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原則 審査項目 審査基準 必ず提出する証憑書類
※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要

補足
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

　2021-2030中長期計画としてSELECT10を策定し、公表している。
　策定にあたっては、各専門委員会単位の会議を通じて、幅広く意見を募っている。また、WEB上で
も公表している。
掲載先HPリンク⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%
81%84%E3%81%A6/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB/

　しかしながら、2020‐2021年度はほぼ全ての加盟協会において事業の縮小・延期・中止が発生
し、予定どおりの事業を実施できていない。特に最も競技者層の厚い小学生の年代において、活動
機会が乏しいまま卒業する状態が多く発生している。
　そこで、2022年度には、特に該当する期間の卒業生でもある中学生を対象とする事業を設置し、
活動状況を分析したのち、改めて2023年度以降の数値等の具体的な計画に盛り込む。

1_SELECT10 （1）中長期基本計画を策定している。
（2）中長期基本計画を公表している。
（3）計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意見を募って
いる。

（1）中長期基本計画
（2）中長期基本計画を決定した理事会の議事録

（1）競技力向上、普及、マーケティング、ガバナンスなど、重要な業務分野ごとに、より詳
細な計画を策定し公表することが望まれる。
（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定期的に把握・分析
し、目標等の修正、方策の改善を行うことが望まれる。
（3）中長期基本計画の内容として、例えば以下のような要素を含むことが考えられる。
①組織として目指すところ（ミッション、ビジョン、戦略等）
②現状分析
③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば 10年後、20年後など）
④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋める上での課題）
⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクションプラン）
⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサイクル）

2_2020年度第3回理事会
議事録

3_2023年度以降の計画策
定のための、2022年度情
報収集と分析要素
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［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

人材の育成計画：
　2022年6月理事会にて、次の内容を取りまとめた。
　均等な機会提供による１．全国的な底上げと、２．外部環境への対応機会を活用した育成の2段で
構成し、持続的な世代交代を意識して取り組む。
　１・２共に、毎年、担当委員会の理事が理事会で報告し、翌年度以降の計画への修正点を取りま
とめる。
掲載先HPリンク⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%
81%84%E3%81%A6/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB/?
preview_sid=447173

人材の採用計画：
　現時点では、さまざまな要因から計画性を持った人材採用は非常に難しいと考えられるが、2024
年6月までに策定する。（2022年10月の理事会で合意予定）

4_2021年度以降の人材育
成方針

（1）人材の採用及び育成に関する計画を策定している。
（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
を公表している。
（3）計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意見を募って
いる。

（1）人材の採用及び育成に関する計画
（2）人材の採用及び育成に関する計画を決定した理事会
の議事録

（1）ガバナンス及びコンプライアンスに係る知見を有する人材の採用が望まれる。
（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定期的に把握・分析
し、目標等の修正、方策の改善を行うことが望まれる。
（3）中長期基本計画の内容として、例えば以下のような要素を含むことが考えられる。
①組織として目指すところ（ミッション、ビジョン、戦略等）
②現状分析
③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば 10年後、20年後など）
④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋める上での課題）
⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクションプラン）
⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサイクル）

5_2022年度第2回理事会
議事録
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［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 　尚、単年度の計画は、毎年、2月の臨時評議員会及び理事会にて、翌年度予算案の審議・承認を

行っている。
　また、承認後、HP上で事業計画と共に公表している。
　中長期的な財務に関する計画は、2023年12月までに策定する。特に基本的な財源基盤の一つで
ある資格登録料と所属県協会への配分案については、各資格を管轄する専門委員会の会議を踏
まえて設定してきた。各専門委員会は各ブロックから選出された部長で構成されているので、加盟
協会が今後の予算や見通しを立てやすいよう進めている。

6_2022年度事業計画 （1）財務の健全性確保に関する計画を策定している。
（2）財務の健全性確保に関する計画を公表している。
（3）計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意見を募って
いる。

（1）財務の健全性確保に関する計画
（2）財務の健全性確保に関する計画を決定した理事会の
議事録

（1）会計年度ごとの詳細な計画を策定することが望まれる。
（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定期的に把握・分析
し、目標等の修正、方策の改善を行うことが望まれる。
（3）財務の健全性確保に関する計画の内容として、例えば以下のような要素を含むことが
考えられる。
①組織として目指すところ（ミッション、ビジョン、戦略等）
②現状分析
③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば 10年後、20年後など）
④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋める上での課題）
⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクションプラン）
⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサイクル）
（4）財務の健全性とは、財源の多様性の確保等、自己財源の充実を意味する。

7_2022年度収支予算

8_2021年度第6回理事会
議事録
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［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

 2022年6月理事会において、外部理事の目標割合25％以上、女性理事の目標割合を40％以上と
定めた。
　現状（2022年6月末時点）は、
●外部理事は2名／9名（22％）
　※外部理事は、過去４年間に本協会・加盟協会の会員または役員ではない者
●女性理事は3名／9名（33％：内部1名・外部2名）
　である。
　2023年度内の女性理事1名追加に向けて、外部企業の中で女性役員の比率の多い企業等から
調整を進めている。評議員会にて承認されれば、数値上は外部理事33％・女性理事40％となり、い
ずれも適合する。
　ただし、適合のみが目的とならないよう、特徴を活かすことを意図した事業の企画検討も進める。

9_2022年度役員名簿（理
事）

（1）外部理事の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた
具体的な方策を講じている。
（2）女性理事の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた
具体的な方策を講じている。

（1）役員名簿
※理事全体に占める外部理事の割合と女性理事の割合を
明示してください。
※外部理事として分類している理事については、その根拠
を説明してください。
※役員名簿には「関係役職名」を記載してください。

（1）女性理事について、外部理事についてのみ女性を任用するのではなく、外部理事以
外の理事についても女性を任用することが望まれる。
（2）業務執行理事についても女性を任用することが望まれる。
（3）理事の選任に当たっては、障害者の任用及び年齢構成、競技・種別等のバランスに
ついても考慮することが望まれる。
（4）理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、 NF運営に必要となる知見を高
める機会を設けることなどにより、将来のNF運営の担い手となり得る人材を計画的に育成
している。

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

 2022年10月理事会において、外部評議員の目標割合50％以上、女性評議員の目標割合を30％
以上と定め、次回評議員会（2023年2月）に提案することを取り決めた。
　2022年6月時点においての状況は、
●外部評議員は8名（88％）
　※過去４年間に本協会及び加盟協会の会員・役員ではなかった者
●女性評議員は1名（11％）
である。
　当会における評議員会は、法人化以降、客観的な評価ができるよう、常に外部評議員が8割以上
の構成を保ち、弁護士・公認会計士・医師等の専門分野の有識者を含めた構成となっている。
　但し、女性評議員は1名のみである。

10_2022年度評議員名簿 （1）外部評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に
向けた具体的な方策を講じている。
（2）女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に
向けた具体的な方策を講じている。

（1）評議員名簿　
※評議員全体に占める外部評議員の割合と女性評議員の
割合を明示してください。
※外部評議員として分類している評議員については、その
根拠を説明してください。
※役員名簿には「関係役職名」を記載してください。

（1）評議員の選任に当たっては、障害者の任用及び年齢構成、競技・種別等のバランス
についても考慮することが望まれる。
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［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は設置できていないが、委員を2023年1月中に選考し、2月理事会で承認
する。委員については、まず日本代表選手・代表選手経験者及び候補者を優先し、委員全体の構
成バランスに配慮する。
　
　尚、設置が遅れている背景としては、これまで競技者（アスリート）の大半が小学生に偏っていた
点、及び、過去において卒業後は他のスポーツへの移行を積極的に勧めていた点、審判員等の別
の役割への移行を勧めてきた点などが挙げられる。
　2022年度からは、正式に小学校卒業後の競技者活動継続の環境構築を進めていることから、改
めてアスリート委員会の2023年度からの活動を目指し、基本方針を策定した。
　また、設置後の委員長は副理事長が担当することにより、その意見が理事会に上げられ、翌年の
計画に反映されるよう進める。

11_JDBAアスリート委員会
基本方針資料

（1）アスリート委員会が設置され、少なくとも年 1回以上、定期的に
開催している。
（2）アスリート委員会の構成について、性別や競技・種目等のバ
ランスに留意するとともに、委員会で取り扱う事項等を踏まえて適
切な人選が行われている。
（3）アスリート委員会の意見を組織運営に反映させるための具体
的な方策を講じている。

（1）アスリート委員会に関する規程
（2）アスリート委員会の委員名簿
（3）過去4年分のアスリート委員会の議事録

（1）アスリート委員会における議論を組織運営に反映させるために、アスリート委員会から
理事会等に対する答申、報告等を行う仕組みを設けることや、アスリート委員会の委員長
を理事として選任することが望まれる。
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［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

　理事会の規模に関しては、定款第29条で理事の人数について、及び第38条で開催数について定
めている。上記に則して毎年度6回以上の理事会を開催すると共に、いずれにおいても監事も同席
し、監事から疑問点が挙げられた場合は次回までに追加の資料を作成することにより、実効性の確
保を図っている。

12_定款 （1）理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図っている。 （1）役員名簿 （1）理事会は、その役割・責務を果たすために知識・経験・能力を備えた理事をバランス
よく配置しているか、意思決定の迅速化、議論の質向上、監督機能の強化等に資するか
という観点のもと、理事会を適正な規模で構成することが望まれる。

9_2022年度役員名簿（理
事）
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［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

①現時点では規程での定めはないが、2023年3月までに役員選考委員会規程を整備し、規程内に
選考基準として年齢制限を加えることを2022年6月理事会において確認した。
　スケジュールとして、2022年12月までに具体的な年齢を定め、2023年2月の理事会、及び2023
年2月末の評議員会での承認手続きを経て成立とする。

5_2022年度第2回理事会議
事録

（1）理事の就任時の年齢に制限を設けている。 （1）役員選任に関する規程等 （1）理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、将来の NF運営の担い手となり
得る人材を計画的に育成していくことが強く期待される。
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［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

②まだ理事の選出回数の上限を定めた規程は整備できていないが、現時点で10年以上の在任期
間に該当する理事が3名いるため、2022年6月理事会において、次のとおり進めることにより新陳代
謝の仕組みづくりを進めることを確認した。

●現在の残存任期（2023年6月の定時評議員会までの任期）は有効とするが、2022年12月までに
役員選考委員会規程を整備し、規程内に連続5期10年までを原則とする記載を加える。2023年2月
の理事会、6月の定時評議員会での承認手続きを経て成立とする。
●その後、2名は現任期の満了と共に退任予定。
●代表理事には激変緩和措置の適用を求める。ただし2023年2月の評議員会上での出席評議員全
員の同意を条件とする。【詳細は激変緩和措置】欄に記入

5_2022年度第2回理事会議
事録

（1）理事が原則として10年を超えて在任することのないよう、再任
回数の上限を設けている。
　なお、理事の在任期間が10年に達する場合であっても，以下の
ア）又はイ）のいずれかに該当すると認められる場合，当該理事
が10年を超えて在任（1期又は2期）することが考えられる。
　ア） 当該理事がIFの役職者である場合
　イ） 当該理事の実績等に鑑み、特に重要な国際競技大会に向
けた競技力向上を始めとする中長期基本計画等に定める目標を
実現する上で、当該理事が新たに又は継続して代表理事又は業
務執行理事を務めることが不可欠である特別な事情があるとの評
価 に基づき、理事として選任された場合
【激変緩和措置】
各NFは，理事の再任回数の制限について直ちに実施することが
困難であると判断する場合，統括団体による 1回目の適合性審査
（令和2年度～令和5年度を想定）に限っては，以下の2点につい
て適切な自己説明を行えば足りることとされる。
・理事就任時の年齢制限を含めて新陳代謝を図るための計画を
策定し，組織として合意形成を行っていること
・組織運営及び業務執行上，10年を超えて引き続き在任すること
が特に必要である理事について，役員候補者選考委員会等にお
いて実績等を適切に評価していること

（1）役員選任に関する規程等
※理事の再任回数及び在任年数を明示してください。
【激変緩和措置（または例外措置）が適用される場合に提
出】
（2）役員名簿（理事の任期と在任年数を記載してくださ
い。）
（3）理事就任時の年齢制限を含めて新陳代謝を図るため
の計画及び組織として合意形成を行ったことを証明する会
議議事録等
（4）役員候補者選考委員会等において実績等を適切に評
価していることを証明する会議議事録等

（1）理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、将来の NF運営の担い手となり
得る人材を計画的に育成していくことが強く期待される。

【激変緩和措置（または例外措置）が適用される場合に記入】
　代表理事には激変緩和措置の適用を求める。ただし 2023年2月の評議員会上での出席評議員全員の同意
を条件とする。
　理由は次のとおり
　世界で主流の競技ルールと、国内および東アジアで主流となる競技ルールは大きく異なるが、それを理解し
た上で、双方の種目を同時に行う国際大会について、日本での開催に向けて動いている。
　年末に開催される海外ルールでの世界大会にて一定の成績を収め、且つ複数の審判員も派遣することによ
り、日本が掲げる「ルールの違いを文化の多様性としてそのまま受け入れることは可能であり、且つそれが
ドッジボールの価値をより引き出す術である」ことを実証する。
　現在、どちらの種目も取り入れることを表明し、且つ実践している国は日本だけとなっている。感染症により
海外交流が途絶えていた間も日本の姿勢が変わっていないことを示す観点から、現段階での代表者の変更
は適さないと考える。
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［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

　現状、役員選定委員会規程は存在するものの、事実上、選定委員会の手続きが省略されていた。
　
　適合に向けて次のように進める。
●2022年12月までに役員選考委員会規程を整備し、規程内に、選考基準として外部理事の割合・
女性理事の割合、年齢制限や任期回数制限の表記を加える。
●2023年6月定時評議員会からは、役員選考委員会は整備された選考委員会規程に基づいて事前
に選考を開始し、評議員会へ候補者名簿を提出する。

5_2022年度第2回理事会議
事録

（1）役員候補者選考委員会における役員候補者等の決定を、理
事会等の他の機関から独立して行っている。

（1）役員候補者選考委員会に関する規程等
（2）役員候補者選定委員会名簿
※委員会名簿には「関係役職名」を記載してください。
（3）役員候補者選定委員会の議事録

（1）役員候補者選考委員会の構成員には、役員構成における多様性の確保に留意して
役員候補者を選考する観点から、有識者、女性委員を複数名配置することが望まれる。
（2）公平性及び公正性の確保の観点から、当該役員候補者選考委員会において、役員
候補者の選考対象として想定される者については、構成員としない又は当該委員は自ら
を役員候補者として決定する議決には参加しないこととするなどの配慮をすることが望ま
れる。
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［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

倫理規程にて、対象範囲と法令の遵守を定めている。 13_倫理規程 （1）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
遵守する旨を含む規程を整備している。

（1）審査基準に対応する証憑書類

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

各専門委員会規程・ブロック連絡会規程・経理規程・就業規則・出張旅費に関する規程を定めてい
る

15_競技委員会規程
16_指導委員会規程
17_普及委員会規程
18_国際委員会規程
14_倫理委員会規程
36_ブロック連絡会規程

（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。

（1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の運営に関して必要となる一般的な規程として、例えば以下のような規程を整備
することが考えられる。
＜例＞社員（会員）等の入退会に関する規程、会費等に関する規程、社員総会等の運
営に関する規程、理事会の運営に関する規程、監事に関する規程、各種委員会の運営
等に関する規程、業務分掌規程、職務権限規程、経理規程、事務局運営規程、コンプラ
イアンス規程等

https://drive.google.com/file/d/1OaBOiNWXveP67kQ1krfXbIYbpw99zLqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OaBOiNWXveP67kQ1krfXbIYbpw99zLqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OaBOiNWXveP67kQ1krfXbIYbpw99zLqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmIImfpb5-xw1p9xRhYePjvLk3pDcLmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmIImfpb5-xw1p9xRhYePjvLk3pDcLmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnE724mC3PZRZaNx97WcnpQythCMbBur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnE724mC3PZRZaNx97WcnpQythCMbBur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnE724mC3PZRZaNx97WcnpQythCMbBur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hr3qSVmZpsO9-iEF9Ef5fMoNUDa3cvkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hr3qSVmZpsO9-iEF9Ef5fMoNUDa3cvkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxO2morTgxHSaz8qRN_9CDA4v4YAXq8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxO2morTgxHSaz8qRN_9CDA4v4YAXq8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdK3qkQx4C_KZWvSDJfvLHz_9VrlmFq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdqziwOEXnwVIpigkd-UTHV1m8b-K6_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4ykNC4AHA1g4AJ_rm7z8yH-0BxnCT8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4ykNC4AHA1g4AJ_rm7z8yH-0BxnCT8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htYmgb1Stgv7Ehfzx-NbR9h3mgTcGSyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htYmgb1Stgv7Ehfzx-NbR9h3mgTcGSyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huMsnKwyF957u1NhKL0X9a8PBAxIctVX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjQD8gIpQ1XAYulM5URh-SA796b0bHgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjQD8gIpQ1XAYulM5URh-SA796b0bHgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hutsijzpOgtnAFwyQhY6WwccuNPt8FEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htYmgb1Stgv7Ehfzx-NbR9h3mgTcGSyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htYmgb1Stgv7Ehfzx-NbR9h3mgTcGSyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkMERzsw-9BTcp1RpO5aJfVG7-pIbKYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkMERzsw-9BTcp1RpO5aJfVG7-pIbKYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkMERzsw-9BTcp1RpO5aJfVG7-pIbKYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkMERzsw-9BTcp1RpO5aJfVG7-pIbKYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkMERzsw-9BTcp1RpO5aJfVG7-pIbKYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkMERzsw-9BTcp1RpO5aJfVG7-pIbKYP/view?usp=sharing


（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
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（様式２） 最終更新日：令和4年10月28日

一般財団法人日本ドッジボール協会　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
審査項目
通し番号

原則 審査項目 審査基準 必ず提出する証憑書類
※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要

補足
自己説明 証憑書類
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［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

各専門委員会規程・ブロック連絡会規程・経理規程・就業規則・出張旅費に関する規程を定めてい
る

19_経理規程
35_就業規則
20_出張旅費に関する規則

（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。

（1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の運営に関して必要となる一般的な規程として、例えば以下のような規程を整備
することが考えられる。
＜例＞社員（会員）等の入退会に関する規程、会費等に関する規程、社員総会等の運
営に関する規程、理事会の運営に関する規程、監事に関する規程、各種委員会の運営
等に関する規程、業務分掌規程、職務権限規程、経理規程、事務局運営規程、コンプラ
イアンス規程等
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［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

個人情報保護に関する規程は、2022年8月末の研修を受けた後、2022年12月までに改めて作成
する。

（1）法人の業務に関する規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の業務に関する規程として、例えば以下のような規程を整備することが考えられ
る。
＜例＞文書取扱規程、情報公開に関する規程、個人情報保護に関する規程、公益通報
者の保護に関する規程、稟議規程、リスク管理規程、反社会的勢力対応規程、不祥事対
応規程、苦情処理規程等
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［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

謝金規程を定めている。 （1）法人の役職員の報酬等に関する規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の役職員の報酬等に関する規程として、例えば以下のような規程を整備すること
が考えられる。
＜例＞役員等の報酬に関する規程、役員等の退職手当に関する規程、職員の給与に関
する規程を含む就業規則、職員の退職手当に関する規程等

21_謝金に関する規則
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［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

現在は寄付、基金、資産に関する規程は無いため、2023年12月までに策定する。 （1）法人の財産に関する規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の財産に関する規程として、例えば以下のような規程を整備することが考えられ
る。
＜例＞財産管理に関する規程、寄附の受入れに関する規程、基金の取扱いに関する規
程等
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［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

加盟団体年会費・各資格登録料・チーム登録料が発生する旨を各規程にて定めている。

指導員資格受講料・登録料・更新料に関する細則は、指導員資格の変更に伴う用語等の整合性を確認
し、2022年12月までに改定する。

22_加盟団体規程
23_公認審判員規程
37_審判員資格_認定料・年間登
録料・更新料の細則
24_指導者に関する規程

25_チーム登録規程

（1）財政的基盤を整えるための規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）財政的基盤を整えるための規程として、例えば以下のような規程を整備することが考
えられる。
＜例＞スポンサーシップ、試合の放映、商品化等の付随的事業を実施するための NFの
権利に関する規程、表彰の規程等
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［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

　ドッジボールにおいては、ＮＦとして国際競技会への派遣や受け入れを開始してからの年数が浅く、本年度
が初の世界大会派遣となる。
　国際連盟自体も整備途上であり、公表後に要件が追加される等、国際大会の位置づけに確定困難な面も
残るが、その中でも合理的な説明ができるよう、次の形で随時検討を重ねながら構築している。
　
●選考基準は国際委員会の委員が中心となり作成している。委員には、理事の他、国際事業立ち上げ時の選
手、監督、及び審判員を加えている。また選考結果は理事会の承認を必要とし、一部だけで決定しないよう努
めている。
●倫理規程第12条にて、選考の公正性・透明性の確保が必要な点、及び競技者からの質問・抗議への明快な
対応を取ることと定めている他、選考規程において、公表する内容と時期を定めている。
●審査基準 (2)に関して、選手選考規程 6条において、不服申し立てが可能である旨を定めている。

26_JDBA代表選手選考規
程

（1）代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備して
いる。
（2）選手の権利保護に関する規程を整備している。
（3）選手選考に関する規程（選考基準及び選考過程）の作成者
の選定を公平かつ合理的な過程で実施している。

（1）選手選考に関する規程
（2）選手の権利保護に関する規程

（1）選手選考に関して、選考基準及び選考過程をできる限り明確かつ具体化することが
望まれる。
（2）選考から漏れた選手や指導者からの要望等に応じて、事後に選考理由を開示するこ
とが望まれる。
（3）競技・種目ごとに選手選考に関する規程を整備することが望まれる。
（4）その他選手の権利保護に関する規程として、例えば選手登録やチーム移籍、肖像権
等を扱う規程等が考えられる。

38_２０２２　W杯カイロ大会　日本
代表選手の選考方針と基準につ
いて

39_ドッジボール日本代表に関す
るガイドライン

13_倫理規程
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［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

●全国大会への派遣審判員を決定する競技委員会は、全国 9ブロック全てからそれぞれ選出された競技
部長で構成し、公平な選出となるよう取り組んでいる。
●派遣基準を定めた規程を2023年12月までに策定する。
●審判員資格の取得に関しては、公認審判員規程を定め公表しており、どの地域でも公平かつ合理的な
取得手続きとなるよう進めている。
●ルールが異なる国際大会への審判員においてはまだ経験が浅く、応募者数が少ない。実績上、応募者
全員を派遣しており、経験の蓄積に努めている段階である。

23_公認審判員規程 （1）審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備してい
る。

（1）審判員の選考に関する規程

15_競技委員会規程

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

　監事2名の内1名は弁護士であり、理事会後に議案以外でも相談の機会を設けている他、さらに分野
の異なる法律判断が必要と思われる場合は、所属する弁護士事務所を通じて他の弁護士にも相談可能
な体制を確保している。

27_2022年度監事名簿 （1）規程の整備や法人運営に関する日常的な相談について、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してい
る。
（2）役職員は、潜在的な問題を把握し、調査の必要性の有無等
を判断できる程度の法的知識を有している。

（1）審査基準に対応する証憑書類

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

　現時点ではコンプライアンス委員会は設置していないため 、過去4年間の議事録はない。
　倫理委員会が役割を担当しつつ、2022年度に行う理事及び指導者へのコンプライアンス研修や、登録
者・関係者へのアンケート結果の集計及び分析を通じて本会の実態の把握に努め、 2023年12月までに
コンプライアンス規程を策定する。
　尚、現時点で担当している倫理委員会の中にも女性の委員がいないため、 2023年3月中に選定を進
めると共に、相談・通報事例を元に、さらに協会外の人材が必要と考えられる場合は、これまでの講演依
頼先等を通じて、適した人材の紹介を打診する。

28_2022年度倫理委員会
名簿

（1）コンプライアンス委員会が設置され、少なくとも年 1回以上、定
期的に開催している。
（2）コンプライアンス委員会がその機能を十分に発揮できるよう、
その役割や権限事項を明確に定め、コンプライアンス強化に係る
方針や計画の策定及びその推進、実施状況の点検、リスクの把
握等を組織的、継続的に実践している。
（3）コンプライアンス委員会の構成員に、少なくとも１名以上は女
性委員を配置している。

（1）コンプライアンス委員会に関する規程等
（2）委員名簿
（3）過去4年分のコンプライアンス委員会の議事録

（1）コンプライアンス委員会の運営内容について、理事会に報告され、その監督を受ける
とともに、コンプライアンス委員会からも、理事会等の意思決定機関に対して定期的に助
言や提言を行うことができる仕組みを設けることが望まれる。
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［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

　現在はコンプライアンス委員会を設置していないが、倫理委員会に有識者として弁護士・税理士を
配置している。
　但し、女性の委員がいないため、2023年3月中に選定を進めると共に、相談・通報事例を元に、さ
らに協会外の人材が必要と考えられる場合は、これまでの講演依頼先等を通じて、適した人材の紹
介を打診する。

28_2022年度倫理委員会
名簿

（1）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し、構成員に少なくとも 1名以上は弁
護士を配置している。

（1）委員名簿 （1）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
配置することが望まれる。
（2）外部理事のうち、専門的な知見を有する者（弁護士、会計士、学識経験者等）を業務
担当理事として、コンプライアンス委員会の構成員に加えることが望まれる。

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

　まず2022年度は、理事会の都度、弁護士を講師に依頼する形での研修を計画している。
第1回は6月　ハラスメント全般について
第2回は8月末　個人情報保護法の変遷と対応例について
以降、理事会の日程と講師の日程を調整して実施する。
　今年度は、開催の都度、次回のテーマを決める形をとっているが、2023年度以降は年間での計
画を立てる。

　実施内容については、現時点では座学中心だが、第1回の後、本会における現時点での表面化し
ていない各種ハラスメントの有無と傾向、発生した場合の対応状況の把握の必要性を認識し、倫理
委員会を中心に登録チーム全体への無記名保護者アンケートを行うこととしており、回答を集めて
いる段階である。

29_2022年度第1回役職員
対象コンプライアンス講習
会 実施内容

（1）役職員向けのコンプライアンス教育を、少なくとも年に 1回以
上実施している。

（1）役職員向けのコンプライアンス教育の実施計画
（2）直近に実施した役職員向けのコンプライアンス教育に
関する研修会資料、開催要項等

（1）都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生連盟や年代別の関係競技団
体等の役職員、登録チームや登録選手、登録指導者等に対しても、コンプライアンス教
育を展開することが望まれる。
（2）対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普及啓発のための
パンフレット等を作成することが望まれる。
（3）役職員向けのコンプライアンス教育の内容として、例えば以下のような内容が考えら
れる。
①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」とい
う。）や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益法人認定
法」という。）等、NFに適用される関係法令及びガバナンスコードについて
②NFがその組織運営のために整備している各種規程（原則 3参照）や統括団体が定める
加盟要件等に係る規程について
③不適切な経理処理を始めとする不正行為の防止について
④代表選手選考の適切な実施について
⑤大会運営、強化活動等における選手等の安全確保の徹底について

47_第2回役職員対象コン
プライアンス研修会資料

43_コンプライアンス研修会
実施計画
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［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

●指導者向けには資格取得時の単元として実施している他、一定期間内に更新講習会の受講を必
須としている。更新講習会は基本的には加盟協会での開催だが、「スポーツ指導者のための倫理ガ
イドライン」をテキストの一つに加えることを開催要件としている。上記の日程が合わない指導者や、
さらに講習を希望する指導者を対象に、本協会でも10月に実施する。

●競技者向けのコンプライアンス研修はこれまでは実施できていなかったが、まずは最初の資料を
作成し、7月末の選考会時に実施した。

●現在は外部の事例を中心にした内容だが、各種アンケートの回答傾向を基に、2023年度からは
本協会の傾向も題材として取り上げられるよう取り組む。

●競技者の大半を占める小学生向けには、対象資料を作成できていない。コンプライアンスの基礎
となる概念を身につけられるような構成の検討を進める。2023年度に倫理委員会と指導委員会を
中心にまとめ、2024年度から実施を目指す。

30_2022 Ｊ.Ｄ.Ｂ.Ａ.指導者
更新講習会開催要項

（1）NFが主催する全国大会等及び国際大会等に参加する選手
及び指導者に対して、コンプライアンス教育を少なくとも年に 1回
以上実施している。

（1）選手及び指導者向けのコンプライアンス教育の実施計
画
（2）直近に実施した選手及び役職員向けのコンプライアン
ス教育に関する研修会資料、開催要項等

（1）都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生連盟や年代別の関係競技団
体等の役職員、登録チームや登録選手、登録指導者等に対しても、コンプライアンス教
育を展開することが望まれる。
（2）対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普及啓発のための
パンフレット等を作成することが望まれる。
（3）選手及び指導者向けのコンプライアンス教育の内容として、例えば以下のような内容
が考えられる。
①不正行為の防止について（ドーピング、八百長行為等）
②人種、信条、性別、性的指向及び性自認、社会的身分等に基づく差別の禁止につい
て 
③暴力行為、セクハラ、パワハラについて
④その他の違法行為について（未成年の飲酒・喫煙、違法賭博、交通違反・事故等）
⑤SNSの適切な利用を含む交友関係（反社会勢力との交際問題を含む。）、社会常識に
ついて

31_2022年度版コンプライア
ンス研修（競技者用）

43_コンプライアンス研修会
実施計画
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［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

　2023年1月中に審判員対象の資料としてまとめ、2023年3月の春の全国大会前日の審判クリニッ
ク時に実施する。

43_コンプライアンス研修会
実施計画

（1）NFが主催する全国大会等及び国際大会等に参加する審判
員に対して、少なくとも年に1回以上のコンプライアンス教育を実
施している。

（1）審判員向けのコンプライアンス教育の実施計画
（2）直近に実施した審判員向けのコンプライアンス教育に
関する研修会資料、開催要項等

（1）都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生連盟や年代別の関係競技団
体等の役職員、登録チームや登録選手、登録指導者等に対しても、コンプライアンス教
育を展開することが望まれる。
（2）対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普及啓発のための
パンフレット等を作成することが望まれる。

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

　法律に関しては監事（弁護士）を通じ、本人の他、弁護士事務所へ相談できる体制であり、顧問契
約を交わしているような形式ではないが、本協会と外部企業との関係性の変化や、新たな関係性が
生じるなど、これまでと異なる形式の書類作成の必要が生じるような相談の場合は、契約書を別途
交わしている。
　会計処理については顧問税理士と契約し、相談できる体制を整えている。

32_依頼例：委任契約書
（1）組織運営において専門家のサポートが必要となると想定され
る場面や内容を事前に洗い出した上で、定期的にその適否につ
いて検証を行っている。
（2）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。

（1）専門家のサポート体制に関する資料（組織図等） （1）計算書類や組織運営規程等の各種書面の作成作業の補助や有効性・妥当性の
チェックに際して、外部の専門家を積極的に活用することが望まれる。
（2）専門家の選定に当たっては、スポーツに関する業界動向や適用のある法律・税制・会
計基準の改正等に通じた専門家の人選を行うことが望まれる。41_税理士契約書

46_専門家サポート体制
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［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

次の体制をとることで、適切な経理処理を保つよう努めている。
●事務局から、毎月末締めで現金出納表・試算表・日計表・仕訳日記帳を総務担当理事に提出し概
況を報告している。
●監事の内の一人である弁護士の出席可能なスケジュールに理事会日程（年6回以上）を合わせ
て、経理処理に確認が必要な場合には当初の議案の他に対応している。
●評議員にも外部の公認会計士を選任し、計算書類等に追加の説明を求められた場合には、理事
または事務局が適宜回答している。

27_2022年度監事名簿 （1）経費使用及び財産管理に関する規程等を整備することなど
により、公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立し
ている。
（2）各種法人法（一般社団・財団法人法、特定非営利活動促進
法、会社法等）、公益法人認定法等のうち適用を受ける法律に基
づき適性のある監事等を設置している。
（3）各事業年度の計算書類等の会計監査及び適法性監査に加
え、具体的な業務運営の妥当性に関する監査も可能な限り積極
的に実施し、組織の適正性に係る監査報告書を作成している。

（1）監事名簿
※監事の所属先、専門的能力（資格等）、業務経験等を明
示し、監事の適性があると考える理由を説明してください。

（1）監事等の職務を補助すべき職員を置くことが望まれる。
（2）監事等が理事等の経営陣から独立して各種専門家に相談できる体制を構築すること
が望まれる。
（3）理事等の役職員と監事との間における日常的な情報共有・連携体制の構築に重点
的に取り組むことが望まれる。

10_2022年度評議員名簿
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［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

●倫理規程11条にて補助金の不正な申請の禁止を定めるほか、助成金申請時には各助成団体の
手引きに沿って手続きを進めている。
●感染症等、外部要因による事業日程の大幅な変更など、申請時から経理処理が大きく変わる可
能性が生じる場合も、事前に助成団体に相談している。
●実施後の実態調査に対しても全て対応している。

13_倫理規程 （1）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している。

（1）審査基準に対応する証憑書類 （1）資金源の確保、支出財源の特定、予算の執行、事業計画の策定及び遂行等の各種
手続を適切に実施することが望まれる。
（2）法令・ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適
切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、適確に運用されることが
望まれる。

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

臨時評議員会終了後には事業計画と予算計画、
定時評議員会終了後には事業報告と計算書類、
をそれぞれ本協会HPに掲載すると共に、事務局でも閲覧可能な体制をとっている。
掲載HPリンク先⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%
81%84%E3%81%A6/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB/?
preview_sid=447173

6_2022年度事業計画 （1）財務情報等について、法令に基づく開示を行っている。 （1）予算・決算書類等 （1）公益法人認定法に基づき、公益法人が事務所に備え置き、何人も閲覧等を請求でき
るとされている書類（具体的には，事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備投資の
見込みを記載した書類（公益法人認定法第 21条第1項，同法施行規則第27条・様式第4
号，同規則第37条），財産目録，役員等名簿，理事，監事及び評議員に対する報酬等の
支給の基準を記載した書類，キャッシュ・フロー計算書，運営組織及び事業活動の状況
の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類，社員名簿，計算書
類等（各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書）及び事業報告並びに
これらの附属明細書（監事の監査を要する場合又は会計監査人の監査を要する場合に
は，監査報告又は会計監査報告を含む。）並びに滞納処分に係る国税及び地方税の納
税証明書）について、主体的に開示することが望まれる。
（2）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。

7_2022年度収支予算

33_2021年度報告書（事業
報告・計算書類・監査報告）

https://drive.google.com/file/d/1h7GD57DkbsAekUV5_qY5T0Hl_Gkmap5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7GD57DkbsAekUV5_qY5T0Hl_Gkmap5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7GD57DkbsAekUV5_qY5T0Hl_Gkmap5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePuRK1ei7VEGch24ewPjqHEBHvAK2U9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hY-9bebyAN7GNjeX11VHLnjfnfe43COZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hY-9bebyAN7GNjeX11VHLnjfnfe43COZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hY-9bebyAN7GNjeX11VHLnjfnfe43COZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_X9-hLFJTjOqwtx5ViOcl_wMJAetRO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyfD3btCOYHQFebPm6NQbcg_-WObJDNM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpVVDklfKXbZcL2wnnlqS01x2FXSPJea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpVVDklfKXbZcL2wnnlqS01x2FXSPJea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpVVDklfKXbZcL2wnnlqS01x2FXSPJea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpVVDklfKXbZcL2wnnlqS01x2FXSPJea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha-P28lQMbkmNavnTmJeZhsdmbIVt1CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha-P28lQMbkmNavnTmJeZhsdmbIVt1CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha-P28lQMbkmNavnTmJeZhsdmbIVt1CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haFXvWUhueN5Y8GhrooCd3G9v1smauxY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haFXvWUhueN5Y8GhrooCd3G9v1smauxY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjHyBJPA97LNLuFAGw_lBDGyI59Z6YlF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyfD3btCOYHQFebPm6NQbcg_-WObJDNM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdK3qkQx4C_KZWvSDJfvLHz_9VrlmFq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdK3qkQx4C_KZWvSDJfvLHz_9VrlmFq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdK3qkQx4C_KZWvSDJfvLHz_9VrlmFq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfE-r3am7mlv7f53MbSWnQmSizc2PRql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfE-r3am7mlv7f53MbSWnQmSizc2PRql/view?usp=sharing


（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
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（様式２） 最終更新日：令和4年10月28日

一般財団法人日本ドッジボール協会　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
審査項目
通し番号

原則 審査項目 審査基準 必ず提出する証憑書類
※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要

補足
自己説明 証憑書類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

臨時評議員会終了後には事業計画と予算計画、
定時評議員会終了後には事業報告と計算書類、
をそれぞれ本協会HPに掲載すると共に、事務局でも閲覧可能な体制をとっている。
掲載HPリンク先⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%
81%84%E3%81%A6/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB/?
preview_sid=447173

（1）財務情報等について、法令に基づく開示を行っている。 （1）予算・決算書類等 （1）公益法人認定法に基づき、公益法人が事務所に備え置き、何人も閲覧等を請求でき
るとされている書類（具体的には，事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備投資の
見込みを記載した書類（公益法人認定法第 21条第1項，同法施行規則第27条・様式第4
号，同規則第37条），財産目録，役員等名簿，理事，監事及び評議員に対する報酬等の
支給の基準を記載した書類，キャッシュ・フロー計算書，運営組織及び事業活動の状況
の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類，社員名簿，計算書
類等（各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書）及び事業報告並びに
これらの附属明細書（監事の監査を要する場合又は会計監査人の監査を要する場合に
は，監査報告又は会計監査報告を含む。）並びに滞納処分に係る国税及び地方税の納
税証明書）について、主体的に開示することが望まれる。
（2）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。
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［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

①選考規程を設置し公開している。
掲載ページリンク先⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8/?
preview_sid=198123
　
　日本で行われている競技ルールを基にした各国・地域代表チームによる国際大会は4年間開かれ
ておらず、まだ具体的な再開の計画が整っていない。
　逆に海外の標準的なルールは国内に浸透しておらず、本年度の派遣が初の世界大会参加とな
る。
　

26_JDBA代表選手選考規程 （1）選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示してい
る。

（1）選手選考に関する規程 （1）選手選考については、規程を整備し、ウェブサイト等で開示するだけでなく、説明会
等を実施し、ステークホルダー等に積極的に周知することが望まれる。
（2）選手や指導者に対しては、選手選考基準に関する説明会等を実施し、より積極的に
周知することや、選手選考基準に修正又は変更があった場合には、直ちにステークホル
ダーに対して周知することが望まれる。
（3）選考から漏れた選手や指導者からの要望等に応じて、選考理由についても開示する
ことが望まれる。
（4）監督の選考基準や選考理由等についても開示することが望まれる。
（5）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。
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［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

毎年度、協会ＨＰに掲載している。
2021年3月末、及び2021年10月末に公表している。
掲載URL⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%
84%E3%81%A6/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%9B%A3%E4%
BD%93%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B3%
E3%83%BC%E3%83%89/

（1）ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示してい
る。

（1）審査基準に対応する証憑書類 （1）原則8に定める利益相反ポリシー、原則10に定める懲罰制度に関する規程及び処分
結果等（プライバシー情報等は除く）を開示することが望まれる。
（2）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。
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［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

●定款第37条にて、理事が利益相反の疑いのある取引を行う場合には、重要な事項を開示した上で理
事会の事前承認が必要となる条項を定めている。

●倫理規程(基本的責務)第3条2項においても、 「役職員等は、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。
（「役職員等」の範囲は、審判員・競技者・指導者等の会員を含める旨を第 2条で定めている。）

12_定款

13_倫理規程

（1）重要な契約（金額の多寡、関係者への影響の大小等から判
断する。）については、客観性・透明性につき、特に慎重な検証
を行っている。
（2）利益相反ポリシーに基づいた規程があり、利益相反を適切に
管理している。

（1）利益相反取引に関する規程 （1）定款や利益相反に関する規程において、理事の利益相反取引を原則として禁止す
る条項、利益相反取引を実施する場合の議決方法に関する条項、利益相反に該当する
おそれがある場合の申告及び承認後の報告に関する条項等の必要な規定を設けること
が望まれる。
（2）NFの機関において利益相反取引を承認する場合には、その取引についての重要な
事実の開示、取引の公正性を示す証憑の有無、内容、議論の経過、承認の理由・合理
性等につき、会議体の議事録に詳細に記載し、意思決定の透明性を確保することが望ま
れる。
（3）利益相反取引に該当するおそれのある取引については、実務上の不都合がない場
合は、入札方式等､公正な方法により契約することが望まれる。
（4）随意契約による場合においても、相見積りの取得等､公正な契約であることを証明で
きる資料を残すことが望まれる。
（5）「利益相反ポリシー」と「利益相反ポリシーに基づいた規程」は、別個に作成するので
はなく、統合した1つの規程を整備する場合も考えられる。
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［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

　現時点では、利益相反ポリシーは作成できていない。定款や倫理規程での総論としての記載のみ
となっているが、これまで、理事への特別な報酬支払いや、理事またはその関連企業への業務の発
注自体を行っていない。（理事会・評議員会にて取り扱いを協議・承認した場合のみ、当該事業に従
事した一般スタッフと同額の謝金を払うことはある。）

　また、法人化当初から、評議員会において、収入基盤の弱さについて指摘を受け、その改善が必
須であったことから、利益相反が発生しにくい背景であった。
　しかし、今後は世代の交代や外部役員の積極的な任用などにより、これまでとは異なる利害関係
も発生しうるため、2023年3月までに専門家へ相談の上作成する。

（1）利益相反ポリシーを作成している。 （1）利益相反ポリシー （1）利益相反ポリシーの作成に当たっては、どういった取引が利益相反関係に該当する
のか（利益相反取引該当性）、どういった価値判断に基づいて利益相反取引の妥当性を
検討すべきか（利益相反の承認における判断基準）について、当該団体の実情を踏ま
え、現実に生じ得る具体的な例を想定して、可能な限り分かりやすい基準を策定すること
が望まれる。
（2）利益相反取引該当性を定めるに当たっては、理事が所属する他の企業・団体、理事
の近親者等の形式的な基準に加えて、理事が懇意とする取引先等、当該 NFにおいて想
定される「利益相反的関係」を有する者（関連当事者）についても、実情に照らし適切に
該当範囲に含めることが望まれる。
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［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 　通報制度の運用に関する規程としてはまだ整備できていないが、2023年12月までに策定予定。
現在は下記の体制を構築し、運用している。
●日本協会HPに通報／相談フォームを常時設置。
URL：https://business.form-mailer.jp/fms/556e0ccc142404
●フォームを利用した場合の最初の送信先は事務局長のみとなっている。通報相談内容を確認後、
法律面での見解が必要な場合は弁護士(監事)、経理面での見解が必要と考えられる場合は顧問
税理士へ相談可能な体制を構築している。
●通報／相談者へは、入力時において通報内容を把握する範囲を示すとともに、それでも自身に不
利益が生じる等の不安を持つ場合は、フォーム内に懸念事項を記載するよう案内している。記載さ
れている場合は、まず弁護士のみに相談する体制をとっている。
●各事業の機会（講習会テキスト・選考会結果報告・チームへのアンケート依頼時等）に、通報フォー
ムが設置されていることを記載し案内している。

（1）通報窓口について、ウェブサイト、SNS等を通じて、恒常的に
NF関係者等に周知している。
（2）通報窓口の担当者に相談内容に関する守秘義務を課してい
る。
（3）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
について一定の規定を設け、情報管理を徹底している。
（4）通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利
益な取扱いを行うことを禁止している。
（5）研修等の実施を通じて、NF役職員に対して、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徹底している。

（1）通報制度の運用に関する規程 （1）通報方法については、面会、書面、電話、電子メール、 FAX、ウェブサイト上の通報
フォーム等、できるだけ利用しやすい複数の方法を設ることが望まれる。
（2）通報対象には、暴力行為等の法令違反行為及び各種ハラスメントのほか、定款を始
めとする団体の内部規程に違反する行為及び違反行為に至るおそれがある旨の事実を
広く含めることが望まれる。
（3）これから行う行為が違反行為となるか否かに関する事前相談についても通報窓口に
て対応することが望まれる。
（4）通報窓口において通報を受領してから当該通報に係る事実の調査を実施するまでの
フロー、並びに調査対象にするか否かの客観的かつ具体的な基準及び調査の方法等に
ついて、あらかじめ明確に定め、原則としてこれらに従って運用することが望まれる。
（5）通報窓口の対応者に男女両方を配置し、通報者が希望すれば対応者の性別を選べ
ることが望まれる。
（6）NF固有の通報制度を設けることが困難である場合には、統括団体の相談窓口や JSC
の第三者相談・調査制度相談窓口の利用を促すことが考えられる。
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［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

　通報／相談フォームを通じて届いた情報については、法律面での見解が必要な場合は弁護士(監
事)及びその法律事務所、経理面での見解が必要と考えられる場合は顧問税理士へ相談可能な体
制が構築できている。実際の事例の積み重ねに応じて、適切な体制づくりに努める。

27_2022年度監事名簿 （1）通報制度の運用体制を、弁護士、公認会計士、学識経験者
等の有識者を中心に整備している。

（1）通報制度の運用体制に関する書類 （1）弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で構成される調査
機関（原則4に定めるコンプライアンス委員会等）を設け、調査の必要の有無、調査の必
要がある場合には調査方法等について決定し、同機関の構成員又は同機関において指
定された者（当該事案に何らかの形で関与したことがある者を除く）により速やかに調査を
実施することが望まれる。
（2）通報制度の運営において専門家のサポートが必要になると想定される場面や内容を
事前に洗い出した上で、定期的にその適否について検証することが望まれる。
（3）相談対応部門と処理判断部門のそれぞれに、適切に有識者を配置することが望まれ
る。
（4）通報窓口その他通報制度の運営は、NFの経営陣から独立した中立な立場の者が担
当し、NFの経営陣が通報者を特定し得る情報や通報内容等にアクセスできない体制を
整備することが望まれる。

48_通報・相談を受けた際の
対応手順
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［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・倫理委員会規程を定め、ＨＰ上で公開し、加盟協会へ送付している。
　禁止行為は倫理規程第4条～第12条、対象範囲は第2条、処分の内容は第15条、手続きは第14条、
及び倫理委員会規程第3章に主に定めている。
掲載HPリンク先⇒
https://www.dodgeball.or.jp/%E5%80%AB%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%A8%8B-%E5%80%
AB%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/

審査基準（3）については、倫理委員会規程9条において規定している。
審査基準（4）については、2023年2月までに、倫理委員会規程第20条3項に不服申し立ての可否、その
手続きの期限等に関する記載を加筆する改訂を予定している。

13_倫理規程

14_倫理委員会規程

（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規程等によって定めている。
（2）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周知している。
（3）処分審査を行うに当たって、処分対象者に対し、聴聞（意見
聴取）の機会を設けることを規程等に定めている。
（4）処分結果は、処分対象者に対し、処分の内容、処分対象行
為、処分の理由、不服申立手続の可否、その手続の期限等が記
載された書面にて告知することを規程等に定めている。

（1）処分に関する規程
（2）処分機関の体制に関する書類

（1）処分に関する規程は、懲罰制度に関する規程等と統合されている場合も考えられる。
（2）処分内容の決定は、行為の態様、結果の重大性、経緯、過去の同種事例における処
分内容、情状等を踏まえて、平等かつ適正になされることが望まれる。
（3）規程において、あらかじめ明確かつ具体的な処分基準を定め、処分内容の決定に当
たっては原則として当該基準に従うことが望まれる。
（4）調査機関の構成員又は同機関において指定した者（当該事案に何らかの形で関与
したことがある者を除く）による調査結果等を踏まえ、有効かつ適切な証拠により認定され
た行為についてのみ、処分の対象としていることが望まれる。
（5）NF関係者等に対し、処分対象行為の調査に対する協力義務及び調査内容に関する
守秘義務を課すことが望まれる。
（6）処分審査を行うに当たって、処分対象者に対し、処分対象行為を可能な限り書面を
交付することが望まれる。
（7）認定根拠となった証拠や処分の手続の経過についても、可能な範囲で告知すること
が望まれる。
（8）弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で構成される処分
機関（倫理委員会等）を設け、同機関（当該事案に何らかの形で関与したことがある者を
除く）において、客観的かつ速やかに、処分審査（処分対象行為該当性及び処分内容の
決定）を行うことが望まれる。
（9）処分審査が中立な者により行われることを担保するため、処分審査を行う者につい
て、当該処分に関するステークホルダーを除く等の制度を設けることが望まれる。
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［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

　倫理委員会規程第4条2項において、処分審査を担う倫理委員会のメンバーが中立性・専門性を
有するものを選ぶ旨を定めており、現時点において、弁護士・税理士が含まれている。
　より中立性を高めるため、外部の組織に打診しており、2024年3月までに選任できるよう進めてい
る。

14.倫理委員会規程
（1） 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有している。 （1）処分に関する規程

（2）処分機関の体制に関する書類
（1）NF外部の中立的かつ専門的な第三者により、懲罰制度が当該規程に従って適切に
運用されているか否かの確認を定期的に受け、当該第三者の助言指導を踏まえて定期
的に運用を見直すことが望まれる。
（2）処分機関は最終処分権者ではなく、諮問委員会として設置することも考えられる。ま
た、処分に関する規程は、懲罰制度に関する規程等と統合されている場合も考えられる。28.倫理委員会名簿
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［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

倫理委員会規程第21条において定めており、同機構にも掲載されている。

審査基準（２）に関して、処分決定に限らず代表選考を含めた NF のあらゆる決定を含む自動応諾条項と
して適合するよう、関連規程の変更箇所を確認し 2024年3月までに策定する。

14_倫理委員会規程 （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
定めている。
（2）自動応諾条項の対象事項には、懲罰等の不利益処分に対す
る不服申立に限らず、代表選手の選考を含むNFのあらゆる決定
を広く対象に含んでいる。
（3）申立期間について合理的ではない制限を設けていない。

（1）処分規程
（2）自動応諾条項を定めている規程等

（1）日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁制度を利用することに加えて，スポーツ紛争を
迅速かつ適正に解決することができるよう，弁護士等の有識者から支援を受けて， NF内
において，以下の点に十分留意して，適切な紛争解決制度を構築することも考えられる。
①制度の適用対象者，適用対象事案，利用方法，手続の流れ等を規程において明確に
定め，ウェブサイト等を通じて，恒常的にNF関係者等に周知徹底すること
②NF外部の中立的かつ専門的な第三者により，紛争解決制度が当該規程に従って適
切に運用されているか否かの確認を定期的に受け，当該第三者の助言指導を踏まえて
定期的に運用を見直すこと
③弁護士等の有識者を含む，経営陣から独立した中立な立場の者で構成される紛争解
決機関（不服申立委員会等）を設け，同機関（当該事案に何らかの形で関与したことがあ
る者を除く。）において，客観的にかつ速やかに，紛争解決手続を行うこと（同機関の構
成員は，調査機関又は処分機関の構成員と兼任しないこと）
④紛争解決手続が中立な者により行われることを担保するため，紛争解決手続を行う者
について，当該紛争に関するステークホルダーを除くこと
⑤申立当事者からの意見聴取，証拠提出機会の確保，対立当事者からの意見聴取及び
証拠提出機会の確保を行うなど，両当事者に十分な手続保障を与えるほか，紛争解決
制度を利用したこと又は紛争解決手続において意見表明等を行ったことによる不利益取
扱いの禁止に関する規定を設けること
⑥NF内における紛争解決制度とJSAAによるスポーツ仲裁は，申立人の選択に応じてど
ちらも利用できるよう整備すること

https://drive.google.com/file/d/1hY-9bebyAN7GNjeX11VHLnjfnfe43COZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hutsijzpOgtnAFwyQhY6WwccuNPt8FEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hutsijzpOgtnAFwyQhY6WwccuNPt8FEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hutsijzpOgtnAFwyQhY6WwccuNPt8FEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hutsijzpOgtnAFwyQhY6WwccuNPt8FEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eLOuP6hi9ko8fCfDc2eNhELj8oxsIjSR/view?usp=sharing


（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

4

（様式２） 最終更新日：令和4年10月28日

一般財団法人日本ドッジボール協会　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
審査項目
通し番号

原則 審査項目 審査基準 必ず提出する証憑書類
※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要

補足
自己説明 証憑書類
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［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

倫理委員会規程第21条において定めており、同機構にも掲載されている。

審査基準（２）に関して、処分決定に限らず代表選考を含めた NF のあらゆる決定を含む自動応諾条項と
して適合するよう、関連規程の変更箇所を確認し 2024年3月までに策定する。

14_倫理委員会規程 （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
定めている。
（2）自動応諾条項の対象事項には、懲罰等の不利益処分に対す
る不服申立に限らず、代表選手の選考を含むNFのあらゆる決定
を広く対象に含んでいる。
（3）申立期間について合理的ではない制限を設けていない。

（1）処分規程
（2）自動応諾条項を定めている規程等

（1）日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁制度を利用することに加えて，スポーツ紛争を
迅速かつ適正に解決することができるよう，弁護士等の有識者から支援を受けて， NF内
において，以下の点に十分留意して，適切な紛争解決制度を構築することも考えられる。
①制度の適用対象者，適用対象事案，利用方法，手続の流れ等を規程において明確に
定め，ウェブサイト等を通じて，恒常的にNF関係者等に周知徹底すること
②NF外部の中立的かつ専門的な第三者により，紛争解決制度が当該規程に従って適
切に運用されているか否かの確認を定期的に受け，当該第三者の助言指導を踏まえて
定期的に運用を見直すこと
③弁護士等の有識者を含む，経営陣から独立した中立な立場の者で構成される紛争解
決機関（不服申立委員会等）を設け，同機関（当該事案に何らかの形で関与したことがあ
る者を除く。）において，客観的にかつ速やかに，紛争解決手続を行うこと（同機関の構
成員は，調査機関又は処分機関の構成員と兼任しないこと）
④紛争解決手続が中立な者により行われることを担保するため，紛争解決手続を行う者
について，当該紛争に関するステークホルダーを除くこと
⑤申立当事者からの意見聴取，証拠提出機会の確保，対立当事者からの意見聴取及び
証拠提出機会の確保を行うなど，両当事者に十分な手続保障を与えるほか，紛争解決
制度を利用したこと又は紛争解決手続において意見表明等を行ったことによる不利益取
扱いの禁止に関する規定を設けること
⑥NF内における紛争解決制度とJSAAによるスポーツ仲裁は，申立人の選択に応じてど
ちらも利用できるよう整備すること
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［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

　処分については、2019年に倫理規程・倫理委員会規程を定めた以降、まだ本会から通知を行ったこと
がないが、利用可能であることを明記したフォーマットを、弁護士に相談の上、作成済み。
　2022年12月までに、倫理委員会規程第20条3項を見直し改訂する。

　また、代表選考結果の通知においても、スポーツ仲裁機構の利用が可能である旨を通知している。

40_処分決定通知書フォー
マット
34_選考結果に関しての不
服申し立て、選考内容の開
示請求等の方法について

（1）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し
ている。

（1）審査基準に対応する証憑書類 （1）処分機関が処分結果を通知する際に、処分対象者に対し、 JSAAによるスポーツ仲裁
の活用が可能である旨とその方法、手続の期限等が記載された書面を交付することが望
まれる。
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［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

　現時点では策定できていないため、スポーツ仲裁機構モデル危機管理マニュアルを参考に、2024
年3月までにまとめる。

（1）危機管理体制を構築している。
（2）危機管理マニュアルを策定している。
（3）危機管理マニュアルに、不祥事対応の一連の流れを含んで
いる。
（4）危機管理マニュアルに、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を含んでいる。

（1）危機管理マニュアル
（2）危機管理体制に関する書類

（1）危機管理体制の構築に当たっては、不祥事対応を機動的に行えるよう、コンプライア
ンス担当の理事に危機管理担当も兼務させるなどの工夫を行い、組織横断的な活動を
可能とする体制を構築することが望まれる。
（2）危機管理マニュアルの策定に当たっては，競技の特性や各団体の運営の特徴等を
踏まえ，発生しやすい不祥事類型やリスクを特定し，当該リスクの発現可能性の高低や発
生した場合の影響等の評価を加え，これに従ったリスクの制御方法や監視体制及びその
見直しの在り方についても規定することが望まれる。
（3）危機管理マニュアルが単なる書類として形骸化しないよう､マニュアルに従ったリスク
管理の実効性を定期的に検証したり､緊急の危機管理体制を発動するための仮想訓練
を定期的に実施したりするなど、平時からその存在を浸透させるための活動を運営業務
に組み込むことが望まれる。
（4）「スポーツ界のコンプライアンス強化事業スポーツ界におけるコンプライアンス強化ガ
イドライン（日本スポーツ仲裁機構）」の「モデル危機管理マニュアル」を参考に策定する
ことが考えられる。
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［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

過去4年間における不祥事は発生していないため該当しない。 （1）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
を速やかに構築し対応している。

（1）不祥事発生時の対応報告書等
※審査書類提出時から過去4年以内に発生した不祥事全
ての対応報告書等を提出してください。

（1）重大な不祥事の端緒を認識した場合には、最適な調査体制を迅速に構成し､徹底し
た事実調査を実施した上で､外部専門家の知見と経験も踏まえつつ、表層的な現象や因
果関係の列挙にとどまらない、根本的な原因究明を行うことが望まれる。
（2）調査の結果、法令違反等の不祥事の発生が認められた場合には､その原因となった
責任者・監督者につき、NFが有する倫理規程や懲罰規程等に従って､責任者を適切に
処分することが望まれる。
（3）再発防止策の策定に当たっては、組織の変更や規程の改定等の表面的な対応にと
どめることなく、今後の日々の業務運営等に具体的かつ継続的に反映させることが望ま
れる。
（4）不祥事対応が一度収束した後においても、再発防止策の取組が適切に運用され、定
着しているかを不断にモニタリングした上で、その改善状況を定期的に公表することが望
まれる。
（5）次にいずれかに該当するNFの事案を不祥事とする。
①法令に違反していると判断される事案
②当該団体が定める諸規程、当該団体が加盟する団体が定める加盟団体規程等に違
反していると判断される事案
③社会規範に著しく反していると判断される事案
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［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

過去4年間における不祥事は発生していないため該当しない。 （1）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）を中心に構成して
いる。

（1）外部調査委員会名簿
※外部調査委員会名簿には「関係役職名」を記載してくだ
さい。
※審査書類提出時から過去4年以内に設置した外部調査
委員会全ての名簿を提出してください。

（1）第三者を委員とする調査委員会を設置する場合には、当該委員の選定プロセスにつ
いても十分に配慮し、委員がNFに対して独立性・中立性・専門性を有する者であることに
ついて、合理的な説明をする責任を果たすことが望まれる。
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［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

●加盟団体規程にて、基本的な権限を定めている。
●倫理規程に関して、第16条にて加盟団体の責務として同等の手続きを行うよう定めている。
●加盟団体から専門的な相談を受けた際、内容に応じて弁護士とのオンラインミーティングの機会を
設けている。

●チーム登録情報、審判員・指導者・競技者（中学1年生～）登録者情報は、本協会と所属都道府県
協会事務局の間でweb上を通じて共有しており、相談を受けた場合は、同じ画面を確認しながら対
応可能な体制をとっている。

22_加盟団体規程 （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
確にしている。
（2）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ための方針等を定めている。
（3）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、
助言及び支援を行っている。

（1）地方組織との間の権限関係を定める規程
（2）地方組織との関係図
（3）直近に行った地方組織等の組織運営及び業務執行に
ついての指導、助言及び支援に関する資料等

（1）ガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に関する助言を行うほか、地方組織等
の組織運営や業務執行に問題があると考えられるときには積極的に指導し、自主的な改
善が見込まれない場合には、規程に基づき処分を行うなどの対応をすることが望まれる。
（2）地方組織等における組織体制について、女性役員の目標割合の設定等を通じた積
極的な任用、役員就任時の年齢制限等により新陳代謝を図る仕組みの導入が進むよう、
指導、助言及び支援を行うことが望まれる。
（3）地方組織等に対し法人格取得に向けた専門的な助言や財政面を含めた支援を行う
ことが望まれる。

13_倫理規程

42_JDBA組織図

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

●加盟団体に向けて、本協会の理念と重ねたスポーツインテグリティ／ガバナンス／コンプライアン
スの説明と、登録チーム保護者を対象に行ったハラスメントに関するアンケートの結果を、情報とし
て各加盟団体専用サイトを通じて提供した。

●加盟団体間の活動格差が非常に大きいため、どの段階からでも意識の共有が容易となる、共通
ルールに込めた理念を軸とした連想から、組織運営に関するガバナンス／コンプライアンス強化の
啓発を図る方法を検討している。

44_加盟協会向けガバナンス／コ
ンプライアンス関連資料・情報（ス
ポーツインテグリティ／ガバナンス
／コンプライアンスとJDBAの理
念）

（1）地方組織等の運営者に対して、情報提供や研修会の実施等
による支援を行っている。

（1）地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実
施に関する計画
（2）直近に実施した情報提供や研修会に関する研修会資
料、開催要項等

（1）NFが作成するコンプライアンス強化に係る研修資料や普及啓発のためのパンフレット
等の提供等を行うことが望まれる。
（2）地方組織等の代表等が集まる会議（例えば、社員総会や評議員会等）の開催と合わ
せて、ガバナンスやコンプライアンスに関する研修会を実施することが望まれる。
（3）地方組織の運営者に対する情報提供や研修会の内容として、例えば以下のような内
容が考えられる。
①指導者及び選手へのコンプライアンス教育について
②懲罰制度について
③通報制度について
（4）地方組織等に対して、法律、会計等のサポートサービスを提供する形で支援すること
が望まれる。

45_登録チーム対象_各種ハ
ラスメントアンケート集計結
果

https://drive.google.com/file/d/1eLOuP6hi9ko8fCfDc2eNhELj8oxsIjSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYEqCIzm5lc5J4MII-72N3OB_w0fCLey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYEqCIzm5lc5J4MII-72N3OB_w0fCLey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYEqCIzm5lc5J4MII-72N3OB_w0fCLey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYEqCIzm5lc5J4MII-72N3OB_w0fCLey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYEqCIzm5lc5J4MII-72N3OB_w0fCLey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIr9dsQYTcBKnUF2Gl8On21yeJj_dEeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNY0D8pPEql600F8b8QfXBzoPYbMOJHF/view?usp=sharing

