
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html

【相談先の具体例】

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid983.html

https://nippon-chutairen.or.jp/action/

https://www.zen-koutairen.com/f_access.html

https://www.univas.jp/soudan/

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/517/Default.aspx

https://www.joc.or.jp/news/detail.html?id=2491

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1397806_00003.htm

スポーツにおける暴力・ハラスメント等相談窓口一覧のご案内

○地域のスポーツ少年団や

総合型クラブにおける

困りごとを相談したい場合

○中学校・高校の部活動

における困りごとを相談

したい場合

○大学の部活動における

困りごとを相談したい場合

○上記の場合も含めて、

人権侵害、困りごとを

相談したい場合

○トップアスリートが困りごと

を相談したい場合

日本スポーツ協会へ【Ｐ.２】

各競技団体へ【Ｐ.３～】

日本中学校体育連盟へ【Ｐ.２】

全国高等学校体育連盟へ【Ｐ.２】

各競技団体へ【Ｐ.３～】

大学スポーツ協会（UNIVAS）へ【Ｐ.３】

各競技団体へ【Ｐ.３～】

日本オリンピック委員会へ【Ｐ.２】

日本スポーツ振興センターへ【Ｐ.２】

各競技団体へ【Ｐ.３～】

人権相談窓口へ【Ｐ.２0】

24時間子供SOSダイヤルへ【Ｐ.２0】

次のページからご案内するのは、選手を始めとしたスポーツに関わる皆さんが、

スポーツにおける暴力・ハラスメント等によって困っている場合に相談できるよう、

各団体等が設置している相談窓口です。

1. 競技横断的な相談窓口【Ｐ.２～】

2. 競技別の相談窓口（ ①スポーツ【Ｐ.３～】②障害者スポーツ【Ｐ.１3～】）

3. 法務省 人権相談窓口 / 文部科学省 ２４時間子供ＳＯＳダイヤル【Ｐ.２0】

悩みごとがある場合には、以下の【相談先の具体例】を参考に、一人で悩まず、

いつでも各窓口に連絡してください。
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相談対象となる行為

njpa@nippon-chutairen.or.jp

－

運動部活動において、暴力・ハラスメント等を受けた中学生及び保護者

指導者等からの暴力・暴言・体罰・セクハラ等の行為

番

号 相談方法

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/517/Default.aspx

ー ー

ー

1

4

JOCが認定するオリンピック強化指定選手、委嘱する強化スタッフ、JOCとJOC加盟団体の役職員および、これらのいずれかに

該当した者で、その地位・身分でなくなってから2年を経過しない者

JOCやJOC加盟団体に関する法令違反、暴言、脅迫等暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどとし、申出

時から2年以内の案件

2
公益財団法人

日本スポーツ協会

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid983.html

03-6910-5827(TEL)

03-6910-5820(FAX)
毎週火・木　13時～17時

jasa-soudan@japan-sports.or.jp

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1018.html

当協会倫理規程第2条に定められた者

当協会倫理規程第4条に定められた行為

公益財団法人

日本オリンピック委員会

（JOC通報相談窓口）

https://www.joc.or.jp/news/detail.html?id=2491

03-3214-5419(TEL)

03-3214-5421(FAX)

ー

https://www.jsad.or.jp/consultation/index.html

080-7801-6611 (TEL)

03-5641-1213 (FAX)
月～金　9時半～18時

トップアスリートに対して直近４年以内に行われたスポーツ指導における暴力行為等

6

公益財団法人

全国高等学校体育連盟

※各教育委員会においても、相談窓口が

設けられています。

https://www.zen-koutairen.com/f_access.html

03-6268-0027 (TEL)

03-6268-0028 (FAX)

月～金

9時～13時・14時～17時

info@zen-koutairen.com

－

高等学校の部活動に所属する生徒およびその保護者の方

暴力、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、執拗かつ過度もしくは限度を超えた肉体的・精神的負荷

5

公益財団法人

日本中学校体育連盟

※各教育委員会においても、相談窓口が

設けられています。

独立行政法人

日本スポーツ振興センター

（第三者相談・

調査制度相談窓口）

公益財団法人

日本障がい者スポーツ協会

（スポーツにおける

暴力行為・不正行為等

相談窓口）

平日10時～18時 

※時間外は留守番電話での対応。

iida.joc-madoguchi@kowa-law.com

－

https://nippon-chutairen.or.jp/action/

03-5843-1961 (TEL)

03-5843-1963 (FAX)
月～金　10時～17時

本会倫理規程第２条に定める者（本会役職員、本会諸制度に基づき登録・加盟・委嘱を行っている者を含む。）

本会登録団体及び加盟競技団体の役職員及びその関係者（選手及び指導者を含む。）

本会が認定する強化指定選手及びその関係者

パラリンピック競技大会及び同競技大会に相当する競技大会の出場選手及びその関係者

なお、関係者とは親族・知人・所属するチーム等を言います。

3

団体名（窓口名称）

ー

暴力、ハラスメント、ドーピング等薬物乱用

個人情報の不適切な取扱い・名誉毀損

斡旋・強要

不正経理

社会規範に照らして不適切と認められる行動（反社会的勢力との関係等）

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/681/Default.aspx

トップアスリートとその関係者

問い合わせフォーム

1. 競技横断的な相談窓口

SNS

TEL Mail Fax 書面 問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

面会TEL Fax 書面

TEL Mail Fax

TEL Mail Fax 書面
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4

https://j-w-a.or.jp/contact03/

ー ー

ー

ー

連盟「倫理・コンプライアンス規程」第2条に定められた者

連盟「倫理・コンプライアンス規程」第10条に定める行為

6

公益社団法人日本

オリエンテーリング協会

（スポーツにおける暴力行為等

相談窓口）

http://www.orienteering.or.jp/

ー ー

soudan@orienteering.or.jp

ー

オリエンテーリング競技者、指導するもの等による暴力・ハラスメントを受けた方

協会の倫理規定における遵守事項に違反するもの

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

（詳細についてはHPに記載されている規程集（カバナンス関連）をご確認ください。）

2

1

公益社団法人

全日本アーチェリー連盟

（支援ステーション）

https://www.archery.or.jp/federation/regulation/rule/

03-3235-3960 ー

kawatyu@gaea.ocn.ne.jp　　　support_archery2013@outlook.jp

https://www.archery.or.jp/tsuhou/naibutsuhou-sheet.pdf

連盟の役員・会員及びその他(一般者)

暴力行為やパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、その他組織的または個人的な法令違反行為

https://j-w-a.or.jp/contact03/

日本ウエイトリフティング協会に登録している役員（指導者）から暴力・ハラスメントを受けた方

https://www.jihf.or.jp/jihf/report_window.php

03-5843-0375 (TEL)

03-5843-0376 (FAX)

tsuho@jihf.or.jp

5

公益社団法人

日本エアロビック連盟

（コンプライアンス

ホットライン/相談窓口）

https://www.aerobic.or.jp/compliance/

03-5796-7527 ー

soumu@aerobic.or.jp

3

公益社団法人

日本アメリカン

フットボール協会

（JAFA内部通報制度窓口）

https://americanfootball.jp/archives/1724

03-5843-0482 (TEL)

03-5843-0483 (FAX)
月～金　10時～17時

jafahq@americanfootball.jp　　jafacompliance@tmi.gr.jp

ー

協会構成員でハラスメント等を受けた本人他（詳細については、HP掲載の内部通報規程をご覧ください。）

協会構成員からのハラスメント等（詳細については、HP掲載の内部通報規程をご覧ください。）

月～金　9時30分～18時30分
公益財団法人

日本アイスホッケー連盟

（日本アイスホッケー

連盟通報窓口）

－

ー

連盟役員、顧問、参与、委員、チーム、会員（含む親権者）、レフェリー、事務局員（含むパート、アルバイト）

対象者が連盟の事業に関して、法律・条例その他の法令または連盟の諸規則、諸規程に違反する行為を行ったこと、又は行お

うとしていること。

公益社団法人 

日本ウエイトリフティング協会

（ハラスメント相談窓口）

7

一般社団法人

大学スポーツ協会

（UNIVAS 相談窓口）

https://www.univas.jp/soudan/

－

－

https://www.univas.jp/soudan/

UNIVASに加盟する大学または競技団体に所属する学生、その家族、指導者及びチームスタッフ等

大学スポーツ関係者が関与するパワハラ行為、セクハラ行為、大学スポーツに関連して行われる違法行為等

あ行

2. 競技別の相談窓口 （①スポーツ）

問い合わせフォーム

面会

Mail Fax 書面

TEL Mail Fax 書面

TEL Mail Fax

問い合わせフォーム

Mail Fax 書面

Mail
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公益社団法人

日本グラウンド・ゴルフ協会

（日本グラウンド・

ゴルフ協会事務局）

http://www.groundgolf.or.jp/

ー

sodan@curling.or.jp

ー

日本カバディ協会公認資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

7

連盟会員、その親権者が代理人等のこれに準ずる者

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

ー

公益社団法人

日本カーリング協会

（公益社団法人

日本カーリング協会

内部通報窓口）

http://www.curling.or.jp/consulitation.html

10

公益財団法人

全日本空手道連盟

（通報・相談窓口）

https://www.jkf.ne.jp/consultation_desk

03-5534-1951 (TEL)

03-5534-1952 (FAX)
平日　9時～17時

soudan@jkf.jp

https://www.jkf.ne.jp/consultation_desk/reception_form

当連盟「通報・相談窓口規程第3条」に定められた者

当連盟「倫理規定第4条」に定められた行為

11

公益財団法人

全日本弓道連盟

（全日本弓道連盟相談窓口）

https://pentathlon.jp/contact/

03-6447-0521 (TEL)

03-6447-0522 (FAX)
月～金10時～17時

info@pentathlon.jp

https://pentathlon.jp/contact/

日本近代五種協会会員（関係者）より暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

12

公益社団法人

日本近代五種協会

（公益社団法人　

日本近代五種協会相談窓口）

月～金　11時～16時

info@groundgolf.or.jp

ー

03-5843-1097 (TEL)

03-5843-1095 (FAX)

9

一般社団法人

日本カバディ協会

（日本カバディ協会

相談窓口）

https://www.canoe.or.jp/inquiry/

8

公益社団法人

日本カヌー連盟

（ご相談窓口）

03-5843-0400 月～金　10時～17時

info@canoe.or.jp

https://www.canoe.or.jp/inquiry/

日本グラウンド・ゴルフ協会普及指導員資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

ー

soudan@kyudo.jp

https://all-nippon-kyudo.sakura.ne.jp/info/contact.html

弓道関係者から暴力・ハラスメント等を受けた方

弓道の練習や競技の場におけるセクハラ・パワハラ・暴力行為等

協会ならびに協会加盟の都道府県協会、車いす協会の役員、委員、職員及び協会登録競技者（未成年者の親権者を含む）

公益通報者保護法別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実 

同表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが当該事実となる場合における当該処分の理由とされている事実

協会が実施する事業において法令・協会諸規則に違反した事実

https://www.jaka.jp/

03-6914-3047 (TEL)

03-6914-3048 (FAX)
月～金　10時～17時

kabaddifea21@jaka.jp

ー

https://www.kyudo.jp/info/guidelines.html

03-6447-2981

か行
書面Mail

問い合わせフォームTEL Mail

面会TEL Mail Fax 書面

問い合わせフォーム面会TEL Mail Fax 書面

Mail Fax 問い合わせフォーム

TEL Mail Fax 問い合わせフォーム

書面

TEL Mail Fax 書面
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航空スポーツ統括認定団体

事故通報、ドーピング、ハラスメント系を含む相談全般

17

本協会ならびに本協会加盟の都道府県協会、部会の役員、委員、職員及び本協会登録競技者

身身体的・精神的暴力行為

身体的・精神的セクシャル・ハラスメント

身体的・精神的パワー・ハラスメント

ドーピング及び薬物乱用

その他、本会の名誉又は信用を毀損する行為すべて

18

一般社団法人

日本サーフィン連盟

（日本サーフィン連盟事務局）

03-6434-7341 月～金　10時～18時

info@nsa-surf.org

ー

サーフィン連盟役員・公認資格保持者等による暴力・ハラスメントを受けた方

協会相談窓口設置規程による

一般財団法人日本航空協会

（航空スポーツ室）

http://www.aero.or.jp/koku_sports/koku_sports_top_new.htm

https://www.nsa-surf.org/

月～金　10時半～16時半

平日　10時～17時

jctsa@jctsa.or.jp

ー

ー

指導者等からの身体的・精神的暴力（バイオレンス）行為、身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメント

（詳しくはHPに記載されている倫理に関するガイドラインでご確認下さい。）

平日　10時00分～18時00分

https://www.golf-association.jp/ethics/

https://www.golf-association.jp/ethics/

ー

kujyosodan@kendo.or.jp

ー

剣道・居合道・杖道の有段者より暴力・ハラスメントを受けた方

15

公益財団法人全日本剣道連盟

（全日本剣道連盟

相談・苦情窓口）

https://www.kendo.or.jp/information/20200312/

03-3234-6007

03-3502-1203 (TEL)

03-3503-1375 (FAX)

nac@aero.or.jp
16

協会評議員、理事、監事、名誉会長、顧問、委員会委員、事務局長、事務局職員、選手その他協会に関連する者

暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の行為及びその他の組織的または個人的な法令違反行為等の不正

行為に関する相談

20

公益社団法人日本山岳・

スポーツクライミング協会

（暴力行為等相談窓口）

https://jma-sangaku.or.jp/consult/

－ －

soudan@jma-sangaku.or.jp

公益財団法人日本ゴルフ協会

（JGA通報等窓口）

https://www.golf-association.jp/ethics/

03-3597-0013 (TEL)

03-3597-0015 (FAX)

連盟役員・公認資格者等からの暴力、暴言、不合理な言動等による行為・指導等

一般社団法人

日本クレー射撃協会

https://clay-shooting.website/wp/wp-content/uploads/2021/04/暴力・ハラスメント等通報相談窓口について-1.pdf

03-6804-3970 (TEL)

03-6804-3971 (FAX)

19

14

登録されたチームにおけるサッカーの活動現場で生じた対象者（本協会に登録する個人）による暴力行為

（直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等）

協会会員に暴力・ハラスメントを受けた方

https://jma-sangaku.or.jp/consult/

公益財団法人日本サッカー協会

（暴力等根絶相談窓口）

http://www.jfa.jp/violence_eradication/

03-5276-8838 月～金　12時～18時

－

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0TvrvO-Leh64Nomkz4YOCQAVouVhhmWtVs3EGjIW_ZdkU5w/viewform

原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者

さ行

TEL Mail Fax

Mail Fax

面会書面

書面

TEL Mail Fax

TEL Mail Fax 書面 問い合わせフォーム

TEL Mail

TEL 問い合わせフォーム

Mail 問い合わせフォーム
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相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口
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利用対象者
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相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

https://jwsa.jp/contact/

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導を受けた登録会員

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

24

0877-33-2020
原則：月～金　9時～17時

※行事等により、変更が生じる場合もあり

指導者による暴力、ハラスメントを受けた会員その他、困り事や悩み事を抱えている会員

指導者からの暴力、暴言、各種ハラスメント、薬物使用行為などについて

公益財団法人全日本柔道連盟

（コンプライアンス

ホットライン）

26

特定非営利活動（NPO）法人

日本水上スキー・

ウエイクボード連盟

（日本水上スキー・ウエイク

ボード連盟 暴力相談窓口）

https://jwsa.jp/contact/

ー
メール、問い合わせフォームで連絡をいただいた後に担当者からメールか電話で連絡し

ます。

JWSA-info@jwsa.jp

https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/

連盟諸規程や法令等の違反、また、連盟の運営、その他柔道に関わる活動に関するご意見等

23

ー

連盟会員及び連盟会員が指導等を行う団体に所属する選手の保護者。暴力行為等を目撃した方

身体的及び精神的な暴力行為・セクハラ、ドーピング防止違反、不適切な経理、その他法令違反

詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。

ー

公益財団法人全日本柔道連盟

（柔道目安箱）

https://www.judo.or.jp/news/3116/

ー ー

一般財団法人少林寺拳法連盟

（相談窓口）

https://shorinjikempo.or.jp/federation/

詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。

公益財団法人

日本自転車競技連盟

（不正行為等通報窓口）

https://www.shorinjikempo.or.jp/federation/contact

21

https://jcf.or.jp/report-desk/

ー ー

ー

https://jcf.or.jp/report-desk/

連盟の登録者、その親権者や代理人等のこれに準ずる者、および連盟ならびに連盟の加盟団体の役職員

連盟の倫理・懲戒規程等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案

22

公益社団法人

全日本銃剣道連盟

（全日本銃剣道連盟

暴力行為等相談窓口）

http://www.jukendo.info/wp-content/uploads/39e56d4a7e0b3a38c8a479a6253b08f0.pdf

03-6910-0707 (TEL)

03-6910-0708 (FAX)
月～金　10時～17時

jimukyoku@jukendo.info

倫理規程に定める役職員及び登録者等から倫理規程違反行為を受けた方

25

03-6812-9061 (TEL)

03-6812-9062 (FAX)
月～金　10時～16時

https://swim.or.jp/

jpnswimming@japan-sports.or.jp

準備中

rinri@judo.or.jp

倫理規程に定める役職員及び登録者等の倫理規程違反行為

ー ー

ー

誰でも利用可能

ー

akahori@atarashibashi.com 　　n.yamada@yamada-ozaki.com

公益財団法人日本水泳連盟

（日本水泳連盟

暴力行為等相談窓口）

問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

Mail 書面

Mail

TEL Mail

TEL Mail Fax 書面

Mail 問い合わせフォーム

6 
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利用対象者
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ー

日本スポーツチャンバラ協会公認インストラクター資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

http://www.nihonsumo-renmei.jp/

03-3368-2211

30

03-5843-0510 －

33

一般社団法人 

日本セパタクロー協会

（協会問い合わせフォーム）

https://jstaf-jp.ssl-xserver.jp/contact/

ー ー

info@sepaktakuraw.jp

https://jstaf-jp.ssl-xserver.jp/contact/

協会に登録する会員

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

公益社団法人 

日本スポーツチャンバラ協会

（公社 日本スポーツチャンバラ

協会暴力・ハラスメント等の

相談窓口)

協会に係る法令・協会規則違反行為、不正行為、暴力・ハラスメント（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲を

ご確認ください。）

27

公益社団法人

日本スカッシュ協会

（公益社団法人日本スカッシュ

協会事務局相談窓口）

http://squash.or.jp/about/summary/info.html

ー

倫理規定に基づき、法令行為その他反倫理行為を受けた方

月～金　11時～17時

ー

https://www.internationalsportschanbara.net/jp/honbu/organization/harassment/

31

公益財団法人日本スケート連盟

（選手・関係者の

コンプライアンス相談窓口）

32

https://www.jsaf.or.jp/soumu/document/consultation/info_20210227.pdf

03-6447-4881

連盟事務局

03-3519-4100

吉岡・辻総合法律事務所

公益財団法人日本相撲連盟

(日本相撲連盟通報窓口)

倫理規定に基づき、法令行為その他反倫理行為

045-664-7198 (TEL)

045-664-7252 (FAX)

http://www.ski-japan.or.jp/general/16717/

平日10時～18時 ※時間外は留守番電話

（電話対応時間：平日10:00～18:00 ※時間外は留守案電話）

head@jsaf.or.jp　　　yoshioka@hopelaw.jp

ー

連盟並びに連盟加盟団体等の役・職員、倫理規程第2条に該当する者（詳細は、連盟HP参照）

連盟及び連盟加盟団体等についての法令違反、それに準じる反社会的行為又は倫理規程違反行為（詳細は、連盟HP参照）

公益財団法人

日本セーリング連盟

（日本セーリング連盟

通報相談窓口）

saj-helpline-w@daiichifuyo.gr.jp

saj-helpline@ski-japan.or.jp

saj-helpline-m@daiichifuyo.gr.jp

役職員、連盟に登録している競技者及びスタッフ並びに連盟が選任したデモンストレーター及び指導者

法令違反、内部規程違反及びこれらに準じる不正又は不適切な行為

ー

月～金 9時30分～17時30分

sumotuho@gaea.ocn.ne.jp

03-5843-0416 ー

compliance@skatingjapan.or.jp

ー

https://www.skatingjapan.or.jp/soudan/

https://www.skatingjapan.or.jp/soudan/

https://www.skatingjapan.or.jp/soudan/

ー ー

helpline@squash.or.jp

ー

協会登録選手・審判員・指導者、役員、委員、事務局職員、主催大会役員・スタッフ等協会の活動に参加している全ての人を

対象

28
公益財団法人全日本スキー連盟

29

Mail 書面

Mail Fax

Mail Fax

TEL Fax

TEL Mail 書面

面会TEL Mail Fax 書面

問い合わせフォーム
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03-3404-2226 (TEL)

03-3404-2227 (FAX)

https://www.fjca.jp/contact/

info@jsta.or.jp

03-6417-1654 (TEL)

03-6417-1664 (FAX)
月～金　14時～17時

40 公益社団法人日本綱引連盟

https://www.tsunahiki-jtwf.or.jp/

03-5843-0457 (TEL)

03-5843-0458 (FAX)
月~金　10時～16時

38

公益社団法人 

日本ダンススポーツ連盟

（お問い合わせ・相談窓口）

http://www.jdsf.or.jp/about/jdsf-overview/jdsf-contact-us/

03-6457-1857 ー

rinri@jdsf.or.jp

ー

倫理規程第2条に定める個人及び団体から暴力・ハラスメントを受けた方

倫理規程第4条に定める遵守事項に反する行為

公益社団法人

日本チアリーディング協会

（公益社団法人

日本チアリーディング協会

暴力等相談窓口）

https://www.fjca.jp/contact/

月～金　10時30分～17時

hdqrs@fjca.jp

34

https://www.jsta.or.jp/index/violence/violence_consul

http://www.softball.or.jp/guideline/consul.html

tugofwar@japan-sports.or.jp

ー

選手登録競技者・公認審判員・公認指導者

身体的・精神的暴力行為及びセクシュアル・ハラスメント、ドーピング行為等

http://www.softball.or.jp/guideline/consul.html

公益財団法人日本体操協会

（公財 日本体操協会の

「パワハラ・セクハラ

相談コーナー」）

35

公益財団法人

日本ソフトボール協会

（日本ソフトボール協会 

倫理規程違反に関する

通報・相談窓口）

http://www.softball.or.jp/guideline/consul.html

03-3501-5506 ー

hiroi@mvh.biglobe.ne.jp（広井法律事務所）

http://www.softball.or.jp/guideline/consul/pdf/2016_counsel_form.pdf

http://www.jtta.or.jp/Portals/0/images/news/2019_pdf/20190909_pdf_consultation_desk.pdf

協会の諸制度に基づき登録等を行なっている審判員、指導者、基本規程第39条に定める登録会員

協会「基本規程」第2章倫理に定める行為が対象

公益財団法人日本卓球協会

（ＪＴＴＡ通報・相談窓口）

http://www.jtta.or.jp/tabid/247/Default.aspx

03-6384-1121 ー

日本チアリーディング協会公認指導員資格者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

36

https://www.bengoshi-sos.com/taiso/

ー ー

ー

https://www.bengoshi-sos.com/taiso/

（公財）日本体操協会登録選手

日本体操協会に登録する選手がパワハラ・セクハラに遭った場合に、選手からの相談を受け、パワハラ・セクハラを撲滅する

ために設置

ー

選手および代表選手など指導を受ける者　

（日本連盟及びその支部の傘下にある組織と団体において活動を行う者、日本連盟及びその支部に所属する指導者の指導を受

ける者）

男女の性別、国籍、出身、信条などによる合理的理由のない差別

体罰

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど全てのハラスメント

その他「指導基本規程」に違反する行為

公益財団法人

日本ソフトテニス連盟

（通報相談窓口）

37

jtta-rinri@sakuralaw.gr.jp

た行

TEL Mail Fax 書面

Mail Fax 問い合わせフォーム

Mail 問い合わせフォーム

Mail Fax 書面 問い合わせフォーム

Mail Fax 書面

面会TEL Mail Fax 書面

TEL Mail Fax 書面
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一般社団法人

全日本テコンドー協会

（コンプライアンス相談窓口）

https://www.ajta.or.jp/athletefirst/compliance/

47

一般社団法人

日本バイアスロン連盟

（日本バイアスロン連盟

暴力相談窓口）

44

公益社団法人

日本トライアスロン連合

（ＪＴＵ通報相談窓口）

https://www.jtu.or.jp/organization/committee/general-affairs/tsuhomadoguchi/

指導者等から暴力行為等の被害を受けた当連盟登録者及びその関係者

 （全般）mackoffice@legalagent.jp

（女性専用セクシャルハラスメント関連通報窓口）atsumi.harasawa@harasawa-law.com

ー

バイアスロン競技の活動現場における組織的・個人的な暴力行為（身体的暴力、暴言、脅迫及び威圧等）

＊ＪＴＵ通報相談処理規程 第6 条 （相談窓口対応事項）参照

http://biathlon.or.jp/initiatives/

011-374-5136 原則月～金曜日10時～16時だが、必要に応じ時間外も対応可能な場合あり

biathlon_japan@yahoo.co.jp

http://biathlon.or.jp/initiatives/

原則としてJTU倫理コンプライアンス規程第2 条各号に該当した者及び、その地位・役職でなくなってから２年を経過しない者

を対象とするが、トライアスロンの場における暴力行為を含むすべてのハラスメント行為、その他の組織的または個人的な不

当行為等を受けた方からの通報を受け付ける。

http://jsbb.or.jp/contact

連盟登録チーム及び関係者を含む暴力・ハラスメントを受けた方

指導者及び関係者からの暴力行為等を含む本連盟に係る全般的な内容

日本テニス協会の活動に参加している全ての人を対象、別に選手相談デスク（HP参照）も有。

協会に係わる不正・違反行為及び暴力・ハラスメント問題。別に選手相談デスク（HP参照）も有。

045－263－6165 火～木　13時～16時

s.tokuda@lawoffice-integrity.com

46

http://jsbb.or.jp/contact

03-3404-8831 月～金 9時30分～16時30分

ー

45

公益財団法人

全日本なぎなた連盟

（全日本なぎなた連盟

総務担当）

http://www.naginata.jp/renmei/governance.html

072-775-2838 (TEL)

072-772-2062 (FAX)
月～金　10時～16時

vg5k-kwmr@asahi-net.or.jp

ー

公益財団法人

全日本軟式野球連盟

(全日本軟式野球連盟

問い合わせ窓口)

https://www.ajta.or.jp/athletefirst/form/

0267-78-3320 (TEL)

0267-78-3323 (FAX)

法人の役 職員、会員、加盟団体及び準加盟団体の役職員

暴力・セクハラ・パワハラその他の人権侵害行為、スポーツ・インテグリティを害する行為、その他定款・規程等に違反する

行為など、倫理規程第４条に違反する行為又はその疑いに関する相談（スポーツ仲裁又は裁判等で係争中のものは除く）

平日 10 時～18 時 

※時間外は留守番電話での対応

ー

madoguchi@jta-tennis.or.jp

ー

公益財団法人日本テニス協会

（日本テニス協会通報・

相談窓口）

43

一般財団法人

日本ドッジボール協会

（日本ドッジボール協会

 暴力・違反行為通報／

相談窓口フォーム）

https://www.dodgeball.or.jp/%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93/inquiry/

ー ー

ー

https://business.form-mailer.jp/fms/556e0ccc142404

日本ドッジボール協会倫理規程に定める対象者の違反行為による被害を受けた方

役職員、指導者及び競技者の倫理規程違反行為

42

https://www.jta-tennis.or.jp/information/tabid/511/Default.aspx

ー

な行

は行

TEL Mail 問い合わせフォーム

Mail 書面

問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

TEL Mail Fax 書面

問い合わせフォーム

Mail 書面 問い合わせフォーム
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相談対象となる行為

48

公益社団法人

日本ビリヤード協会

（お問合せ窓口）

http://www.nba.or.jp/info/otoi.html

ー ー

54

soudan@japan-handball.jp

http://www.japanbasketball.jp/reportform/

ー

ー

http://www.nba.or.jp/info/otoi.html

協会組織の管轄する関連事業に於いてスポーツ指導上の被害を受けたCS会員登録者

協会組織の管轄する関連事業に於ける案件であれば相談内容に指定は無い。

(スポーツ指導に関する暴力・ハラスメント等相談専用窓口として特化されていない為。)

ー

https://www.equitation-japan.com/about_08.html

rinri@equitation-japan.com

ー

平日　10時～17時

日本馬術連盟会員資格保持者による暴力・ハラスメント等を受けた方

暴力、ハラスメント行為等

ー

03-6434-5141

49

53

http://handball.or.jp/rule/alert.html

ー ー

一般財団法人

日本バウンドテニス協会

（事務局倫理規定相談窓口係）

http://boundtennis.or.jp/

070-7593-8900 月・火・金　10時～17時

日本バウンドテニス協会公認指導者資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等（ホームページに記載されている「倫理規定」をご確認ください。）

公益社団法人日本馬術連盟

(倫理関係相談窓口)

jvasoudan@apricot.ocn.ne.jp

ー

ー

通報時点において、コンプライアンス規程第4条に定める「JVA関係者」及び親権者や代理人等これに準ずる者

JVAの選手や保護者、これに準ずるものからの体罰や暴力及びその疑いのある行為

公益財団法人

日本バレーボール協会

（JVAコンプライアンス

ホットライン制度

体罰・暴力の外部相談窓口）

公益財団法人

日本ハンドボール協会

（相談・通報窓口）

50
公益財団法人

日本バスケットボール協会

連盟会員倫理規程第4条に定められた行為が対象であり、連盟の会員が利用することができます。

（規程の詳細はHPをご参照ください。）

kyokai@boundtennis.or.jp

ー

52

https://www.jva.or.jp/jva/compliance_hotline.html

03-3502-8232

https://www.badminton.or.jp/inquiry/

日本バドミントン協会会員登録者

指導に関する暴力、暴言、不合理な指導等

日本ハンドボール協会登録者による暴力・ハラスメントを受けた方

51

公益財団法人

日本バドミントン協会

（日本バドミントン協会

 問い合わせ窓口）

https://www.badminton.or.jp/inquiry/

ー ー

ー

http://www.japanbasketball.jp/reportform/

対象者の対象行為による被害者、被害者の家族又は代理人、並びにその関係者

当協会倫理規程第2条第1項に定める者によるバスケットボールにおける暴力・暴言等の不適切な行為

月・火・木・金10時～16時

TEL Mail 書面

Mail

問い合わせフォームTEL 書面

TEL Mail

Mail

問い合わせフォーム

問い合わせフォーム
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(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP
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相談窓口（TEL/FAX） 対応時間
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相談窓口
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HP
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相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

月～金　11時～15時

qqey48n79@image.ocn.ne.jp

ー

https://www.jbc-bowling.or.jp/wp-content/uploads/2015/12/tsuho.pdf

55

https://fencing-jpn.jp/contact/

ー ー

naibu24@fencing-jpn.jp

https://www.jbc-bowling.or.jp/wp-content/uploads/2015/12/tsuho.pdf

一般社団法人

日本ボクシング連盟

（ハラスメント・

不正行為等相談窓口）

倫理・懲戒規程第３条に違反する行為、又は、その疑いのある行為

公益社団法人

日本フェンシング協会

（内部通報窓口）

一般社団法人

日本フライングディスク協会

（ハラスメント等に関する

相談窓口/公益通報窓口）

https://www.jfda.or.jp/whistleblowing/

ー ー

whistleblowing.jfda@gmail.com

https://www.jfda.or.jp/whistleblowing/

協会相談窓口HPに記載されている「利用方法について」をご参照ください。

協会の懲罰規程第3条に定められている行為。詳細については協会相談窓口HPに掲載されている「公益通報窓口利用の手引

き」をご参照ください。

56

公益社団法人

日本武術太極拳連盟

（暴力行為・

不正行為等の相談窓口）

https://www.jwtf.or.jp/about/pdf/h29/BoryokuKitei170715.pdf

・連盟相談窓口

080-3000-6764

・外部相談窓口

舟久保法律事務所

03-6273-7917

平日

10時～12時まで

13時～17時まで

ー

ー

連盟倫理規程第２条に定める者

連盟の加盟団体の役職員及び選手、指導者等の関係者

連盟が選任した強化指定選手及びその関係者

その他、連盟の事業に利害関係を有する者

倫理規程第４条に定める事項に違反し又は違反するおそれがある行為に関する相談を対象とします。

59

公益財団法人

全日本ボウリング協会

（全日本ボウリング協会

通報相談窓口）

https://www.jbc-bowling.or.jp/i-tsuho/

03-3478-7675 (TEL)

03-3478-7865 (FAX)

57

60

https://jabf-revival.com/customerservice/

03-6804-6751 月～金　10時～18時

boxing-contact@noside-law.com

boxing-contact@noside-law.com

ＮＦ倫理規定第１条に定める役員，職員，連盟行事関係者及び選手から暴力・ハラスメントを受けた方

ＮＦ倫理規定第４条に定める遵守事項に反する行為

ー

協会の役員、委員会委員、職員、登録会員（選手）、これらの親族

HP記載の内部通報制度の概要を参照ください。

公益社団法人日本ボート協会

（コンプライアンス委員会

通報・相談窓口）

58

https://www.jara.or.jp/jara/accusation20171218.pdf

HP内の

「内部通報制度の概要」

に記載されている3名の

弁護士が窓口となります。

月～金　10時～18時

HP内の「内部通報制度の概要」に記載されている3名の弁護士が窓口となります。

ー

選手・ボート競技関係者

Mail 書面

面会TEL Fax 書面

Mail 書面 問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

TEL Mail Fax 書面

Mail 問い合わせフォーム
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公益財団法人日本野球連盟

（コンプライアンス相談窓口）

公益財団法人日本野球連盟所属の役職員、選手、その他の競技関係者から暴力行為・ハラスメントを受けた方

https://www.jaba.or.jp/compliance/

ー

baseball@jaba.or.jp

ー

61

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。）

62

公益社団法人

日本ボディビル・フィットネス

連盟

（JBBF通報相談窓口）

03-3201-0707

平日　10 時～18 時

compliance@japan-hockey.org

ー

https://data.hockey.or.jp/2019/articles/JHA_Articles_Of_Ethics_2019.pdf?34411194

https://www.jbbf.jp/download/通報相談窓口ご案内.pdf

公益社団法人

日本ボブスレー・リュージュ・

スケルトン連盟

今年度からメール受付による

通報相談対応業務を開始する予定
63

64

一般財団法人全日本野球協会

（一般財団法人全日本野球協会　

通報相談窓口）

https://www.baseballjapan.org/jpn/bfj/alert.html

ー ー

03-3478-7675 (TEL)

03-3478-7865 (FAX)
月～金　10時～17時

qqey48n7@image.ocn.ne.jp

ー

JBBFの登録選手、公認指導員、公認審査員等

JBBFやJBBF加盟団体に関する法令違反、暴言、脅迫等暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等

https://data.hockey.or.jp/2020/articles/JHA_Articles_Of_Compliance-E1_2020.pdf?2917?26048208

03-6812-9200 (TEL)

03-6812-9210 (FAX)

67

公益財団法人

日本ラグビーフットボール協会

（インティグリティ相談窓口）

https://www.rugby-japan.jp/support_center

ー ー

rugby-japan@halaw.jp

ー

どなたでも可能ですが、匿名での相談は受け付けていません。

協会「倫理及び処分規程」第2条に定められた者による、同じく、第3条に定められた行為

（詳細はHPに「取り扱いの範囲」として記載されています。)

野球競技の場における暴力行為を含むハラスメントその他の組織的または個人的な不当な行為等

shimizu-lawoffice@space.ocn.ne.jp

ー

https://www.baseballjapan.org/jpn/bfj/alert.html

66

公益社団法人

日本ライフル射撃協会

（通報相談窓口）

https://www.riflesports.jp/member/for_member/

080-8737-6963 (TEL)

03-3270-7950 (FAX)
平日午前9時～午後5時まで

tsuuhounichira@friend.ocn.ne.jp

ー

協会（含加盟団体）の選手、スタッフ、会員、職員、それらの親権者や代理人等

指導者等からの暴力行為を含むハラスメント（HPに記載の窓口利用要領をご確認ください。）

https://data.hockey.or.jp/2019/articles/JHA_Articles_Of_Ethics_2019.pdf?34411194

公益社団法人日本ホッケー協会

（公益社団法人日本ホッケー

協会通報相談窓口）

や行

ら行

TEL Mail Fax

TEL Mail Fax

Mail

Mail Fax 書面

面会TEL Mail Fax 書面

Mail
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一般社団法人

ワールドスケートジャパン

（コンプライアンス・

ハラスメント連絡・

通報窓口）

https://worldskatejapan.or.jp/about/compliance/

ー ー

compliance@worldskatejapan.or.jp

ー

連盟の理事、委員、職員、および登録選手、取引先様およびそれらのご家族

理事、委員、職員、登録選手の法令または諸規則の違反、不正行為、反倫理的な行為やそのおそれのある行為等

69

https://www.japan-wrestling.jp/

①03-5843-0358

②03-5204-6707

                                        ①平日10:00～17:30

                                        ②平日9:30～17:30

koekitsuhowrestling@japan-sports.or.jp　　　jwfkoueki@kikuchi-ow.gr.jp

ー

協会職員就業規則に規定する職員

協会登録規定に基づき協会に役員・競技者と登録された者

協会と請負契約等その他の契約をしている事業等に従事する関係者

法令違反行為及び協会倫理規定第4条各号に定める行為

公益財団法人

日本レスリング協会

（通報窓口）

68

－

https://www.jaaf.or.jp/ethic/compliance.html

役員・指導者・競技者等

セクハラ・暴力行為等（詳細はHPに掲載している「倫理に関するガイドライン」をご参照ください。）

https://www.jaaf.or.jp/ethic/compliance.html

050-1744-7144 平日13：00～18：00　土日祝を除く

公益財団法人日本陸上競技連盟

（ハラスメント・

暴力行為相談窓口）

2

一般社団法人日本身体障害者

アーチェリー連盟

（公益財団法人日本障がい者

スポーツ協会の設置する窓口）

https://nisshinaren.jp/index/page/id/148/mid/53

080-7801-6611 

（日本障がい者スポーツ協会

の相談窓口につながります）

平日（月曜日から金曜日）10時～12時　13時～17時

ー

ー

当連盟会員（暴力・ハラスメントを受けた方）

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等受けた方

03-5357-7521 月～金　10時～17時

otani@otani-p.com

ー

協会登録者による暴力・ハラスメントを受けた方

1

一般社団法人

全日本知的障がい者

スポーツ協会

（全日本知的障がい者

スポーツ協会暴力相談窓口）

https://anisa.or.jp/

ー ー

toshi@anisa.or.jp

ー

協会の加盟団体に所属する選手が、同団体関係者から暴力・ハラスメントを受けた場合

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

3

一般社団法人

日本パラアイスホッケー協会

（弁護士 大谷和彦

日本パラアイスホッケー協会コ

ンプライアンス委員長）

http://sledgejapan.org/wp-content/uploads/2021/04/3-6tuhoumadoguchi.pdf

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。）

わ行

あ行

2. 競技別の相談窓口 （②障害者スポーツ）

問い合わせフォームTEL

面会TEL Mail 書面

Mail 書面

Mail

TEL

MailTEL
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相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

https://www.japan-paracha.org/

03-6229-5440 月~金　9時～18時

0314hisako@gmail.com

ー

協会所属選手及びスタッフ

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等（詳細についてはまずは窓口にご相談ください。）

ー

https://www.jpcfweb.com/violence_etc_contact

日本パラサイクリング連盟強化スタッフによるハラスメント・暴力を受けた方

指導者からのハラスメント・暴力行為等

6

一般社団法人

日本ゴールボール協会

（通報相談窓口）

http://www.jgba.jp/wp-content/uploads/2020/10/通報相談窓口利用案内.pdf

03-5849-3982 月火木金　9時～18時

chieko_matsumoto@jgba.or.jp

ー

ゴールボール協会正会員から暴力、ハラスメントを受けた方

スポーツの場における暴力行為を含む各種ハラスメント、その他の組織的または個人的な不当な行為等

8

一般社団法人日本パラ

サイクリング連盟

（暴力行為等通報窓口）

4

一般社団法人

日本車いすカーリング協会

（内部通報窓口）

https://jwh-curling.org/index/page/id/161/mid/221

ー ー

jwca.soumu@jwca-est-2017.org

http://www.curling.or.jp/sodan.html

協会の会員（未成年者の親権者を含む）、役員、委員、職員

協会の事業において法令・諸規則に違反した事実（詳細についてはHP記載の窓口の取扱範囲をご確認ください。）

10

一般社団法人

日本ろう者サッカー協会

（一般社団法人日本ろう者

サッカー協会 相談窓口）

https://jdfa.jp/contact/

ー ー

jdfa.secretariat@jdfa.jp

https://jdfa.jp/contact/

JDFA会員

聴覚障がい者（サッカー関連）

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

7

特定非営利活動法人

日本デフゴルフ協会

（日本デフゴルフ協会事務局）

http://japan.deaf-golf.net/index.php?id=199941958672496808704667085207020694187631

ー ー

NPOdeafgolf@gmail.com

ー

コーチなど指導者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

ー ー

9

特定非営利活動法人

日本知的障がい者

サッカー連盟

（コンプライアンス相談窓口）

ー

ー ー

ogino@jffid.com

ー

連盟登録選手、指導者、役員、主催大会役員、大会補助員、ボランティアスタッフ等、

連盟の活動に参加している全ての人

連盟に係る不正・違反行為及び暴力・ハラスメント問題等

5

一般社団法人

日本障害者カヌー協会

（日本障害者カヌー協会

暴力相談窓口）

https://www.jpcfweb.com/violence_etc_contact

か行

さ行

Mail 書面

MailTEL

MailTEL

Mail

問い合わせフォーム

Mail

問い合わせフォームMail
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相談窓口
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利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

jdja@jfd.or.jp

https://www.jfd.or.jp/jdja/contact

協会の会員、その親権者や代理人等のこれに準ずる者、および協会の役職員

協会の倫理規程等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案（詳細については協会Webサイトに記載）

14

一般社団法人

日本CPサッカー協会

http://jcpfa.jp/

16

一般社団法人

日本障がい者乗馬協会

https://jrad.jp

03-6229-5441 月～金　10時～16時

info@jrad.jp

https://jrad.jp/contact/

限定無し（今後は会員に限定）

11

ー ー

info@jcpfa.jp

http://jcpfa.jp/contact/

競技活動において、指導者などからの暴力・ハラスメントを受けた方

地域チーム、代表活動で指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline

ー 月～金　9時～17時

15

一般社団法人

日本ろう者柔道協会

（日ろ柔コンプライアンス

ホットライン）

ハラスメント・暴力行為・倫理規程違反（今後開示）

17

一般社団法人日本パラ水泳連盟

（暴力行為・

不正行為等相談窓口）

https://new.paraswim.jp/consult-2

078-855-6685 ー

jpsf-soudan@paraswim2.jp

ー

連盟登録会員及び加盟地域連盟の役職員及び関係者（選手及び指導者を含む）

連盟が認定する強化・育成指定選手及びその関係者

連盟主催及び共催する水泳競技大会の出場選手及びその関係者

※関係者とは親族・知人・所属するチーム等をいいます。

暴力、ハラスメント、ドーピング等薬物乱用

個人情報の不適切な取り扱い・名誉棄損

斡旋・強要

不正経理

社会規範に照らして不適切と認められる行為（反社会的勢力との関係等）

13

一般社団法人

日本ろう自転車競技協会

（コンプライアンス相談窓口）

https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view

03-4362-6066 ー

info@jdca.site

ー

協会所属会員でスポーツの場における暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど被害を受けた方

スポーツの場における暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントその他の組織又は個人的な不正行為等の早期

発見と是正、再発の防止に努めることを目的とする。

12

特定非営利活動法人

日本ブラインドサッカー協会

（公益財団法人日本障がい者

スポーツ協会の設置する窓口）

https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf

080-7801-6611 

（日本障がい者スポーツ協会

の相談窓口につながります）

平日（月曜日から金曜日）10時～12時　13時～17時

ー

ー

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会倫理規程第２条に定める者

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会倫理規程第4条に定められた行為

連盟の役職員および連盟に登録している者による身体的暴力、暴言、いじめ、ハラスメント等を受けた方

連盟の役職員および連盟に登録している者による暴力、暴言等（詳細については連盟倫理・懲戒規程第2条をご覧ください）

特定非営利活動法人

日本視覚障害者柔道連盟

（全日本柔道連盟コン

プライアンスホットライン）

https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/

ー ー

akahori@atarashibashi.com　　　n.yamada@yamada-ozaki.com

ー

書面 問い合わせフォーム

TEL

Mail Fax 書面

Mail 書面

Mail 書面

MailTEL 問い合わせフォーム

Mail Fax

15 

http://jcpfa.jp/
http://jcpfa.jp/
http://jcpfa.jp/
http://jcpfa.jp/
http://jcpfa.jp/
http://jcpfa.jp/
http://jcpfa.jp/contact/
http://jcpfa.jp/contact/
http://jcpfa.jp/contact/
http://jcpfa.jp/contact/
http://jcpfa.jp/contact/
http://jcpfa.jp/contact/
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/contact/
https://jrad.jp/contact/
https://jrad.jp/contact/
https://jrad.jp/contact/
https://jrad.jp/contact/
https://jrad.jp/contact/
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://www.jfd.or.jp/jdja/contact
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/rinri
http://jcpfa.jp/
https://jrad.jp/
https://jrad.jp/contact/
http://jcpfa.jp/contact/
https://www.jfd.or.jp/jdja/about/kitei/hotline
https://new.paraswim.jp/consult-2
https://drive.google.com/file/d/1lUuo5rJFXaCagytpzTdN1Wn0Z30UbZrP/view
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/soudan_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.jsad.or.jp/about/pdf/rinri_kitei.pdf
https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/1-22rinri-choukai-kitei_R2-10-22.pdf
https://www.judo.or.jp/aboutus/compliance/


HP

相談方法

相談窓口（FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)
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一般社団法人

日本肢体不自由者卓球協会

（協会事務局）

https://jptta.or.jp/

03-6229-5427 (TEL)

03-6229-5420 (FAX)
月～金　10時～19時

ー

日本障害者スポーツ射撃連盟役員・指導者による暴力・ハラスメントを受けた方

（HP掲載の利用要領をご確認ください。）

jptta-daihyou@outlook.jp

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等（HP掲載の利用要領をご確認ください。）

23

03-3627-8989 月～金　10時～17時

khc03073@nifty.com

ー

協会登録指導者による暴力・ハラスメントを受けた方

特定非営利活動法人

日本障害者セーリング協会

（日本障害者セーリング協会

事務局暴力相談窓口）

ー ー

 hotline@jps-ski.com

https://jps-ski.com/contact

日本障害者スキー連盟の全ての役職員および選手・スタッフ

日本障害者スキー連盟のコンプライアンス規程に反するすべての行為（暴力・ハラスメント行為を含む）

20

特定非営利活動法人

日本障害者スキー連盟

（日本障害者スキー連盟

ホットライン）

暴力・ハラスメントを受けた方

暴力、暴言、不合理な指導等（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。）

https://jps-ski.com/

https://www.riflesports.jp/member/for_member/

03-3270-7956(TEL)

03-3270-7950(FAX)
平日 午前9時～午後5時まで

tsuuhounichira@friend.ocn.ne.jp

22

特定非営利活動法人

日本障害者スポーツ射撃連盟

（日本ライフル射撃協会　

通報相談窓口）

19

一般社団法人

日本ろう者水泳協会

（コンプライアンス委員会

相談窓口）

http://www.deafswim.or.jp/

ー ー

今年度運用開始予定

今年度運用開始予定

一般社団法人日本ろう者水泳協会に登録している会員

暴力・パワーハラスメント、セクシュアル・ハラスメント等

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

rinri_tuho@japandeafski.jp

http://japandeafski.jp/contact/

違反内容に該当する事項を目撃、もしくは暴力・ハラスメントを受けた方

暴力、言葉や態度による人格の否定や嫌がらせ、セクハラ等

21

一般社団法人 

日本ろう者スキー協会

（協会事務局通報相談窓口）

http://parasport-sailing.jp/

http://japandeafski.jp/

18

一般社団法人

日本知的障害者水泳連盟

（暴力・不正行為等相談窓口）

https://jsfpid.com/

03-3615-5584 ー

ー

ー

連盟登録会員及び関係者（選手及び指導者を含む）

暴力、ハラスメント、ドーピング等薬物乱用等

（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください）

ー ー

た行

Fax

SNS 面会Mail 問い合わせフォーム

Mail 問い合わせフォーム

Mail 書面 問い合わせフォーム

MailTEL Fax

MailTEL

面会TEL Mail Fax 書面

16 
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045－263－6165 火～木　13時～16時

ー

https://www.ajta.or.jp/athletefirst/form/

全日本テコンドー協会公認資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。）

 （全般）mackoffice@legalagent.jp

（女性専用セクシャルハラスメント関連通報窓口）atsumi.harasawa@harasawa-law.com

指導者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

2021年度上期中の運用開始予定（運用開始に合わせて専用のアドレスを展開します。現在はインフォメーション

（info@deafjapan-tennis.com）窓口で対応しています。

協会会員資格を持つ方

指導者から選手、選手からスタッフ等への暴力（言動を含む）、ハラスメント行為

28

30

公益社団法人

日本トライアスロン連合（JTU)

（ＪＴＵ通報相談窓口）

https://www.jtu.or.jp/organization/committee/general-affairs/tsuhomadoguchi/

0267-78-3320 (TEL)

0267-78-3323 (FAX)

平日 10 時～18 時 

※時間外は留守番電話での対応。

ー

原則としてJTU倫理コンプライアンス規程第2 条各号に該当した者及び、その地位・役職でなくなってから２年を経過しない者

を対象とするが、トライアスロンの場における暴力行為を含むすべてのハラスメント行為、その他の組織的または個人的な不

当行為等を受けた方からの通報を受け付ける。

＊ＪＴＵ通報相談処理規程 第6 条 （相談窓口対応事項）参照

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

一般社団法人

日本車いすテニス協会

（JWTAハラスメント

相談窓口）

http://jwta.jp/cheating/

080-7801-6611 ー

26

一般社団法人

日本ろうあ者卓球協会

（スポーツにおける

不正行為、相談窓口）

http://www.jdtta.com/association/consultation_desk.php

ー ー

jdtta_soudan@jdtta.com

http://www.jdtta.com/association/consultation_desk_mail.php

27

一般社団法人

全日本テコンドー協会

（コンプライアンス相談窓口）

https://www.ajta.or.jp/athletefirst/compliance/

セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、人事上の疑義等（詳細はHPの相談窓口をご確認ください）

29

一般社団法人日本ろう者

テニス協会

（日本ろう者テニス協会

暴力相談窓口）

http://deafjapan-tennis.com/contact/index.html

ー ー

2021年度上期中の運用開始予定（運用開始に合わせて専用のアドレスを展開します。現在はインフォメーション

（info@deafjapan-tennis.com）窓口で対応しています。

ー

soudan@jwta.jp

http://jwta.jp/cheating/

JWTA関係者によるハラスメント行為を受けた方

31

25

一般社団法人

日本知的障がい者卓球連盟

（スポーツにおける暴力行為・

不正行為等相談窓口）

https://www.jsad.or.jp/consultation/index.html

080-7801-6611 (TEL) 

（日本障がい者スポーツ協会

の相談窓口につながります）

03-5641-1213 (FAX)

平日（月曜日から金曜日）10時～12時　13時～17時

ー

ー

連盟登録されている選手並びに保護者、指導者

指導者からの暴力もしくはパワハラ、連盟関係者からのパワハラ等

一般社団法人日本FID

バスケットボール連盟

（ハラスメント相談窓口）

http://www.jbf-fid.jp/harassment/

ー

ー

http://www.jbf-fid.jp/harassment/

連盟とその加盟団体関係者でハラスメントを受けた方（詳細はHPの相談窓口をご確認ください）

は行

TEL Fax

面会Mail 問い合わせフォーム

問い合わせフォームTEL

Mail 問い合わせフォーム

Mail 問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

問い合わせフォーム
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ー ー

compliance@jpbf.jp

ー

指導者や連盟関係者からの暴力・暴言・不条理な指導、ハラスメントを受けた方

指導者や連盟関係者からの暴力・暴言・不条理な指導、ハラスメント

35

一般社団法人

日本パラバレーボール協会

（日本パラバレーボール協会

相談窓口）

https://www.jsva.info/consultation/

090-8600-2612 火・水・木　11時～15時

ー

https://www.jsva.info/consultation/

日本パラバレーボール協会公認指導員保持者による暴力・ハラスメント等を受けた方

指導者からの暴力、暴言、ハラスメント等

info_jbad_2002@jbad.or.jp

サイトリニューアル中

https://jppf.jp/contact

パラ・パワーリフティング連盟公認資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

（詳細についてはHPに記載されている窓口の取扱範囲をご確認ください。）

33

一般社団法人日本障がい者

バドミントン連盟

（コンプライアンス相談窓口）

https://jpbf.jp/2021/04/09/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e7%9b%b8

%e8%ab%87%e7%aa%93%e5%8f%a3%e3%81%ae%e9%96%8b%e8%a8%ad/

37

特定非営利活動法人

日本パラ・

パワーリフティング連盟

（事務局）

https://jppf.jp/contact

03-6229-5423 月～金　11時～17時

34

一般社団法人

日本デフバドミントン協会

（一般社団法人日本デフ

バドミントン協会窓口）

サイトリニューアル中

ー ー

日本デフバドミントン協会公認資格保持者による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導、ハラスメント等

32

一般社団法人日本車いす

バスケットボール連盟

（コンプライアンス委員会）

https://jwbf.gr.jp/federation/consultationcounter.pdf

ー

https://jwbf.gr.jp/federation/consultationcounter.pdf

定款第５条に規定する正会員,登録選手及び登録スタッフの方

定款第１１条に規定するブロック,登録チーム,専門部,委員会及び事務局等の団体及びこれらに所属する方 

定款第２４条に規定する理事及び監事

代表チームのスタッフの方

https://jwbf.gr.jp/federation/consultationcounter.pdf

info@jppf.jp

ー

compliance@jwbf.gr.jp

38

一般社団法人日本デフ

ビーチバレーボール協会

（一般社団法人日本デフビーチ

バレーボール協会相談窓口）

http://deaflympics.jp/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%8

2%8f%e3%81%9b/

ー ー

dbva.secretariat@deaflympics.jp

http://deaflympics.jp/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%8

2%8f%e3%81%9b/

会員資格を持った選手（未成年の場合は、その保護者含む）

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

36

一般社団法人

日本デフバレーボール協会

（ハラスメント相談窓口）

http://www.jdva.jp/docs/jdva_violence_202104.pdf

ー ー

soudan-jdva@jdva.jp

ー

日本デフバレーボール協会強化スタッフによる暴力・ハラスメントを受けた方

強化スタッフからの暴力、暴言、不合理な指導等

Mail 問い合わせフォーム

Mail

Mail 書面 問い合わせフォーム

問い合わせフォームTEL

Mail

Mail 問い合わせフォームTEL

Mail 問い合わせフォーム
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相談対象となる行為
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相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

https://jaafd.org/violence_etc_contact

ー ー

ー

https://jaafd.org/violence_etc_contact

本連盟関係者（役員・職員及び各委員会委員）及び本連盟登録団体の役職員及びその関係者

（登録会員及び指導者を含む。）

スポーツの場における暴力行為を含むすべてのハラスメント行為、その他組織的又は個人的な不正行為等の早期発見、是正及

び再発防止

42

一般社団法人日本ボッチャ協会

（弁護士法人梅ヶ枝中央法律

事務所 大阪事務所）

https://japan-boccia.com/pdf/violence_support.pdf

06-6364-2764(TEL)

06-6311-1074(FAX)
月～金　10時～17時

ー

https://japan-boccia.com/association

本協会登録会員

本協会が認定する強化指定選手及びその関係者。なお、関係者とは親族・所属するチーム等を指す。

スポーツにおける暴力行為・不正行為等に関する相談等（詳細はHPをご確認ください。）

41

公益社団法人日本ボート協会

（コンプライアンス委員会

通報・相談窓口）

https://www.jara.or.jp/jara/accusation20171218.pdf

HP記載の内部通報制度の

概要を参照ください。
月～金　10時～18時

HP記載の内部通報制度の概要を参照ください。

ー

選手・ボート競技関係者

HP記載の内部通報制度の概要を参照ください。

一般社団法人日本車いすラグビー連盟登録者によるハラスメントを受けた方

車いすラグビー競技や組織運営におけるハラスメント

39

44

一般社団法人

日本車いすラグビー連盟

（ハラスメント相談窓口）

一般社団法人

全日本視覚障害者

ボウリング協会

（公益財団法人日本障がい者ス

ポーツ協会相談窓口）

https://www.bbcj.org/senshu.html

080-7801-6611 (TEL) 

（日本障がい者スポーツ協会

の相談窓口につながります）

03-5641-1213 (FAX)

平日（月曜日から金曜日）10時～12時　13時～17時

ー

ー

一般社団法人全日本視覚障害者ボウリング協会　選手・役員，関係者

暴力、ハラスメント、ドーピング等薬物乱/個人情報の不適切な取扱い・名誉毀損/斡旋・強要/不正経理/社会規範に照らして不

適切と認められる行動（反社会的勢力との関係等）

43

特定非営利活動法人

日本ブラインドマラソン

協会

（相談・苦情窓口）

https://jbma.or.jp/

090-4014-3229 火・木・金　10時～17時

ー

ー

日本ブラインドマラソン協会会員およびその関係者

日本ブラインドマラソン協会「倫理に関するガイドライン」にかかわる事項

45

一般社団法人

日本パラ陸上競技連盟

（暴力行為等相談窓口）

ー ー

40

一般社団法人

日本ろう者ボウリング協会

https://www.jdba.info/form.html

ー ー

info@jdba.info

https://www.jdba.info/form.html

会員および関係者

指導者等からのハラスメント・暴力行為等

compliance＠jwrf.jp

ー

https://jwrf.jp/

ま行

ら行

TEL Fax

Mail 問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

面会TEL Fax

TEL

Mail

問い合わせフォーム
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HP

相談方法

相談窓口（FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL/FAX） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

HP

相談方法

相談窓口（TEL） 対応時間

相談窓口(メール)

相談窓口

(問い合わせフォーム)

利用対象者

相談対象となる行為

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html
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認定NPO法人

ローンボウルズ日本

（BJ暴力相談窓口/児島久雄）

https://www.bowls.jp/

090-3056-7325 月～金　10時～17時

ptk90018futaba@hi-net.zaq.ne.jp

ー

指導者等による暴力・ハラスメントを受けた方

指導者からの暴力、暴言、不合理な指導等

47

一般社団法人

日本デフ陸上競技協会

（スポーツに於ける

不正行為、相談窓口）

http://www.j-daa.or.jp/jdaa/contact

045-620-9465 (TEL)

045-620-9475 (FAX)
ー

office@j-daa.or.jp

外部通報窓口(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の相談窓口）https://www.jsad.or.jp/consultation/index.html

日本デフ陸上競技協会登録者、その他関係者から暴力、暴言、ハラスメントなどを含めた不正行為を受けた方

スポーツにおける暴力、暴言、ハラスメントなどを含めた不正行為について、相談窓口を設置。詳細はホームページに掲載し

ています。
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特定非営利活動法人

日本知的障がい者陸上競技連盟

（インテグリティ相談窓口）

https://d242d82e-de0a-4424-a52c-687c2f8cb250.filesusr.com/ugd/567d89_a8f7603f96784801b0a97e2a3cc31da6.pdf

0475-82-0179 ー

jidaf_sodan_2020@yahoo.co.jp

https://d242d82e-de0a-4424-a52c-687c2f8cb250.filesusr.com/ugd/567d89_a8f7603f96784801b0a97e2a3cc31da6.pdf

当連盟登録者

スポーツ現場における暴力行為、不正行為、ハラスメント等の相談

内部通報窓口：http://www.j-daa.or.jp/jdaa/about

法務省 人権相談窓口

みんなの人権110番 （全国共通人権相談ダイヤル）0570-003-110

子どもの人権110番 0120-007-110（通話料無料）

※上記各相談窓口の受付時間：平日8時30分～17時15分

文部科学省 24時間子供SOSダイヤル

24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310（通話料無料）

24時間子供SOSダイヤルとは、子供たちが全国どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでもいじめやその

他のSOSを相談することができる窓口です。

ホームページ

法務省の人権擁護機関では、暴力やハラスメント等、様々な人権問題について、相談（人権相談）

を受け付けています。また、メールでも受け付けています。（https://www.jinken.go.jp/）

ホームページ

3. 法務省 人権相談窓口 / 文部科学省 ２４時間子供SOSダイヤル

Fax 問い合わせフォーム

面会TEL Mail Fax 書面

TEL Mail
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