

めることとする。

【課　題】

■選手選考に関する選考基準及び選考過程に係る具体性に対する協議

■選手選考に漏れた者及び指導者からの選考理由の開示要求に対する協議

■選手選考規程の設置に関する協議

■選手権利保護規程の設置に関する協議

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会代表選手規則

16

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（2）その他組織運営に必要な

規程を整備すること

⑤財政的基盤を整えるための

規程を整備しているか

以下の規程について、２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

（1）会員規程

なし

15

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（2）その他組織運営に必要な

規程を整備すること

④法人の財産に関する規程を

整備しているか

以下の規程について、２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

（1）財産管理規程

（2）寄附取扱規程

なし

14

［原則3］組織運

営等に必要な規程

を整備すべきであ

る。

（2）その他組織運営に必要な

規程を整備すること

③法人の役職員の報酬等に関

する規程を整備しているか

以下の規程について、２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

（1）役員報酬規程

なし

6



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

22

［原則5］コンプ

ライアンス強化の

ための教育を実施

すべきである

（1）NF役職員向けのコンプラ

イアンス教育を実施すること

本協会コンプライアンス指針の確立が急務と認識しているが、同時に、遵守すべき関係法令等の精査整理及び優先的

に取り組む課題の整理も重要であると認識している。２０２１年９月より新設する「倫理委員会」が中心となって、

本協会としての優先的事項を整理し、順次、各顧問等の協力を得ながら内部共有できる場を設置し実施していくこと

とする

役職員向けの教育としては２０２２年１０月に実施することを目標とし、以降、毎年１回以上研修等の実施を目標と

する。

【今後の課題等】

■倫理委員会による情報の精査と対象部署及びカテゴリに応じた共有内容の整理

■理事会への提議及び共有の実施

■各事業部員及び各カテゴリ代表選手団への共有の実施

■国内地域ブロック協会内における共有の実施

なし

21

［原則4］コンプ

ライアンス委員会

を設置すべきであ

る。

（2）コンプライアンス委員会

の構成員に弁護士、公認会計

士、学識経験者等の有識者を

配置すること

本協会は２０２１年９月より倫理委員会を設置し、同委員会には顧問部会を併設する形として組織図に位置づけてい

る。このことにより、弁護士、会計士等有識者の配置がなされ、また税務顧問については本協会外部役員も兼務して

いるため本審査項目に沿った体制となっている。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

■弁護士顧問契約書＠DSP

■労務士顧問契約書＠DSP

■税理士顧問契約書

20

［原則4］コンプ

ライアンス委員会

を設置すべきであ

る。

（1）コンプライアンス委員会

を設置し運営すること

本協会は２０２１年９月より倫理委員会を設置している。本委員会において今後、ＮＦ及びその他役職員その他構成

員が適用対象となる法令及び社会的常識を踏まえた規範について協議検討し、理事会と共有し組織整備に努めていく

こととする。

■倫理委員会運営規程については２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

■倫理委員会については年１回以上の開催を目標とする。

■倫理委員会を構成する委員のうち、１名以上の女性委員を２０２２年１０月までに確保することを目標とする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

7



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

25

［原則6］法務、

会計等の体制を構

築すべきである

（1）法律、税務、会計等の専

門家のサポートを日常的に受

けることができる体制を構築

すること

本協会事務局業務を本協会常務理事が所属する法人へ委託し、同理事が事務局長に就任している。そのことにより、

同法人が顧問契約を締結している弁護士、税理士法人、労務士法人それぞれから、本協会における法務及び税務並び

に労務と専門的な相談を常時受けられる体制が整備されている。

税務顧問に関しては適切な税務管理体制の構築を目的として直接契約を締結している。

その他弁護士及び労務士との直接契約については２０２２年１０月までに必要に応じて整備することとする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

■弁護士顧問契約書＠DSP

■労務士顧問契約書＠DSP

■税理士顧問契約書

24

［原則5］コンプ

ライアンス強化の

ための教育を実施

すべきである

（3）審判員向けのコンプライ

アンス教育を実施すること

本協会は審判員を配置していないため、本項目は該当しない。 なし

23

［原則5］コンプ

ライアンス強化の

ための教育を実施

すべきである

（2）選手及び指導者向けのコ

ンプライアンス教育を実施す

ること

選手及び指導者向けの教育としては２０２３年４月に実施することを目標とし以降、毎年１回以上研修等の実施を目

標とする。

なし

8



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

28

［原則7］適切な

情報開示を行うべ

きである。

（1）財務情報等について、法

令に基づく開示を行うこと

本協会は第１期から第６期までの業務報告書を本協会ホームページへ掲載し、開示している。

【参考ＵＲＬ】http://jdfa.jp/jdfa/about/

■第６期事業報告書

27

［原則6］法務、

会計等の体制を構

築すべきである

（3）国庫補助金等の利用に関

し、適正な使用のために求め

られる法令、ガイドライン等

を遵守すること

本協会は事業計画及び経理規程を定めると共に、国庫補助金等の利用に関しては法令及びガイドライン等を遵守して

いる。

本協会は、事業運営及びこれに伴う資金の調達と執行等に係る基本的な事業計画や指針の整備が十分ではないと認識

しているため、各顧問を交え協議しつつ、事業計画及び予算計画の適切な運用に努めると共に課題の整備に取り組ん

でいきたい。

【今後の課題】

■年度ごとの事業計画の立案とこれに伴う予算計画の立案

■承認された事業計画及び予算計画の執行管理体制の構築

■経理規程

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会事業計画

26

［原則6］法務、

会計等の体制を構

築すべきである

（2）財務・経理の処理を適切

に行い、公正な会計原則を遵

守すること

本協会は経理規程を定めている。

本協会は税理士法人と顧問契約を締結し、財務及び経理を適切に処理する体制を構築している。

（1）監事の職務を補助すべき職員として、事務局へ事務局員を配置している。

（2）監事については外部税理士法人から採用しているため経営陣からの独立性を構築することができている。

（3）監事との間に専用の連絡ツール（アプリソフト）を導入することで、日常的な情報共有及び連携が図られるよう

体制が構築されている。

■経理規程

■税理士顧問契約書

■監事経歴書

■第６期事業報告書

25

［原則6］法務、

会計等の体制を構

築すべきである

（1）法律、税務、会計等の専

門家のサポートを日常的に受

けることができる体制を構築

すること

本協会事務局業務を本協会常務理事が所属する法人へ委託し、同理事が事務局長に就任している。そのことにより、

同法人が顧問契約を締結している弁護士、税理士法人、労務士法人それぞれから、本協会における法務及び税務並び

に労務と専門的な相談を常時受けられる体制が整備されている。

税務顧問に関しては適切な税務管理体制の構築を目的として直接契約を締結している。

その他弁護士及び労務士との直接契約については２０２２年１０月までに必要に応じて整備することとする。

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

■弁護士顧問契約書＠DSP

■労務士顧問契約書＠DSP

■税理士顧問契約書

9



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

31

［原則8］利益相

反を適切に管理す

べきである

（1）役職員、選手、指導者等

の関連当事者とNFとの間に生

じ得る利益相反を適切に管理

すること

本協会は利益相反に関して定款及びその他規程等に特段の定めはないため、２０２２年１０月までに整備することを

目標として進めることとする。

また本協会は、利益相反に関して定款及びその他規程等に特段の定めはしていないが、協会組織内部において生じ得

る利益相反については、理事会において協議・決議したうえで適切に管理しその防止に努めている。

【参考事例】役員所属の法人に対する本協会事務局業務の委託

なし

30

［原則7］適切な

情報開示を行うべ

きである。

（2）法令に基づく開示以外の

情報開示も主体的に行うこと

② ガバナンスコードの遵守状

況に関する情報等を開示する

こと

本協会はこれまで協会ホームページ上でガバナンスコード適合審査自己公表（２０２０年実施分）を開示してきた。

しかし、この度の大幅な組織体制の見直しによりその公表内容についても大きく見直す必要性が認められたため、本

予備審査をはじめとして今後の整備改善に強く力を注ぎたい。通し番号１２［原則３］記載の通り設置する「倫理委

員会」を中心として、各種法令に基づく開示すべき適切な情報等については各顧問と協議のうえで整理し、ガバナン

スコード遵守状況に関する情報等の開示については引き続き継続して執り行うこととしたい。

【参考ＵＲＬ】http://jdfa.jp/jdfa/about/

■（様式５）スポーツ団体

ガバナンスコード＜中央競

技団体向け＞適合性審査自

己説明・公表書式

29

［原則7］適切な

情報開示を行うべ

きである。

（2）法令に基づく開示以外の

情報開示も主体的に行うこと

① 選手選考基準を含む選手選

考に関する情報を開示するこ

と

本協会は、代表選手の選考基準及び選出基準については一般社団法人日本ろう者サッカー協会代表選手規則第４条

（選考方法）及び同規則第５条（選出基準）（１）から（４）へ定めている。

本原則についての課題は次の通りとし、選考基準及び選出基準の公表することと併せ、当面は２０２２年１０月まで

に整備することを目標として進めることとする。

【今後の課題】※通し番号１７［原則３］共通

■選手選考に関する選考基準及び選考過程に係る具体性に対する協議

■選手選考に漏れた者及び指導者からの選考理由の開示要求に対する協議

■選手選考規程の設置に関する協議

■選手権利保護規程の設置に関する協議

【今後の課題】※本原則課題

■選手選考及び選出に関する基準に係るホームページへの開示に関する協議

■選手選考及び選出基準について選手及び指導者並びにステークホルダー等への周知に関する協議

■監督及びコーチ並びにトレーナー等の選考及び選出基準について整備し開示することに対する協議

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会代表選手規則

10



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

33

［原則9］通報制

度を構築すべきで

ある

(1) 通報制度を設けること 本協会は、処分手続規程第８条（通報相談窓口の設置）及び第９条（通報相談窓口の利用者の範囲）並びに第１０条

（通報相談窓口の利用方法）において、通報等相談に関して規定している。また、受け付けた際に取得した情報の取

り扱いについては同規程第１１条（守秘義務）へ規定するとともに、本協会が別に定める秘密保持誓約書を取り交わ

すことで以て、守秘義務を課すこととしている。

（1）本協会は、協会ホームページにおいて「総合相談窓口」を設置し関係者等に周知している。

（2）本協会は、総合相談窓口の担当者に秘密保持誓約書を取り交わすことで相談内容に関する守秘義務を課すと共

に、処分手続規程第１１条においても守秘義務及び情報管理について定めている。

（3）本協会は、通報者を特定し得る情報や通報内容に関する情報の取扱いについて、秘密保持誓約書及び処分手続規

程第１１条において定めている。

（4）本協会は、処分手続規程第１２条（不利益取扱の禁止）へ、通報相談窓口を利用したことを理由に、相談者に対

して不利益な取り扱いを禁止することとして規定している。

（5）本協会は、通報が正当な行為として評価されるものであるという意識付けを目的とした、研修等の実施がなされ

ていないため、研修計画等を２０２２年４月までに整備することを目標として進めることとする。

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会秘密保持誓約

書

32

［原則8］利益相

反を適切に管理す

べきである

（2）利益相反ポリシーを作成

すること

本協会は利益相反に関して定款及びその他規程等に特段の定めはないため、２０２２年１０月までに整備することを

目標として進めることとする。

なし

11



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

35

［原則10］ 懲罰制

度を構築すべきで

ある

（1）懲罰制度における禁止行

為、処分対象者、処分の内容

及び処分に至るまでの   手続を

定め、周知すること

本協会は、一般社団法人日本ろう者サッカー協会処分手続規程にもとづき下記各号についてはそれぞれ規定してい

る。

（1）本協会は、一般社団法人日本ろう者サッカー協会処分手続規程（以下「同規程」という。）を設置し、同規程第

２条（適用範囲）（１）から（５）にその処分対象者を、第３条（違反行為）に具体的な禁止行為及び違反行為をそ

れぞれ定めている。

（2）本協会は、２０２１年１２月までに懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの

手続について、同規程を本協会ホームページで公開し、周知することを目標に整備することとする。

（3）本協会は、２０２１年１２月までに、処分対象者に対し処分審査を行う際の「聴聞（意見聴取）の機会」につい

て規程に定めることを目標として整備することとする。

（4）本協会は、２０２１年１２月までに同規程第１４条第３項へ「不服申立手続の可否及びその手続の期限等」につ

いて定めることを目標として整備することとする。

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

34

［原則9］通報制

度を構築すべきで

ある

（2） 通報制度の運用体制は、

弁護士、公認会計士、学識経

験者等の有識者を中心に整備

すること

本協会は、処分手続規程第８条（通報相談窓口の設置）に通報相談窓口を本協会事務局内に設置することとして規定

している。また本協会は、協会組織体制に三役会議及び顧問部会を設置し、通報相談窓口において受け付けた通報及

び相談にもとづき、事務局内において整理したうえでの回答、あるいは三役会議への引継ぎ、同会議における協議、

法務顧問、労務顧問、税務顧問、医学顧問で構成された顧問部会からの必要に応じた助言といった、運用体制を整備

している。

■処分手続規程

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

■弁護士顧問契約書＠DSP

■労務士顧問契約書＠DSP

■税理士顧問契約書

33

［原則9］通報制

度を構築すべきで

ある

(1) 通報制度を設けること 本協会は、処分手続規程第８条（通報相談窓口の設置）及び第９条（通報相談窓口の利用者の範囲）並びに第１０条

（通報相談窓口の利用方法）において、通報等相談に関して規定している。また、受け付けた際に取得した情報の取

り扱いについては同規程第１１条（守秘義務）へ規定するとともに、本協会が別に定める秘密保持誓約書を取り交わ

すことで以て、守秘義務を課すこととしている。

（1）本協会は、協会ホームページにおいて「総合相談窓口」を設置し関係者等に周知している。

（2）本協会は、総合相談窓口の担当者に秘密保持誓約書を取り交わすことで相談内容に関する守秘義務を課すと共

に、処分手続規程第１１条においても守秘義務及び情報管理について定めている。

（3）本協会は、通報者を特定し得る情報や通報内容に関する情報の取扱いについて、秘密保持誓約書及び処分手続規

程第１１条において定めている。

（4）本協会は、処分手続規程第１２条（不利益取扱の禁止）へ、通報相談窓口を利用したことを理由に、相談者に対

して不利益な取り扱いを禁止することとして規定している。

（5）本協会は、通報が正当な行為として評価されるものであるという意識付けを目的とした、研修等の実施がなされ

ていないため、研修計画等を２０２２年４月までに整備することを目標として進めることとする。

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会秘密保持誓約

書

12



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

37

［原則11］選手、

指導者等との間の

紛争の迅速かつ適

正な解決に取り組

むべきである。

（1）NFにおける懲罰や紛争に

ついて、公益財団法人日本ス

ポーツ仲裁機構によるスポー

ツ仲裁を利用できるよう自動

応諾条項を定めること

本協会は、処分手続規程及び代表選手規則を設置しているが、下記（１）から（３）については以下の通りとなるた

め整備していくこととする。

（1）本協会は、本協会処分手続規程第１５条（処分に対する不服申立）に「本協会の登録者が処分決定に不服がある

場合には、当該登録者は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して会長の行った処分決定の取り消しを求めて仲

裁の申立を行うことができる。」とし、自動応諾条項として定めている。

（2）本協会は、代表選手選考については別に定める代表選手規則第４条（選考方法）に規定しているが、その選考に

対する不服申立に関する自動応諾条項の定めがされていないため、２０２１年１２月までに改定することを目標に整

備することとする。

（3）本協会は、不服申立期間については設けていないため、適当とされる期間について協議しつつ２０２１年１２月

までに改定することを目標に整備することとする。

【参考：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構／スポーツ仲裁手続解説】

https://www.jsaa.jp/guide/sports/p03.html

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会代表選手規則

36

［原則10］ 懲罰制

度を構築すべきで

ある

（2） 処分審査を行う者は、中

立性及び専門性を有すること

本協会は、協会組織体制に三役会議及び顧問部会を設置し、通報相談窓口において受け付けた通報及び相談にもとづ

き、事務局内において整理したうえでの回答、あるいは三役会議への引継ぎ、同会議における協議、法務顧問、労務

顧問、税務顧問、医学顧問で構成された顧問部会からの必要に応じた助言といった、運用体制を整備している。ま

た、顧問部会を設置することで、処分審査を行う際の中立性及び専門性を担保する体制として整備されている。

■処分手続規程

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

■弁護士顧問契約書＠DSP

■労務士顧問契約書＠DSP

■税理士顧問契約書

35

［原則10］ 懲罰制

度を構築すべきで

ある

（1）懲罰制度における禁止行

為、処分対象者、処分の内容

及び処分に至るまでの   手続を

定め、周知すること

本協会は、一般社団法人日本ろう者サッカー協会処分手続規程にもとづき下記各号についてはそれぞれ規定してい

る。

（1）本協会は、一般社団法人日本ろう者サッカー協会処分手続規程（以下「同規程」という。）を設置し、同規程第

２条（適用範囲）（１）から（５）にその処分対象者を、第３条（違反行為）に具体的な禁止行為及び違反行為をそ

れぞれ定めている。

（2）本協会は、２０２１年１２月までに懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの

手続について、同規程を本協会ホームページで公開し、周知することを目標に整備することとする。

（3）本協会は、２０２１年１２月までに、処分対象者に対し処分審査を行う際の「聴聞（意見聴取）の機会」につい

て規程に定めることを目標として整備することとする。

（4）本協会は、２０２１年１２月までに同規程第１４条第３項へ「不服申立手続の可否及びその手続の期限等」につ

いて定めることを目標として整備することとする。

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

13



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

40

［原則12］危機管

理及び不祥事対応

体制を構築すべき

である。

（2）不祥事が発生した場合

は、事実調査、原因究明、責

任者の処分及び再発防止策の

提言について検討するための

調査体制を速やかに構築する

こと

※審査書類提出時から過去4年

以内に不祥事が発生した場合

のみ審査を実施

本協会は過去４年以内に不祥事が発生していないため、本審査項目については該当しない。 なし

39

［原則12］危機管

理及び不祥事対応

体制を構築すべき

である。

（1）有事のための危機管理体

制を事前に構築し、危機管理

マニュアルを策定すること

本協会は、代表理事及び専務理事並びに常務理事の三役で構成される三役会議を基盤として、法務顧問、労務顧問、

税務顧問、医学顧問で構成される顧問部会と連携できる体制となっている。そうした体制から倫理委員会の運営及

び、危機管理に関する協議等を中立的かつ専門的な助言等を受けながら実施することができるため、今後の危機管理

マニュアルの策定については２０２２年４月を目標に整備することとする。

【参考：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構／危機管理マニュアル】

https://www.jsaa.jp/ws/complianceindex.html

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制表

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

38

［原則11］選手、

指導者等との間の

紛争の迅速かつ適

正な解決に取り組

むべきである。

（2）スポーツ仲裁の利用が可

能であることを処分対象者に

通知すること

本原則想定の事案が発生したときは、本協会が定める「一般社団法人日本ろう者サッカー協会処分手続規程　第１５

条（処分に対する不服申立）」に基づき、すみやかに「公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して仲裁の申立てを

行うことができる。」ことについて通知することとする。

本協会は、２０２１年１２月までに処分手続規程第１４条第３項へ「不服申立手続の可否及びその手続の期限等」に

ついて定めることを目標として整備することとする。

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

37

［原則11］選手、

指導者等との間の

紛争の迅速かつ適

正な解決に取り組

むべきである。

（1）NFにおける懲罰や紛争に

ついて、公益財団法人日本ス

ポーツ仲裁機構によるスポー

ツ仲裁を利用できるよう自動

応諾条項を定めること

本協会は、処分手続規程及び代表選手規則を設置しているが、下記（１）から（３）については以下の通りとなるた

め整備していくこととする。

（1）本協会は、本協会処分手続規程第１５条（処分に対する不服申立）に「本協会の登録者が処分決定に不服がある

場合には、当該登録者は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して会長の行った処分決定の取り消しを求めて仲

裁の申立を行うことができる。」とし、自動応諾条項として定めている。

（2）本協会は、代表選手選考については別に定める代表選手規則第４条（選考方法）に規定しているが、その選考に

対する不服申立に関する自動応諾条項の定めがされていないため、２０２１年１２月までに改定することを目標に整

備することとする。

（3）本協会は、不服申立期間については設けていないため、適当とされる期間について協議しつつ２０２１年１２月

までに改定することを目標に整備することとする。

【参考：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構／スポーツ仲裁手続解説】

https://www.jsaa.jp/guide/sports/p03.html

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会処分手続規程

■一般社団法人日本ろう者

サッカー協会代表選手規則

14



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

43

［原則13］地方組

織等に対するガバ

ナンスの確保、コ

ンプライアンスの

強化等に係る指

導、助言及び支援

を行うべきであ

る。

（2）地方組織等の運営者に対

する情報提供や研修会の実施

等による支援を行うこと

日頃から地域協会との良好な関係性の構築については大変重要な課題であると認識している。

本協会は各地域協会の代表理事が社員として構成されている関係上、その構築には大きな支障はないものとして認識

もしているが、これまで本協会として地域協会に対するガバナンスの確保やコンプライアンスに係る強化指導及び助

言等支援を行うことは想定されていないため、今後体制を整備していくうえでは関係性を良好に維持しつつ慎重に進

めていく必要があると考えている。

本件については、２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

【今後の課題等】

■地域協会に対する情報提供や研修会の実施に関する計画の立案

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

42

［原則13］地方組

織等に対するガバ

ナンスの確保、コ

ンプライアンスの

強化等に係る指

導、助言及び支援

を行うべきであ

る。

（1）加盟規程の整備等により

地方組織等との間の権限関係

を明確にするとともに、地方

組織等の組織運営及び業務執

行について適切な指導、助言

及び支援を行うこと

日頃から地域協会との良好な関係性の構築については大変重要な課題であると認識している。

本協会は各地域協会の代表理事が社員として構成されている関係上、その構築には大きな支障はないものとして認識

もしているが、これまで本協会として地域協会に対するガバナンスの確保やコンプライアンスに係る強化指導及び助

言等支援を行うことは想定されていないため、今後体制を整備していくうえでは関係性を良好に維持しつつ慎重に進

めていく必要があると考えている。

本件については、２０２２年１０月までに整備することを目標として進めることとする。

【今後の課題等】

■地域協会を交えた関係規程策定準備委員会等の設置協議

■地域協会との権限関係を定める規程についての協議

■地域協会との関係図についての協議

■2021年度日本ろう者サッ

カー協会組織体制図

41

［原則12］危機管

理及び不祥事対応

体制を構築すべき

である。

（3）危機管理及び不祥事対応

として外部調査委員会を設置

する場合、当該調査委員会

は、独立性・中立性・専門性

を有する外部有識者（弁護

士、公認会計士、学識経験者

等）を中心に構成すること

※審査書類提出時から過去4年

以内に外部調査委員会を設置

した場合のみ審査を実施

本協会は過去４年以内に外部調査委員会を設置していないため、本審査項目については該当しない。 なし
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