
中長期基本計画2020～2024（2021.６．一部改訂）

特定非営利活動法人 日本知的障がい者陸上競技連盟
Japan Intellectual Disability

Athletics Federations

本連盟は日本パラリンピック委員会に加盟し、日本の知的障がい者陸上競技を代表する唯一の団体です。
（HPより引用）



障がいのある人と健常者が障がいの有無、年齢、
性別、体力レベルに関係なく大会や練習場で一
緒に活動したり、競ったりしてみんなが輝く
活動の充実 機会を提供する

「いつでも」 「どこでも」 「誰とでも」
Anytime Anywhere With anyone

Vision

パラ陸上競技の
トップアスリートを
育成



Mission   理念実現のために果たすべき役割

（強化） 【Virtus】各世界大会でメダル20個

【Para】世界大会で複数メダル獲得（T20男女各4種目）

2019グローバルゲームス金６銀６銅４個獲得の実績

★ダウン症アスリートの世界大会派遣

★国内大会で健常者と共に戦える実力

（普及） 登録者数を500人に拡大（2019年460名）

（組織運営）社会から応援される団体 パブリックコメントからの活用

（マーケティング）競技会、陸上教室開催

事業収益が出せる運営



普及振興・育成委員会
・普及活動
・育成活動
・U20育成

・指導者講習会

強化委員会
・強化関連の計画、実施
・国際（Virtus関連）
・ダウン症アスリート関連等
・アスリート委員会（準備中）
・女性アスリート関連
・ドーピング・禁煙・栄養
・トレーナー ・記録

会長 1名
副会長 2名

理事長1名 副理事長2名
理事 8名

事業監事
会計監事

事務局

医事委員会競技運営委員会
・各種大会
・規則の確認
・国内ランキング
・日本記録、要項等
・広報活動
・SNSの活用

地域ブロック

・北海道/東北 ・北信越 ・関東 ・中部東海 ・近畿 ・中国/四国 ・九州・沖縄

公認会計士

顧問弁護士 倫理委員会

相談窓口

20221年役員選考委員会を実施しガバナンスに適合した役員選考委員会を実施
女性理事、外部理事を適正に配置

・地域記録会との連携 ・情報連携 ・都道府県スポーツ協会 ・支援学校との連携



組織の概要 財務状況

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

事業費支出 28133730 33,983,124 24,904,737 38,744,068 5,989,329

経常費用計 40,133,433 45,885,022 35,894,841 50,482,365 15,800,037

収入合計 36,280,272 44,992,351 36,401,938 51,503,018 14,265,401
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2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

雑収入 1,033,308 1,756,342 1,348,591 127,874 10,177

協賛/寄付金 565,000 2,005,000 1,055,000 1,136,000 957,890

助成委託金収入 30,415,896 32,459,974 29,280,320 41,277,954 11,971,334

参加料/負担金収入 3,422,500 7,608,035 3,388,027 6,885,190 0

賛助会費 59,568 291,000 432,000 528,000 465,000

会費/登録料収入 784,000 872,000 898,000 1,548,000 861,000
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普及・育成（登録会員の増加）
地域に根ざした活動
気軽に障がい者陸上競技に取り組
めるアドバイス。

【人員体制に関する現状分析と戦略】

202１年4月現在、有給役職員構成
事務局長1名 事務局員1名
専任ディレクター1名 （全て助成金）
合宿等、各業務はスタッフのボラン
ティア活動で成り立っています。

【人材戦略】
国内を7つのブロック

（HPの組織図参照）
に分け、各ブロックに活動相
談窓口を配置します。

ビジョンの実現に向けた施策イメージ

事務職員を確保し、潤滑な事務局運営を目指します。

今までの運営方法を抜本的に見直し、今後は日本パラ陸上競技連盟との
統合を視野に入れた活動を目指します。

どこで練習できるの？
どうやって大会に出るの？

スポンサー獲得
知的障がい者の理解と彼ら
の持つ魅力（価値）を整理し
地域、社会へ発信。
賛助会員の増加。



今後の方向性
（日本知的陸上競技連盟は日本パラ陸上競技連盟との統合を見据えた体制整備を目指します）

知的連盟の強み

◎技術指導ができる人材が多い ◎知的障がい者指導のスペシャリスト（支援学校教員、Gホーム運営）

◎今後も競技人口は増える傾向が大

（アスリート）→仕事と陸上の両立、健常者大会でも活躍できる実力

知的連盟の弱み ▲財政面のマーケティング ▲ほぼ教職員の組織でボランティア運営

現状
知的連盟
（JIDAF)

・強化事業
・派遣
・選考
・合宿
・スポンサー獲得

・記録会

記録会等の
会員の参加
事業の増加

スポンサー
獲得

JPA

JIDAF

競技力向上
普及促進を目指す

事務局の充実

今後の方向性

・JPAの運営マーケティングを特化した方向性の統合。
・指導力を生かし、強化部分での統合。（技術指導＋生活支援）



事業計画
普及・強化等を目的としたさまざまな事業を充実し、登録者を増やします。

競技会事業
・ID陸上競技選手権大会
・IDハーフマラソン
・全国ダウン症記録会
・地域別記録会
・陸マガと連携し知的
選手のランキング

強化関連事業
・強化合宿実施
・国際大会派遣
・Virtus登録

ガバナンス事業
・コンプライアンス研修

・アンチドーピングの啓発

・相談窓口を開設

・中長期計画のパブリック

コメントの募集

指導普及事業
・新規指導者への講習会実施
・日本パラ陸連盟と連携し講
習会等への参加

・支援学校との連携
・地域障スポ協会との連携

【事業展開に関する中長期ビジョン】

・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きます。

【事業戦略】

・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ります。全国ダウン症陸上競技記録会の実施

・地域ブロックで指導者講習会や、陸上教室を実施します。



人員体制に関する現状分析と戦略

• 2020年4月現在の、本連盟の有給役職員構成は以下に示す通りです。

• 事務局長1名 事務局員1名 専任ディレクター1名 3名全て助成金での支給となっています。

・合宿他、各業務はスタッフのボランティア活動で成り立っています。

・経常的な業務に関わる職員が十分に確保されておらず、業務に応じた適切な分業がなされない

ことから、事務局員に対する負担が高くなっています。そのため業務の継続的、安定的実施

において、リスクを抱えているといえます。

・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ります。

【人材戦略】

・分業化の推進→国内を7つのブロックに分け、各ブロックに担当者を配置し、分業体制を

図ります。（7つのブロックは連盟HPの組織図を参照）

・事務作業、会議等日本パラ陸上競技連盟と連携を密にし、今後について進めます。



一般市民に対して共存のための正しい知識と
理解を図り、障がい者の豊かな生活と社会参
加の促進に寄与することが目的です。
（定款より）

アスリート

指導者

競技

家族
一番の支援者

地域
発掘・育成・普及

コーチ育成

競技運営
公正で見る価値の高
い競技会を開催



中長期基本計画２０２０～２０２４
2021年６月一部改正

特定非営利活動法人

日本知的障がい者陸上競技連盟

（Japan Intellectual Disability Athletics Federations)


