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会員の皆様には、日頃より本協会の運営にご協力をいただきあ

りがとうございます。

本計画は、中長期的な視点での協会経営方針を会員と共有する

こと、スポーツ庁が示す「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央

競技団体向け＞」の原則1への適合を果たすこと、この2点におい

て非常に有意義であると考えています。今後は、本計画に示され

た施策を着実に実施していく所存です。

なお、本計画に掲載していない既存の施策も多々ありますが、本計画で示している施

策は、「持続可能な競技発展に向けた基盤を築く」というビジョンの実現のために重点

的に取り組むものであり、既存の施策にもこれまで通り取り組んでまいります。

今後とも本協会の事業へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一般社団法人日本フライングディスク協会

会長 師岡 文男

会長挨拶
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計画策定の趣旨
 本計画は、わが国のフライングディスク競技を統括する「中央競技団体」である本協会

の事業について、競技の発展及び協会経営の方向性を示すものです。

 本計画の策定に至った背景として、フライングディスク競技を取り巻く環境の変化とス

ポーツ庁からの要請の2つがあります。

【フライングディスク競技を取り巻く環境の変化】

◼ 2015年の公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）承認団体登録、2017年の

公益社団法人日本スポーツ協会（JSPO）準加盟団体登録に伴い、本協会がフライ

ングディスクの中央競技団体として果たすべき責任範囲が拡大しています。

◼ 2018年に会員数が5,000人を超え、今後もさらなる増加が見込まれることから、

本協会の経営体制の強化と会員サービスの向上に努めていく必要があります。

【スポーツ庁からの要請】

◼ 昨今スポーツ界において様々な不祥事案が発生していることを受け、スポーツ庁は、

中央競技団体がガバナンスを確保しながら適切な組織運営を行う上での原則・規範

を定めた「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞」を示しています。

◼ この「ガバナンスコード」の原則の1つに「組織運営等に関する基本計画の策定、

公表」が位置付けられており、本協会もこれに従う必要があります。
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計画の構成
 本計画は、スポーツ団体ガバナンスコードの「原則1」に対応するため、そこに示され

ている3種類の計画の内容を包含した構成となっています。

 本計画の構成イメージは次ページに示すとおりです。

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

（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

（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

出典：スポーツ庁「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞」（令和元年6月10日）
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＜図 本計画の構成イメージ＞

中長期基本計画
2020 - 2024

事業計画

本協会が主管している事業の現状分析を行い、将来
的な事業実施に関するビジョンとその実現に向けた
施策を示します。

※スポーツ団体ガバナンスコード原則1（1）に対応

本協会役職員の稼働状況等に関する現状分析を行い、
将来的な人材の採用及び育成に関するビジョンとそ
の実現に向けた施策を示します。

※スポーツ団体ガバナンスコード原則1（2）に対応

本協会の財務に関する現状分析と将来予測を行い、
将来的な財務の健全性確保に向けたビジョンとその
実現に向けた施策を示します。

※スポーツ団体ガバナンスコード原則1（3）に対応

人材計画

財務計画

計画の構成
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＜本協会の理念＞

 理念とは、本協会の普遍的な社会的責任を表現するものです。

 本協会の理念について、定款には以下のように定義されています。

協会経営に関する方針
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広く一般市民に対して、わが国におけるフライングディスク競技の統一
組織として、競技会の開催等によりフライングディスク競技の普及及び
振興を図り、国民の心身の健全な発展に寄与する

“持続可能な競技発展に向けた基盤を築く”

＜中長期ビジョン2020-2024＞

 中長期ビジョンとは、理念及び社会潮流を踏まえて掲げる5年後の到達目標です。

 本協会の「中長期ビジョン2020-2024」は以下のとおりとします。

 「計画策定の趣旨」で述べたような環境の変化に対して、これまでの本協会の経営体制

では十分に対応することが困難であると見込まれます。

 持続可能な競技発展を実現するために、この5年間は環境の変化に耐え得る基盤を改め

て作り上げる期間とし、本計画に沿って様々な施策に取り組んでいきます。



事業計画
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 本協会では、主に以下4つの事業を展開しています。

▶ 競技会事業：アルティメットやガッツ、個人総合の全日本選手権などの各種目の競技

会開催に関する事業

▶ 代表派遣事業：日本代表選手の選考会や強化合宿の実施、国際大会へのエントリーな

ど、各種目の日本代表選手団の派遣に関する事業

▶ 指導普及事業：公認指導者資格の認定や講習会の実施など、フライングディスク競技

の指導者育成や普及に関する事業

▶ ガバナンス事業：スピリット・オブ・ザ・ゲーム（SOTG）、アンチ・ドーピング、

コンプライアンス、危機管理、広報・対外交渉など、本協会の中央競技団体機能の維

持に関する事業

＜図 本協会主管事業の体系＞

①競技会 ③指導普及②代表派遣

④ガバナンス

主管事業の概要
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＜競技会事業＞

 本協会では、2019年度中に計26の競技会を開催しました。

主管事業に関する現状分析
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＜表 2019年度中に本協会が開催した競技会＞

全日本アルティメット選手権大会 7大会 (地区予選5大会+本戦+決勝戦)

全日本ガッツ選手権大会 1大会

全日本フライングディスク個人総合選手権大会 1大会

全日本大学アルティメット選手権大会 7大会 (地区予選5大会+本戦+決勝戦)

全日本マスターズアルティメット選手権大会 1大会

アルティメットクラブチャンピオンズリーグ 1大会

全日本U21アルティメット選手権大会 3大会 (地区予選2大会+本戦・決勝戦)

U-23アルティメット地区選抜対抗戦 1大会

全日本ミックスアルティメット選手権大会 1大会

全日本ガッツクラブチーム選手権大会 1大会

全日本ビーチアルティメット選手権大会 1大会

全国ユースアルティメット選手権大会 1大会

競技会名称 開催回数



＜代表派遣事業＞

 本協会では、2019年度中に開催された4つの国際大会に計251名の代表選手団を派遣し

ました。

主管事業に関する現状分析
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＜表 2019年度中に代表選手団を派遣した国際大会＞

WFDF2019アジア・オセアニアビーチアルティメット選手権大会

WFDF2019世界U-24アルティメット選手権大会

WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット&ガッツ選手権大会

AOFDF2019ジュニア＆マスターズアルティメット選手権大会

国際大会名称 代表選手団人数

43名

95名

84名

29名



主管事業に関する現状分析
＜指導普及事業＞

 公認指導者資格認定講習会の開催や資格保有者の派遣、情報管理を実施しています。

 都道府県協会を通じて競技講習会を開催しています。

 JSPO公認指導者資格との連携に向けて議論を進めています。

＜ガバナンス事業＞

 SOTG委員会を中心に、SOTGや公式競技規則の側面から、競技者を支援する活動を実

施しています。

 日本代表選手及び全日本アルティメット選手権出場選手に対するドーピング検査と、ア

ンチ・ドーピングの普及・啓発活動を実施しています。

 必要に応じて懲罰委員会を組織して諸問題に対応しているほか、コンプライアンス委員

会及び公益通報窓口の設置に向けて議論を進めています。

 事務局を中心に危機管理体制を構築し、会員情報等の適切な管理や選手の海外渡航時に

おける安全確保を実施しています。

 世界連盟や各国協会、国内加盟団体（JOC、JSPOなど）との連携のほか、外部への情

報発信やスポンサー企業と協働した社会貢献活動を実施しています。
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事業展開に関する中長期ビジョン
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“競技継続への動機付けとなる体験価値を提供する”

 本計画が掲げる「中長期ビジョン2020-2024」の実現に向けて、主管事業ごとの中長

期ビジョンを以下のとおり設定します。

＜競技会事業の中長期ビジョン＞

 競技会事業の中長期ビジョンは以下のとおりとします。

 各種目の競技会は、競技者の日頃の練習の成果を披露する場であり、競技人生の大きな

転換点となり得る場です。

 競技の継続的な発展には、新たな競技者を増やすだけでなく既存の競技者が何らかの形

で競技に携わり続けるモチベーションを高めることが重要であり、そのためには、競技

会を通じて高い体験価値を提供することが必要です。



事業展開に関する中長期ビジョン
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“競技力向上を続け、「世界で勝てる競技」の立場を確立する”

＜代表派遣事業の中長期ビジョン＞

 代表派遣事業の中長期ビジョンは以下のとおりとします。

 国際大会で優秀な成績を収めることは、世界のフライングディスク界のみならず国内ス

ポーツ界に対するプレゼンス（存在感）を高め、強い発信力を持つことにつながります。

 競技の継続的な発展には、日本代表選手団が国内外において強い発信力を持ち続けるこ

とが重要であり、そのためには、競技力の向上により「世界で勝てる競技」の立場を確

立することが必要です。



事業展開に関する中長期ビジョン
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“フライングディスクの魅力や価値を正確に広める”

＜指導普及事業の中長期ビジョン＞

 指導普及事業の中長期ビジョンは以下のとおりとします。

 指導普及の現場は、高いパフォーマンスを発揮するための技術に加え、競技の魅力や価

値を伝達する場です。

 指導の現場では、競技者が競技の魅力や価値を改めて認識する機会となり、普及の現場

では、それを初めて認識する機会となります。

 競技の継続的な発展には、競技の存在だけではなくその特性を広めていくことが重要で

あり、そのためには、指導普及の現場を通じてフライングディスクの魅力や価値を正確

に広めることが重要です。



事業展開に関する中長期ビジョン
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“ガバナンス機能を向上させるとともに、
誰にとっても安心・安全な競技環境づくりを推進する”

＜ガバナンス事業の中長期ビジョン＞

 ガバナンス事業の中長期ビジョンは以下のとおりとします。

 ガバナンスは、本協会が中央競技団体としての責務を果たすために必要不可欠な基盤と

なるものであり、本協会主管事業は、適切なガバナンスに基づいて実施されなければな

りません。

 競技の持続可能な発展には、発展の段階に合わせた社会的要請に応えることが重要であ

ることから、現在のフライングディスク競技の発展状況を鑑みると、計画期間中は中央

競技団体として必要な水準まで本協会のガバナンス機能を向上させることが必要です。

 さらに、競技関係者が不利益を被ることなく継続的に参画できることが競技の持続可能

な発展の大前提となるため、誰にとっても安心・安全な競技環境づくりが必要です。
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ビジョンの実現に向けた施策 －事業戦略－
＜競技会事業＞

 競技会事業に関する中長期ビジョンの実現に向けて、計画期間中は以下に示す施策に重

点的に取り組みます。

『継続的に取り組む施策』

▶ 自主メディアによる情報発信品質の向上 ⇒競技会の様子を記録、発信する写真、ラ

イブ中継などの品質を継続的に向上させます。これにより、さらなる競技会参加者の

体験価値向上を図ります。

▶ SOTGに基づいた競技進行の推進 ⇒ガバナンス事業と連携し、SOTGに基づいた競

技進行を推進します。これにより、競技会参加者がフライングディスク競技の価値の

1つであるSOTGに触れる機会の増加を図ります。
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ビジョンの実現に向けた施策 －事業戦略－
＜代表派遣事業＞

 代表派遣事業に関する中長期ビジョンの実現に向けて、計画期間中は以下に示す施策に

重点的に取り組みます。

『新たに取り組む施策』

▶ 「強化レベル」の指導者資格整備及び指導者の育成 ⇒競技力の強化を担う指導者の

資質を明確化するため、新たな指導者資格を整備します。その際、日本スポーツ協会

公認スポーツ指導者資格の要件との整合を図ることで、より高度な競技力強化に関す

る知識・ノウハウを持つ指導者の育成が期待されます。

▶ 日本代表のオープンソース化の推進 ⇒ユニフォームや呼称（「●●年日本代表」な

ど）をはじめとする日本代表活動に関連する権利の使用制限の緩和を行います。これ

により、代表選手の個人活動の活発化と日本代表の発信力の強化が期待されます。



17

ビジョンの実現に向けた施策 －事業戦略－
＜指導普及事業＞

 指導普及事業に関する中長期ビジョンの実現に向けて、計画期間中は以下に示す施策に

重点的に取り組みます。

『継続的に取り組む施策』

▶ 指導方法や競技価値に関する情報の整理及び更新 ⇒「フライングディスク競技指導

テキスト」をはじめとする情報媒体の内容を改めて整理するとともに、近年の競技環

境の変化を踏まえて更新していきます。これにより、指導方法や競技価値に関する情

報の正確性の向上が期待されます。

『新たに取り組む施策』

▶ 「普及」レベルの指導者資格の整備及び指導者の育成 ⇒競技の普及を担う指導者の

資質を明確化するため、新たな指導者資格を整備します。その際、日本スポーツ協会

公認スポーツ指導者資格の要件との整合を図ることで、フライングディスクに限らず

スポーツ全般に関する広範な知識を持つ指導者の育成が期待されます。



18

ビジョンの実現に向けた施策 －事業戦略－
＜ガバナンス事業＞

 ガバナンス事業に関する中長期ビジョンの実現に向けて、計画期間中は以下に示す施策

に重点的に取り組みます。

『継続的に取り組む施策』

▶ SOTGの全国網羅的啓蒙活動の展開 ⇒フライングディスク競技の根幹であるSOTG

の啓蒙活動を全国網羅的に展開します。これにより、地区ごとのSOTG理解に関する

垣根の相対化を図ります。

『新たに取り組む施策』

▶ スポーツ団体ガバナンスコードに則した協会経営体制の確立 ⇒スポーツ団体ガバナ

ンスコードに示されている13の原則への対応を進めます。これにより、本協会のガ

バナンス機能の向上を図ります。

▶ 対話に基づく協会経営の推進 ⇒役員と会員とで対話を行う場を設けながら本協会の

経営方針などを定め、それに基づく経営を進めます。これにより、協会経営の透明性

の向上を図ります。



人材計画
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人員体制に関する現状分析
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 2020年4月現在の本協会の有給役職員構成は以下に示すとおりです。

◼ 会長：1名

◼ 専務理事：1名（フルタイム）

◼ 事務局長：1名（フルタイム）

◼ 事務局員：3名（フルタイム1名 / パートタイム2名）

 本協会の事務局業務と人材供給手段は以下に示すとおりです。

【競技会事業】

◼ 競技会開催に関する事前準備（開催地調整、出場者管理など）⇒事務局2名

◼ 競技会の運営（会場設営、スコア管理など）⇒事務局2名 + 臨時スタッフ5名程度

【代表派遣事業】

◼ 代表選考及び国際大会出場に関する業務（選考会・合宿の手配、参加者管理、国際

大会エントリー、渡航・宿泊手配、国際大会出場者管理など）⇒事務局1名

【指導普及事業】

◼ 競技講習会の事前準備及び実施 ⇒事務局1名 ＋ 臨時スタッフ1名程度

◼ 公認指導者資格講習会の事前準備及び実施 ⇒事務局1名 + 資格認定委員会



人員体制に関する現状分析
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【ガバナンス事業】

◼ SOTGの普及啓発、アンチ・ドーピングの普及啓発、ハラスメントへの対応、危機

管理対応など ⇒事務局1名 ＋ 各種委員会

【管理部門業務】

◼ 会員情報管理、理事会・総会運営、都道府県協会・各委員会調整、広報、事業計画

策定、財務、法務、各種規約整備、国際折衝、加盟団体対応など ⇒事務局3名

 本協会の人員体制には、以下のような課題があります。

① 経常的な業務に携わる職員が十分に確保されていない ⇒事務局員1人に対する業務

負荷が高く、かつ業務の種類に応じた適切な分業ができていません。そのため、職員

が欠けるなどの不測の事態が発生した場合における業務全体への影響が大きく、業務

の継続的・安定的な実施に対してリスクを抱えているといえます。

② 新規事業の企画及び実施を担う職員が不足している ⇒上述のとおり、経常的な業務

に人的資源のほとんどが割かれているため、新たな事業の企画及び実施を担う事務局

員が不足しています。そのため、現行の人員体制では環境の変化に迅速に対応するこ

とができておらず、将来を見据えた事業展開に制約が生じているといえます。



人材採用及び育成に関する中長期ビジョン
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“環境の変化に耐え得る人員体制を構築する”

 人材採用及び育成に関する中長期ビジョンは以下のとおりとします。

 今後予想される環境の変化に迅速に対応するためには、新たな事業・業務を担える一定

の専門性を持った事務局員が必要です。

 また、現行体制における事務局員の不足に起因する業務の継続的・安定的な実施に対す

るリスクは早急に解消しなければなりません。

 競技の持続可能な発展には、発展の段階に合わせた適切な人材供給が重要であることか

ら、既存の業務を継続的・安定的に実施することを前提としながらも、環境の変化へ迅

速に対応できる人員体制を構築することが必要です。



ビジョンの実現に向けた施策 －人材戦略－
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 人材採用及び育成に関する中長期ビジョンの実現に向けて、計画期間中は以下に示す施

策に重点的に取り組みます。

『継続的に取り組む施策』

▶ 分業化の推進《質的拡大》 ⇒事務局員それぞれの担当範囲を明確化し、分業体制を

構築します。これにより、現行の複雑な指揮系統の見直しと事務局員の専門性の向上

を図ります。

『新たに取り組む施策』

▶ 総務関係事務局員の新規採用《量的拡大》 ⇒法人運営の基盤となる財務・税務・労

務管理等の業務を担当する事務局員の新規採用を進めます。これにより、事務局員1

人当たりの負荷軽減と新規業務対応の機動性の向上を図ります。

▶ 専門人材の活用《量的・質的拡大》 ⇒専門性を持つ人材を非常勤の事務局員（パー

トナー）として採用する「パートナー制度（仮称）」を試行します。これにより、人

材採用ルートの拡張と新規業務対応の機動性の向上を図ります。



財務計画
24



 本協会の収入は大きく4つに分類できます。

▶ 会費・登録料・認定料収入：個人・賛助会員の年会費やチーム年間登録料、公認指導

者認定料など

▶ 事業収入：競技会のエントリー費や講習会への講師派遣料などの主管事業に関連する

収入

▶ 受取助成金・補助金・寄付金：公的機関からの助成金や補助金、企業または個人から

の寄付金など

▶ 雑収益：各種保険料や受取利息など

 本協会の支出は大きく2つに分類できます。

▶ 事業費：競技会の運営費や代表選手団の渡航費などの主管事業に関連する支出、及び

委員会、都道府県協会の活動に関連する支出

▶ 管理費：事務所の賃借料や人件費、水道光熱費などの協会事務局機能の維持に必要な

支出

財務に関する現状分析
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＜図 2015年度～2019年度の決算状況の推移＞

財務に関する現状分析

収入 支出

2015年度
収入 支出

2016年度
収入 支出

2017年度
収入 支出

2018年度
収入 支出

2019年度

154,586

153,556 152,751

155,919

141,676

143,911

135,553

135,596 171,024

169,940
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会費・登録料・認定料収入 事業収入 受取助成金・補助金・寄付金 雑収益 繰越剰余金

事業費 管理費 繰越欠損金

（単位：千円）



 本協会の財務には、以下のような課題があります。

① 固定費用の規模に対する固定収入が少ない ⇒固定費用とは、事業規模に関わらず発

生する一定額の費用のことです。固定収入とは、事業規模に関わらず発生する一定額

の収入のことです。固定収入が固定費用を大きく上回ると、予測していない支出への

対応が可能になるなど、経営の安定性が高まります。本協会の2019年度決算では、

約3,160万円の固定費用に対する固定収入は約3,270万円となっており、固定費用と

固定収入の額がほとんど等しくなっていることから、経営の安定性が低いといえます。

② 事業費の規模に対する事業収入が少ない ⇒事業費は、本協会の主催事業への参加者

から頂く参加費、エントリー費等を主な財源としています。本協会の2019年度決算

では、約1億3,830万円の事業費に対する事業収入は約1億3,140万円となっており、

事業費が事業収入を上回っていることから、事業の実施に必要な財源を十分に確保す

ることができていないといえます。

③ 経常収支比率が高い ⇒経常収支比率とは、毎年定期的に入ってくる収入（経常収

益）のうち、毎年定期的に発生する費用（経常費用）の割合を示すものです。この割

合が高いということは、年間予算に余力がなく、将来を見据えた事業の展開ができな

い状態を意味します。本協会の2019年度の経常収支比率は99.3%と非常に高い割合

となっていることから、将来を見据えた予算編成が十分にできていないといえます。

（※経常収支比率＝経常費用÷経常収益×100）

財務に関する現状分析
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財務に関する現状分析
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課題① 固定費用の規模に対する固定収入が少ない

 この原因として、固定費用に該当する「管理費」が近年増加傾向にあることがあげられ

ます。

 具体的には、2018年から2019年にかけて管理費は約500万円増加しています。なお、

大きく増加している費用は以下のとおりです。

◼ 公益財団法人日本オリンピック委員会や公益財団法人日本スポーツ協会といった上

位団体への加盟に関する費用

◼ 事務所の賃借料（JAPAN SPORT OLYMPIC SQUAREへの移転に伴う増加）

◼ 水道光熱費、印刷費等（2014年4月及び2019年10月の消費増税）

 一方で、固定収入に該当する「会費・登録料・認定料収入」は近年横ばいで推移してお

り、固定収入と固定費用のバランスの悪化が生じています。



財務に関する現状分析
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課題② 事業費の規模に対する事業収入が少ない

 この原因として、消費増税と競技会開催会場の変更に伴う費用の増加があげられます。

 事業費のうち人件費（競技会運営スタッフ謝金など）を除くすべての費用が課税対象で

あることから、過去2度にわたる消費増税の影響は大きいものと推察されます。

 また、競技会への出場チーム数の増加や会場の都合等により近年競技会開催会場の変更

が相次ぎ、それに伴って会場使用に関する費用が増加しています。

課題③ 経常収支比率が高い

 この原因として、これまで財務に関する将来的な計画を持っておらず、単年度の収入と

支出を一致させることに主眼を置いた経営を行ってきたことがあげられます。



財務に関する中長期ビジョン
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 財務に関する中長期ビジョンは以下のとおりとします。

 近年の本協会の決算は、大規模な赤字こそ出ていないものの単年度の収入額と支出額が

ほぼ同額で推移しており、外的ショックを受けた場合に赤字が発生するリスクを抱えて

います。

 特に、管理費等の固定費や事業費を十分に賄えるだけの収入を獲得することができてい

ないため、収支のバランスが崩れています。

 競技の持続可能な発展には、収入増加と支出削減によって収支のバランスを改善し、環

境の変化に対応するための備えを生み出すことが必要です。

“環境の変化への備えを生むための財務活動を推進する”



ビジョンの実現に向けた施策 －財務戦略－
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 財務に関する中長期ビジョンの実現に向けて、計画期間中は以下に示す施策に重点的に

取り組みます。

『継続的に取り組む施策』

▶ 企業への提案活動の展開《収入増加》 ⇒フライングディスク競技の持つ魅力や価値

が企業にもたらすメリットなどを整理し、連携に向けた提案活動を行います。これに

よりスポンサー企業の獲得を目指し、事業から独立した収入の増加を図ります。

『新たに取り組む施策』

▶ リモートワークの推進《支出削減》 ⇒主に競技会事業のスコア管理等の業務につい

て、リモートワークによる本協会事務所での実施を進めます。これにより、競技会会

場への運営スタッフ派遣費用の削減を図ります。

▶ 会員費の改定《収入増加》 ⇒上位団体への加盟や消費増税の影響により固定費用が

増加していることを受け、固定収入の大半を占める会費の改定（値上げ）を行います。

これにより、固定収入と固定費用のバランスの改善を図ります。

▶ 競技会エントリー費の改定《収入増加》 ⇒消費増税の影響により競技会事業に関す

る費用が大幅に増加していることを受け、競技会エントリー費の改定（値上げ）を行

います。これにより、競技会事業における収支バランスの改善を図ります。
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