
日本障がい者サッカー連盟概要 

名称 日本障がい者サッカー連盟 
（英語表記：JAPAN INCLUSIVE FOOTBALL FEDERATION） 

法人格 一般社団法人 

設立 2016年4月1日 

事務所 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス内 

社員 構成 日本アンプティサッカー協会／日本ソーシャルフットボール協会 
日本知的障がい者サッカー連盟／日本電動車椅子サッカー協会 
日本脳性麻痺7人制サッカー協会／日本ブラインドサッカー協会 
日本ろう者サッカー協会 

会費 入会金：10万円（初年度のみ） 年会費：10万円 

役員 会長 北澤豪 

副会長 斎藤紘一、矢島久仁彦 

専務理事 松田薫二 

理事 植松隼人、徳堂泰作、神一世子、田中暢子、松崎英吾、山本譲 

監事 利水啓剛、友野海也 

主な会議体 社員総会（原則年1回）、理事会（原則3ヶ月に1回） 

決算期間 4月~翌年3月末 

JFAへの加盟 JFAへ関連団体として加盟する 

日本障がい者サッカー連盟 

各障がい者サッカー団体 

JFA 

広くサッカーを通じて、障がいの有無に関わらず、誰もがスポーツの価値を享受し、
一人ひとりの個性が尊重される活力ある共生社会の創造に貢献する 

▶障がい者サッカーの普及に努め、社会に根付いたものとなることで、誰もが、いつ
でも、どこでもスポーツを楽しめる環境を創りあげる

▶障がい者サッカーの強化に努め、日本代表が世界で活躍することで、人々に勇気
と希望と感動を与える  

▶健全な組織の構築に努め、社会的責任を果たしていくことで、障がい者サッカーの
価値を向上する

理念 

ビジョン 

理念・ビジョン 

機能・役割 

①JFAとの連携窓口
②各団体の意見取りまとめ・調整

③障がい者サッカー・スポーツの
発展に向けた施策の企画・立案・
実施

④各団体の連携強化に向けた取
り組みの実施

連携窓口 

意見集約 サポート

関連団体
として加盟 

設立後の主な取り組み 

①障がい者サッカーに関す
る相談窓口
②ボランティア組織の整備
③啓発・普及サポート
④資金調達

機能・役割 
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一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟 2016年度事業計画（案） 

活動の指針 

JFA と当連盟を構成する各障がい者サッカー団体との連携を主たる役割とする中間支援組織として、障がい者

サッカーの普及促進ならびに当連盟および各障がい者サッカー団体の組織基盤強化を図る。

事業計画 

1． 普及促進事業 

（1） 障がい者サッカーに関する相談窓口の設置および運営

当連盟内に障がい者サッカーに関する相談窓口を設置し、障がい者サッカーに関する問合せを受け

付け、各障がい者サッカー団体と連携し、1人でも多くの方に活動機会を提供する。

（2） 障がい者サッカーに関する情報収集および発信

・各障がい者サッカー団体からの情報収集ならびに都道府県サッカー協会および JFA 加盟団体等が

実施する障がい者サッカーの情報収集を行う。 

・上記の情報を、当連盟のHPや JFAの広報協力等により、広く発信し、障がい者サッカーの認知度向

上を図る。 

・障がい者サッカーに関する情報を、JFA の加盟団体等へ発信し、障がい者サッカーの活動への理解

を促進する。 

・各障がい者サッカー団体が主催する各種大会、体験会、サッカー教室等における当連盟バナーの掲

示を通じて、当連盟の認知度向上を図る。 

（3） ボランティア組織の整備

ボランティア組織を整備し、各障がい者サッカー団体の大会運営をサポートする。

（4） JFA公認指導者・審判員に対する障がい者サッカーの理解促進へのサポート

JFAと各障がい者サッカー団体との調整を行い、JFAが行うJFA公認指導者・審判員への障がい者サ

ッカーの理解促進をサポートする。

2． 組織基盤強化事業 

（1） 各種会議・研修会の開催

各障がい者サッカー団体の組織基盤強化や組織間の連携を図るための会議や研修会を開催する。

（2） ファンドレイジング

当連盟の組織基盤の強化および新たなイベント事業実施のため、寄付やパートナー企業獲得等を通

じて、資金調達を図る。



科目 2016年度予算 備考

収入の部
1.会費 1,400,000

入会金 100,000 7
年会費 100,000 7

2.協賛金 0
協賛金 2,000,000 0

3.寄付金 0
個人寄付 0
法人寄付 0 0

4.補助金 200,000 200,000 JFA補助金

5.雑収入 0

収入合計 1,600,000

支出の部
1.事業費 210,000

1)バナー制作費 45,000 2 90,000
2)移動交通費 5,000 20 100,000 理事会、社員総会以外の会議

3)発送費 1,000 20 20,000 バナーなど送料
2.管理費 1,390,000

1)人件費 0 JFAからの出向または兼務

2)事務所賃貸料 0 JFAからの無償賃貸
3)旅費交通費 36,000

事務局員移動交通費 3,000 12
4)諸会議費 175,000

社員総会移動交通費 35,000 1 年1回開催・35000円/回

理事会移動交通費 35,000 4 年4回開催：35000円/回

5)ウェブサイト制作・運用費 200,000
6)ロゴ制作費 200,000
7)法人設立登記費用 250,000
8)委託料 100,000 決算業務委託料
9）通信運搬費 120,000 電話料金など

10,000 12
10)手数料 24,000 振込手数料など

2,000 12
11)消耗品費 40,000 名刺、事務用品など
12）事務所設置費用 120,000 備品など
13)法人住民税 70,000
14)予備費 55,000

支出合計 1,600,000

一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟 2016年度収支予算（案）



【会長】

氏名： 北澤豪（きたざわつよし） 斎藤　紘一（さいとう こういち） 矢島久仁彦  (やじまくにひこ)
生年月日： 1968年8月10日 1977年8月2日 1953年7月27日

現職 （株）FOOT、（有）KTP 株式会社アフロ
元プーマジャパン株式会社

取締役

所属団体役職等 日本サッカー協会理事
日本知的障がい者サッカー連盟

理事
日本アンプティサッカー 協会

理事

その他
 日本サッカー協会　国際委員

日本フットサルリーグＣＯＯ補佐

氏名： 植松 隼人（うえまつ はやと） 徳堂泰作（とくどうたいさく） 神　一世子（じん いよこ） 田中 暢子（たなか のぶこ）
生年月日： 1982年5月16日 1967年3月19日 1970年4月27日 1967年3月23日

現職 Sign football style 代表
社会福祉法人東京ムツミ会

常務理事
パラSCエスペランサ

代表理事
桐蔭横浜大学

スポーツ健康政策学部准教授

所属団体役職等
日本ろう者サッカー協会

事務局長
日本ソーシャルフットボール協会

副理事長
日本脳性麻痺7人制サッカー協会

副会長

その他

日本パラリンピアンズ協会
アドバイザー

東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会参与

氏名： 松崎 英吾（まつざき えいご） 松田 薫二（まつだ くんじ）（※） 山木 譲　（やまき じょお）
生年月日： 1979年9月26日 1959年10月11日 1974年6月24日
現職 日本ブラインドサッカー協会 日本サッカー協会 株式会社ジェイワールドトラベル

所属団体役職等 上記協会事務局長
上記協会

グラスルーツ推進部部長
日本電動車椅子サッカー協会

理事

その他
スポーツ未来開拓会議委員
IBSA Football Committee

※：専務理事

氏名： 利水 啓剛（としみず ひろたか） 友野 海也（ともの うみや）
生年月日： 1984年4月24日 1943年7月1日

現職
バックアップ会計事務所

所長税理士
元三菱重工工事（株）顧問

その他 税理士 「経営業務管理責任者」資格

一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟 役員一覧

【理事】

【監事】

【副会長】
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