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特集

障害者スポーツをめぐる近年の動向

2013（平成 25）年９月にアルゼンチンのブエノスアイレスで開催されたＩＯＣ（国際オリンピッ
ク委員会）の総会において、2020 年の夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の開催地が
東京に決定したのは、記憶に新しいところです。
過去に遡ると、「パラリンピック」という言葉が初めて使われたのは 1964（昭和 39）年に東京
で開催された「国際身体障害者スポーツ大会」からでした。（その後、同大会は第２回パラリン
ピックに位置付けられます。）そして、2020 年の東京パラリンピック競技大会の開催により、東
京は史上初めて夏季のパラリンピック競技大会が同一都市で２回開催される都市となります。
一方で、近年、スポーツの捉え方は変化しています。2011（平成 23）年に制定された「スポ
ーツ基本法」では、スポーツは「世界共通の人類の文化」であり、「スポーツを通じて幸福で豊
かな生活を営むことは、全ての人々の権利」であるとしています。そのことは、スポーツが一部
の健常者が取り組むものではなく、年齢や性別、そして障害の有無に関わらず、全ての人々
が様々な目的で行うものであることを意味しています。
また、同法の基本理念において、「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを
行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければなら
ない。」とし、政府はスポーツを通じた障害者への理解促進やスポーツ人口の拡大による活力
ある社会づくりに取り組むこととしております。
そのために、2012（平成 24）年に策定された「スポーツ基本計画」では、成人の週１回以上
のスポーツ実施率 65％程度（障害者は 40％程度）を目標に掲げています。しかし、実際には
51.5％（障害者は 20.8％）（P2 参照）と目標には届いていないのが現状です。健常者と比較し
て、障害者スポーツの普及には、個々の障害者の身体的・社会的な状況が多様であることか
ら、競技レベルや地域に応じたきめ細やかな取組が必要となります。
そうした状況から、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まで２年を切った
今こそ、機運の高まりを好機と捉え、スポーツを行う環境整備や障害者スポーツに対する関心
を高めていくことが、障害者スポーツの普及促進にとって重要となると考えます。
本稿では、主に①障害者スポーツのこれまでの歴史と現況、②国と横浜市における障害者
スポーツの位置付けの二つから、障害者スポーツをめぐる最近の動向を体系的にまとめまし
た（第１部～第３部）。最後に、第４部で障害者スポーツの普及促進を図るうえで参考となる他
都市の事例についてご紹介します。

＜「障がい」の表記について＞
参考とした文献において「障がい」と表記しているものや固有名詞については、そのまま使用していま
す。
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１ 障害者スポーツの現況
第１部では、冒頭で障害者のスポーツ実施状況について、国の調査研究報告書からご紹
介します。次に、障害者スポーツの歴史と国内における障害者スポーツの展開についてご紹
介します。

１

障害者のスポーツ実施状況
スポーツ庁「障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究報告書 （平成 30 年３月）」
から抜粋

ア 障害者のスポーツ実施率（表１）
過去１年間にスポーツ・レクリエーションを行った日数について、７～19 歳では、「週に３日
以上」が 13.2％、「週に１～２日」が 16.4％と、週１日以上の実施者が 29.6％であるのに対して、
「行っていない」が約４割となっています。成人では、「週に３日以上」と「週に１～２日」を合わ
せた週１日以上の実施者が 20.8％、「行っていない」が約６割を占めています。スポーツ庁が
全国の 18 歳以上を対象に実施している「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（平成
29 年度）では、週１日以上の実施者は 51.5％となっており、障害者のスポーツ実施頻度が低
いことが分かります。

表１ 過去１年間にスポーツ・レクリエーションを行った日数

出典：スポーツ庁 障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究報告書 （平成 30 年３月） P20
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/detail/1386703.htm
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イ スポーツを実施する目的（表２）
スポーツ・レクリエーションを実施する主な目的については、「健康の維持・増進のため」
（41.6％）が最も多く、次いで「気分転換・ストレス解消のため」（19.7％）、「楽しみのため」
（11.2％）となっています。

表２ スポーツ・レクリエーションを実施する主な目的

出典：スポーツ庁 障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究報告書 （平成 30 年３月） P34
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/detail/1386703.htm
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ウ スポーツ・レクリエーションの実施の障壁（表３）
スポーツ・レクリエーションの実施において障壁となっているものについて尋ねたところ、
「特にない」が 37.7％となりました。障壁があると回答した中では、「金銭的な余裕がない」
（21.5％）が最も多く、次いで「体力がない」（20.9％）、「時間がない」（14.2％）、「交通手段・移
動手段がない」（9.4％）、「仲間がいない」（8.8％）となっています。

表３ スポーツ・レクリエーションの実施の障壁

出典：スポーツ庁 障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究報告書 （平成 30 年３月） P45
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/detail/1386703.htm
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２

障害者スポーツとパラリンピックの歴史

（１） 国際競技大会（国際ストーク・マンデビル大会）
第二次世界大戦後、多くの国々で、戦争で障害を負った軍人たちのリハビリテーションの
補助的な方法としてスポーツが広がっていきました。
この身体障害者のスポーツ黎明期に大きく貢献したのが、イギリスのロンドン郊外にあっ
たストーク・マンデビル病院でした。病院の脊髄損傷科科長であったルードウィッヒ・グッドマ
ン博士は、「手術よりスポーツを」の方針を掲げ、スポーツを治療に取り入れる方法を用いま
した。そして、グッドマン博士は、1948 年７月 29 日のロンドンオリンピック開会式の日に、病院
の車いす患者によるアーチェリー大会を開催しました。この大会は、その後毎年開催され、
1952 年にはオランダの参加を得て国際競技大会へと発展し、これが「第１回国際ストーク・マ
ンデビル大会」となりました。
その後、1960 年にオリンピック開催地のローマで開催された国際ストーク・マンデビル大会
が第１回パラリンピックと定められ、今日に引き継がれています。

（２） 東京 1964 パラリンピック
1963（昭和 38）年に、肢体不自由者を含む実質的な国内最初の障害者スポーツ関連組織
として、国際身体障害者スポーツ大会運営委員会が組織されました。
翌年の 1964（昭和 39）年に東京で開催された国際身体障害者スポーツ大会は、第１部で
は脊髄損傷で車いすを使用する選手を対象とした「第 13 回国際ストーク・マンデビル競技大
会（国際ストーク・マンデビル競技委員会と国際身体障害者スポーツ大会運営委員会の共
催）」を、第２部では全ての身体障害者を対象とした国内大会（国際身体障害者スポーツ大
会運営委員会主催）として開催されました。
この「第 13 回国際ストーク・マンデビル競技大会」は、オリンピック開催年にオリンピック開
催都市で開かれ、同大会において「パラリンピック」という語が初めて使用されました。（当時
は対（つい）麻痺者を意味する「パラプレジア」と「オリンピック」の合成語でした。）
同大会は、1989 年の国際パラリンピック委員会創設後、「第２回パラリンピック」に位置付
けられました。
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（３） パラリンピック競技大会
1976 年にスウェーデンのエンシェルツヴィークで第１回冬季パラリンピック大会が開催され、
1989 年には、国際パラリンピック委員会（International Paralympic Committee：IPC）が設立さ
れました。
その後、2000 年に国際オリンピック委員会（International Olympic Committee：IOC）と IPC
の間で、オリンピック開催後に引き続きパラリンピックを行うことが正式に合意されました。競
技大会の名称も、ギリシャ語の Para（沿う、並行）と Olympic（オリンピック）を基に、「オリンピ
ックと並行開催される大会」という意味で「Parallel Games to the Olympics（パラリンピック）」と
いう公式名称も定められました。現在、パラリンピック競技大会は、オリンピック競技大会の
直後に当該開催地で行われる障害者スポーツの最高峰の大会となっています。
そして、2013（平成 25）年の IOC 総会において、2020 年オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催都市が東京に決定し、東京は夏季のパラリンピック競技大会が同一都市で２回開
催される史上初の都市となりました。

コラム 国際パラリンピック委員会（IPC）

赤

●正式名称 International Paralympic Committee
●加盟国数 176 カ国・地域（2018 年１月現在）
●事務局

ドイツ（ボン）

●シンボルマーク

青

緑

このシンボルマークは「スリーアギトス」と呼ばれています。「アギト」とは、ラテン語で「私は
動く」という意味で、困難なことがあってもあきらめずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアン
を表現しています。赤・青・緑の三色は、世界の国旗で最も多く使用されている色ということで
選ばれました。
出典：日本パラリンピック委員会ウェブサイト

コラム その他の国際障害者スポーツ大会
●デフリンピック競技大会
４年に一度行われる聴覚に障害のある人の国際スポーツ世界大会であり、夏季大会は
1924 年、冬季大会は 1949 年にそれぞれ第１回として開催されている。2017 年にトルコのサ
ムスンで夏季大会が開催され、2019 年 12 月にはイタリアのヴァルテッリーナ地方で冬季大
会が開催される予定である。
●スペシャルオリンピックス世界大会
４年に一度行われる知的障害のある人の国際スポーツ大会であり、夏季大会と冬季大会
が開催されている。スペシャルオリンピックスは、順位は決定されるものの、最後まで競技を
やり遂げた選手全員が表彰されるという特徴がある大会である。夏季大会は 1968 年、冬季
大会は 1977 年にそれぞれ第１回として開催されており、2019 年３月にはアラブ首長国連邦
のアブダビで第 15 回夏季大会が開催される予定である。
出典：平成 29 年度 文部科学白書
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３

国内における障害者スポーツの展開

（１） 障害者スポーツ団体
ア 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
1964（昭和 39）年に開催された東京パラリンピックの大会運営委員会の解散を契機に、我
が国の身体障害者スポーツの普及・振興を図る統括組織として、1965（昭和 40）年に「財団
法人日本身体障害者スポーツ協会」が設立されました。
財団法人日本身体障害者スポーツ協会は、1999（平成 11）年に、協会の寄付行為を改正
して「財団法人日本障害者スポーツ協会」に組織名称が改称され、身体・知的・精神の三障
害を取り扱うことになりました。また、協会内部に日本パラリンピック委員会を設置しました。
2011（平成 23）年には、内閣府認定のもと「公益財団法人」として設立登記され、2014（平
成 26）年には「障害」の表記を改め、「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に名称変
更しています。

イ 都道府県・指定都市障害者スポーツ協会
1973（昭和 48）年、厚生省社会局厚生課長通知「身体障害者スポーツの振興等について」
等により、各都道府県・指定都市単位の障害者スポーツ協会などの設立が進みました※１。
その後、各県におけるスポーツの振興や交流の場として、1990（平成２）年に「身体障害者
スポーツ協会連絡協議会」が発足し、1999（平成 11）年には、日本身体障害者スポーツ協会
の寄付行為改正に伴い、「障害者スポーツ協会協議会（現・障がい者スポーツ協会協議会）」
として協会組織に位置付けられています。
※１ 政令市のうち、札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、
福岡市の 10 市には障害者スポーツ協会が設立されている。（平成 30 年 11 月 30 日現在 （公財）日本
障がい者スポーツ協会ウェブサイトより）

ウ 障害者スポーツ競技団体
我が国でいち早く設立された競技団体は、1963（昭和 38）年の日本ろうあ体育協会（現・一
般社団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会）でした。
個別の競技団体としては、1967（昭和 42）年に車いすバスケットボールのクラブチームが
結成されました。1973（昭和 48）年には日本身体障害者スキー協会が、1975（昭和 50）年に
は日本車いすバスケットボール連盟がそれぞれ設立されるなど、各種目で競技団体形成が
進みました。
その後、1989（平成元）年に「種目別競技団体協議会」が発足し、1999（平成 11）年には、
日本身体障害者スポーツ協会の寄付行為改正に伴い、「障害者スポーツ競技団体協議会
（現・障がい者スポーツ競技団体協議会）」として協会組織に位置付けられています。
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コラム 日本障がい者スポーツ協会（JPSA）
●シンボルマーク
シンボルマークは、パラリンピック東京大会の時に制定され
たもので、五つの輪は、車いすと世界の人々をつなぐ輪（和）、
中心の星は希望、その配列は V 字（ビクトリー）で人生を克服
する勝利、白鳩は愛を表している。
●コミュニケーションマーク
コミュニケーションマークは火の鳥の羽をモチーフにしてお
り、マークの赤は未来へ飛翔するアスリートたちの心の中に燃
える炎をイメージしてデザインしている。日本の障がい者スポ
ーツの 10 年後、20 年後、そしてその先の未来を見据えてシン
ボルマークに加えて新たな想いを形にした。
出典：（公財）日本障がい者スポーツ協会ウェブサイト

（２） 全国障害者スポーツ大会
1964（昭和 39）年の東京パラリンピックの開催後、全国的な競技大会として、1965（昭和 40）
年から毎年、全国身体障害者スポーツ大会が国民体育大会後に開催されていました。
2001（平成 13）年から、それぞれ別々に開催されていた身体障害者と知的障害者の全国
スポーツ大会が統合され、2008（平成 20）年には、精神障害者のバレーボール競技が正式
種目に加わり、身体・知的・精神障害者が参加する大会となっています。
同大会は、障害のある選手が、競技等を通じ、スポーツの楽しさ体験するとともに、国民の
障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加の推進に寄与すること目的として、国
民体育大会の直後に、当該開催都道府県で行われています。

第 18 回 全国障害者スポーツ大会 福井しあわせ元気大会 2018 開会式
出典：大会ウェブサイト
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全国障害者スポーツ大会（概要）
障害のある選手が、障害者スポーツの全国的な祭典であるこの大会に参加
開催趣旨

し、競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対す
る理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的とする

主催者

（公財）日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、大会開催地の都道府県・
指定都市及び市町村並びにその他の関係団体

開催地及

国民体育大会本大会開催地の都道府県において、原則として国民体育大会

び期間

本大会の直後に３日間で開催
個人競技（６競技）
陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球（サウンドテーブルテニス含む）、

競技種目

フライングディスク、ボウリング

（正式種目） 団体競技（７競技）
バスケットボール、車いすバスケットボール、ソフトボール、
フットベースボール、グランドソフトボール、バレーボール、サッカー
開催地及
び開催予
定地

開催年

回数

開催地

開催日

平成 30 年

第 18 回

福井県

平成 30 年 10 月 13 日（土）～15 日（月）

平成 31 年

第 19 回

茨城県

平成 31 年 10 月 12 日（土）～14 日（月）

平成 32 年

第 20 回

鹿児島県

平成 32 年 10 月 24 日（土）～26 日（月）
出典：スポーツ庁資料を基に筆者作成

コラム 全国障害者スポーツ大会
●シンボルマーク
21 世紀の「21」をモチーフに、障がい者の「走る」「飛ぶ」「泳ぐ」
姿をデザインしています。４つのカラーは、北海道→青（海）、本州
→緑（大地）、四国→黄（光）、九州・沖縄→赤（太陽）を表し、全国
の障がい者スポーツの交流の場として、人と人との交流、地域と
の連帯を深める「全国障害者スポーツ大会」の未来への飛躍をシ
ンボライズしています。
出典：第 18 回全国障害者スポーツ大会ウェブサイト

（３） 障害者スポーツセンター
1974（昭和 49）年に、障害者スポーツの普及促進の拠点となる障害者スポーツセンターの
第一号である大阪市障害者スポーツセンター（現・大阪市長居障がい者スポーツセンター）
が設置されました。その後、全国に障害者スポーツセンターの設置が進み、2018（平成 30）
年 12 月現在、全国に 141 施設※２が設置されています（笹川スポーツ財団調べ）。
なお、各施設における運営上の諸問題等に関する意見交換や交流の場として、1984（昭
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和 59）年に「身体障害者スポーツセンター協議会（現・障がい者スポーツセンター協議会）」が
発足しており、2018（平成 30）年１月現在 26 施設が加盟しています。
※２ 障害者の運動・スポーツ活動のために、専用で利用、あるいは優先的に利用できる施設（障害者専
用・優先スポーツ施設）を調査。（笹川スポーツ財団 障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究
2018 より）
＜調査対象＞
①身体障害者福祉センター（A 型） ②旧 勤労身体障害者体育施設 ③旧 勤労身体障害者教
養文化体育施設（サン・アビリティーズ） ④身体障害者福祉センター（B 型） ⑤都道府県及び政
令指定都市リハビリテーションセンター ⑥障害者更生センター

障がい者スポーツセンター協議会に加盟している障害者スポーツセンター
（平成 30 年１月現在）
№

開館
年

名称

№

開館
年

名称

1

1974

大阪市長居障がい者スポーツセ

14

1991

群馬県立ふれあいスポーツプ
ラザ

ンター

2

1978

下関市障害者スポーツセンター

15

1992

障害者スポーツ文化センター
横浜ラポール

3

1981

名古屋市障害者スポーツセンター 16

1994

ふれあいランド岩手

4

1983

広島市心身障害者福祉センター

17

1994

5

1984

福岡市立障がい者スポーツセン

18

1996

19

1996

オージースポーツ神戸福祉ス
ポーツセンター
広島県立障害者リハビリテーショ
ンセンタースポーツ交流センター
高知県立障害者スポーツセン
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）
新潟県障害者交流センター（新
潟ふれ愛プラザ）
群馬県立ゆうあいピック記念温
水プール
長野県障がい者福祉センター
（サンアップル）
鹿児島県障害者自立交流セン
ター（ハートピアかごしま）
堺市立健康福祉プラザスポー
ツセンター
北九州市障害者スポーツセン
ター アレアス

ター（さん・さんプラザ）

6

1984

東京都多摩障害者スポーツセン
ター

7

1985

西宮市総合福祉センター

20

1997

8

1986

東京都障害者総合スポーツセン

21

1997

9

1986

1997

10

1986

11

1988

かがわ総合リハビリテーション 22
福祉センター
大阪府立障がい者交流促進セ 23
ンター（ファインプラザ大阪）
京都市障害者スポーツセンター 24

2000

12

1990

埼玉県障害者交流センター

25

2012

13

1990

滋賀県立障害者福祉センター

26

2012

ター

1998

出典：（公財）日本障がい者スポーツ協会 障がい者スポーツの歴史と現状
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（４） 障害者スポーツ指導者
1985（昭和 60）年に、日本身体障害者スポーツ協会公認の「身体障害者スポーツ指導者
制度」が制定されました。
また、1993（平成５）年からは、大学、短期大学、専門学校で規定の単位を修得すると資格
が付与される認定校制度が始まりました。
その後、1994（平成６）年には全国８ブロックからなる協議会が発足し、1999（平成 11）年に
は、日本身体障害者スポーツ協会の寄付行為改正に伴い、「障害者スポーツ指導者協議会
（現・障がい者スポーツ指導者協議会）」として協会組織に位置付けられています。
障がい者スポーツ指導者
認定主体

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
障がい者スポーツ指導員※（初級、中級、上級）、障がい者スポーツコーチ、

内

容

障がい者スポーツ医、障がい者スポーツトレーナーの６種の資格
※地域で活動する指導者で、主に初めてスポーツに参加する障がい者に対
し、スポーツの喜びや楽しさを重視したスポーツの導入を支援する者
障がい者スポーツ指導員（初級、中級、上級）：25,997 人（538 人）
障がい者スポーツコーチ：180 人（１人）

登録人数

障がい者スポーツ医：517 人（14 人）
障がい者スポーツトレーナー：183 人（５人）
（2018 年 12 月末現在 括弧内は横浜市の登録人数）
出典：（公財）日本障がい者スポーツ協会ウェブサイト

【参考・出典】
・スポーツ庁 障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究報告書 （平成 30 年３月）
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/detail/1386703.htm
・国立国会図書館 レファレンス No.781 パラリンピックと障害者スポーツ（平成 28 年２月）
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/2016/index.html
・（公財）日本障がい者スポーツ協会 障がい者スポーツの歴史と現状（2018 年１月発行）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html
・「障害者スポーツの過去、現在、未来」 藤田紀昭（2015）
http://doi.org/10.15088/00002142
・「障害者スポーツの環境と可能性」 藤田紀昭（2013）
・（公財）日本障がい者スポーツ協会
http://www.jsad.or.jp/
・日本パラリンピック委員会
http://www.jsad.or.jp/paralympic/index.html
・福井しあわせ元気大会 2018
https://fukui2018.pref.fukui.lg.jp/taikai/
・笹川スポーツ財団 障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究 2018
http://www.ssf.or.jp/report/category5/tabid/1702/Default.aspx
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２ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
第２部では、障害者スポーツの推進に関わる個別施策の前段として、東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の開催決定を契機に定められた、国と横浜市の方針等について
ご紹介します。

１

オリパラ基本方針（平成 27 年 11 月 27 日閣議決定）
オリパラ基本方針は、オリパラ特措法（平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラ
リンピック競技大会特別措置法）に基づく閣議決定として、オリンピック・パラリンピック大会関
連施策の立案と実行にあたっての基本的な考え方、施策の方向を明らかにするものです。

「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関
する施策の推進を図るための基本方針（平成 27 年 11 月 27 日閣議決定）」から抜粋

●パラリンピックの開催は、障害者の自立や社会参加を促す大きな力。参加国・地域数
についても、オリンピックとの差が縮まるよう、過去最多を目指す。
●「強い経済」の実現、日本文化の魅力の発信、スポーツを通じた国際貢献、健康寿命・
ユニバーサルデザインによる共生社会、生涯現役社会の構築に向け、大会の遺産
（レガシー）を創り出す。
●パラリンピックをオリンピックと一体的に運営することを通じて障害者の社会参加の拡
大を図る。
●大会を弾みとしてスポーツ・運動による健康増進、受動喫煙防止、公共施設等のユニ
バーサルデザイン化・心のバリアフリーによる共生社会の実現を通じて、障害者・高齢
者の活躍の機会を増やす。⇒ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（後述）
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２

ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（平成 29 年２月）

（１） 基本的な考え方
●障害のある選手たちが繰り広げる圧倒的なパフォーマンスを直に目にすることのでき
る 2020 年パラリンピック競技大会は、この共生社会の実現に向けて社会の在り方を
大きく変える絶好の機会である。
●「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されている
ものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社会モデル
※３

」をすべての人が理解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていく

ことで、社会全体の人々の心の在り方を変えていくことが重要である。
●共生社会の実現に向けた大きな二つの柱として、国民の意識やそれに基づくコミュニ
ケーション等個人の行動に向けて働きかける取組（「心のバリアフリー」分野）と、ユニ
バーサルデザインの街づくりを推進する取組（街づくり分野）を検討し、ユニバーサル
デザイン 2020 行動計画としてとりまとめることとした。
※３ 「障害＝バリア」は、社会（モノ、環境、人的環境等）と心身機能の障害があいまってつくりだされて
いるものであるとする考え（東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部より）。こ
の考えは「障害者の権利に関する条約」に示されており、「障害者差別解消法」は、国・地方公共団体・
事業者に対して、不当な差別的扱いの禁止や合理的配慮の提供を求めている。

（２） 具体的な取組
ア 心のバリアフリー
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
●障害のある人ない人がともに参加できるスポーツ大会等の開催を推進（スポーツ庁）
・ナショナルトレーニングセンターをオリパラトップアスリートの共同利用強化活動拠点
として、施設全般にわたって車椅子対応を行うなど、東京大会開催の約１年前の完
成を目指して拡充整備し、パラリンピック選手の競技力向上とそれに伴う障害者スポ
ーツへの関心の高まりへとつなげる。また、公共スポーツ施設等関係者による同施
設の見学等を通じ、様々な公共スポーツ施設等の管理運営の意識改革へとつなげ
る。（P14 参照）
・2020 年パラリンピック競技大会を多くの児童・生徒・学生が学校や家庭の他、様々な
活動の中で観戦するなど、パラリンピックに興味関心を持っていただけるよう、平成
32 年度に向けて、引き続き、オリンピック・パラリンピック教育を推進し、パラリンピア
ンとの交流や、パラリンピック競技体験等の取組を通じて、パラリンピックの認知度向
上へとつなげる。（P15 参照）
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●特別支援学校を拠点としたスポーツ・文化・教育の祭典を実施（文部科学省）
・2020 年（平成 32 年）に全国各地の特別支援学校を拠点としたスポーツ・文化・教育
の全国的な祭典を実施し、東京大会のレガシーとして残すべく、平成 28 年度以降、
関 係 者 の 連 携 体 制 や ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 等 を 進 め る （ 「 Special プ ロ ジ ェ ク ト
2020」）。平成 29 年度以降、国、県において開催する実行委員会の検討結果を踏ま
え、各関係機関のネットワークの構築やモデル事業等を推進する。（P16 参照）

＜オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた国際競争力の向上＞
○ナショナルトレーニングセンター（NTC）の拡充整備
国は、トップアスリートが、同一の活動拠点で集中的・継続的にトレーニング・強化活動を行う
ため、パラリンピック競技の使用を想定したナショナルトレーニングセンター（NTC）を整備し、オ
リンピック競技とパラリンピック競技の共同利用化を図るとしています。
・施 設 地下１階、地上６階
・建設地 東京都北区西が丘
（ハイパフォーマンスセンター隣接地）

出典：スポーツ庁 2019 年度予算（案）主要事項
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＜オリンピック・パラリンピック教育の推進＞
○オリパラムーブメント全国展開事業
・オリパラ教育を、大会そのものへの興味関心の向上だけでなく、オリパラを題材として、ス
ポーツの価値、国際・異文化、共生社会への理解を深めることを目的に実施

○オリパラ教育地域拠点
・各地域で地域セミナーを開催
・教育推進校を指定し、推進校ではオリパラを題材にした授業・競技体験等を展開
・推進校の内容を地域報告会で地域内の学校に共有
○フルスタジアム事業（平成 31 年度要求（新規））
・パラリンピック競技の観戦・体験事業を重点的に実施
出典：スポーツ庁 都道府県・指定都市スポーツ主管課長会議（平成 30 年度）（第 1 回） 配付資料
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＜特別支援学校におけるスポーツ・文化・教育の祭典（Special プロジェクト 2020）＞
スポーツ庁では、東京大会のレガシーとして共生社会を実現するため、2020 年に全国の特
別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典の開催に向けた取組を行っており、特別支
援学校の児童生徒とパラリンピアンとの交流や、特別支援学校を活用した地域の障害者スポ
ーツの拠点づくり、特別支援学校を対象としたスポーツの全国大会などを実施しています。

特別支援学校を活用した地域の障害者
スポーツの拠点づくり事業の様子

第２回全国特別支援学校ボッチャ大会
出典：平成 30 年版 障害者白書

＜事業概要＞
①祭典に向けたモデル事業の実施
・各都道府県・地域において地域実行委員会を開催し、域内の関係機関のネットワ
ークを構築する。
・全国的な祭典の開催に向けた具体的な取組の先進事例を蓄積するため、モデル
事業を実施する。
②特別支援学校等を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業の実施
(1) 特別支援学校等を拠点とした障害児・者の地域スポーツクラブ活動の推進
・放課後や休日に、特別支援学校等の学校体育施設を拠点として、在校生、卒業
生、地域住民等がともに参加できる障害児・者の地域スポーツクラブを支援する。
・障害者スポーツ指導者の当該クラブへの派遣等の取組を定期的に実施する。
(2) 特別支援学校等における体育・運動部活動等の推進
・障害者スポーツ指導者を特別支援学校等の体育・運動部活動へ派遣し、障害種・
程度に応じたきめ細かな指導・助言や将来有望なアスリートの発掘・育成を行う。
・他の特別支援学校等に在籍する障害児や地域住民との合同部活動の実施、地域
のスポーツイベントへの参加促進の取組を実施する。
③全国的な普及に向けた取組
・モデル事例の普及、ロゴマークを用いた周知・プロモーショ
ン等により、事業成果を全国に横展開して成果の最大化を
図る。
出典：スポーツ庁 都道府県・指定都市スポーツ主管課長会議（平成 30 年度）（第 1 回） 配付資料
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コラム 心のバリアフリーを進める研修教材
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
を契機として「心のバリアフリー」を推進するため、
内閣官房では、アニメーション教材を作成してい
ます。
この教材では、2020 年を契機に、誰もが当たり
前のように、障害等に対する理解を深め、自分と
は異なる条件を持つ多様な人々とのコミュニケーションを実践する社会を実現するため、
個々人のマインドセットを促すことを目的としています。
また、ホストタウンでの交流活動に参加するボランティアの研修教材に活用できるアニメー
ション教材も作成しています。
出典：内閣官房 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/udsuisin/program.html

イ ユニバーサルデザインの街づくり
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
●東京大会に向けた重点的なバリアフリー化
・競技会場周辺エリア等におけるバリアフリー化の推進
競技会場や観光施設の周辺駅、都内の主要ターミナル駅を対象に選定し、駅前広
場、自由通路、生活関連施設へのアクセス道路について、バリアフリー化の実態を調
査する。（国土交通省）
新横浜駅から横浜国際総合競技場までを対象に、電子地図等を整備し、ナビゲ
ーションサービスの実証実験（2018（平成 30）年１・２月）
参考：http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku01_hh_000126.html

●全国各地において、Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラインを踏まえた高い水準の
ユニバーサルデザインを推進
・Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン等を踏まえ、障害のある人の意見も聴きつ
つ、バリアフリー法に基づく施設整備基準やガイドラインの改正を行い、主要観光地
を含めた全国の交通施設・建築施設のバリアフリー水準の底上げを図る。（国土交
通省）
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」
を 2018（平成 30）年３月に改正
⇒１日の乗降客数が 3,000 人以上の旅客施設における 2020（平成 32）年度まで
の原則 100％バリアフリー化を目指す

17

特集 障害者スポーツをめぐる近年の動向

＜共生社会ホストタウン＞
○目的
「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」を踏まえ、パラリンピアンとの交流をきっかけに共生
社会の実現のために、ユニバーサルデザインの街づくり及びバリアフリーの取組を実施するホ
ストタウンを促進する。これにより地域主導の共生社会の実現を加速すると共に、パラリンピッ
クに向けた機運を全国に波及させる。（2017（平成 29）年 11 月新設）
具体的な例として、「ユニバーサルデザインの街づくり」では交通施設や運動施設、宿泊施設
等のバリアフリー化やユニバーサルツーリズムの推進、「心のバリアフリー」分野では、選手た
ちとの交流をきっかけとした住民や子どもたちへのパラスポーツ体験や研修や教育等が期待さ
れており、これらが大会後にも定着することを狙いとしている。
○登録自治体（13 自治体）
2017（平成 29 年）
12 月
2018（平成 30 年）
５月

三沢市、浜松市、明石市、宇部市、高松市、世田谷区
遠野市、川崎市、神戸市、鳥取市・鳥取県、田川市、飯塚市、大分市

（川崎市と大分市の取組は第４部（P49、P56）を参照）
出典：内閣官房 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/udsuisin/program.html
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３

ラグビーワールドカップ 2019™ 東京 2020 オリンピック・パラリン
ピックに向けた横浜ビジョン（平成 28 年 11 月）

（１） 取組の柱とレガシー
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし
ラグビーワールドカップ 2019™は決勝戦開催都市として、東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピックは競技開催都市として、関係機関と連携して円滑な大会運営に取り組むととも
に、国内外から訪れる皆様を全力でおもてなしします。
ソフト・ハード両面でのバリアフリーを推進するとともに、開催都市プロモーション・広報
やイベントなどによる機運の醸成や、トレーニングキャンプの受入れ等を通じた国際交流
などで両大会を大いに盛り上げ、ラグビーワールドカップ 2019™、東京 2020 オリンピック・
パラリンピックに対して最大限の貢献をしていきます。

《取組から生まれるレガシー》
○高い大会開催能力と世界に誇るホスピタリティを持つまちの実現
○ソフト・ハード両面でのバリアフリーの推進
○ボランティア文化の醸成・定着
○トレーニングキャンプ実施国・チームと地域とのつながり
○多文化共生を尊重する意識や国際感覚の醸成

柱２ スポーツを通じて横浜を元気に
ラグビーワールドカップ 2019™、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、地域スポー
ツや障害者スポーツをはじめ、さらなるスポーツ振興に取り組み、障害の有無や世代に
関わらず子どもから高齢者まで全ての市民がスポーツや運動に親しみ、健康で心豊か
に生き生きと暮らすことができる、元気な横浜の実現を目指します。

《取組から生まれるレガシー》
○スポーツ実施状況の向上
○パラリンピック競技や障害者スポーツの普及・促進
○子どもたちの体力向上
○市民の健康増進
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（２） 柱別の主な取組
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
点線枠囲み内の取組は「ラグビーワールドカップ 2019™ 東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けた 横浜市の取組」（平成 29 年４月）に掲載されている内容です。
柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし
＜両大会に向けて機運を醸成し、大会を盛り上げます＞
（主な取組）
○機運の醸成と両大会を盛り上げるための広報・イベントの実施
既存イベントと連携した機運醸成
区民まつりや消防出初式等各種既存イベントと連携したＰＲ活動や、パラリンピッ
ク競技体験等を実施します。
柱２ スポーツを通じて横浜を元気に
＜ラグビー競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポーツの振興に取
り組みます＞
（主な取組）
○オリンピアン・パラリンピアン、ラグビー日本代表等トップアスリートと小・中学生等と
の交流を通じた運動意欲の向上
・オリンピック・パラリンピック出場経験者の派遣
・小中学生とオリンピック・パラリンピック出場経験者等との交流
＜障害のある人ない人も同じようにスポーツ活動を楽しめることができるよう、広く社会
全体に向けて、障害者スポーツの推進に取り組みます＞
（主な取組）
○学校や地域のスポーツイベント等での障害者スポーツの実施、体験を通じた障害者
スポーツの普及・啓発（パラリンピック競技体験等）
・障害者スポーツの場の確保と種目の普及
・障害の有無に関わらず、誰もが一緒に参加できるスポーツイベントの実施
○横浜ラポールと連携した取組、身近で活動できる場の確保、特別支援学校等にお
けるスポーツ活動の活性化など、スポーツ関係団体や障害者団体とも連携した障
害者スポーツの推進
・地域への障害者スポーツに関するノウハウの浸透
・特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化事業
・パラトライアスロンの強化
＜子どもたちの運動に親しむ資質や能力を育て、体力の向上と、スポーツに関わる人材
の育成に取り組みます＞
（主な取組）
○市内小・中・義務教育学校・高等学校・特別支援学校と連携した取組
・東京 2020 大会を契機とした、運動意欲の向上や運動機会の充実
※オリンピック・パラリンピックを契機とした横浜市の取組については P40・41 参照
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コラム 東京 2020 パラリンピック競技大会
●パラリンピック競技
東京 2020 パラリンピック競技大会では、22 競技の開催が予定されています。この大会か
ら、バドミントンとテコンドーが新競技として採用されます。
実施競技の一覧（各競技の詳細は下記ウェブサイトでご覧いただけます）
アーチェリー
陸上競技
バドミントン
カヌー
自転車競技
馬術
ゴールボール
柔道
パワ－リフティング
水泳
射撃
テコンドー
トライアスロン
車いすテニス

ボッチャ
５人制サッカー
ボート
卓球
車いすフェンシング

出典：（公財）東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会ウェブサイト
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/paralympic/

（参考）横浜での開催競技（オリンピック競技）
・野球・ソフトボール競技
会場
競技日程
横浜での開催

横浜スタジアム
野球：2020 年７月 29 日（水）～８月８日（土）
ソフトボール：2020 年７月 22 日（水）～７月 28 日（火）
野球・ソフトボールいずれも決勝を含む主会場

・サッカー競技
会場

横浜国際総合競技場

競技日程

2020 年７月 22 日（水）～８月８日（土）

横浜での開催

男子：決勝を含む８試合
女子：準決勝を含む３試合
出典：東京オリンピック・パラリンピック 横浜市ウェブサイト
https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/

【参考・出典】
・東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部（内閣官房）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/index.html
・横浜市市民局スポーツ振興課・オリンピック・パラリンピック推進課
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/
・東京オリンピック・パラリンピック 横浜市ウェブサイト
https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/
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３ 障害者スポーツの推進に関する取組
第３部では、障害者スポーツの推進に関する取組について、国と横浜市の計画や事業等
を体系的にご紹介します。

１

国の施策

（１） 障害者スポーツの位置付け
ア 全国障害者スポーツ大会開催規定の改正
2001（平成 13）年に、厚生労働省が全国障害者スポーツ大会の開催規程を改正し、「こ
れまで、障害者スポーツは、リハビリテーションのため、健康増進や社会参加意欲を助長す
るため、障害や障害者に対する国民の理解を促進するためのものとして、その普及が図られ、
大きな効果をあげてきたところであるが、今後は、生活の中で楽しむことができるスポーツ、
さらに競技としてのスポーツとして振興を図ることが必要とされている」と明記するなど、障害
者スポーツ政策の重点をスポーツ振興として位置付けるようになりました。

イ 障害者の権利に関する条約の批准
2014（平成 26）年１月に「障害者の権利に関する条約」が批准されました。同条約では、第
30 条５で「障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、余暇及びスポーツの活
動に参加することを可能とすることを目的として」、適当な措置をとることが定められていま
す。（なお、条約締結に向けた国内法整備の一環として、障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律（障害者差別解消法）が 2013（平成 25）年６月に制定され、2016（平成 28）
年４月に施行されました。）

ウ スポーツ基本法の制定、スポーツ基本計画の策定
2010（平成 22）年には「スポーツ立国戦略」（平成 22 年８月 26 日文部科学大臣決定）、翌
年には「スポーツ振興法」（昭和 36 年法律第 141 号）の全部改正として「スポーツ基本法」
（平成 23 年法律第 78 号）が制定されるなど、国のスポーツ政策は変化を見せました。スポ
ーツ基本法の第２条第５項では「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行
うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければなら
ない」とされました。
同法に基づき、2012（平成 24）年度から 10 年程度を見通して、おおむね５年間に総合的
かつ計画的に取り組む施策をまとめた「スポーツ基本計画」（平成 24 年３月 30 日文部科学
大臣決定）が策定されました。同計画では、「年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が、関
心、適性等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備すること」が、基本的な政
策課題として取り上げられています。

22

特集 障害者スポーツをめぐる近年の動向

エ スポーツ事業の一元化
2014（平成 26）年度からは、従来、厚生労働省が所管していた障害者スポーツ事業のうち、
リハビリテーションに関わる一部の事業を除き、スポーツ振興の観点から行う障害者スポー
ツに関する事業が、文部科学省に移管されました（次ページ参照）。移管された事業として
は、パラリンピック等への選手派遣や選手の育成強化、障害者スポーツの裾野を広げる取
組及び全国障害者スポーツ大会の開催等があります。これらは、2015（平成 27）年 10 月の
スポーツ庁発足に伴い、同庁が所管することになりました。
都道府県レベルでは、多くの場合、障害者スポーツはスポーツ関連部署ではなく、障害福
祉・社会福祉関連部署が担当しています。スポーツ庁ではスポーツ関係者と福祉関係者と
の連携・協働を強化して一体的な運営を目指すため、都道府県・政令指定都市に対して、障
害者スポーツ普及のための体制づくりやノウハウ作成に関する実践研究を、委託事業とし
て行っています。
（参考）
スポーツ庁が実施した障害者スポーツの推進に係る各種取組は下記ウェブサイトに
掲載されています。
URL：http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/list/1371929.htm
＜掲載内容（2019 年２月現在）＞
・健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業（平成 24～26 年度）
・障害者のスポーツ参加における安全確保に関する調査研究（平成 26 年度）
・地域における障害者スポーツ普及促進事業（平成 27 年度）
・地域における障害者スポーツ普及促進事業（平成 28～29 年度）
・特別支援学校等を活用した障害児・者のスポーツ活動実践事業（平成 28 年度）
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＜障害者スポーツに関する事業の移管＞

出典：厚生労働省資料
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（２） スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）
ア 趣旨・目的
「スポーツ基本法」は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の
責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本と
なる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国
民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会
の調和ある発展に寄与することを目的としています。

イ 障害者スポーツの位置付け
●基本理念（法第２条第５項）
スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の
種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。
●スポーツ施設の整備等（法第 12 条第１項・第２項）
国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるようにするとと
もに、競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設（スポーツの設備を含む。
以下同じ。）の整備、利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設
への指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用
の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努
めるものとする。

（３） スポーツ基本計画（第２期：平成 29～33 年度）
ア 趣旨・目的
「スポーツ基本計画」は文部科学大臣がスポーツに関する施策の総合的・計画的な推進
を図るために定めるものであり、「スポーツ基本法」の理念を具体化し、国、地方公共団体及
びスポーツ団体等の関係者が一体となってスポーツ立国の実現を目指す上での、重要な指
針となるものです。
第２期スポーツ基本計画は、中長期的なスポーツ政策の基本方針として、スポーツで「人
生」が変わる！、スポーツで「社会」を変える！、スポーツで「世界」とつながる！、スポーツ
で「未来」を創る！の４つの方針を立て、「スポーツ参画人口」を拡大し、他分野との連携・協
力により「一億総スポーツ社会」の実現に取り組むことを、第２期計画の基本方針として提示
しています。
また、地方公共団体には、国民やスポーツ団体等のスポーツ活動を支援するため、第２期
計画を参酌してできる限りすみやかに地方スポーツ推進計画を改定・策定し、地域の特性や
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現場のニーズに応じたスポーツの施策を主体的に実施するとともに、スポーツを通じた健康
増進、共生社会の実現や経済・地域の活性化など、スポーツを通じた活力ある社会づくりに
関係部局・団体が一体となって取り組むことを期待するとしています。

イ 基本方針
～スポーツが変える。未来を創る。 Enjoy Sports, Enjoy Life ～
スポーツは「世界共通の人類の文化」であり、国民の成熟した文化としてスポーツを一
層根付かせ豊かな未来を創ることが、スポーツ振興に携わる者の最大の使命である。
スポーツの「楽しさ」「喜び」こそがスポーツの価値の中核であり、全ての人々が自発的
にスポーツに取り組み自己実現を図り、スポーツの力で輝くことにより、前向きで活力あ
る社会と、絆の強い世界を創る。

ウ 政策目標
●スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と、そのための人材育成・場
の充実
ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とその環境整備を行う。その結果として、
成人のスポーツ実施率を週１回以上が 65％程度（障害者は 40％程度）、週３回以上が
30％程度（障害者は 20％程度）となることを目指す。
●スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現
社会の課題解決にスポーツを通じたアプローチが有効であることを踏まえ、スポーツ
を通じた共生社会等の実現、経済・地域の活性化、国際貢献に積極的に取り組む。
●国際競技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備
国際競技大会等において優れた成績を挙げる競技数が増加するよう、各中央競技団
体が行う競技力強化を支援する。
日本オリンピック委員会（JOC）及び日本パラリンピック委員会（JPC）の設定したメダ
ル獲得目標を踏まえつつ、我が国のトップアスリートが、オリンピック・パラリンピックにお
いて過去最高の金メダル数を獲得する等優秀な成績を収めることができるよう支援す
る。
●クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、我が国のスポーツ・インテ
グリティを高め、クリーンでフェアなスポーツの推進に一体的に取り組むことを通じて、ス
ポーツの価値の一層の向上を目指す。
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（４） スポーツ実施率向上のための行動計画（平成 30 年９月６日）
ア 趣旨・目的
●スポーツ実施率の飛躍的な向上（成人の週１回以上のスポーツ実施率 65％程度（障害者
は 40％程度））に向けた方策について、スポーツ審議会健康スポーツ部会において検討。
●スポーツ審議会からの答申に基づきスポーツ実施率向上のための行動計画を策定。
広く国民全体に向けたスポーツ実施率向上のための新たなアプローチや、即効性のある
取組を盛り込む。
●行動計画策定後１年を目途に、新たな制度創設・制度改正も視野に入れた中長期的な施
策を取りまとめ予定。

イ 行動計画（概要）
●対象：障害者（スポーツ実施率が低く、未実施率の８割超が無関心層である。）
①自分と同じ障害を持つ人がスポーツを始めたきっかけなど、参考となるロールモデル
を提示する。
②散歩、ウォーキングなど、気軽なものもスポーツであるとの意識の浸透を図る。
③「Special プロジェクト 2020」（P16 参照）の取組を推進する。
④障害者以外に対しても障害者スポーツ種目の体験・理解の促進を図る。

ウ 地方自治体が取り組む主な事項（障害者向けの取組）
＜スポーツをするために必要な施策＞
〔地域における障害者スポーツの環境整備〕
・身近な場所でスポーツを実施できる環境を整備する
各地域における課題に対応して、例えば医療・福祉施設との連携や総合型地域スポ
ーツクラブ※４への障害者の参加・受入れの促進等により、身近な場所でスポーツを実施
できる環境の整備等を図る。
※４ 総合型地域スポーツクラブ
人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、子供から高
齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルまで、それ
ぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体
的に運営されるスポーツクラブです。（スポーツ庁ウェブサイトより）
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（５） 2019 年度 障害者スポーツ関連予算案
スポーツ庁 2019 年度予算（案）主要事項より抜粋

障害者スポーツ推進プロジェクト【拡充】（2019 年度予定額：62,429 千円）
各地域において障害者が身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を図るととも
に、障害者スポーツ団体の体制の強化を図り、他団体や民間企業等と連携した活動の充実
を図る。また、地域の障害者スポーツ用具（スポーツ車いす、スポーツ義足等）の保有資源を
有効活用し、個人利用を容易にする仕組みの構築を行う。

①地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境の整備事業
○都道府県・市町村において、各地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境の
整備
(1) 地域の障害者福祉施設・医療リハビリ施設等、障害者が日常的に利用する施設等
におけるスポーツの機会提供
(2) 地域のスポーツ施設における障害者の利用拡大に向けた取組の実施
(3) 総合型地域スポーツクラブへの障害者の参加の促進
(4) 障害当事者以外に対する障害者スポーツ種目の体験・理解の推進
○障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究
(5) 障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要因・促進要因を障害種や程
度別に把握した上で分析する調査研究

②障害者スポーツ団体の連携及び体制整備への支援事業
(1) 障害者スポーツ団体に対する、体制整備に係る助言等の実施
(2) 障害者スポーツ団体における連携の推進
(3) 障害者スポーツ団体を対象とした支援のニーズの把握
(4) 民間企業等に対する障害者スポーツ支援への理解の促進を図るための情報提供等

③障害者スポーツ用具活用促進事業 【新規】
(1) スポーツ用具資源活用モデル形成支援
義肢装具士や車いす技術者等、用具保有者、利用者の３者のマッチングなど、地域
のスポーツ用具資源を活用する事業モデル構築の支援を実施
(2) スポーツ用具人材育成活用に関する調査研究
義肢装具士、車いす技術者、サービスエンジニア等、スポーツ用具の保守・修理・調
整を行える者の育成、活用の仕組みに関する先進事例調査の実施
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２

横浜市の施策

（１） 横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）（平成 30 年３月）
ア 趣旨・目的
スポーツ基本法第 10 条に基づき策定する「地方スポーツ推進計画」で、2006（平成 18）年
に策定された横浜市スポーツ振興基本計画「いきいきスポーツプラン 2010」を受け継ぎ、充
実・発展させた計画となっています。（計画期間：2012（平成 24）～2021（平成 33）年度）
横浜市の現状を踏まえつつ、横浜の置かれた特性を生かしながら、スポーツ振興の方向
性を体系的に示し、スポーツ施策をより一層効果的・効率的に推進していくことを目的として
策定されました。
（参考）スポーツ基本法
（地方スポーツ推進計画）
第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び
運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の条例の定めるとこ
ろによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執
行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、スポ
ーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地方スポー
ツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

イ 基本目標
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
障害者スポーツの推進
【目標値】
障害者（成人）の週１回以上のスポーツ実施率が 40 パーセント程度となることを目標
とします。
●障害者がスポーツを通じて社会参画することができるよう環境を整備し、障害の有無
等に関わらず、すべての人々が分け隔てなくスポーツに親しむことで、誰もが互いに
尊重し支え合う共生社会の実現が期待されます。
●障害者が住み慣れた地域で気軽にスポーツ活動を楽しめるよう、障害の種別・程度に
応じた多様なスポーツに親しむ環境をつくるとともに、障害者スポーツの競技力向上
支援体制を強化します。
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ウ 具体的な取組
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
取組 26 障害者が幼児期から運動に親しめる環境の整備
障害者が地域療育センター・学校・地域等で参加できる運動プログラムの充実や、保
護者に対する普及啓発に取り組むとともに、トップ選手やチームとの交流・イベント等を
通じ、障害者が幼児期から運動に親しめる環境を整備します。
取組 27 地域での障害者スポーツ・レクリエーション活動の推進
地域団体・横浜市体育協会・横浜ラポール等が連携した地域ネットワークの構築支援
や、新たに設置する障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点を活用し、地域スポーツ指
導者との連携を進め、自主的に取り組みやすい種目を地域に広げていきます。また、各
区のスポーツセンター等で障害者スポーツの指導員の配置や用具の充実等を図り定期
的なプログラムの提供を行うことや、障害者やその家族にとってより分かりやすいスポー
ツ施設等の情報発信を行います。
これらの取組を通じ、地域での障害者スポーツ・レクリエーション活用を推進するととも
に、地域での活動の場や機会を充実させることで、スポーツを通じて地域や障害者とそ
の家族同士の交流を深めます。
取組 28 障害者と健常者がともに楽しめるインクルーシブスポーツの推進
障害者と健常者が共に楽しむことができるイベントや大会の開催や、その支援を行う
とともに、横浜ラポール、障害者団体、競技団体、地域団体が連携しながら、各区のスポ
ーツセンター等、地域で障害者・健常者がともに楽しめるインクルーシブスポーツを推進
します。
取組 29 障害者スポーツの支援者の育成・活躍支援
スポーツ施設の職員、競技団体、地域団体へ研修等の参加を促すなど、障害者アス
リートの指導者、障害者スポーツ指導員、ボランティア、企業等、多様な障害者スポーツ
支援者を育成します。
また、横浜市体育協会のスポーツ情報サイト「ハマスポ」への登録を促す等、育成した
人材の活躍を支援します。
取組 30 障害者スポーツに対する理解の促進
パラリンピアンによる学校訪問や普及啓発イベントの開催、障害者スポーツ体験会等
を実施し、障害者スポーツに対する理解の促進を図ります。
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（２） 第３期横浜市障害者プラン改訂版（平成 30 年４月）
ア 趣旨・目的
障害者基本法に基づき横浜市における障害者に関する施策の方向性等を定める「障害者
計画」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支
援法）に基づき障害福祉のおけるサービス利用見込み量を定める「障害福祉計画」の２つの
性質を持つ計画です。（計画期間：2015（平成 27）～2020（平成 32）年度）

イ 基本目標
自己選択・自己決定の下、住み慣れた地域で、「安心」して「学び」「育ち」暮らしていく
ことができるヨコハマを目指す

ウ 具体的な取組
テーマ５ 働く・活動する・余暇を楽しむ
●スポーツ活動の推進
オリンピック・パラリンピックの開催に合わせた情報発信や障害者スポーツの推進
・パラトライアスロンの強化
・特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化事業
●レクリエーション活動の推進
地域におけるレクリエーション活動の普及・啓発、健康づくり環境の整備
・障害者スポーツの啓発
・身近な地域における障害者スポーツの推進
・障害者スポーツ文化センターの整備及び運営（ラポール上大岡）
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（３） 横浜市中期４か年計画（2018～2021）
※障害者スポーツ関連のみ抜粋
政策７ スポーツを育む地域と暮らし
政策の目標・方向性
・年齢や障害の有無などにかかわらず、市民の誰もが健康で心豊かな生活を送るため、
「横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）（平成 30 年３月策定）」における取組を進め、
身近な場所でスポーツに親しむ機会（する、みる、ささえる）を提供します。
・ラグビーワールドカップ 2019™、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの横浜での開催
成功に向けた取組を着実に進めるとともに、より一層のスポーツ振興の充実を図るな
ど、次世代へのレガシーの創出に取り組みます。
現状と課題
・市民の成人の週１回以上のスポーツ実施率は 48.7％であり、さらなる向上を目指し、地
域スポーツ関係団体等と協力しながら、今後もより多くの市民が身近な場所（地域）で
スポーツに親しむ機会（する、みる、ささえる）や環境づくりが必要です。
・ラグビーワールドカップ 2019™及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックの競技開催都
市として、大会組織委員会等と連携しながら、開催準備を着実に進め、安全で円滑な大
会運営を行うとともに、地域スポーツの振興やボランティア文化の醸成など、両大会を
契機としたレガシーの創出につなげていくことが必要です。
主な施策（事業）
〔地域スポーツの振興〕
・ラグビーワールドカップ 2019™及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催を契機
に、より一層のスポーツ振興の充実を図るため、スポーツ推進委員など地域のスポー
ツ関係団体等と連携し、年齢や障害の有無にかかわらず、身近な地域で誰もが気軽に
参加し、スポーツに親しむ機会を創出します。また、ラグビー選手やオリンピアン・パラリ
ンピアンを小・中学校等やスポーツイベント等に招へいし、交流を通じて機運醸成を図
るとともに、市民、とりわけ子どもたちのスポーツ意欲の向上を図ります。
政策 31 障害児・者福祉の充実
政策の目標・方向性
・障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点を整備し、障害者スポーツ・文化活動を推進し
ます。
現状と課題
・東京 2020 パラリンピックに向けた機運の高まりに合わせて、スポーツ・文化・レクリエー
ション活動の場や機会をより一層充実させることが求められています。
主な施策（事業）
〔【新規】障害者スポーツ・文化活動の推進〕
・上大岡に新しくスポーツ・文化活動の南部方面拠点（ラポール上大岡）を整備し、その
拠点と横浜ラポールや関係機関等の連携により、日常の地域における活動や競技活
動など、幅広いニーズに対する支援を行います。
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（４） 平成 31 年度予算案の主な障害者スポーツ関連事業
横浜市の平成 31 年度予算案から、主な障害者スポーツ関連事業をご紹介します。また、
一部事業の内容（平成 30 年度の取組）について P35 以降でご紹介します。
平成 31 年度予算概要（健康福祉局・市民局・教育委員会事務局）から抜粋
※単位を万単位に揃えているため、予算概要資料の数字と異なる場合があります。

事 業 名

31 年度予算額

本冊子掲載ページ

（30 年度予算額）

健康福祉局
障害者スポーツ文化センターラポール上大岡整備事業 P36
(1) 障害者のスポーツ・文化活動の南部方面拠点として、ラポー
ル上大岡を整備（32 年１月開所予定）
(2) 様々なスポーツに触れる機会の充実に向けた各種パラスポ

1 億 6,204 万円
（1 億 1,350 万円）

ーツ用器具の整備
障害者スポーツ文化センター管理運営事業 P35～38
横浜ラポールと新たに開所するラポール上大岡において、両施
設の立地・特性を生かし、障害者スポーツ・文化活動の全市的な支
援の充実を図ります。

11 億 4,975 万円

＜主な取組＞ 障害者スポーツの指導者育成

（9 億 6,751 万円）

スポーツ・文化活動の出張教室
(1) 横浜ラポール

9 億 6,515 万円

(2) ラポール上大岡〈新規〉

1 億 8,460 万円

市民局
市民スポーツ振興事業
市民が身近な場所で生涯にわたってスポーツに親しむことのでき
る環境づくりに取り組みます。
また、子どもの体力向上に取り組むとともに、スポーツを通じた国
際交流・親善を深めるほか、共生社会の実現を目指し、インクルー
シブスポーツを推進します。
さらに、市民が積極的・自発的にスポーツに関われる体制作りや

4,087 万円
(5,072 万円)

その支援を行うため、横浜市スポーツボランティアセンターを支援し
ます。
イ 地域スポーツ支援事業
(ｵ) インクルーシブスポーツ推進事業

300 万円

スポーツイベント開催等事業 P39・40
市民スポーツの普及・振興のため、市民参加型の大会やイベント

1 億 9,431 万円

を開催し、市民がスポーツに触れる機会を提供するとともに、地元

(1 億 9,682 万円)

のプロスポーツチームと連携した地域貢献活動等を通したスポーツ
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振興を行います。
また、大規模スポーツイベントを誘致・開催支援することにより、
市民が一流選手のプレーを身近で観戦できる機会を増やし、市民

（再掲）

のスポーツに対する理解と関心を高め、横浜の魅力を発信するな

1 億 9,431 万円
(1 億 9,682 万円)

ど、スポーツ振興やシティセールスを図ります。
イ 横浜マラソン開催事業

1 億円

ウ 観戦型スポーツイベント等開催事業
(ｱ) ITU 世界トライアスロンシリーズ横浜大会(５月) 5,000 万円
東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催準備事業
大会開催の前年度にあたる 31 年度は、大会組織委員会をはじめ
とした関係機関と連携しながら、安全で円滑な大会運営に向けた検
討や都市ボランティアの研修などを着実に進めるとともに、大会１年
前などの節目を捉えたカウントダウンイベント等による機運醸成や
英国代表チームによる事前キャンプの受入れに向けた準備、ホスト
タウンとしての取組などを行います。
また、オリンピアン・パラリンピアンと連携した学校訪問やイベント
等を実施し、市民、とりわけ次代を担う子どもたちのより一層のスポ
ーツ振興を図ります。

3 億 6,309 万円
（1 億 3,710 万円)

さらに、大会開催を契機に本市を訪れる高齢者・障害者等のお客
様が安全で快適に過ごせる環境を整えるため、バリアフリー化に取
り組む市内宿泊施設に対し、改修工事に要する経費の一部を補助
します。
ア 東京 2020 オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業

2 億 8,536 万円

イ オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ振興事業 P40

1,773 万円

ウ 宿泊施設バリアフリー化促進事業

6,000 万円

教育委員会事務局
オリンピアン・パラリンピアンとの交流及びオリンピック・パラリンピッ
ク教育推進校設置事業 P41・42
東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向け、各種大会に
オリンピアン・パラリンピアンを招へいするとともに、引き続きオリン
ピック・パラリンピック教育推進校（オリパラ教育推進校）を設置し、

460 万円
（400 万円）

児童生徒の運動やスポーツへの取組意欲向上やホスピタリティの
醸成を図ります。
特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化支援事業
特別支援学校でスポーツを学んだ生徒及び卒業生が、東京 2020
パラリンピック大会等でさらなる飛躍をすることを期待するとともに、

55 万円

日本代表等として活躍することにより、多くの障害のある子供たち

（55 万円）

の目標と、自立・社会参加につながることを目的として、育成強化支
援を行います。
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ア 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 健康福祉局
障害者がさまざまなスポーツ・文化・レクリエーション活動を通して、健康づくりや社会参加
を進めることを目的とした施設です。
＜施設概要＞
・所在地 横浜市港北区鳥山町 1752 番地
・指定管理者 （社福）横浜市リハビリテーション事業団
・共用開始 1992（平成４）年８月 28 日
・施設内容
【スポーツ施設】 大体育室、プール、フィットネスルーム、グラウンド、ボウリングルーム等
【文化施設】 ホール、多目的室、大・小会議室、和室、視聴覚室、創作工房
【その他】 聴覚障害者情報提供施設
＜運営実績＞（平成 30 年版 事業概要から抜粋）
・開館日数 29 年度：345 日（28 年度：345 日）
・利用者数
個人利用者
障害者
介護人等
一般
団体利用者
障害者
介護人等
一般
合 計

29 年度
185,685 人
129,592 人
37,681 人
18,412 人
247,562 人
（8,102 団体）
90,576 人
40,380 人
116,606 人
433,247 人
（１日平均 1,256 人）

28 年度
184,313 人
128,756 人
36,828 人
18,729 人
260,310 人
（7,977 団体）
90,692 人
42,248 人
127,370 人
444,623 人
（１日平均 1,289 人）

・障害別による利用状況（個人利用の内訳）
内 訳
肢体不自由
知的障害
精神障害
視覚障害
内部機能障害
重複障害
聴覚障害
合 計

29 年度
65,995 人
31,238 人
12,072 人
4,934 人
5,473 人
6,023 人
3,857 人
129,592 人
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28 年度
67,439 人
30,080 人
11,726 人
5,164 人
5,262 人
5,681 人
3,404 人
128,756 人
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（「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール」続き）
・障害者スポーツ推進事業の実績
事 業
リハビリテーション・スポーツ
スポーツ・レクリエーション教室
スポーツ・レクリエーションの時間
スポーツ大会・交流イベント
（第 22 回ハマピック）
スポーツ・フェスタ
各種リーグ戦や記録会
人材育成
地域支援

29 年度
3,665 人
5,369 人
2,063 人

28 年度
3,703 人
5,311 人
1,775 人

1,084 人

831 人

1,110 人
1,324 人
10,723 人
2,702 人

797 人
797 人
10,446 人
2,498 人

＜館内写真＞

メインアリーナ

プール

ラポールシアター

ボウリングルーム
写真：施設リーフレットから引用

イ 障害者スポーツ文化センターラポール上大岡 健康福祉局
障害者スポーツ文化センターの南部方面拠点として、2020（平成 32）年１月の開所を目指し
整備を行っています。市北部にある横浜ラポールと一体的に、両施設の規模や特性に応じて
機能を分担することで、障害者スポーツ文化活動の全市的な支援の充実を図る予定です。

＜施設概要＞
・所在地 横浜市港南区上大岡西一丁目６番地（ゆめおおおかオフィスタワー内）
・指定管理者 （社福）横浜市リハビリテーション事業団
・共用開始 2020（平成 32）年１月（予定）
・施設内容
【スポーツ施設】 体育室、フィットネスルーム、トレーニングルーム等
【文化施設】 多目的室、創作エリア等
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コラム 障害者スポーツ文化センターラポールの設置経緯
障害者スポーツ文化センターラポールは、1981（昭和 56）年に策定された「横浜市総合計
画 “よこはま 21 世紀プラン”」において構想が示されました。（「よこはま 21 世紀プラン」は、
21 世紀を見通して、将来の横浜市民の安全で快適な生活を計画的に実現するために策定
された総合計画です。）計画の中で、障害者の完全参加と平等の実現に向けて、「障害者
のスポーツ・レクリエーション活動を推進するため「障害者スポーツセンター」を建設する」こ
とが長期目標に示されました。
その後、1984（昭和 59）年に身体障害者のスポーツ振興の必要性について横浜市社会
福祉審議会から答申（下記参照）があり、基本構想の答申（1987（昭和 62）年）等を経て、
1992（平成４）年８月 28 日に開館しました。
施設の名称は、一般公募（応募総数約 2,500 通）で選ばれました。「ラポール」とは、フラ
ンス語で「心の通いあい」という意味です。
身体障害者のスポーツ振興について（答申）（抜粋）
「障害者スポーツについては、種目、ルール、用具、技術、指導方法、効果測定な
どについて研究と開発が必要な部分が多い。また、スポーツ指導員の養成機関、啓
発と情報を集中的に提供する機関、スポーツ・ボランティアの育成機関などが欠けて
いる。これらの課題解決のために、障害者スポーツの中核機関として「障害者スポ
ーツセンター」を設けることが必要である。」
横浜市社会福祉審議会 昭和 59 年３月 答申
委員長 土屋 弘吉
出典：市政概要 1984 年版
平成 14 年度版 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール平成 13 年度事業概要
横浜ラポール 10 周年記念誌（平成 14 年９月発行）

ウ ハマピック（横浜市障害者スポーツ大会） 健康福祉局
横浜市では、身体障害・知的障害・精神障害のある方を対象としたスポーツ大会を開催し
ています。そのうち、身体障害・知的障害のある方については、この大会参加者の中から、
「全国障害者スポーツ大会（P８参照）」に派遣する横浜市代表選手を選考します。
＜実施概要＞
・名称 ハマピック（横浜市障害者スポーツ大会）
・主催 横浜市、（社福）横浜市リハビリテーション事業団
・目的 ①記録への挑戦
②トレーニング成果の発揮
③相互理解と交流
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（「ハマピック」続き）
・実施種目等
種 目
水泳・卓球
陸上
個 人

フライングディスク
アーチェリー
サウンドテーブルテニス

団 体

ボウリング
サッカー・バスケットボー
ル・ソフトボール・バレー
ボール

対 象
知的・身体（内部を
含む）・精神
知的・身体（内部を
含む）・精神
知的・身体（内部を
含む）・精神
身体（内部を含む）
身体（ 視覚障害者
のみ）
知的・内部・精神
知的

開催時期

会 場

４～５月
予定

三ツ沢公園陸
上競技場（陸
上競技）、横浜
ラポール（その
他の競技）他

９～12 月
予定

岸根公園野球
場、横浜ラポ
ール他

出典：第 23 回大会開催要項

・参加実績（第 23 回ハマピック各競技エントリー数）
競技名
陸上
水泳
卓球
ボウリング
フライングディスク
アーチェリー
合 計

身体障害者
99
86
53
0
17
10
265

知的障害者
257
198
22
56
45
0
578

精神障害者
6
5
8
3
0
0
22

（人）

内部障害者
0
0
2
1
0
0
3

合 計
362
289
85
60
62
10
868

出典：健康福祉局提供

＜競技の様子＞

水泳

卓球

フライングディスク

アーチェリー

陸上

写真：健康福祉局提供
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エ 横浜マラソン 1/7 フルマラソン（車いす）、２km（車いす） 市民局
４回目の開催となった、横浜マラソン 2018 において、車いすランナーを対象としたマラソン
を今回も実施しました。特徴として、「２㎞（車いす）」については、レース仕様の車いす（「レー
サー」）でなく、電動車いすでも参加することができます。障害がある方で単独走行が困難な
場合には、伴走者を付けることも可能となっています。
＜実施概要＞（2018 年大会ウェブサイトから抜粋）
・参加資格
1/7 フルマラソン（車いす）
2006 年（平成 18 年）４月 1 日以前生まれの方で、6.0278km をレース仕様の車いすで
30 分以内で完走できる方
２km（車いす・付添伴走（介助）可）
2012 年（平成 24 年）４月 1 日以前生まれの方で、２km を車いすで 40 分以内で完走で
きる方（車いすの仕様に制限はありません。）
＜開催結果＞（「横浜マラソン 2018」開催結果（速報）から抜粋）
開催日
メイン会場
競技種目

2018 年 10 月 28 日（日）
パシフィコ横浜
（「横浜マラソン EXPO2018」会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場）
フルマラソン、1/7 フルマラソン、
1/7 フルマラソン（車いす）、２km（車いす）
全種目合計：27,824 人

参加者数

（フルマラソン：26,778 人、1/7 フルマラソン：957 人、1/7 フルマラソン（車
いす）：6 人、２km（車いす）：83 人）
（「横浜マラソン EXPO2018」来場者数：87,478 人）

＜競技の様子＞

1/7 フルマラソン（車いす）

２km（車いす）
写真：大会組織委員会提供
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オ ITU 世界パラトライアスロンシリーズ横浜大会（WPS） 市民局
パラトライアスロン競技は、2016 年のリオパラリンピックで正式種目に採用され、2017 年か
ら「ITU※５ 世界パラトライアスロンシリーズ」（WPS）が始まりました。横浜はアジアで唯一の
WPS 開催国で、2018WPS 横浜大会は、パラリンピックや世界選手権の出場ポイント獲得のた
めの重要な位置付けの大会として、開催されました。大会では日本人選手が活躍し、土田和
歌子選手と谷真海選手が 2017、2018 年大会を連覇しています。なお、2018 年大会では
421,000 名の観客動員を記録し、国内最大の大会となりました。
＜大会の様子＞

フィニッシュシーン（土田和歌子選手）
©Shinji KAWATA/JTU

タンデムバイク
写真：大会組織委員会提供

※５ International Triathlon Union （国際トライアスロン連合）

カ オリンピアン・パラリンピアンによる学校訪問事業 市民局
横浜市では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、市内のスポーツ振興
を図り、オリンピック・パラリンピックの機運を高めるため、子どもたちがオリンピアン・パラリン
ピアン（オリンピック・パラリンピック出場経験者）と直接触れ合う事業を実施しています。その
ひとつとして、市立小・中学校にオリンピアン・パラリンピアンを招へいして授業や講演、スポ
ーツ教室などを行っています。
＜実績＞
小学校
特別支援学校
中学校
合 計

26 年度
18 校

27 年度
35 校

28 年度
35 校

29 年度
35 校

30 年度
35 校

累計
158 校

―
18 校

―
35 校

―
35 校

18 校
53 校

18 校
53 校

36 校
194 校

＜訪問の様子＞

パラリンピアンによる講演（大日方邦子氏）

車いすバスケットボール体験
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写真：市民局提供
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キ オリンピック・パラリンピック教育推進校 教育委員会事務局
横浜市は平成 30 年度から、スポーツ庁が実施する「オリパラムーブメント全国展開事
業（P15 参照）」に参画しています。
東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向け、市が主催する各種大会にオリンピア
ン・パラリンピアン等のトップアスリートを招へいするとともに、新たにオリンピック・パラリンピ
ック教育推進校を設置（全 16 校）し、児童生徒の運動やスポーツへの取組意欲向上やホスピ
タリティの醸成等を図っています。
＜実施内容（平成 30 年度）＞
No.

学校名

実践テーマ

1

神奈川小学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

2

白幡小学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築
スポーツ及びオリンピック、パラリンピックの意義や歴史に関する学び

3

一本松小学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築
スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成
スポーツ及びオリンピック、パラリンピックの意義や歴史に関する学び

4

本町小学校

5

岡村小学校

スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成

6

能見台小学校

多様性を尊重する態度の育成スポーツを楽しむ心の育成

7

富岡小学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

スポーツ及びオリンピック・パラリンピックの意義や歴史に関する学び

8

城郷小学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築
スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成

9

大曽根小学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

10

鴨志田緑小学校

スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成

11

市場中学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

12

大鳥中学校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

13

汐見台中学校

スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成

14

東野中学校

スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成

15

横浜商業高校

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築

16

日野中央高等
特別支援学校

スポーツに対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の育成
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（「オリンピック・パラリンピック教育推進校」続き）
＜実施例（平成 30 年度）＞
・資生堂との「はだいろ」に関する個性の教育（白幡小学校）
資生堂の協力により、自分の「はだいろ」について考える学習を通して、世界中の
人々と関わっていく上での個性の教育を実施。

・パラリンピアン（成田真由美選手）を招いて講演会と水泳の実演（本町小学校）
総合的な学習の時間において、パラリンピックを取り上げ、成田選手が学校を訪問。
全校での講演会を実施し、実際の泳ぎを披露。

写真：教育委員会事務局提供
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コラム 「横浜こどもスポーツ基金」を活用した取組
2018（平成 30）年度から、「横浜こどもスポーツ基金※６」を活用した新たな事業として「ドリ
ームプロジェクト」「チャレンジプロジェクト」を県立保土ケ谷養護学校で実施しています。
＜事業概要＞
●ドリームプロジェクト
目 的

活動内容

スタッフ

運動能力をより高めるため、専門的なトレーニングの機会を提供し、横浜
から全国大会や国際大会に出場する選手の育成を目指します。
当初は個人競技を中心に、選手の発掘を行います。「走る」「跳ぶ」「投げ
る」といった全ての競技の基礎となる陸上競技からスタートし、活動状況
に応じて徐々に種目を拡大していくほか、競技力向上に向けた指導スタ
ッフによる定期的な練習会を放課後に実施します。
ヘッドコーチ
渡邉高博氏（バルセロナ五輪 400ｍ・1600ｍリレー日本代表）
コーチ
武井隆次氏（釜山アジア大会マラソン代表＜銅メダル＞）
竹井尚也氏（東京大学陸上運動部コーチ）
ハニカット陽子氏（シドニー五輪陸上走高跳代表）

●チャレンジプロジェクト
目 的

活動内容
スタッフ

障害のあるこども達が、スポーツをとおして、自立心・社会性を育み、活
力のある生活が送れるように、スポーツ活動や観戦など、継続的にスポ
ーツに親しむきっかけづくりの場を提供します。
誰もが気軽に自分のペースで楽しむことができる種目を中心に活動し、
スポーツを行う楽しさを知るとともに、地域との繋がりを持ち、卒業後も継
続して活動できる場とします。
かながわ障がい者フライングディスク協会、横浜市障がい者スポーツ指
導者協議会、保土ケ谷区スポーツ推進委員連絡協議会 他

スタート練習（ドリームプロジェクト）

フライングディスク（チャレンジプロジェクト）

写真：横浜こどもスポーツ基金事務局（（公財）横浜市体育協会）提供

※６ 横浜こどもスポーツ基金
障害のあるこども達等へ「スポーツ」を通じて、夢と希望を持って育ち、身近な地域でスポーツ活動に参加で
きる環境作りを行うことを目的に創設されました。この「横浜こどもスポーツ基金」は、「横浜トライアスロン」をき
っかけに、ジョンソン株式会社からの寄付により誕生しました。（「ハマスポ」より）
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コラム 英国代表チーム事前キャンプ受入れ
横浜市・川崎市・慶応義塾大学は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける英国代表
チームの事前キャンプをホストとして受け入れます。この３者は「Friends of Great Britain」（フレ
ンズ・オブ・グレイト ブリテン［英国］）を結成。“GO GB（ゴー・ジービー：がんばれ、英国）”を合
言葉に、市民、学生とともに英国代表チームを応援し、さまざまな活動を行います。

ロゴマーク

英国パラリンピック委員会との覚書締結の様子
出典：GO GB 2020
https://gogb2020.jp/

【参考・出典】
・内閣府 平成 30 年度障害者白書
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/zenbun/index-w.html
・文部科学省 平成 29 年度文部科学白書
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201801/1407992.htm
・文部科学省 スポーツ基本計画
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/plan/index.htm
・スポーツ庁 スポーツ実施率向上のための行動計画（平成 30 年９月６日）
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/001_index/bunkabukai002/gaiyou/1408811.htm
・スポーツ庁 2019 年度スポーツ庁予算（案）
http://www.mext.go.jp/sports/a_menu/kaikei/detail/1412467.htm
・横浜市 横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/sports/sports-plan/
・横浜市 第３期横浜市障害者プラン改訂版
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/topics/plan/
・横浜市 横浜市中期４か年計画
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chuki2018-/
・横浜マラソン 2018
http://www.yokohamamarathon.jp/2018/
・世界トライアスロンシリーズ横浜大会
http://yokohamatriathlon.jp/wts/index.html
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４ 他都市の取組
第４部では、障害者スポーツの普及促進に関する参考事例として、川崎市、千葉市及び大
分県・大分市の取組をご紹介します。

１

誰もが暮らしやすいまちづくりを通じた取組（川崎市）

（１） 川崎市における障害者スポーツ推進体制
スポーツ事業の一元化
川崎市では、2017（平成 29）年度から、障害者スポーツの所管を福祉部門（健康福祉局）
からスポーツ担当部門（市民文化局）に移管し、スポーツ施策を総合的・一元的に推進するこ
ととしました。
＜市民文化局の組織及び所管事項＞（平成 30 年度 川崎市の組織より）
○市民スポーツ室
・スポーツの推進
・スポーツ及びレクリエーションの調査及び企画
・スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体との連絡調整 等
○オリンピック・パラリンピック推進室
・オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会に係る施策の企画及び総合調整
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピックをダイバーシティ（多様性）とインクルージョン
（様々な人が自分らしく社会の中に混ざり合えること）の象徴と捉え、誰もが暮らしやすいまち
づくりを目指した分野横断計画の「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」を 2016（平成 28）
年３月に策定しました。

（２） かわさきパラムーブメント推進ビジョン
ア 第１期推進ビジョン（2016 年－2017 年）
東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機とした、誰もが暮らしやすいまちづくりを進め
ていくために、東京大会に向けた川崎市の取組の方向性や目指すべきレガシーを明らかに
し、取組を計画的に進めていくために策定しました。

イ 第２期推進ビジョン（2018 年－2021 年）
第１期推進ビジョンの取組を踏まえつつ、大会の持つ価値を最大限に活用することを前提
に、「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」の実現に向けて、何のため
にかわさきパラムーブメントを推進するのかという「目指すもの」と、その実現に向けた基本的
な考え方としての「理念」、さらに未来へと遺していく「レガシー」を市民と共有し、そのための
取組を計画的に進めていくために策定しました。
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●かわさきパラムーブメントが目指すもの
かわさきパラムーブメントによって、「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域
づくり」を目指します。
●かわさきパラムーブメントの理念
人々の意識や社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加できる環境を創出すること
●かわさきムーブメントにおけるレガシー
①多様性を尊重する社会をつくる子どもを育むまち
②心理的バリアが解消されたまち～心のバリアフリー～
③社会的バリアが解消されたまち～ユニバーサルなまち～
④誰もがスポーツ・運動に親しんでいるまち
⑤誰もが芸術に親しんでいるまち
⑥多様な主体が地域づくりに貢献しているまち
⑦誰もが職業等を通じて社会参加できる環境
⑧来訪者が「行って良かった」といえるまち
⑨知名度・プレゼンスが高まった川崎

かわさきパラムーブメント ロゴ
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（３） 「かわさきパラムーブメント」に基づく具体的な取組
ア パラスポーツやってみるキャラバン
川崎市では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた「かわさきパラムーブメント」の
取組の一つとして、普段は観戦・体験する機会の少ない障害者スポーツ（パラスポーツ）の魅
力を子どもたちに体感してもらう参加型の体験講座を実施しています。
小学校の授業や地域の寺子屋※７を活用して、障害者への理解や、学校・地域の障害者ス
ポーツへの関心を高める機会を創出しており、講師には現役のパラスポーツアスリートが協
力しています。
＜主な実施種目＞
アンプティサッカー※８、車いすバスケットボール、フライングディスク、ブラインドサッカー

出典：川崎市ウェブサイト パラスポーツやってみるキャラバン
http://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/category/243-3-2-0-0-0-0-0-0-0.html
※７ 地域の寺子屋
学校施設や市民館等を活用し、元教員や地域住民、学生、保護者などが先生として、子どもの学習支
援を行う拠点。その他に、企業、大学などの人材と様々な体験活動や世代間交流のプログラムを実施し
ている。川崎市教育委員会が 2014（平成 26）年度から実施。
※８ アンプティサッカー
「下肢に障がいを持つ選手がロフストランドクラッチと呼ばれる杖を使い脚一本でボール蹴り、上肢に障
がいを持つ選手が片腕でゴールを守るサッカー。」（日本アンプティサッカー協会ウェブサイトより）
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イ かわパラ 2018 Powered by PARA☆DO!
川崎市では、市民一人ひとりが「かわさきパラムーブメント」のチームのメンバーであること
の認識を促すため、パラスポーツ体験や音楽ライブ等のイベントを実施しています。
＜イベント概要＞
・日時 2018 年８月 25 日（土） 午前 11 時～午後６時
・会場 ラゾーナ川崎
・総来場者数 約 60,000 人
・イベント参加者総数 延べ約 22,000 人
・パラスポーツ体験
アンプティサッカー、カローリング、義足体験、車いすレーサー、ボッチャ、
サウンドテーブルテニス、CYBER WHEEL、VR 体験コーナー

CYBER WHEEL

VR 体験コーナー
出典：川崎市ウェブサイト かわパラ 2018 Powered by PARA☆DO!
http://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000098733.html

ウ かってにおもてなし大作戦
川崎市では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに合わせて、川崎で暮らすおもしろさを
体験するエキシビジョンイベント「かってにおもてなし大作戦」を開催する予定です。「かってに
おもてなし大作戦」では、川崎の暮らしをおもしろくする市民のマイプロジェクトを、まちじゅう
で一斉にお披露目するとしています。
2020 年に向けたスタートとして、2018 年度は市民講座を開催し、マイプロジェクトづくりを行
っています。2019 年度にはラグビーワールドカップ 2019™に合わせて、プレエキシビジョンイ
ベントを開催し、マイプロジェクトを試験的にお披露目するなど、2020 年に向けて川崎をおも
しろくするアクションを増やし、川崎を楽しく盛り上げていく予定です。
出典：川崎市ウェブサイト 「かってにおもてなし大作戦」に向けた市民講座について
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f536335/index.html
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エ 川崎市 共生社会ホストタウン
川崎市では、共生社会の実現に向けて取組を推進する「共生社会ホストタウン（P18 参照）」
として「かわさきパラムーブメント」と英国チームの事前キャンプ受入れ（P44 参照）の取組が
評価され、2018（平成 30）年５月に登録されました。
＜川崎市の共生社会ホストタウン 活動計画＞

出典：東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/
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２

パラスポーツの普及促進に向けた取組（千葉市）

（１） パラスポーツの推進
千葉市では、東京 2020 パラリンピック競技大会で４競技（ゴールボール、シッティングバレ
ーボール、テコンドー、車いすフェンシング）が幕張メッセを会場に開催されます。また、車い
すスポーツの聖地を目指し、大会支援や練習環境の充実を図っています。
また、千葉市では、パラリンピック競技だけでなく、広く障害者スポーツを表す言葉として
「パラスポーツ」を使用しています。

（２） パラスポーツの普及促進の取組
ア パラスポーツフェスタちば 2018
千葉市では、パラスポーツの魅力を体験できるイベント「パラスポーツフェスタ」を開催して
います。2018 年はパラスポーツを参加種目とした紅白対抗の運動会を実施しており、年齢、
性別、障害の有無にかかわらず、誰もが参加できるイベントとなっています。
＜イベント概要＞
・日時 2018 年９月８日（土） 午前９時～午後５時
・会場 千葉ポートアリーナ
・主催 パラスポーツフェスタちば実行委員会、NHK 千葉放送局
・参加者 3,985 人
・内容
紅白対抗チーム戦（シッティングバレーボール、ボッチャ）
紅白対抗パラスポーツ体験会（ゴールボール、シッティングバレーボール、テコンドー、
車いすフェンシング、車いすバスケットボール、ウィルチェアーラグビー、ボッチャ）
その他（NHK-FM 公開録音等）
出典：千葉市 パラスポーツフェスタちば 2018
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/opsuishin/opchosei/parafes2018.html

イ 障害者とその家族を対象としたパラスポーツ体験会
千葉市では、千葉県理学療法士会と連携し、地域の医療機関でリハビリを行っている障害
者に対して、リハビリからスポーツ活動への転換を図るなど、障害者の社会参加を目的とし
て、障害者やその家族にボッチャ競技、パラバドミントン競技を体験する機会を提供していま
す。
出典：千葉市 障害者とその家族を対象としたパラスポーツ体験会
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/opsuishin/opchosei/syougaisya_parasorts.html
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ウ パラスポーツ競技用具の貸出
千葉市では、パラスポーツの普及促進のため、市内に住所を有する個人または団体に対
し、パラスポーツ競技用具を無料で貸し出しています。
競技名

貸出用具

車いすバスケッ
トボール

競技用車いす

こども用

シッティングバレ
ーボール

ネット・ポール・アンテナ

ゴールボール

ゴール・ボール

アイシェード

ボッチャ

ボッチャ競技用具

簡易コート

出典：千葉市 パラスポーツ競技用具の貸出
http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/parasportskasidasi.html
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エ 日本車いすバスケットボール連盟男子強化指定選手と市内中学生の交流会
千葉市では、「車いすスポーツの聖地」を目指し大会支援等を行っており、千葉ポートアリ
ーナが車いすバスケットボールのナショナルトレーニングセンター（NTC）競技別強化拠点施
設に指定されており、NTC を活用した地域貢献活動の一環として、市内中学生と交流会を実
施しました。
＜活動内容＞
・日時 2018 年２月 21 日（水） 午後１時 35 分～午後３時 15 分
・会場 千葉ポートアリーナ
・参加者 新宿中学校２年生 122 人
・講師 京谷和幸氏（男子日本代表アシスタントコーチ）
2018 年男子強化指定選手 20 人

出典：千葉市 2018 年日本車いすバスケットボール連盟男子強化指定選手と市内中学生の交流会
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/opsuishin/opchosei/2018wbm-kouryuu.html

オ ウィルチェアーラグビーイギリス代表チームの学校訪問
千葉市では、児童生徒の障害者理解と異文化交流を促進するため、「2018 ジャパンパラ
ウィルチェアーラグビー競技大会」へ出場するため来日したイギリス代表選手を招き、市内小
学生と交流会を実施しました。
＜活動内容＞
・日時 2018 年５月 21 日（月） 午前 11 時～午前 12 時
・会場 千葉市立寒川小学校
・参加児童 84 名（４年生 77 人、特別支援学級７人）

出典：千葉市 ウィルチェアーラグビーイギリス代表チームの学校訪問
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/opsuishin/opchosei/wr_greatbritain.html
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コラム ラッピングモノレール
千葉市では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け、市内で開催する競技を広く周
知し、大会機運を盛り上げるため、ラッピングモノレールを運行しています。
●運行期間
2018（平成 30）年７月 21 日（土）から東京 2020 大会終了まで（予定）

出典：千葉市 総合政策局オリンピック・パラリンピック推進部オリンピック・パラリンピック振興課
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/opsuishin/opshinko/
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３

国 際 的 な障 害 者 スポーツ大 会 の開 催 （大 分 県 ・大 分 市 ）

（１） 中村裕博士
国立別府病院整形外科科長であった中村裕（ゆたか）博士は、1960（昭和 35）年にイギリ
スのストーク・マンデビル病院国立精髄損傷センターを視察し、ルードウィッヒ・グッドマン博
士（P５参照）から治療の中でスポーツを活用したリハビリ手法を学びました。
中村博士は、帰国後、1961（昭和 36）年 10 月に日本で初の障害者による競技大会となる
「第１回大分県身体障害者体育大会」を開催しました。また、東京 1964 パラリンピック（第 13
回国際ストーク・マンデビル競技大会）の誘致にも尽力しました。（中村博士はこの大会で日
本選手団の団長を務めています。）
その後、1981（昭和 56）年に大分県で行う国際障害者年の記念事業を検討する中で、中
村博士は「世界初の車いす単独のマラソン」を提唱し、大分国際車いすマラソンの開催にも
尽力することになります。
＜中村裕博士略歴＞
1927（昭和２）年

３月 31 日 大分県別府市生まれ

1952（昭和 27）年

九州大学医学部整形外科医局入り

1960（昭和 35）年

欧米のリバビリテーションの現状を視察
イギリスの国立脊髄損傷センターの院長グッド
マン博士に強い影響を受ける

1961（昭和 36）年

大分県身体障害者体育協会設立
大分県身体障害者体育大会開催

1964（昭和 39）年

東京パラリンピック誘致

1965（昭和 40）年

「（社福）太陽の家」設立

1966（昭和 41）年

大分中村病院開院

1981（昭和 56）年

第１回大分国際車いすマラソン開催

1984（昭和 59）年

57 歳で死去

出典：大分国際車いすマラソン・（社福）太陽の家ウェブサイトを基に筆者作成

（２） 大分国際車いすマラソン
「大分国際車いす大会」は、1981（昭和 56）年の国際障害者年を記念して、世界で初めて
の「車いすだけのマラソンの国際大会」としてスタートしました。日本国内及び外国・地域の身
体に障害のある方が車いすマラソンを通じて、希望と勇気をもって社会に参加する意欲を喚
起するとともに、広く県民が障害のある方についての関心と理解を深めることを目的に開催さ
れています。
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＜大会概要＞（第 38 回大分国際車いすマラソン大会実施要綱から抜粋）
・日時 2018 年 11 月 18 日（日） 午前 10 時～（大分県庁前スタート）
・主催 大分県、（公財）日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、
（一社）日本パラ陸上競技連盟、大分市、大分合同新聞社、
（社福）大分県社会福祉協議会、大分県障がい者体育協会
・公認 世界パラ陸上競技連盟（World Para Athletics）
・参加資格 満 14 歳以上の者で下記の条件を満たす者とする。
【マラソン】
①国内選手については、身体障害者手帳を所持する車いす使用者、かつ日本パラ陸上
競技連盟に登録した者で、主催者が認定した者
②外国・地域選手については、車いす使用者、かつ各国の国際パラリンピック委員会に
加盟した団体、又はそれに該当する団体に登録した者で、主催者が認定した者
【ハーフマラソン】
①国内選手については、身体障害者手帳を所持する車いす使用者で、主催者が認定し
た者
②外国・地域選手については、車いす使用者で、主催者が認定した者
出典：大分国際車いすマラソンウェブサイト
http://www.kurumaisu-marathon.com/index.html

（３） スポーツ・オブ・ハート（大分市）
「スポーツ・オブ・ハート」は、（一社）スポーツオブハートが主催する“すべての人たちが共
に分かち合い、心豊かにくらせるニッポン”を目指すプロジェクトとして、スポーツ体験、音楽ラ
イブ、トークショーなどのプログラムを実施するイベントです。
2012 年に東京の恵比寿ガーデンプレイスで第１回を開催し、翌年からは国立代々木競技
場に会場を移しました。2017 年の第５回には、東京開催に先立ち、大分市共催のもと「スポ
ーツ・オブ・ハート 2017 in 大分」を開催しました。2018 年の第６回では前年に引き続き大分と、
代々木（東京都渋谷区共催）の２か所で開催しました。
＜開催概要＞
SPORTS of HEART 2018 in 大分
・日程 2018 年９月 21 日（金）・22 日（土）・23 日（日）
・会場 JR 大分駅周辺
・主催 （一社）スポーツオブハート
・共催 大分市、グリーンコープ生協おおいた
・プログラム内容（例）
小学校授業一環型プログラム（食育講座・ボッチャ体験会・レーサー体験会）
ボッチャ、レーサー体験、㈱明治の食育講座の３つのプログラムを授業の一環として
会場近隣の小学校２校を会場に実施
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高橋尚子の陸上教室
高橋尚子さんと車いすランナーによる陸上教室を実施
出典：スポーツ・オブ・ハートウェブサイト
https://s-heart.org/

（４） 大分市 共生社会ホストタウン
大分市では、2018（平成 30）年５月の「共生社会ホストタウン」（P18 参照）への追加登録を
機に、共生社会ホストタウンの活動計画である「心のバリアフリー」および「ユニバーサルデ
ザインの街づくり」の取組を実施し、これまで以上に誰もが暮らしやすく、訪れやすい都市、共
生社会の実現を目指しています。
また、大分市は、2018（平成 30）年９月、ICT を利活用したバリアフリー情報収集活動など、
共生社会ホストタウンの更なる推進、充実のため相互に連携しながら取り組むことについて、
NTT 西日本と「共生社会ホストタウンの推進に向けた ICT を活用したまちづくりに関する連携
協定」を締結しました。
＜大分市の共生社会ホストタウン 活動計画＞

出典：東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/
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【参考・出典】
・かわさきパラムーブメント（川崎市オリンピック・パラリンピック推進室）
http://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/index.html
・千葉市総合政策局オリンピック・パラリンピック調整課
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/opsuishin/opchosei/parasports.html
・笹川スポーツ財団 「スポーツの歴史」（第３章 パラリンピックとは）
http://www.ssf.or.jp/history/essay/tabid/1167/Default.aspx
・（社福）太陽の家
http://www.taiyonoie.or.jp/sports
・大分国際車いすマラソン
http://www.kurumaisu-marathon.com/index.html
・スポーツ・オブ・ハート（（一社）スポーツオブハート）
https://s-heart.org/
・大分市
http://www.city.oita.oita.jp/o089/hosto.html
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