
（報告事項３）障害者スポーツ振興事業の実施状況について

１ 平成29年度障害者スポーツ振興事業の概要

(1) 事業の目的
第20回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の開催に向けて，参加

選手の確保・育成を図るとともに，大会開催を契機として，障害者スポーツを普及拡
大し，障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(2) 実施方法
鹿児島県障害者スポーツ協会への委託事業として実施
（事業の実施に当たり，県身体障害者福祉協会，県手をつなぐ育成会，県障害者自
立交流センターに協力を依頼）

(3) 事業内容
ア 個人競技普及（個人競技・団体競技）
イ 選手育成・競技力向上
ウ 障害者スポーツ活動の拠点づくり
エ 支援体制整備

２ 個人競技普及（個人競技・団体競技）

(1) 障害者スポーツ体験教室の開催
障害者スポーツの裾野拡大を目的に，障害者スポーツ未経験者や競技歴の浅い方を

対象として，競技体験や基本的ルールの習得を行う障害者スポーツ体験教室を開催。

【実施状況】

【体験教室の一例】
○車いすバスケットボール体験教室

日 時：平成30年２月11日(日) 13:00～15:00
場 所：ハートピアかごしま体育館
参加者：26人 講師・補助員等：31人
内 容
リオデジャネイロパラリンピック車いすバスケ

ットボール日本代表主将の藤本 怜央選手に講師
を依頼し，車いすバスケットボールの体験教室を
実施。
実施結果
現役のパラリンピアンを講師に迎えたことで，

当初の予定を超える参加者を獲得。
また，教室の様子が新聞やテレビで報道され，

車いすバスケットボールの認知度向上や障害者ス
ポーツの啓発も図られた。

実施区分 実施回数 実施競技 参加者 講師，補助員等
総数

（補助員等含む）

体験教室（個人競技） ５回 ６競技
（陸上競技，水泳，ｱｰﾁｪﾘｰ，卓球，ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ，ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ）

93人 27人 120人

体験教室（団体競技） １６回
７競技

（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ，車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ，ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ，ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ，ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ，ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（身・知・精），ｻｯｶｰ）

580人 430人 1,010人
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【参考：車いすバスケットボール体験教室の新聞報道状況】
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(2) 競技用具の整備・貸出（平成29年度からの新規事業）
障害者スポーツ体験教室やレベルアップ教室等に使用する競技用具を整備するとと

もに，特別支援学校や障害者支援施設等に貸出を行うことで競技体験の機会を創出し，
障害者スポーツの裾野拡大を図る。

【整備した主な競技用具】
・ボッチャ … ボールセット
・フライングディスク … アキュラシーゴール

※障害者スポーツ導入研修会，指導員養成講習会等で使用

３ 選手育成・競技力向上

(1) 障害者スポーツレベルアップ教室の開催（個人競技）
選手の育成を目的として，全国障害者スポーツ大会で実施される個人競技経験者を

対象としたレベルアップ教室を開催。レベルアップ教室では，専門指導者による指導
やタイムトライアル等を行い，競技力の向上を図る。

【実施状況】

(2) 団体競技チーム活動費助成（平成29年度からの新規事業）
全国障害者スポーツ大会で実施される団体競技の県代表チームが，競技力向上を目

的として実施する九州ブロック予選会に向けた練習会や合宿等の経費の一部について
助成を実施。

【実施状況】
・平成30年度九州ブロック予選会に出場予定の11チームに助成を実施。
（※バレーボール聴覚女子は，九州ブロック予選会出場の目処が立たず未助成）

・助成金の主な使途については，県外遠征が最も多く，各チームは県外で開催される
大会に積極的に出場し，競技力向上に努めている。

・結成後間もないチームは，チームの基礎を作るため，強化練習会の開催や，共用の
ユニフォームなどを作成し，平成30年度九州ブロック予選会に向けた取組を行って
いる。

実施区分 実施回数 実施競技 参加者 講師，補助員等
総数

（補助員等含む）

レベルアップ教室 ６回 ６競技
（陸上競技，水泳，ｱｰﾁｪﾘｰ，卓球，ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ，ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ）

107人 77人 184人
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４ 障害者スポーツ活動の拠点づくり（平成29年度からの新規事業）

かごしま大会を契機とした障害者スポーツの普及・拡大の取組として，かごしま大会
以降も，地域において障害者が身近にスポーツに参加できる拠点づくりを目的に，障害
者スポーツ導入研修会，地域における障害者スポーツ教室を実施。

(1) 障害者スポーツ導入研修会の開催
地域での障害者スポーツ活動の中心となる人材を養成するため，障害者スポーツ導

入研修会を開催。

(2) 地域における障害者スポーツ教室の開催
障害者スポーツ導入研修会を開催した地域において，実際に障害者スポーツ教室を

開催。

【実施状況】

※ 参考資料：障害者スポーツ活動の拠点づくり（奄美市会場）報告書

５ 支援体制整備（平成29年度からの新規事業）

(1) 指導員養成講習会
（公財）日本障がい者スポーツ協会公認の障害者スポーツの指導者資格である初級

障がい者スポーツ指導員の養成講習会を開催。

(2) 指導員フォローアップ研修会
障がい者スポーツ指導員の資質向上のためのフォローアップ研修会を開催。
県内の障がい者スポーツ指導員を対象に，障害者スポーツ活動を実施する上での工

夫や留意点について，より実践に近い形で研修を実施。

【実施状況】

日　　時 名　　称 会　　場

　１月１３日（土），
１月１４日（日）

　　　障害者スポーツ導入研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　【鹿児島市会場】

１月１４日（日） 　　　地域におけるスポーツ教室「ボッチャ」

　２月１１日（日・祝），
２月１２日（月）

　　　障害者スポーツ導入研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【奄美市会場】

２月１２日（月）
　　　地域におけるスポーツ教室
　　　　　　　　　「ボッチャ・フライングディスク」

　受講者計  

  教室参加者計  23

ゆうあい館
（鹿児島市心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ）

奄美体験交流館

32

受講者・教室参加者

11

15

21

8

日　　時 名　　称 会　　場

　７月２９日（土），
　７月３０日（日），
８月　５日（土）

障がい者スポーツ指導員養成講習会
　　　　　　　　　　　　　　　　　【肝付会場】

肝付町社会福祉会館

７月２９日（土）
障がい者スポーツ指導員フォローアップ研修会

（障害者スポーツセミナー）
肝付町社会福祉会館

  計  

受講者

14人

16人

30人
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障害者スポーツ活動の拠点づくり（奄美市会場）報告書

【１日目】障害者スポーツ導入研修会

① 講義「本県における障害者スポーツの現状と課題」
障害者スポーツに関する国の動向や全国障害者スポーツ大会の概要，燃ゆる感動か

ごしま大会に向けた取組等を紹介。
地域における障害者スポーツの拠点をつくるため，その中心となる人材を養成する

研修会であることに触れ，目的意識を持って受講してもらうよう講義を行った。

（講義風景） （講義資料例）

② 講義・実技「ボッチャ」・「フライングディスク」
ボッチャ，フライングディスクの概要や基本的ルールの指導後，実際に競技を行い

ながら，審判の方法等を習得。

（ボッチャ：ルール習得） （ボッチャ：ルール習得）

（フライングディスク：概要説明） （フライングディスク：実技指導）
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③ 講義「魅力あるイベントづくり（前半）」
スポーツ教室等を企画，実施する上での必要な安全管理やリスクマネジメント等に

ついて講義を行い，翌日のスポーツ教室に向け，役割分担や参加者への配慮事項，安
全対策等についてグループワークを行った。

（グループワークの様子）

（グループワーク資料）

【２日目】地域における障害者スポーツ教室

① ボッチャ・フライングディスク教室
実際に障害のある方を対象としたボッチャ・フライングディスク教室を開催。
導入研修会の受講者が，教室の準備や競技の審判，参加者のサポートなど，教室の

運営補助を行い，障害者スポーツ教室に関する経験・ノウハウを蓄積。

（教室準備：ボッチャコート作り） （受付後，グループ毎に準備運動。参加者と
事前にコミュニケーションを深める）

（ボッチャ：研修会受講者が審判を実施） （フライングディスク：審判やディスクの
受け渡し等，参加者をサポート）
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② 講義「魅力あるイベントづくり（後半）」
教室終了後にグループワークを行い，教室で感じた問題点やヒヤリハット，改善点

について，グループ毎に発表。

（グループワーク） （改善点等の発表）

【 総 括 】

・ 奄美看護福祉専門学校の協力を得て，同校のこども・かいご福祉学科の生徒が多く
参加。
また，同科は障害者スポーツの指導者資格「障がい者スポーツ指導員」の認定校で

あり，受講者が卒業後，それぞれの地域で障害者スポーツ活動に携わることが期待で
きる。

・ ＮＰＯ法人ＡＳＡ奄美スポーツアカデミーの協力を得て，会場として奄美体験交流
館を確保。
また，同法人はコミュニティスポーツクラブ（総合型地域スポーツクラブ）であり，

これまでも障害者スポーツに関する活動を行っている。
今回の研修会で実施したボッチャの用具（ボール等）を，ＡＳＡ奄美スポーツアカ

デミーに長期貸出を行っていることから，今後は同法人において，用具を活用した障
害者スポーツ活動の更なる展開が期待できる。

・ 研修会受講者を拠点づくりサポーターとして登録。ＡＳＡ奄美スポーツアカデミー
が開催するスポーツ教室等の指導者，補助員の募集時に登録情報を活用。
コミュニティスポーツクラブと障害者スポーツ指導者がつながることで，地域にお

ける障害者スポーツ活動の活性化が期待できる。
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【新聞掲載状況】
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男子 ②
Kagoshima Balders
かごしまバルダーズ

・参加チーム数：６チーム
・優勝：福岡市
・本県チーム：３位

女子 ②
Kagoshima Balders
かごしまバルダーズ

・参加チーム数：３チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：３位

男子 ② 排球かごしまドリーム
・参加チーム数：３チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：出場なし

女子 ― ―
・参加チーム数：３チーム
・優勝：沖縄県
・本県チーム：出場なし

男子 ② 排球かごしま
・参加チーム数：３チーム
・優勝：北九州市
・本県チーム：３位

女子 ② 排球かごしま
・参加チーム数：４チーム
・優勝：福岡県
・本県チーム：準優勝

※　網掛けは平成30年度に初めて九州ブロック予選会に出場する競技

（報告事項４）平成30年度九州ブロック予選会（団体競技）について

【代表チームの選定方法について】
 ①：九州ブロック予選会の出場権をかけた大会を実施し，優勝チームを県代表チームとしているもの。
 ②：全国障害者スポーツ大会出場を目指して活動を行うチームが，当該チーム以外にないもの。
 ③：県内に複数あるチームから，選手を選抜しチームを編成しているもの。

・参加チーム数：６チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：準優勝

混合
可

鹿児島県選抜チーム

サッカー
(知的障害)

車いす
バスケットボール

(車いす使用の肢体不自由)

バスケットボール
(知的障害)

・参加チーム数：10チーム
・優勝：福岡県
・本県チーム：準優勝

・参加チーム数：８チーム
・優勝：沖縄県
・本県チーム：１回戦敗退

・参加チーム数：４チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：準優勝

４月29日　大分県
大分スポーツ公園

だいぎんｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

代表ﾁｰﾑ
選定方

法

③

③

②

②

①

②

大分県
（日程・会場未定）

４月７～８日　宮崎県
宮崎県体育館

鹿児島県代表チーム
混合
可

バレーボール
(知的障害)

５月20日　福岡県
アクシオン福岡

バレーボール
(精神障害)

６月９日　大分県
大分市東部公民館内体育館

混合 鹿児島県選抜チーム

バレーボール
(聴覚障害)

５月12日　佐賀県
佐賀勤労者体育センター

・参加チーム数：５チーム
・優勝：熊本県
・本県チーム：準決勝敗退

フットベースボール
(知的障害)

５月12日　熊本県
熊本県身体障がい者

福祉センターグラウンド

混合
可

鹿児島県代表チーム

グランド
ソフトボール
(視覚障害)

５月12～13日　福岡県
筑後広域公園多目的広場

混合
可

サツマレックス
・参加チーム数：７チーム
・優勝：福岡県
・本県チーム：準優勝

ソフトボール
(知的障害)

５月12日　福岡県
雁の巣ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

ソフトボール場

混合
可

ソフトボール鹿児島
代表選抜チーム

競技名
（対象障害）

開催日・場所 性別 本県代表チーム
（参考）

平成29年度九州ブロック
予選会結果
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（報告事項５）全国障害者スポーツ大会競技規則等の改正について

１ 全国障害者スポーツ大会競技規則等の改正について

全国障害者スポーツ大会競技規則については，スポーツに参加する障害者層の変化
等に対応するため，公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（以下「日障協」という。）
が設置する専門委員会「技術委員会」において，改正作業が進められている。
改正内容は，例年２～３月に日障協が主催する三協議会※において公表される。

※ 都道府県・指定都市障がい者スポーツ協会協議会，障がい者スポーツ競技
団体協議会，障がい者スポーツ指導者協議会の３協議会の合同会議

２ 今後の主な改正内容

(1) 平成30年度（福井大会）から適用される改正内容
◆ 障害区分（視覚障害区分）
・ 陸上競技，水泳，卓球（サウンドテーブルテニス含む）の視覚障害の障害区
分の判定について，次のとおり視力・視野の取扱いが変更される。

【参考：改正後の障害区分】

競　技 判定区分 現　　行 改　　正

視　力 良い方の視力で判定 両眼の視力の和で判定

視　野 視野「５度以内」と「それ以外」で区分 視野は障害区分の判定要因に含めない

陸上競技
・

水　泳

卓　球
視　力
・

視　野

「視力０．０３までまたは，視野５度以内」と
「その他の視覚障害」で区分

視力・視野を問わず，アイマスク装着の有無で区分

アイマスク有 ⇒ サウンドテーブルテニスに出場

アイマスク無 ⇒ 一般卓球に出場

○陸上競技

区分
番号

障　害　区　分 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ
１５００
ｍ

スラ
ローム

４×
１００ｍ
リレー

走高
跳

立幅
跳

走幅
跳

砲丸
投

ソフト

ボール

投

ジャベ

リックス

ロー

ビーン
バッグ
投

24 視力０から０．０１まで　※２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

25 その他の視覚障害 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○水泳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎男女別・年齢区分別　 ○　男女別・１部　　●　男女別・２部

区分
番号

障　害　区　分 ２５ｍ ５０ｍ ２５ｍ ５０ｍ ２５ｍ ５０ｍ ２５ｍ ５０ｍ

23 視力０から０．０１まで　※２ ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

24 その他の視覚障害 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

※１　視力は「矯正後の両眼視力」の和で判定する。視力の和を算出する際，光覚弁，手動弁は視力０，指数弁は視力０．０１とする。

※２　障害区分23は光を通さないゴーグルを装着する。

○卓球 ◎男女別・年齢区分別

区分
番号

障　害　区　分 卓球 ＳＴＴ

15 アイマスクあり ◎

16 アイマスクなし ◎
視覚障害　※

※　視力・視野の程度に関わらず，アイマスクの有無で出場競技を分ける。

視覚障害　※１

障　害　分　類

自由形 背泳ぎ

投　て　き競　走 跳　躍

障　害　分　類

平泳ぎ バタフライ

視覚障害　※１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　男女別・年齢区分別　 　　▲　男女別・年齢区分なし  　

障　害　分　類

※１　視力は「矯正後の両眼視力」の和で判定する。視力の和を算出する際，光覚弁，手動弁は視力０，指数弁は視力０．０１とする。

※２　障害区分24は光を通さないアイマスクを装着する。
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◆ 陸上競技
・ 視覚障害者の競走競技で伴走者ありの場合は，必ず紐等を持つこととする。

・ 紐は非伸縮性で50㎝以内のものとする。（競技者と伴走者の間の距離は50㎝
以内となる。）

・ 全ての視覚障害の走り幅跳びの踏切板の長さは１ｍとする。

・ 視覚障害の区分24に属するものは，競技エリアで光を通さないアイマスクを
装着しなければならない。

◆ 水泳
・ スタートでのイングリッシュコールの導入。

・ 視覚障害の区分23に属するものは，競技中に光を通さないゴーグルを装着し，
競技終了まで装着しなければならない。

◆ アーチェリー
・ リカーブ部門において年齢区分が撤廃される。

◆ 車いすバスケットボール
・ 競技名称の表記が変更される。

（旧）車椅子バスケットボール ⇒ （新）車いすバスケットボール

・ 女子選手のプレイ時におけるチームの持ち点の算定方法が変更される。
コート内でプレイする女子選手が１人につき，プレイヤーの持ち点合計から

１．５点を減算する。ただし，コート内でプレイできる女子選手は２名を限度
とする。

(2) 平成31年度（茨城大会）から適用される改正内容（予定）
◆ 卓球
・ 卓球に新たな参加障害区分（精神障害）が導入される。

・ 全国障害者スポーツ大会における参加選手枠は，都道府県・指定都市選手団
ごとに２人（男女１人ずつ）。

・ 競技は，既存の競技規則（卓球競技（立位））に基づき実施する。

(参考) 平成33年度（三重大会）から適用される改正内容（予定）
◆ ボッチャの導入
・ 新たな正式競技（個人競技）として「ボッチャ」が導入される。

・ 対象障害を重度肢体不自由者（身体障害）とし，立位選手１人，座位選手１
人の２人１組でチームを編成。

・ 全国障害者スポーツ大会における参加選手枠は，都道府県・指定都市選手団
ごとに１チーム（２人）。

・ 競技規則，使用コートは，日本ボッチャ協会の定めるところによる。
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（その他）「燃ゆる感動かごしま大会」の準備状況について

１ 燃ゆる感動かごしま大会リハーサル大会

(1) 目 的
大会の競技運営，審判技術等の向上を図るとともに，大会に対する県民の理解と関心

を高める。

(2) 競 技
ア 個人競技（６競技）

毎年開催されている「鹿児島県障害者スポーツ大会」をリハーサル大会とし
て開催。

※ 燃ゆる感動かごしま大会の鹿児島県選手団選手選考会を兼ねる。

イ 団体競技（７競技）
毎年持ち回りで開催されている「全国障害者スポーツ大会九州ブロック予選
会」について，全ての競技をリハーサル大会として鹿児島県で開催。

(3) 会 場
燃ゆる感動かごしま大会と同じ。

(4) 主催者
燃ゆる感動かごしま大会における開催地主催者と同じ。

(5) 期 日

２０２０年 ５月１６日（土）～１７日（日）

※ 17日（日）のみの開催とするか，16日（土），17日（日）の２日間開催とす
るかについては，競技団体や会場地市と協議の上，決定。

２ 燃ゆる感動かごしま大会オープン競技

燃ゆる感動かごしま大会オープン競技については，以下の３競技となる見込。

※ 中央主催者（文部科学省，日本障がい者スポーツ協会）と協議の上，正式に決
定される。

競技名 障害の種類 主催団体 競技会場
実施予定日
（2020年）

スポーツ吹矢 身体
鹿児島県

スポーツ吹矢協会

ハートピア
かごしま
（鹿児島市）

10月18日（日）

電動車椅子
サッカー

身体
日本電動車椅子
サッカー協会

鹿児島
アリーナ
（鹿児島市）

10月17日（土）
   ～18日（日）

ふうせん
バレーボール

身体
知的
精神

鹿児島ふうせん
バレーボール協会

郡山体育館
（鹿児島市）

10月25日（日）
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（その他）鹿児島県障害者スポーツ情報サイトの開設について

○ 鹿児島県障害者スポーツ情報サイトについて

(1) 目 的
燃ゆる感動かごしま大会の開催を契機とした障害者スポーツの普及・拡大の取

組を進めるうえで，障害者スポーツの大会や教室，団体競技チームの活動状況な
どの障害者スポーツに関する情報の効果的な発信が課題となっていることから，
障害者スポーツに特化した専用のホームページを作成し，情報発信の充実を図る。

(2) サイトの開設時期
平成30年３月末

(3) コンテンツ等
別添「鹿児島県障害者スポーツ情報サイト（イメージ）」参照

(4) 今後の展開
ア サイトの認知度向上

新設サイトの認知度向上を図るため，障害福祉団体，競技団体等と連携。
（団体のホームページ等にリンクを掲載する等）

イ 掲載内容の充実
燃ゆる感動かごしま大会に向けた障害者スポーツの大会や教室等の情報を随

時掲載。
県が実施する取組に限らず，関係団体等が実施する障害者スポーツの取組に

ついても掲載。
（関係団体等から掲載可能な情報を随時募集）
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