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令和４年度ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト（パラリンピック競技） 

個人情報の共同利用 
 

 

令和４年度ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト（パラリンピック競技）において、公益財団法人日

本パラスポーツ協会（以下「本協会」といいます。）、本プロジェクト委託元である独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター（以下「JSC」といいます。）及び日本パラリンピック委員会（JPC）加盟競技団体のうち

北京２０２２大会・パリ 2024 大会におけるパラリンピック実施競技団体等の関係団体（以下「関係団

体」といいます。）は、応募者の個人情報（「第 1 ステージ：応募/エントリー」、「第２ステージ：基礎測定会

/専門測定会」及び「第 3 ステージ：検証プログラム」までに追加で取得した情報も含みます。）を法令等

に従い適切に管理するものとし、以下に掲げる利用目的等の範囲内で共同利用します。 

 

1 共同利用される個人データの項目 

（1） 「第 1 ステージ：応募/エントリー」、「第 2 ステージ：基礎測定会/専門測定会」及び「第 3 ステー

ジ：検証プログラム」共通で共同利用される個人データの項目 

① 基礎情報 ：氏名、氏名ヨミガナ、性別、生年月日、居住都道府県、所属先、挑戦したい競

技 

② 障がいの情報 ：障がい手帳の有無、療育手帳の有無、障がい名、障がい等級、受障要因、受

障年齢、介助者の有無 

③ スポーツ歴 ：競技団体登録の有無、クラス分けの有無、対象のクラス、受障前のスポーツ

歴、受障後のスポーツ歴、参加基準の確認ができる大会成績や記録（※知的

障がい者のみ） 

④ 動画及び ：応募/エントリー時に応募者から任意で投稿された自己 PR動画並びに選考 

測定データ    のために本協会から応募者に追加で提出を求めた動画及び測定データ 

 

 

（2） 「第 2ステージ：基礎測定会」でのみ共同利用される個人データの項目 

① 測定結果 ：基礎測定会の測定データ及び測定時の記録映像 

② 選考結果 ：基礎測定会の選考結果、選考通過者（以下「専門測定会進出対象者」といい

ます。）の連絡先（電話番号及び E メールアドレス。選考通過者に親権者等が

いる場合には親権者等の連絡先も含みます。「親権者等」とは、専門測定会

進出対象者が令和4(2022)年 4月 1日現在満 18歳未満の場合は親権者

又は未成年後見人、成年の知的障がい者の場合には、保護者代理人（代理

権を付与された任意後見人を含みます。）又は成年後見人をいいます。）、専

門測定会進出対象者の居住市区町村 

③ その他 ：基礎測定会選考通過者の専門測定会への参加意向の有無 

 

（3） 「第 2ステージ：専門測定会」及び「第 3ステージ：検証プログラム」でのみ共同利用される個人デ

ータの項目 

① 測定結果 ：基礎測定会及び専門測定会の測定データ並びに測定時の記録映像 

② 選考結果 ：基礎測定会及び専門測定会の選考結果、専門測定会選考通過者（以下「検

証プログラム進出対象者」といいます。）の連絡先（電話番号及び E メールア

ドレス。選考通過者に親権者等がいる場合には親権者等の連絡先も含みま

す。「親権者等」とは、選考通過者が令和4(2022)年 4月 1日現在満 18歳

未満の場合は親権者又は未成年後見人、成年の知的障がい者の場合には、

保護者代理人（代理権を付与された任意後見人を含みます。）又は成年後見

人をいいます。）並びに検証プログラム進出対象者の居住市区町村 

③ その他 ：検証プログラム進出対象者の検証プログラムへの参加意向の有無、医師に

よる専門測定会進出対象者の診察結果（診断書）（※視覚障がい者のみ） 

 

  



 

2 共同利用する者の範囲 

① 本協会 

② JSC 

③ 関係団体一覧 

※個人情報を共同利用する者については現在調整を進めており、一覧については随時更新され

ます。応募者が参加する基礎測定会の開催前日までには確定し、最終版を掲載します。 

※個人情報を共同利用する者一覧の最終版については、応募者が参加する各基礎測定会会場

において、紙媒体で配付します。 

 

 

3 共同利用する者の利用目的 

① 基礎測定会への参加を、応募者及び親権者等に対して案内するため。 

② 基礎測定会の測定結果を基に、専門測定会進出対象者を選考し、応募者及び親権者等に対して

選考結果を通知するため。 

③ 専門測定会進出対象者の、専門測定会への参加意向を確認するため。 

④ 専門測定会への参加を、専門測定会への参加意向を有する者及び親権者等に対して案内するた

め。 

⑤ 専門測定会の測定結果を基に、検証プログラム進出対象者を選考し、応募者及び親権者等に対

して選考結果を通知するため。 

⑥ 検証プログラム進出対象者の、検証プログラムへの参加意向を確認するため。 

⑦ 検証プログラム進出対象者の検証プログラムへの参加意向及び医師による専門測定会進出対象

者の診察結果（診断書）（※視覚障がい者のみ）を基に、検証プログラム参加者を確定し、検証プロ

グラムへの参加意向を有する検証プログラム進出対象者及び親権者等に対して通知するため。 

⑧ 上記の①～⑦以外で、本プロジェクトの運営及び管理に必要な手続きに活用するため。 

⑨ 本プロジェクト以外の活動において、専門測定会進出対象者の、居住地近隣におけるパラスポー

ツ参加機会の創出及び競技力向上に資するよう、専門測定会進出対象者及び親権者等に対して、

居住地近隣におけるパラスポーツ実施可能な施設、指導者、スタッフ等の必要な情報を提供するた

め。 

⑩ 本協会又は JSC からのアンケート協力依頼やイベント参加案内等を、応募者及び親権者等に対

して連絡するため。 

⑪ 国際競技力向上に資する次の各号の事項を実施するため。 

1） スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備 

2) スポーツ医・科学、技術開発、情報等による多面的で高度な支援 

3) 優秀なスポーツ選手の発掘及び育成 

4) スポーツ指導者の養成 

5) スポーツに関する科学的研究の推進 

6) その他前各号に準ずるか、これに密接に関連する事項 

⑫ その他前各項の目的に準ずるか、これに密接に関連する目的のため。 

 

※ なお、上記の共同利用する者は、上記の目的のために、スポーツ庁に対し、共同利用された個人

データを提供する場合があります。 

 

4 共同利用される個人データの管理について責任を有する者 

本協会、JSC及び「関係団体一覧」の各団体個人情報管理責任者 

  



 

更新日：令和 4年 12月 9日 

【個人情報を共同利用する者】 

◆日本パラリンピック委員会（JPC）加盟競技団体のうち 

北京 2022大会・パリ 2024大会におけるパラリンピック実施競技団体 

競技団体名 競技名 

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 5人制サッカー 

一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟 アーチェリー 

一般社団法人日本障害者カヌー協会 カヌー（スプリント） 

一般社団法人日本車いすテニス協会 車いすテニス 

一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 車いすバスケットボール 

特定非営利活動法人日本パラフェンシング協会 車いすフェンシング 

一般社団法人日本車いすラグビー連盟 車いすラグビー 

一般社団法人日本ゴールボール協会 ゴールボール 

一般社団法人日本パラバレーボール協会 シッティングバレーボール 

一般社団法人日本パラサイクリング連盟 自転車競技 

特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟 射撃 

特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟 柔道 

一般社団法人日本パラ水泳連盟 
水泳 

一般社団法人日本知的障害者水泳連盟 

一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会 
卓球 

一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟 

一般社団法人全日本テコンドー協会 テコンドー 

公益社団法人日本トライアスロン連合 トライアスロン 

一般社団法人日本障がい者乗馬協会 馬術 

一般社団法人日本パラバドミントン連盟 バドミントン 

特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティング連盟 パワーリフティング 

公益社団法人日本ボート協会 ボート 

一般社団法人日本ボッチャ協会 ボッチャ 

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 

陸上競技 特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 

特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

アルペンスキー 

スノーボード 

クロスカントリースキー 

バイアスロン 

一般社団法人日本パラアイスホッケー協会 アイスホッケー 

一般社団法人日本車いすカーリング協会 車いすカーリング 



 

◆基礎測定会開催ブロック別関係団体 

 

＜中部・東海ブロック＞ 

団体名 

岐阜県 

岐阜県教育委員会 

公益財団法人岐阜県スポーツ協会 

岐阜県特別支援学校長会 

岐阜県特別支援学校体育連盟 

一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会 

公益社団法人岐阜県理学療法士会 

岐阜県障害者スポーツ指導者協議会 

三重県障がい者スポーツ協会 

公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会 

愛知県社会福祉協議会 福祉生きがいセンター 障害者福祉・スポーツ部 

名古屋市障害者スポーツ協会 

 

＜北海道ブロック＞ 

団体名 

北海道 

一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会 

公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会 

一般財団法人札幌市スポーツ協会 

北海道障がい者スポーツ指導者協議会 

 

＜中国ブロック＞ 

団体名 

公益社団法人山口県障害者スポーツ協会 

一般社団法人広島県障害者スポーツ協会 

一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会 

公益財団法人島根県障害者スポーツ協会 

岡山県障害者スポーツ協会 

障がい者スポーツ指導者協議会中四国ブロック 

 

＜四国ブロック＞ 

団体名 

香川県 

香川県教育委員会 

香川県障害者スポーツ協会 

香川県障がい者スポーツ指導者協議会 

一般社団法人香川県理学療法士会 

社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団 

徳島県障がい者スポーツ協会 



 

愛媛県障がい者スポーツ協会 

社会福祉法人高知県社会福祉協議会高知県立障害者スポーツセンター 

障がい者スポーツ指導者協議会中四国ブロック 

 

＜関東ブロック①＞ 

団体名 

東京都 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 

東京都障害者スポーツ指導者協議会 

社会福祉法人山梨県障害者福祉協会 

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会 

特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会 

一般社団法人千葉県障がい者スポーツ協会 

茨城県障害者スポーツ・文化協会 

一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会 

一般社団法人神奈川県障がい者スポーツ協会 

川崎市障害者スポーツ協会 

 

＜北信越ブロック＞ 

団体名 

長野県 

公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会 

長野県障がい者スポーツ指導者協議会 

新潟県障害者スポーツ協会 

富山県障害者スポーツ協会 

石川県障害者スポーツ協会 

しあわせ福井スポーツ協会 

新潟県障がい者スポーツ指導者協議会 

富山県障がい者スポーツ指導者協議会 

石川県障がい者スポーツ指導者協議会 

福井県障がい者スポーツ指導者協議会 

新潟県新潟県障害者交流センター（新潟ふれ愛プラザ） 

長野県障がい者福祉センター（サンアップル） 

 
 

＜近畿ブロック＞ 

団体名 

社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 

一般社団法人滋賀県障害者スポーツ協会 

一般社団法人京都障害者スポーツ振興会 

大阪府障がい者スポーツ協会 

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会 

奈良県障害者スポーツ協会 



 

和歌山県障害者スポーツ協会 

滋賀県障がい者スポーツ指導者協議会 

京都障害者スポーツ指導者協議会 

大阪障がい者スポーツ指導者協議会 

ひょうご障害者スポーツ指導者協議会 

奈良県障害者スポーツ指導者協議会 

和歌山県障害者スポーツ指導者協議会 

京都市障害者スポーツセンター 

大阪市長居障がい者スポーツセンター 

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター（アミティ舞洲） 

神戸市立市民福祉スポーツセンター 

西宮市総合福祉センター 

大阪府立障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪） 

堺市立健康福祉プラザ 

 

＜関東ブロック②＞ 

団体名 

埼玉県 

公益社団法人埼玉県理学療法士会 

埼玉県総合リハビリテーションセンター 

茨城県障害者スポーツ・文化協会 

特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会 

一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会 

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会 

一般社団法人千葉県障がい者スポーツ協会 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 

公益財団法人神奈川県身体障害者連合会 

川崎市障害者スポーツ協会 

茨城県障がい者スポーツ指導者協議会 

栃木県障がい者スポーツ指導者協議会 

群馬県障がい者スポーツ指導者協議会 

埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会 

東京都障害者スポーツ指導者協議会 

神奈川県障がい者スポーツ指導者協議会 

横浜市障がい者スポーツ指導者協議会 

川崎市障がい者スポーツ指導者協議会 

山梨県障がい者スポーツ指導者協議会 

東京都障害者総合スポーツセンター 

東京都多摩障害者スポーツセンター 

群馬県立ふれあいスポーツプラザ 

群馬県立ゆうあいピック記念温水プール 

埼玉県障害者交流センター 



 

障害者スポーツ文化センター（横浜ラポール） 

 
＜東北ブロック＞ 

団体名 

岩手県 

岩手県教育委員会 

公益財団法人岩手県体育協会 

一般社団法人岩手県理学療法士会 

一般社団法人岩手県作業療法士会 

岩手県特別支援学校連絡協議会 

特定非営利活動法人青森県障害者スポーツ協会 

一般社団法人岩手県障害者スポーツ協会 

一般社団法人宮城県障害者スポーツ協会 

一般社団法人秋田県障害者スポーツ協会 

山形県障がい者スポーツ協会 

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会 

青森県障害者スポーツ指導員会 

岩手県障がい者スポーツ指導者協議会 

宮城県障害者スポーツ指導者協議会 

仙台市障害者スポーツ指導者協議会 

秋田県障がい者スポーツ指導者協議会 

山形県障害者スポーツ指導者協議会 

福島県障がい者スポーツ指導者協議会 

ふれあいランド岩手 

 

＜九州ブロック＞ 

団体名 

福岡県 

一般社団法人福岡県障がい者スポーツ協会 

一般社団法人佐賀県障がい者スポーツ協会 

一般社団法人長崎県障害者スポーツ協会 

熊本県障害者スポーツ・文化協会 

大分県障がい者スポーツ協会 

鹿児島県障害者スポーツ協会 

特定非営利活動法人沖縄県障がい者スポーツ協会 

北九州市障害者スポーツ協会 

福岡市障がい者スポーツ協会 

福岡障害者スポーツ指導者協議会 

佐賀県障がい者スポーツ指導者協議会 

長崎県障がい者スポーツ指導者協議会 

熊本障がい者スポーツ指導者協議会 

大分県障害者スポーツ指導者協議会 



 

宮崎県障がい者スポーツ指導者協議会 

鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会 

沖縄県障害者スポーツ指導者協議会 

北九州市障害者スポーツセンター アレアス 

下関市障害者スポーツセンター 

 
 

※個人情報を共同利用する者については現在調整を進めており、一覧については随時更新されま

す。応募者が参加する基礎測定会の開催前日までには確定し、最終版を掲載します。 

※個人情報を共同利用する者一覧の最終版については、応募者が参加する各基礎測定会会場に

おいて、紙媒体で配付します。 

 

 


