
D&Iにかかるアクションプラン

2021.09.15現在

＊このアクションプランは、継続的に活動状況をモニタリングし、随時見直すと同時にアップデイトしてゆきます



テーマ 項目 これまでの取り組み 認識している課題 今後の対応方針 関連中計アクションプラン/
業務プラン

ジェン
ダー

女性ラグビー
└ 女子選手
└ 女子コーチ
└ 女子オフィシャ

ル

日本の女子ラグビーの歴史は1980年
代から続くが、2009年の男女七人制
ラグビーのオリンピック種目採用以
降、普及・強化の観点から各年代の
女子カテゴリーの国内大会の整備を
実施した。これらにより女子の競技
者数は継続的に増加して来ているが、
選手だけでなく、指導者やマッチオ
フィシャルの育成体制も整備し、
質・量ともに向上してきている。

➢ 大学や成人の女子プレーヤーの活
動の場の確保

➢ 女性のコーチやレフリーの質・量
の更なる確保

➢ 女性のラグビーに対する保護者の
理解

➢ 結婚や出産などライフスタイルの
変化に対応したサポート体制など、
競技普及のための課題は多い。

➢ 女子ラグビーの普及育成基盤づく
り

➢ 女子だけのクリニックやフェス
ティバルの回数増加

➢ 指導者・レフリーの質量向上
➢ ロールモデルとなる女子選手の育

成
➢ 保護者への理解醸成

➢ 女子・女性の競技人口向上と育成・強
化へのパスウェイ整備（中計/AC12）

➢ 女性指導者を増やす（中計/AC12）

性的指
向・性自
認

LGBTQ

インターナショナル・ゲイ・ラグ
ビー連盟（IGR)と覚書を締結し、性
的指向等を理由にした差別の排除撤
廃を掲げる「レインボーレースキャ
ンペーン」への参加などの活動を
行っている。

➢ LGBTQの課題や対応方法について、
協会内に正しい知識や理解が進ん
でおらず、対応がリアクティブに
なってしまっている。

➢ コンタクトを伴うスポーツの特性
上、トランスジェンダー選手の競
技参加の制限など越えられない課
題も多く、継続的に検討や取り組
みを行っているワールドラグビー
（WR)の動きなどを注視し、必要
に応じて連携していく必要がある

➢ 登録制度上、LGBTQに関する考慮
や配慮がなされておらず、制度と
しての整備がされていない

➢ LGBTQについて専門的な見識を持
つ方の委員等への参画促進を行う

➢ インターナショナル・ゲイ・ラグ
ビーとの覚書（次回更新2023年）
に基づき定期的にお互いの認識を
アップデートしてゆく

➢ WRトランスジェンダーに関するガ
イドラインのアップデイト状況な
ど、常に最新の状況を把握すると
ともに、国際動向に合わせる形で、
日本におけるトランスジェンダー
選手の競技環境を整備してゆく

➢ 登録制度の見直しに際し、LGBTQ
問題も検討課題として考慮する。

➢ SDGs、CSR活動の継続実施のための
体制確保（中計/AC14)

国籍・人
種差別等

インテグリティ

ラグビー関係者への行動規範や規定
での中で、差別の禁止などを掲げ、
啓もう活動や違反行動への対応を
行ってきている。

➢ インテグリティに反する行動を事
前に防ぐためのより充実した体制
整備と施策の実施が今後の課題

➢ インテグリティに関する研修や教
育プログラムについて、効果的で
実効性のあるものの開発が求めら
れている

➢ インテグリティ確保のための体制
強化とアクションの増加

➢ ラグビー憲章やラグビーのバ
リューを発信するコミュニケー
ション

➢ フェアプレイ及び社会貢献の推進

➢ コンプライアンス体制の強化/研修の
改善・強化（中計/AC8）

➢ インテグリティ相談窓口の改善/適切
な処分実施（中計/AC8）

➢ ラグビー憲章の強調・啓発（中計
/AC8）

➢ フェアプレイに関する発信、教育の推
進/社会貢献活動、SDG’ｓの推進・評
価（中計/AC8）

啓発活動

※中計：JAPAN RUGBY 中期戦略計画 2021-2024
※AC：アクションプラン

各種取り組みの整理（ラグビー界のD&I）



テーマ 項目 これまでの取り組み 認識している課題 今後の対応方針 関連中計アクションプラン/
業務プラン

障がい者

車いすラグビー
（ｳｨﾙﾁｪｱﾗｸﾞﾋﾞｰ）

これまで、パラアスリートやウィル
チェアラグビー選手による講演会の
開催や広報面での連携、国内でのデ
フラグビー国際試合開催サポートな
ど、障がい者ラグビーや障がい者ス
ポーツを知っていただく機会の提供
などの連携を行って来た。また委員
会部門委員にも障がいのある方を登
用し障がい者視点での施策の企画に
取り組み始めている。

➢ それぞれの障がい者ラグビーが独
自の協議統括団体の下で活動して
おり、これまでのような断続的な
取り組みではなく、組織的な連携
による継続的、計画的な取り組み
が求められる。

➢ 知的障がいラグビーや発達障がい
ラグビーには代表する団体がなく、
活動拠点が個々の教育現場（特別
支援学校等）である可能性が高い
ため、アプローチする上での障壁
がある

➢ 各連盟との協働に向けた方針（何
をやるか）を定めた上で、トップ
ダウンで関係性を再構築し、窓口
も一本化する

➢ ラグビー関連の障がい者ラグビー
の団体、その他のパラアスリート
団体との連携を深め、連携協定を
締結する。

➢ 知的障がい者や発達障がい者の活
動実態の把握

➢ 知的障がい者や発達障がい者向け
のガイドラインの作成（受け入れ
ているスクール等へ配布）

➢ 障がい者とラグビーをつなぐ（中計
/AC12）
・障がい者とラグビーの普及環境整備

聴覚障がい者ラグ
ビー（ﾃﾞﾌﾗｸﾞﾋﾞｰ）

知的障がい者ラグ
ビー

発達障がい者ラグ
ビー

パラアスリート

年齢

生涯ラグビー
（キッズ～中高年）

老若男女誰でも気軽に参加できるノ
ンコンタクトのタグラグビーなどを
活用し、生涯スポーツとしてのラグ
ビーを広めてきている。タグラグ
ビーは小学校の授業でも取り上げら
れ、多くの子供たちにラグビーボー
ルに触れる機会を提供した。
日本では古くから高齢者によるラグ
ビーも盛んであり、過去には、中高
年の世界大会を日本で開催した。

➢ コンタクトを伴うラグビーは、け
がのリスクから、なかなか初心者
に親しんでいただくにはハードル
が高いこと、またタグラグビーな
どを体験した多くの方に、コンタ
クトラグビーも経験していただく
ための仕組みづくりも課題である。

➢ 草の根レベルまで高齢者でも安全
にラグビーができる環境整備や知
識の啓もうが継続的課題。

➢ 地域差があるところを特定し、
リージョナル・デベロップメン
ト・オフィサーとのコミュニケー
ションを活発化させる

➢ ラグビー参画プログラムを開発し、
ラグビーを始めるきっかけと、続
けられる環境の整備を行う

➢ ラグビー経験者と未経験者がラグ
ビーを続けられる環境を整備・提
供する。

➢ 学校教育におけるタグラグビーの
実施率向上により、ラグビーの競
技者数増加につなげる

➢ 重症事故ゼロに向けて“安全対策”
についてのKPIを定義し、各組織
での達成状況を評価、“安全対策”
のための情報発信の整備

➢ ラグビー参画者の拡大（中計/AC12）
・ラグビーに触れる機会を創出し新た
な競技者を獲得

・競技経験に関わらず、ラグビーを続
けられる環境整備

➢ 教育プログラムの整備（中計/AC12）
・学校教育におけるタグラグビーの実
施率向上

➢ 活動拠点の整備（中計/AC12）
・子どもから大人まで継続してラグ
ビーを続けられる環境整備

・部活動支援
➢ スクール（タグ・ミニ・ジュニア）ラ

グビーの拡充（中計/AC12）
・活動内容の充実
・登録選手数増加

➢ 中高生の普及育成基盤改革（中計
/AC12）
・平日のラグビー環境整備

➢ 重症事故ゼロに向けて（中計/AC8)
・“安全対策”についてのKPIを定義し、
各組織での達成状況を評価

・上記に基づく“安全対策”のための情
報発信の整備

タグラグビー

※中計：JAPAN RUGBY 中期戦略計画 2021-2024
※AC：アクションプラン

各種取り組みの整理（ラグビー界のD&I）



テーマ 項目 これまでの取り組み 認識している課題 今後の対応方針 関連中計アクションプラン/
業務プラン

ジェン
ダー

人事制度
└ 女性管理職
└ 産前産後休業そ

の他の母性保護
措置

└ 育児休業
└ 生理休暇
└ 性別による差別

の禁止
└ セクシュアルハ

ラスメント対策

協会の職員における女性の割合は約
27% であり、女性の経営職は0人、部
長職 15 名のうち女性は1名のみと
なっている 。この職場における女性
人材の採用、育成、活躍推進は経営
上の課題と認識され、今後策定する
予定の中期人事計画における重要
テーマとなっている。
このジェンダー平等の問題に限らず、
協会の職場におけるD&Iにかかる課題
は、まだまだ未整備な部分が多く、
今後は多面的な調査を実施した上で、
ひとつひとつ対策を講じていくこと
が重要であると認識している。

➢ 旧来、ラグビー経験者からの協会
職員採用が大半を占めていたこと
から、競技人口の比率に伴い、男
性の職員割合が圧倒的に多くなっ
ている。

➢ 女性のみならず、マネジメント人
材の育成システムが整備されてお
らず、計画的に人材を育ててこれ
ていない。その為、管理職へのパ
スウェイが不明確であり、結果的
に女性の管理職の育成が出来てい
ない

➢ 組織体制及び人事制度の見直し及
び採用・育成計画を設計していく
中で、ジェンダーの問題について
も積極的に議論し、制度の中に織
り込んでゆく

➢ JRFUにとってのあるべき女性管理
職割合や職員の女性割合について
目標値を設定して推進する

➢ 組織構成員全員が誇りを持ち、ラグ
ビーの発展に取り組める環境整備（中
計AC/1)
・人材の採用と育成に関する計画
（人事戦略）の策定と遂行

性的指
向・性自
認

人事制度
└ 均等待遇

ー
➢ 正しい知識の啓もうが出来ておら

ず、具体的な取り組みへは動けて
いない

➢ 教育プログラムを作成し、協会内
で議論することから始めてゆく

国籍・文
化・人種
差別等

人事制度
└ 均等待遇

ー
➢ 外国籍の職員採用に関し、諸手続

きや管理、付帯費用対応に関して
の調査が出来ていない

➢ 専門的なスキルも考慮した上で、
国籍・人種分け隔てなく採用でき
る環境を整備する

差別排除のための組
織対応

インテグリティに関する教育研修や
相談窓口を設置し、対応できる体制
を整えてきている。

➢ 対応範囲をどうするか、社会的
にも正解が導きづらい案件をど
うするかなど、課題が多い

➢ インテグリティ確保のための体制
強化とアクションの増加を図り、
対応力を高め、問題の発生を未然
に防止してゆく

➢ コンプライアンス体制の強化/研修の
改善・強化（中計/AC8）

※中計：JAPAN RUGBY 中期戦略計画 2021-2024
※AC：アクションプラン

各種取り組みの整理（JRFU職場のD&I）



テーマ 項目 これまでの取り組み 認識している課題 今後の対応方針 関連中計アクションプラン/
業務プラン

障がい者
人事制度
└ 障がい者雇用

ー

➢ 障がい者を雇用するためのハード
面、ソフト面での整備がマンパ
ワー/財政両面で余裕がなく、対応
が出来ていない

➢ 障がい者の受け入れ態勢（特に、
ハード面）の検討及び必要な対応
を実施する

➢ ラグビー経験のある障がい者の雇
用などの検討を行う

➢ 組織構成員全員が誇りを持ち、ラグ
ビーの発展に取り組める環境整備（中
計AC/1)
・人材の採用と育成に関する計画
（人事戦略）の策定と遂行

年齢

人事制度
└ 65歳までの高年

齢者雇用確保措
置

ラグビー経験のある、企業退職者や
高齢者の雇用は継続的に実施してき
ている。

➢ 世代による役割期待や待遇面の整
理がされておらず、シニア人材の
活躍推進と世代間の有機的な連携
が実現できていない

➢ 組織体制及び人事制度の見直し及
び採用・育成計画を設計していく
中で、年齢の問題についても積極
的に議論し、制度の中に織り込ん
でゆく

➢ 年齢にかかわらず、やりがいの持
てる役割を提供していく等、働き
方のオプション及びキャリアデザ
インを構築する

介護
人事制度
└介護休業

ー

➢ 制度としては最低限の整備はされ
ているが、利用の促進策が図れて
いない

➢ 制度があることを周知させる活動
の実施

➢ 潜在的な課題（介護休業を取りた
いけど取れない等）の有無を調査
する

ライフ
ワークバ
ランス

人事制度
└フレックスタイ

ム制等

時差出勤の制度及びテレワークの環
境を整備している。

➢ 制度としては導入されているが、
部門や担当業務により、活用の可
否に大きな差があり、不公平感に
つながっている

➢ 多様な働き方についての理解を職
場内に啓もうする

➢ フレックスタイム制など、更なる
働き方の多様化を推進してゆく

D&I教育 啓蒙活動 ー
➢ 専門性が高く、組織内での対応

が難しい
➢ D&Iにかかる宣言及び今後の取り

組み方針を社内で共有する
➢ 教育研修のプログラムを開発する

➢ 社会連携・国際連携のための体制確立
(中計AC/13)

各種取り組みの整理（JRFU職場のD&I） ※中計：JAPAN RUGBY 中期戦略計画 2021-2024
※AC：アクションプラン



各種取り組みの整理（社会一般のD&I）

テーマ 項目 これまでの取り組み 認識している課題 今後の対応方針 関連中計アクションプラン/
業務プラン

ジェン
ダー

女性活躍
└ 啓発活動

女性の活躍をテーマとした各種セミ
ナーやフォーラムも継続的に開催し
たり、女子高生を対象としたラグ
ビーと英語学習のための海外留学事
業を5年にわたり実施、コロナ禍の現
状を考慮し、今年度は国内でのラグ
ビーと世界とつながることをキーに
した女子高生を対象とした次世代
リーダーの実施を計画している。

➢ 国際協力や国際交流事業における
D&I関連へのリソースの確保・活
動の継続

➢ ラグビー・エンパワメント・プロ
ジェクト（次世代リーダー育成事
業）等の継続実施を行う

➢ ラグビーとジェンダー平等を初め
としたD&Iを関連付けたオンライ
ンウェビナーなどを継続的に実施
し、ラグビーを通じたD&Iの啓も
う活動を実施してゆく

➢ 国際協力プログラムの推進（中計
/AC12）
・他国協会のラグビーの発展を支援
し、相互理解を図る ・国際人材養成

➢ SDGs、CSR活動の継続実施のための
体制確保（中計/AC14)

D&I教育 啓発活動

中学校の道徳教育として、ラグビー
の献身と協力、尊敬と友情、多様性
とチームワークといった精神を学ぶ
教材として「あなたたちへのパス」
を作成・公開。
また、国際貢献活動では異なる国や
民族・宗教の子供たちが一緒にラグ
ビーをプレーする機会を提供するな
ど、ラグビーを通じたダイバーシ
ティ教育を長年にわたり継続実施し
ている。

➢ 教材等の作成や国際貢献活動をし
た後の広報活動を活発化してゆく
必要がある

➢ 活動を効果的に伝えてゆくための
積極的で系統立てた情報発信を行
うことのより、活動を通じた啓も
う活動の効果を最大化する

➢ 教育プログラムの整備・ラグビーを通
じたインクルーシブ教育の促進（中計
/AC12）

➢ 国際貢献活動の継続と強化（中計
/AC14)

※中計：JAPAN RUGBY 中期戦略計画 2021-2024
※AC：アクションプラン


