
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

ワールドラグビー 

セーフガーディングポリシー 



World Rugby Safeguarding Policy 
 

  

 

 

 

 

【日本語訳作成にあたり】 

 

今般、World RugbyによりSafeguarding Policyが公表されましたので、当協会において日本語訳を作成いたしました。 

本日本語訳は、セーフガーディングに対する当協会の関係者の理解を深めるための参考訳であり、全ての記述が当

協会及び当協会の関係者に適用されることを意味するものではありません。 

 

Safeguarding Policy Appendix 2 Summary of Procedures にも記載のとおり、事案に国際的な側面がない （There is 

not an international dimension to the matter.） 場合には、当協会の「倫理及び処分規程」に基づく手続きが適用され

ます。 

なお、「倫理及び処分規程」には、以下のような遵守事項が定められています。 

 

倫理及び処分規程3条2項 

２ 日本協会関係者は、以下の行為を行ってはならない。 

（１）法令に違反すること 

（２）日本協会、支部協会、都道府県協会及び日本協会が加盟する団体の定める諸規程又は決定に違反すること 

（３）日本協会関係者として、日本協会、支部協会若しくは都道府県協会が主催、共催する大会、試合若しくは事業、

又は登録チームの活動に関連し、暴力、暴言、差別的言動、脅迫、強要、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラス

メント、無視、不合理な指導（指導に必要な範囲を超えたしごきや罰としての特訓等を含む。）、競技の円滑な運営を

妨げる行為、施設の不適切な利用等を妨げる行為その他の不適切な行為を行うこと 

 

遵守事項の解釈に当たってはSafeguarding Policyの「2. セーフガーディング、ハラスメント、虐待の定義」や「4.ポリシ

ーの違反」が非常に参考となると考えられますので、十分に理解を深めるようにしてください。 

 

 

2022年12月 

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 

会長 土田 雅人 
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はじめに 

 

プレーヤー、コーチ、オフィシャル、スタッフ、または、ボランティアを含むラグビーコミュニティの

すべてのメンバーには、World Rugby Value(ワールドラグビー・バリュー)に沿う形で、尊敬、安

全、そして、保護を受ける権利があります。ラグビーコミュニティのすべてのメンバー、特に危険

にさらされている子どもや大人のウェルフェアは、最も重要な問題です。ラグビーコミュニティの

どんなメンバーであれ、虐待やハラスメントを受けたり、それに関与したりすることは、ラグビー

という競技の価値観と相容れず、この競技独自の特性を損ないかねません。あらゆる種類の

ハラスメントや虐待は、ワールドラグビーの行動規範とインテグリティ規程によって禁止されて

おり、ワールドラグビーにおいては決して容認されることはありません。 

 
ワールドラグビーは、地域協会、各国協会、国際ラグビープレーヤー連盟、そして、ラグビーコ

ミュニティを含む他の必要な関係者とともに、また独自に、安全なラグビー環境を促進するため

にどのように取り組むかを定めるべく、このポリシーの策定と採択を行いました。ワールドラグ

ビーは、あらゆる種類のハラスメントや虐待を防ぐことを目的として、すべての参加者のために

セーフガードを導入し、楽しくかつインクルーシブな文化を作り、安全なラグビー環境を推進しま

す。容認できない問題が発生した場合において、その問題を報告し、適切な方法で対応できる

よう、手順、仕組み、制度が整備されています。 

 
セーフガーディングに関する問題が発生した場合、ラグビーコミュニティのすべてのメンバーは、

ワールドラグビーおよび/または関連するメンバー協会だけでなく、関連する地域の法定機関

（警察、児童/成人保護機関を含む）にも報告する必要があることを忘れてはなりません。以下

に詳述するセーフガーディングに関する報告を行うことは、そのような報告が行われることを妨

げたり、排除したりするものではありません。緊急かつ深刻な問題の報告がなされた場合、「遅

滞なく」を原則とし、関連する法定機関にただちに連絡されなければなりません。 
 

 
1. 目的 

1.1. 本ポリシーの目的は、以下の通りです。 

a. ラグビーコミュニティのすべてのメンバーの安全性を守るための枠組みを提供する 

b. ハラスメントと虐待について定義する 

c. 本ポリシーが誰に適用されるかを説明する 

d. ハラスメントおよび／または虐待の報告方法とその後の手順を説明する 

e. 本ポリシーに違反した場合に発生する懲罰の手順を説明する 

 
 

2. セーフガーディング、ハラスメント、虐待の定義 

2.1. ハラスメントと虐待は、年齢、人種（肌の色、国籍、民族、出身を含む）、性転換、性別、性的

指向、障害、言語、宗教、哲学的信念、運動能力に関係なく発生しうるものです。一度限りの

こともあれば、何度も繰り返されることもあります。ハラスメントは、直接的なものから、オンラ

イン上でのものまであります。ハラスメントは、意図的、非意図的、強制的な行動によって明

らかになることもありますが、常にそうであるとは限りません。 
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2.2. ハラスメントや虐待は、多くの場合、権力の乱用、つまり、個人が他人に対して影響力、権力、

または、権限を持つ立場を不適切に利用することから生じます。 

2.3. ハラスメントや虐待は5種類に分けて表され、それらは複合的に発生することもあれば、単独

で発生することもあります。その5種類とは、心理的虐待、身体的虐待、セクシャルハラスメン

ト、性的虐待、ネグレクトです。これらの虐待の種類は、ここでは次のように定義されます: 

a. 心理的虐待：監禁、隔離、暴言、侮辱、脅し、子ども扱い、その他、アイデンティティ、

尊厳、自尊心 を失わせるような好ましくない行為を意味する 

b. 身体的虐待：例えば、殴る、殴打する、蹴る、噛み付く、火傷させるなど、意図的かつ

好ましくない行為で、身体に外傷や傷害を与えるものを意味する。このような行為は、

強制的または不適切な身体活動（例えば、年齢または体格に不相応なトレーニング

負荷、負傷または痛みがある場合も含む）、強制的なアルコール摂取、または、強制

的なドーピング行為も含まれる。 

c. セクシャルハラスメント：言葉、非言語、または、身体的なものを問わず、性的な性質を持

つ、望ま しくない、好ましくないあらゆる行為を意味する。セクシャルハラスメントは、性的

虐待の形をとることもある。 

d. 性的虐待：性的な性質を持つあらゆる行為を意味し、非接触型、接触型、貫通型

のいずれであっても、同意が強要／操作される、または、同意を得ていない、もし

くは、得られない場合を指す。 

e. ネグレクト：本ポリシーの意味において、コーチまたはそれ以外の者が、プレーヤ

ーまたは以下に定義するその他の対象者に対して、最低限のケアを提供すること

を怠り、危害を与える、危害が生じることを許す、または、危害が差し迫る危険性

を生じさせることを意味する。 

2.4. ラグビーにおける「セーフガーディング」とは、ラグビーに関連する状況において、ラグ

ビーコミュニティのあらゆるメンバーに対するハラスメントや 虐待を防ぎ、ハラスメント

や虐待の報告があった場合に適切に対処することを意味します。 

2.5. 本ポリシーで使用されるその他の定義された用語は、ワールドラグビー競技に関する

規定第1条で示された意味を持つものとします。 

 
3. 適用範囲 

3.1. 本ポリシーは、以下を意味するすべての「対象者」に適用されるものとします。 

a. プレーヤー、個人、契約者、代理人、および、地域アソシエーション、協会、クラブ、ま

たは、ラグビー団体（それぞれワールドラグビー競技に関する規定第1条に定義）のメ

ンバー（疑義を避けるために記すと、コーチ、ボランティア、医療その他の支援者、役

員、スタッフ、マッチオフィシャル、懲罰担当者を含むラグビーに関わるすべての人ま

たは参加者が含まれる） 

b. ワールドラグビー、地域アソシエーション、協会スタッフ、役員、代理人、コンサルタ

ント、および/または、請負業者 

c. ワールドラグビーの理事会、執行理事会、および、理事会または執行理事会により任
命された委員会またはワーキンググループのメンバー 

d. 地域アソシエーション、協会、クラブ、または、ラグビー団体の委員会の選出または任命さ

れたメンバー 

e. ワールドラグビーによって、またはワールドラグビーに代わって開催されるイベント

（ワールドラグビーによって主催件を付与されたイベントを含む）で働く、または、ボ

ランティアとして働くすべての人 
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3.2. 本ポリシーを認識し、遵守することは、すべての対象者の責任です。また、対象者は、本

ポリシーで禁止されている行為が、刑事犯罪および/または他の適用法令の違反となる

可能性があることを認識する必要があります。 

 

4. ポリシーの違反 

4.1. 以下の行為は、本ポリシーへの違反となります: 

a. 心理的虐待 

b. 身体的虐待 

c. セクシャルハラスメント 

d. 性的虐待 

e. ネグレクト 

f. 共謀：本ポリシーの違反する行為を幇助、助長、教唆、扇動、共謀する、または、隠ぺ

いすること 

g. 協力の不履行／妨害 

i. 本ポリシー違反の可能性に関連して、ワールドラグビーによって、または、ワ

ールドラグビーの代理で実施されるいかなる調査にも協力しないこと。これに

は、かかる調査の一環としてワールドラグビーによって要求されるいかなる

情報および/または文書および/またはアクセスまたはサポートを、正確、完

全かつ不当な遅延なく提供しないことを含むが、これに限定されるものでは

ない。 

ii. 本ポリシー違反の可能性に関連してワールドラグビーによって、またはワー

ルドラグビーの代理で実施されるいかなる調査を妨害または遅延させること。

これには、調査に関連しうる文書またはその他の情報を隠蔽、改ざん、また

は破棄することを含むが、これに限定されるものではない。 

h. 報復： いかなる人物に対してであっても、本ポリシー（または適用される同等のセーフ

ガードポリシーや規則）に基づき報告を行ったことを理由とした不当な扱い 

 

5. 教育と抑止 

5.1. 対象個人が本ポリシーを遵守することを支援するための教材は、以下の場所で入手でき

ます:  

https://www.world.rugby/organisation/governance/safeguarding 

 

6 意思決定の相互承認と情報共有 

6.1. 本ポリシーに従ってワールドラグビーが行ったいかなる決定も、控訴権に従い、すべての

地域アソシエーションおよび協会によって承認され実施されなければなりません。 

6.2. 地域アソシエーションまたは協会が、そのセーフガーディングポリシーに従って行った決定は、

控訴権に従い、ワールドラグビーおよび各地域アソシエーションと協会によって承認されるも

のとします。 

6.3. ワールドラグビーは、管轄下にある対象個人への本セーフガーディングポリシー違反に関連

する疑惑および／または制裁について、速やかに協会に通知するものとします。 

6.4. 地域アソシエーションおよび協会は、以下の事項を速やかにワールドラグビーに報告するも

のとします。 

a. セーフガーディングの事項に関連する、管轄下の対象個人に関する申し立て、および

/または、対象個人に課された制裁措置、および/または、
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b. 本ポリシー違反にあたるような、対象個人に関する申し立て、および/または、対

象個人に課された刑事犯罪のための有罪判決 

6.5. ワールドラグビーは、本ポリシーに定義された同等の犯罪に関して、公的機関、他のスポーツ統

括団体、その他適切に招集された団体によって下された刑事上の有罪判決やその他の決定を適

宜考慮、追認し、本ポリシーの定めるところに従って制裁を課すことができるものとします。疑義を

避けるために記すと、この第6.5項に従ってワールドラグビーが行う決定の追認には、いかなる形

式や期限も適用されないものとします。ワールドラグビーがこのような決定を追認した場合、その

決定はその後、すべての地域アソシエーションおよび協会によって(更なる形式的な手続きを必要

とすることなく)、自動的に承認されるものとします。 

6.6. 刑事事件における立証基準は、通常、合理的疑いを超えるものですが、本ポリシーに起因す

る事件における立証基準は、蓋然性の均衡です。このため、対象個人が関連する刑事犯罪

について起訴されたが有罪にはならなくても、本ポリシーに違反したと認定される場合があり

ます。 

6.7. 第6.4項に規定されたワールドラグビー以外の事例に関して、適切な場合、ワールドラグビー

は、被害者のワールドラグビーに関連する活動にj関して別の懲罰手続を開始する権利を有

します。 

 
7. 報告 

7.1. ハラスメントや虐待、あるいは、セーフガーディングに関する問題を報告する場合、ワールドラ

グビーは、以下のような報告書を行う人にとって最も負担の少ない方法で報告を受け付けま

すが、これらに限定されるものではありません。 

a. ワールドラグビーの報告用Eメールアドレスconfidential@world.rugby宛にEメールで

報告する（匿名での報告は、報告しないよりは望ましいが、事件の適切な調査を制限

したり、妨げたりする可能性があることに留意すること） 

b. 直接報告を行う（ワールドラグビーの大会で任命されたインテグリティオフィサー

（連絡先は参加規約に記載）、および/または、ワールドラグビーのセーフガーディ

ングオフィサーに対して） 

c. 電話（ワールドラグビー大会に任命された特定のインテグリティオフィサー（連絡先

は参加規程に記載）に対して）；または、 

d. 書面による報告 

住所: ワールドラグビー・セーフガーディングオフィサー 

アイルランド、ダブリン２ 
ローワーペンブロークストリートペンブロークストリート 8-10 
ワールドラグビーハウス 

7.2. 報告の手段に関わらず、（可能であれば）下記の情報をワールドラグビーに提供してくだ

さい: 

a. 問題（複数可）を報告した人物の名前 

b. 不祥事の種類 

c. 被害者とされる人物、または影響を受けた人物の名前 

d. 日付、場所、または、その他の役立つ情報 

e. 事件を目撃した可能性のある他の人物の名前 

f. 不正行為を行ったとされる人物の名前
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7.3. World Rugby Safeguarding(https://www.world.rugby/organisation/governance/safeguarding)

から入手可能である附属文書1の「事件報告書」に記入し提出することもできます。 

7.4. 本ポリシーに関連する報告の手順の詳細は、附属文書2にて概要が記さされています。 

7.5. 法律で認められている範囲において、また適切な場合には、ワールドラグビーは受け取った報告

を機密かつ慎重に扱い、問題を報告した人、被害に遭った可能性のある人、問題を起こした人、

告発された人の名前を公表することはありません： しかし、ワールドラグビーは限定的にその名

前を公表することがあります。調査を行う場合、関連当局に報告する場合、地域アソシエーション

または/および協会に報告する場合、適用される法律で要求される場合、あるいは、関係者が事

前に同意した場合には、ワールドラグビーは限定的にその名前を公表することができます。誰か

を危険から守るために開示が必要な場合、あるいは、犯罪行為の可能性がワールドラグビーの

知るところとなった場合、ワールドラグビーはその問題を関連当局に報告するものとします。 

7.6. 本ポリシー違反の申し立てを受けた後、ワールドラグビーは、関係者が接触した可能性

のあるその他の人物および／または未成年者の親（または法的保護者）に通知すること

が適切であるかどうかを検討するものとします。適切な場合、または、法律で求められる

場合、ワールドラグビーは、(a)法執行機関が積極的に調査している、または、(b)ワールド

ラグビーが調査している、そのような申し立てを地域アソシエーション、協会、トーナメント

ディレクター、スタッフメンバー、請負業者、ボランティア、親（または法的保護者）、および

/またはプレーヤーといった関係者に通知することができます。申し立てを他者に伝える

ことは、ハラスメントや虐待、その他の不正行為の更なる報告へとつながる可能性があり

ます。 

 

8. 調査手順 

8.1. ワールドラグビーのセーフガーディングオフィサーは、上記第6項による報告から生じたかどう

かに関わらず、このポリシーに従って報告された問題事項を調査し、ワールドラグビーの競

技に関する規定第18条（不行跡）に従い、「指定された規律役員」として任命されるものとしま

す。適切な場合、ワールドラグビーは、セーフガーディングに関する問題を調査するために、

ワールドラグビーの代理として外部の専門家に指示を行う場合があります。 

8.2. ワールドラグビーは、適切な場合、外部の独立した調査員に相談したり、指名したりするこ

とができます。 

8.3. ワールドラグビーは、ケースマネジメントグループ（本ポリシーの下で発生するケースの手続

きに関してワールドラグビーを支援するために任命された、適切な資格を持つ独立した専門

家のグループ）に相談することができます。 

8.4. セ ー フ ガ ー デ ィ ン グ オ フ ィ サ ー （ ま た は そ の 代 理 人 ） が 従 う べ き 手 順 は 、 附 属 文

書 2 に記 載 さ れて い ま す。  

 

9. 懲罰に関する手順 

9.1. 本ポリシーの違反に対して不正行為として起訴されることが決定された場合、その問題は、

独立した司法委員会に付託され、ワールドラグビーの競技に関する規定第18条に定められ

た手続が適用されるものとします。これらの手順は、附属文書2に概説されています。 

9.2. 適切な場合、ワールドラグビーは、司法委員会に付託するか否かを決定する前に、関連

する刑事訴訟または民事訴訟の判決が確定するまで待つことができます。 
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9.3. ワールドラグビーの競技に関する規定第18条および第20条に従って任命されたジュディ

シャルコミッティーは、本ポリシー違反の疑いについて最初に判断を下す権限を持ちます

（暫定的な出場停止に関しても含む）。ジュディシャル委員会は、自らの判断で、あるいは、

関係者1名または全員の申し入れによって、関連する刑事手続きまたは民事手続きの結

果が出るまで、その手続きを停止することができます。 

 
10. 措置と制裁 

10.1. 独立したジュディシャルコミッティーが本ポリシーの違反があったと判断した場合、不行跡を

行ったと判断された対象者は、ワールドラグビーの競技に関する規定第18条に規定された手

順に従って制裁を受けるものとします。次の点は、課される制裁の割合を決定する際に、ジュ

ディシャルコミッティーによって考慮されるべき要素です：違反の種類および重大性、違反数、 

その他の関連する状況（例：虐待またはハラスメントを受けた者が未成年である場合）、懲罰

対象者が将来もたらすリスク、その他ジュディシャルコミッティーが関係すると考える要素。 

 
11. 上訴（アピール） 

11.1. ジュディシャルコミッティーの決定に対して、ワールドラグビーの競技に関する規定第20条に

基づき、不服申立てを行うことができます。 

 

 

情報 
 

 以下は、サポートや国際的な情報を提供している各種サービスのリストです: 

https://www.safesportinternational.com/getting-help/ 

 ワールドラグビーは、プライバシーステートメント(https://www.world.rugby/privacy-

policy)に従って個人情報を取り扱います。 

 この方針は、2022年5月13日現在、ワールドラグビーの執行部によって承認され、ワールド

ラグビー理事会にも認められています。必要に応じて随時レビューが行われ、いかなる場合

であっても、2年ごとにワールドラグビーの法務部によりレビューが行われます。 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

附属文書1 

問題報告書 

 
このセーフガーディングに関する問題報告書は、セーフガーディングに関係する可能性のある問題

について、ワールドラグビーに情報を提供するために使用されます。 

このフォームは、次のアドレスにEメールで返送してください： confidential@world.ruqby 

可能な限り／希望する情報を提供してください。匿名での報告も可能ですが、事件の適切な

調査を制限したり、妨げたりする可能性があることに留意してください。） 

 

 
記入者名 

 

 
本報告書を記入した日時 

 

 

このセーフガーディングに関する問題を報告する相手とあ

なたの立場または関係 

 

 
あなたのEメールアドレス 

 

 
あなたの住所と電話番号 

 

 
セーフガーディングに関する問題または出来事に関する

人の名前（複数可）。 

 

 

このセーフガーディングに関する問題を報告しようとして

いる人物の住所（わかっている場合）。 

 

 
このセーフガーディングに関する問題を報告しようとして

いる人物の電話番号（わかっている場合）。 

 

 

被害者とされる人物の年齢と生年月日（わかっている場合）

および報告書に関連するその他の情報（性別、人種、障害

など）。 

 

 
出来事に関する事実：見たこと、聞いたこと（日時、場

所などを含めてください。） 

 

 

被害を受けたとされる人または問題を報告した人は、こ

の問題について、あなたにどのようなことを話しました

か？(必要であれば、別の用紙に続けてご記入くださ

い) 
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その他関連する情報 

 

 
これまでの対応 

 

 

連絡した公的機関（以下に記入してください。） 

 

 
警察 - 連絡した/連絡していない 

 

 

名前と連絡先の電話番号 

 

 

受けたアドバイスの内容 

 

 

児童／成人保護施設 ‐連絡した/連絡していない 

 

 
どの施設ですか？ 

 

 
名前と連絡先の電話番号 

 

 
受けたアドバイスの内容 

 

 

自治体 –連絡した/連絡していない 

 

 
どの自治体ですか？ 

 

 
名前と連絡先の電話番号 

 

 
受けたアドバイスの内容 

 

 

その他 –連絡した/連絡していない 

 

 

どこに連絡しましたか？ 

 

 

名前と連絡先の電話番号 

 

 
受けたアドバイスの内容 

 

 

署名 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

証拠不十分/管轄外 

セーフガーディングに関する報告をワールド

ラグビーが受理 

適切な資格を持つ専門家からなる

ケースマネジメントグループがワー

ルドラグビーによって任命され、ど

のような問題発生についても、プロ

セスを通じていつでも専門家の意

見を聞くことができる 

不起訴処分 

意図的な側面があるか？ 

ワールドラグビーセーフガーディングオフィサ

ーに送信する 

情報をファイルに保管 

一見したところでは違反： 起訴の決定 適切な場

合、告発と一時的な活動停止（手順の詳細は競技

に関する規定第19条を参照） 

独立したジュディシャルコミュニティーの委員長によ

る独立したジュディシャルコミュニティーの任命。 

ワールドラグビーによる調査 (1)報告書の評価 

(2)証拠の入手と事実関係の収集（適切であれ

ば外部調査員によるものも含む） 

司法手続きと所見 

附属文書2 
セーフガーディング: 手順の概要 

ワールドラグビーまたは告発者は、告発に対して上

訴することができる 

独立したジュディシャルコミッティー委員長による独

立したアピール委員会の任命 

上訴手続きと最終的な拘束力のある判決 

 

判決の公表 

国のセーフガーディングポリシーは

あるか？ 

協会のセーフガードポリシーの手

順を用いる 

必要であれば、警察や自治体に連

絡する 

警察・地方公共団体のプロセスは並

行して行われる場合もあり、また、ワ

ールドラグビーは、必要に応じて、最

終的な判決が出るまで手続きを一

時中断する場合もある 


