
JFA リスペクトシンポジウム 

ウェルフェアオフィサー 

認定研修会 

2015.9.12 



ウェルフェアオフィサーの役割 

JFA リスペクト・フェアプレー委員会 

松 崎 康 弘 



日本のサッカーのウェルフェアオフィサー 

国際化、様々な価値観、生活様式の多様化が進み、 
日本の社会のみならず、サッカーを取り巻く環境に 
おいても、“差別”や“暴力”に対する認識等に対して 

脆弱な意識、思考、行動が見受けられるようになった。 

差別、暴力（暴言、ハラスメントを含む）
が我々のスポーツにおいて、また、我々
の暮らす社会において、本当に根絶され
るために日本のサッカーはこれらに対し
て更なる（これまで以上の）行動をとる。 



ドラッグ 

不平等 

性的犯罪 

差別 

暴力 

いじめ 

暴言 

ハラスメント 

・規定新設、見直し 
・マニュアル整備（リスクマネジメント） 
・窓口体制整備（whistle  blowing機能） 
・実地トレーニング実施 

・プロモーションツール作成・掲示 
・Anti-差別/暴力根絶Day設置 
・他団体、自治体等との連携 

観察、評価、修正 

リスペクト・フェアプレー委員会 

規律、裁定、技術、審判 
スポーツ医学委員会、インテグリティー協議会 

・対応、教育、啓発担当者（ウェルフェアオフィサーの設置） 

           環境整備                    予防、啓発、プロモーション 

八百長 

ドーピング 

地域、47FA、Jリーグや各連盟、クラブ、各種関連団体との連携 



ウェルフェア オフィサーの導入  

ウェルフェア(Welfare)とは、幸福、快適な生活、
福利を意味する 

    
                        
サッカーを楽しむサッカーフェミリーの     

安心、安全を守り、より快適なサッカー環
境の構築のために、担当者（“ウェルフェ
アオフィサー”）を置く 
 



ウェルフェアオフィサーの種類と役割 
 

 種  類 
      ①  ウェルフェアオフィサー（ジェネラル） 
      ②  マッチ・ウェルフェアオフィサー  
      ③  クラブ・ウェルフェアオフィサー 
 

役  割 
     ①  リスペクトやフェアプレーを啓発、促進 
     ②  暴力、差別等の予防活動（問題の顕在化を未然に防ぐ） 
     ③  諸問題対応、問題解決 
     ④  司法機関や諸関連組織への橋渡しとしての役割を担う。 
  

 

                        
 

“ウェルフェアオフィサー”は、 
リスペクト・フェアプレーの伝道者 

 
 



ウェルフェアオフィサーの活動 
 
ウェルフェアオフィサー（ジェネラル） 

   

    ①  リスペクト、フェアプレー啓発促進、暴力・差別等 
         予防活動 
         *研修会、講習会開催、組織作り、コンプライアンス遵守活動 

    ②  暴力、差別等に関する相談窓口対応 
    ③  個別の暴力、差別事案等の対応 
    ④  規律、裁定委員会等との連携 
    ⑤  外部団体との連携 
    ⑥  マッチ・ウェルフェアオフィサー及びクラブ・ウェルフェア 
          オフィサーとの連携、調整 
    ⑦  その他、リスペクト、フェアプレーに関する活動 

 



マッチ・ウェルフェアオフィサー 
     

    ①  競技会会場におけるリスペクト精神、フェアプレーの 
          *  啓発、促進及び暴力、差別等 予防活動（研修会の実施、監督等との連絡 
              会議） 

    ②  試合視察と監督等との意見交換 
    ③  競技会会場における暴力、差別等に関する相談窓口 
           対応 
    ④  競技会会場における暴力、差別事案の対応 
    ⑤  競技会のリスペクト、フェアプレーに関して、技術委員 
          会、審判委員会、リスペクトフェアプレー委員会、他の 
           ウェルフェアオフィサー等との連携 
    ⑥  競技会のリスペクト、フェアプレーに関して、外部団体 
          との連携 

 



 



 各種別全国大会で“ウェルフェアオフィサー”を配置 
 ＊JFA技術得委員会 

  2013年  12月 U-15高円宮杯、 
  2014年  5月 ナイキプレミアカップ 
        7月 クラブ選手権U-18 
        8月 クラブ選手権U-15 、全日本中学校大会 
        8月 U-12全日本少年サッカー大会U-18クラブ選手権 
        10月 長崎国体 
  2015年   1月 高校サッカー選手権大会 
        8月 全国高校総体（インターハイ） 



                         
 

“関わる全員が皆で協力して良い大会に
しましょう！そして発信して行きましょう！ 

 
 



 クラブ・ウェルフェアオフィサー 

    ①  リスペクト、フェアプレーの啓発促進、暴力、差別等 

          予防活動 

          * クラブ内研修会、講習会開催、組織作り、法令/社会 

     規範遵守（コンプライアンス）活動 

    ②  暴力、差別等に関する相談窓口対応 

    ③  個別の暴力、差別事案等の対応 

    ④  リスペクトフェアプレー委員会、他のウェルフェア 

           オフィサー、所属クラブの外部団体等との連携 

 



ウェルフェアオフィサーの義務 
 

  リフレッシュ講習会を含む所定の研修会、講習会に参加 

  所属の地域、連盟、クラブ及び競技会における積極的な活動 

  業務遂行上知り得た事実の守秘 

  暴力、差別事案について、相談、調整、教育活動等の活動 

 JFA、他地域、他都道府県との情報交換/共有  

 

 

                        
 
 

“ウェルフェアオフィサー”は、 
・気付きを伝える 
・懲罰を下さない 
・理解者を増やす 

 
 
 



ウェルフェアオフィサ―の認定等 
 
認定 

    ①  ウエルフェアオフィサー（ジェネラル） 
     ➡ JFA主催認定講習会を受講 
      ＊受講要件（満25歳以上、心身共に健全、禁固以上の刑に処せ 

                                              られていない）  
    ②  マッチ・ウェルフェアオフィサー 
     ➡ 競技会を主催するサッカー協会の開催する認定講習会 
                  を受講 
    ③  クラブ・ウェルオフィサー 
    ➡ 所属FA開催する認定講習会を受講 
      ＊FAは、JFAに認定ウェルフェアオフィサーについて報告 



ウェルフェアオフィサ―の登録/解任 

登録先/期間等 
  ・ JFAに登録  
  ・ 認定講習会受講日～受講日の翌年12月31日 
   ＊登録料なし 
登録更新、派遣 

    ①  毎年1度、ＪＦＡ等の主催するリフレッシュ講習会受講 
    ②  登録期間： リフレッシュ講習会受講日～翌年12月31日 
    ③  主催FAのウェルフェアオフィサーがその競技会にマッチ・ 
           フェルオフィサーを派遣。 
解任 

  役割を果すことができないと判断された、法律等に反し起訴さ 
  れた場合、解任 

 
 
 



ウェルフェアオフィサー（welfare officer)の概念図 

 

 

ドラッグ 

不平等 

性的犯罪 

差別 

暴力 

いじめ 

暴言 

ハラスメント 

啓発・予防 対応 
関係機関 
への橋渡し 

サッカー界に顕在化する諸問題 

ウェルフェアオフィサーの役割 

講習会 
研修会 
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 等 

相談 
事実確認 
指導 等 

規律・裁定委 
技術・審判委 
外部機関 等 

   協会・連盟等の活動で 
「ウェルフェアオフィサー(ｼﾞｪﾈﾗﾙ)」 

   公式大会やリーグ戦で 
 「マッチ・ウェルフェアオフィサー」 

   クラブでの日常活動で 
 「クラブ・ウェルフェアオフィサー」 

【ウェルフェアオフィサーの種類】 

【認定・更新】 

① 

② 

③ 

認定：講習会受講（1日） 
更新：リフレッシュ研修受講（年1回） 



ウェルフェアオフィサー体制（JFA) 

会 長 

専務理事 

JFA内部通報窓口 

事務局長 
事務局次長 

顧問弁護士（池田弁護士） 
管理部長 
管理部人事G 

（正） リスペクト・フェアプレー委員長 
（副） リスペクト・フェアプレー副委員長  
（副） リスペクト・フェアプレー委員（JFA事務局長） 

ウェルフェアオフィサー
（ジェネラル） 

JFA役職員によるセクハラ・

パワハラ等苦情・相談窓口
および対応グループ 

主に登録者（指導者・審判・役職員・選
手等）による暴力差別行為等苦情・相
談窓口 

（報告・相談） 

（報告・相談） 

（報告・相談） 

・クラブ・ウェルフェアオフィサー  （ トレセンコーチ、 
                           JFAアカデミー指導者） 

・マッチ・ウェルフェアオフィサー  （TSGメンバー、トレセンコーチ） 

暴力根絶相談窓口 
 
  管理部長 
  管理部法務・登録G 



ウェルフェアオフィサー体制 FA/連盟（１） 

会 長 

専務理事 
ウェルフェアオフィサー 

（ジェネラル） 
マッチ・ウェルフェアオフィサー 
（TSGメンバー、マッチコミッショナー） 

クラブ・ウェルフェアオフィサー 
(チーム代表者、コンプライアンスオフィサー） 

  
暴力/差別 相談 
 
   

登録者（指導者、審判、役職員、 

選手等）による暴力、差別行為等
苦情/相談 

FA/連盟内部通報窓口  

事務局長 

FA・連盟役職員によるセクハラ・パワ
ハラ等苦情・相談窓口および対応 



会 長 

専務理事 

ウェルフェアオフィサー
（ジェネラル） 

（報告・相談） 

登録者（指導者、審判、役職員、 

選手等）による暴力、差別行為等
苦情/相談 

マッチ・ウェルフェアオフィサー 
（TSGメンバー、マッチコミッショナー） 

暴力/差別 相談 
 
 
   

FA/連盟内部通報窓口  

事務局長 

ウェルフェアオフィサー体制 FA/連盟（２） 

FA・連盟役職員によるセクハラ・ 
パワハラ等苦情・相談窓口およ 
び対応 

＊ リスペクト・フェアプレー委員長 

クラブ・ウェルフェアオフィサー 
  (チーム代表者、 
     コンプライアンスオフィサー） 

  



“ウェルフェアーオフィサー“は、 
 

リスペクト・フェアプレーの文化を醸成する 



ご清聴ありがとうございました。 


