
 

 
審査項目

通し番号 
原則 審査項目 自己説明 証憑書類 

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 

当連盟は 2020 年 5 月に将来のビジョンを理事会で検討し、中⾧期基本計画（2020 年～2022

年）を作成し HP にて公表した。中⾧期基本計画における事業計画の概要としては、次のと

おりである。 

・競技会事業：日本 ID 陸上競技選手権大会 等 

・強化関連事業：日本代表選手の選考会実施、強化合宿実施、国際大会のエントリー等 

・指導普及事業：指導者講習会の実施 

・ガバナンス事業：アンチドーピング、コンプライアンス研修等、中央競技団体機能の維持

に関する事業 また、事業展開に関する中⾧期ビジョンとしては、競技者の日頃の練習の成

果を発揮し、競技を続ける意欲を高める場として、競技会を開催すること、本連盟主催の競

技会にこだわらず、地域陸協主催の大会、地域パラ陸上協会への大会等に積極的に役員を派

遣し、選手が参加しやすい環境を作っていくことを定めている。 

事業戦略としては、競技会の様子を発信し、さらなる競技会参加希望者の増加を図ること、

競技力の強化を担う指導者の資質を明確化するために、インティグリティ研修を進め、日本

障がい者スポーツ協会のコーチ資格者を増やし、指導者の資質向上を目指すこと、地域ブロ

ックで指導者講習会や、陸上教室を実施すること、スポーツ団体ガバナンスコードに示され

ている 13 の原則への対応を進めることを定めている。 

なお、中⾧期基本計画の策定にあたっては、パブリックコメントの募集を行い、広く意見を

募った。2021 年度に改定を予定している。 

中⾧期基本計画 

上記基本計画を決

議した理事議会議

事録 

2020 年 8 月 5 日

「中⾧期基本計画

の公表について」 

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 

当連盟の組織及び、事業規模に鑑み、その組織運営および業務遂行上、助成金を受け、最低

限必要の範囲内で運営している。当連盟は非営利団体で人材は 9 割がボランティアで活動を

行うこととしている。 

中⾧期基本計画においては、今後は他の競技団体との連携、統合も視野に入れ、活動及び人

員の見直しを図ること、人材戦略として、分業化の推進（国内を 7 つのブロックに分け、各

ブロックに事務局員を配置し、分業体制を図ること）NTO 派遣、事務作業、会議等日本パラ

陸上競技連盟と連携を密にし、今後について進めていくことを定めている。 

なお、中⾧期基本計画の策定にあたっては、パブリックコメントの募集を行い、広く意見を

募った。 

中⾧期基本計画 

上記基本計画を決

議した理事議会議

事録 

2020 年 8 月 5 日

「中⾧期基本計画

の公表について」 

（様式５） 特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 スポーツ団体ガバナンスコード遵守状況の自己説明 

最終更新日：令和 3 年 3 月 22 日 

※当連盟の自己説明の証憑となる書類のうち、公開可能なものについては、本連盟の HP にて公表している。 



 

 

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 

当連盟の自己財源には、助成金、寄付金、会費等であり、今後は協賛企業も厳しい状況が予

想される。しかし、一般企業、個人に対し、連盟に関わる活動の重要性について広報誌など

を利用し、懇切丁寧に示していく。 

中⾧期基本計画においては、財務の健全性確保に関する計画として、次の点を定めている。 

・スポンサー獲得・賛助会員の増加：知的障がい者の理解と彼らのもつ魅力（価値）を整理 

し、賛助会員を増やしたり、スポンサー企業の獲得を目指す。 

・競技会会場・合宿等スタッフ派遣費用の削減：リモートワークによる会議の精選や、大会 

補助員等人員削減を可能な限り見直す。 

・競技会エントリー費の改定：競技会事業（約 400 万円）に費用がかさばることから競技会 

運営とエントリー費用を見直す。なお、中⾧期基本計画の策定にあたっては、パブリック 

コメントの募集を行い、広く意見を募った。 

中⾧期基本計画 

上記基本計画を決

議した理事議会議

事録 

2020 年 8 月 5 日

「中⾧期基本計画

の公表について」 
役員名簿 

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 

組織の外部理事を招聘するにあたり、2021 年 1 月に役員候補者選考規程を作成し、公平な

立場で役員選出を行うまでの準備ができた。2021 年 3 月には役員候補者選考委員会を中心

に外部理事を選出し、総会で決定していきたい。現在、外部理事は大学教員や特別支援学

校教員が 11 名中 9 名参画しており、外部理事の割合 25％以上をクリアしている。女性理

事は現状登録スタッフの 100％が理事に就任したが、理事 11 名中 3 名であり、全体の

40％以上には満たないため、登録スタッフを増やしていくことから努力していきたい。 

役員名簿 

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 

当連盟は評議員会を置いていない。   



 

 

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 

アスリート委員会の発足について、2020 年 4 月に選手間で話し合いの場を設定してい

たが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実施できていない。 

2021 年度（2021 年 4 月～2022 年 3 月）には強化指定選手を中心に話し合いの場を設

定し、アスリート委員会の方向性を打ち出す。その後、2022 年 3 月を目処にアスリー

ト委員会を設置する予定である。 

  

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 

①現状 11 名の理事により理事会を構成している。 

②5 つの委員会には、理事を複数名配置し、2020 年度から 7 つの地域ブロック制を導

入し、全理事を各ブロックに配置している。 

定款 

役員名簿 

組織図 

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 

組織改革の途中段階のため、現状理事就任時の年齢制限を定めていないが、今後、2021

年 12 月を目処に規程を整備し、就任時の年齢制限を設けることを検討する。 

  

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 

現状、就任期間が 10 年を超える理事が 3 名存する。就任期間が連続して 10 年を超え

ることを制限する規程がないため、今後選出方法に関わる関係規程、規則の改定と併せ、

2021 年 12 月までに対応を検討する。 

2021 年度には東京 2020 パラリンピックの開催年であり、選手強化や競技運営などの

役員の選任は重要な問題である。在職期間が 10 年を超えた３名の理事について、1 名

は大学講師という職にあるため、外部理事として今後も就任を要請したい。他の 2 名の

理事についても、重任を要請したい。  

役員名簿 

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

（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 

2020 年度から役員候補者選考規程を整備し、同委員会を設置している。委員には、外

部の学識経験者も配置し、独立性を確保している。 

役員候補者選考規

程 

2020 年度役員候

補者選考委員会名



 

 

備すべきである 簿 

2020 年度役員候

補者選考委員会議

事録 

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 

連盟倫理規定第５条に「尊守事項」として法令尊守及び、社会的責任、社会的信用の維

持について記載し、本規程に違反した場合の対処を第 9 条に定めている。 

また、事務局職員に適用される就業規則も定めている。 

倫理規程 
就業規則 

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 

定款をはじめ、組織運営に必要な一般的な規程を整備している。 
今後、理事会運営規程、会員規程、利益相反規程、事務局運営規程を 2022 年 3 月まで

に整備する。 

定款 
委員会規程 
経理規程 

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 

規律規程、相談窓口設置規程を整備している。 

情報公開規程、個人情報保護取扱規程を 2022 年 3 月までに整備する。 
規律規程、 
インテグリティ相

談窓口設置規程 

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 

役員については原則無報酬、事務局員については給与規程に基づいて適正に施行して

いる。 
役員報酬規程を 2022 年 3 月までに整備する。 

就業規則 
給与規程 

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 

定款第 8 章において、当連盟の財産及び会計について定めているほか、法人の財産に

関する各種規程を整備している。 
寄附金規程を 2022 年 3 月までに整備する。 

定款 
経理規程 



 

 

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 

定款その他に基づき適正な財政運営を図るための広報活動並びに支援要請を実施して

おり、特定非営利活動法人のルールに則った財政基盤を整える。 

定款 

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 

強化委員会、選手選考委員会（弁護士同席）、理事会は、選手選考基準を作成・公表し

ている。 

アスリートの権利保護を図る観点から、これまでも合宿時や遠征時にコミュニケーショ

ンを重要視していた。現在、知的障害の障害特性を踏まえたアスリート委員会設置に向

けた準備を行っている。 

国際大会派遣規程 

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 

(公財)日本陸上競技連盟公認審判員並びに(一社)日本パラ陸上競技連盟派遣審判員によ

り厳正かつ適正に競技運営を行っている。 

派遣依頼書 

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 

弁護士、税理士からのサポートを日常的に得られる体制を確保している。 

業務遂行上、役職員は必要な外部の研修を受講している。 

顧問契約書 
倫理規程 

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 

コンプライアンス委員会に相当する倫理委員会を設置し、現状少なくとも年 1 回以上は

開催している。倫理規程において、倫理委員会の役割と権限事項を明確に定めている。 

倫理委員会に女性委員を配置している。 

倫理規程 
倫理委員会議事録 
倫理委員会名簿 

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 

事案に応じ、弁護士が倫理委員会に加わっている。今後、有識者の配置について 2021

年 3月までに再検討する。 

倫理委員会名簿 



 

 

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 

JIDAF 倫理規程において役員の法令遵守について定め、周知を行っている。2019 年度

は 2 月に顧問弁護士にコンプライアンスについての指導者講習会を設けた。また、JPC

インテグリティ研修のオンライン受講を積極的に促したり、インテグリティに関連する

資料を共有したりすることで意識の向上に努めている。今後も年１回程度継続的に導入

する方向である。 

研修会開催要項 

 

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 

パラ種目強化指定選手（保護者・支援者を含む）に対しては、JPC インテグリティ研修

のオンライン受講と課題提出を義務付け、その他の強化指定選手には合宿などの際に、

必要項目を取り出してコンプライアンス教育（イラスト作成）を独自に実施。また、登

録選手や指導者には、HP 上で確認できるように倫理規程と規律規程を掲載している。 

倫理規程 
規律規程 
行動規範 

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 

連盟独自の審判を置いていない。  

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 

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して

いる。 

理事会や倫理委員会において、団体運営に関する検証を定期的に行い、その都度専門家

に対する相談を行っている。 

顧問弁護士契約 

税理士委託契約書 

 

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 

会計報告書等を作成している。助成金を活用し、経理事務を税理士事務所に委託してい

る。当連盟の活動目的を理解、その達成に向けて十分な専門性を有した者を監事として

2 名設置。今後、予算の見通しが立てば、監事のうち 1 名を公認会計士または税理士と

したいと考えている。 

経理規程 
監事名簿 
監事監査報告書 

27 ［原則 6］法務、

会計等の体制を

構築すべきであ

（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

国費による補助金等の利用に関しては、それぞれの審査基準やガイドラインを遵守し、

適正な処理に努めている。また、倫理規程第 5 条第 8 項で「役職員等および登録者等

は、補助金、助成金等の経理処理に関し、特定非営利活動法人会計基準に基づく適正な

経理規程 
倫理規程 



 

 

る 守すること 処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。」とし、法令やガ

イドラインの遵守を周知している。 

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 

財務情報等については、本連盟 HP により賃借対照表の開示を行っている。閲覧請求に

ついては、スムーズな対応ができるように検討している。 

本連盟ウェブサイ

ト    

予算書 

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 

強化指定選手選考基準や国際大会派遣基準を策定し、ホームページで公表している。日

本パラリンピック委員会より東京 2020 大会の選手団編成方針及び選手選考基準を

2019 年 6 月 6 日付で公表している。 

本連盟ウェブサイ

ト 

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 

ガバナンスコードの遵守状況については、本連盟 HP により 2021 年 3 月 31 日迄に公

表予定。 

本連盟ウェブサイ

ト 

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 

倫理規程(第 5 条の 6)において、役職員等および登録者等は、「日常の行動について公

私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要

をしてはならない」と定めている。契約締結の際には、利益相反の有無という観点か

らの確認を実施している。 
2022 年 3 月を目処に作成予定。 

倫理規程 

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 

2022 年 3 月を目途に、弁護士を交え、特定非営利法人促進法第 17 条の 4 を踏まえて

利益相反に関する審議機関の設定および本連盟の実情を踏まえながら現実に生じ得る

具体的な例を想定した基準を策定する予定。 

相談窓口設置規程 

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 インテグリティ相談窓口規程を策定し、本連盟ウェブサイトにて公表している。また、

相談窓口の連絡先及び相談概要シートについてもウェブサイトにて公表している。

https://www.jidaf.org/blank-5 インテグリティ相談窓口規程第 6 条第 1 項において、

インテグリティ相

談窓口設置規程 
相談窓口のご案内 



 

 

相談に関与する者の守秘義務及び情報管理について定めている。 

インテグリティ相談窓口規程第 6 条第 2 項において、相談窓口を利用したことを理由と

して相談者に対して不利益な取扱いを行わないことを定めている。 

また、連盟ホームページ、連盟が主催する研修会等で窓口について周知を図り、通報行

為が正当な行為であることの意識付けも行っている。 

相談概要シート 

 

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 

相談窓口に通報があった際には、副理事⾧が内容を確認し、担当部署へ相談事項等へ

の対応依頼をする。 
相談内容によっては、迅速に対応するために、弁護士等に相談できる体制を整備してい

る。 

インテグリティ相

談窓口設置規程 

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 

倫理規程第 2 条で処分対象者、同第 5 条で禁止行為、規律規程第 4 条で処分内容、規律

規程第 6 条以下で処分に至るまでの手続きを定めている。 

倫理規程及び規律規程は、本連盟ウェブサイト上で公開し周知している。 

規律規程第 11 条及び第 12 において、処分決定前に処分対象者に弁明の機会を与える

こと及びその手続きを定めている。 

規律規程第 14 条において、処分対象となった事実、処分の内容、処分の理由、不服申

立の可否及び不服申立期間を書面にて通知することを定めている。 

倫理規程 
規律規程 

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 

規律規程第 9 条第 3 項において、処分審査を行う倫理委員会には当該事案に利害関係を

有する者は、倫理委員会委員になることができないよう規定し、中立性を確保している。

また、事案に応じ、弁護士が倫理委員会に加わっている。 

倫理委員会名簿 

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 

令和 2 年 5 月に自動応諾条項を定めた。スポーツ仲裁規程第 3 条において、① 知的障

がい者陸上競技に関する決定（競技中になされる審判の判定を除く。）及び② 規律規程

に基づく処分決定について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構が定めるスポーツ仲裁

規則によるスポーツ仲裁にて解決することを定めている。 

上記の申立期間につき、スポーツ仲裁規則における申立期間に制限を加えていない。 

スポーツ仲裁規程 



 

 

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 

規律規程第 14 条第 1 項第 7 号において、処分対象者に対し、処分決定に対してスポー

ツ仲裁を申し立てることができることを書面で通知することを定めている。 

規律規程 

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 

有事発生の際の緊急連絡網、危機管理マニュアルを 2021 年 6 月までに策定する予定で

あり、その中には不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合の一連 の流れにつ

いても含める予定。 

危機管理マニュア

ル 

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 

本連盟では、過去 4 年間において、本審査項目の対象となる不祥事は発生していない。   

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

本連盟では、過去 4 年間において、本審査項目の対象となる不祥事は発生していない。   



 

 

以内に外部調査委員会を設置

した場合のみ審査を実施 

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 

2020 年以降、地域ブロックで開催される記録会に積極的に参加し、スタッフも各地域

でも、運営に参加できるようスタートしていく予定である。独自の地方組織運営を実施

するには予算的状況からみて困難なので、まずは、都道府県の障がい者スポーツ協会か

ら連携を図り、地方組織の在り方を模索していく。 

2023 年 3 月を目処に作成予定。 

  

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 

現状、JPA 地域ブロックの主催大会に運営スタッフとして参加し、運営に協力している。

2020 年以降、地域ブロックで開催される大会に積極的に参加し、スタッフが各地域で

の運営に参加できるようスタートしていく予定である。独自の地方組織運営を実施する

には予算的状況からみて困難なので、まずは、都道府県の障がい者スポーツ協会等連携

を図り、地方組織の在り方を模索していく。 

  

審査項目通

し番号 原則 審査項目 自己説明 証憑書類 

 


