
（報告事項２）障害者スポーツ振興事業の実施状況について

１ 平成30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】
○知的障害者・聴覚障害者バレーボール体験教室

日 時：平成30年７月21日(土) 9:30～12:00
場 所：ハートピアかごしま体育館
参加者：31人 講師・補助員等：38人
内 容

知的障害者と聴覚障害者のバレーボール体験教室を合同で実施。男子，女子に分か
れ，サーブ練習からスパイクなどの練習後，知的障害者と聴覚障害者が同じチームで
試合を実施した。

実施結果
合同で練習を実施したことで，当初の予定を超える参加者を獲得。
知的・聴覚チームの講師が合わせて１５名参加したことで，選手それぞれのレベル

に応じた練習をするなど，個々の競技力向上が図られた。

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） 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）

66人 31人 97人

体験教室（団体競技） １２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）

362人 230人 592人
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(2) 競技用具の整備・貸出
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】
・車いすバスケット…車いすバスケットボール用車いす
・ボッチャ … ボールセット
・アーチェリー … アーチェリー弓具セット

※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
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31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 ７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 36人 129人
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４ 障害者スポーツ活動の拠点づくり

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（肝付会場）報告書

５ 支援体制整備

(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

　６月２日（土），
６月３日（日）

　　　障害者スポーツ導入研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　【肝付会場】

肝付町社会福祉会館

６月３日（日）
　　　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」

高山やぶさめ館

　２月１６日（土），
２月１７日（日）

　　　障害者スポーツ導入研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【和泊会場】

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  30

和泊町役場

24

受講者・教室参加者

11

10

13

20

日　　時 名　　称 会　　場

　８月４日（土），
　８月５日（日），
８月１８日（土）

障がい者スポーツ指導員養成講習会
　　　　　　　　　　　　　　　　　【霧島市会場】

霧島市国分公民館

８月４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）
霧島市国分公民館

  計  

受講者

25人

11人

36人
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障害者スポーツ活動の拠点づくり（肝付会場）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：実技指導）

（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」
実技終了後にグループワークを行い，実技を実施した中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。
また，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。

（グループワーク資料）

（グループワークの様子）

【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）
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（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）

【 総 括 】

・ 肝付町社会福祉協議会（以下「協議会」という。）の協力を得て，協議会の職員や
肝属地区のスポーツ推進員など多く参加。

また，協議会は一昨年度から障害者スポーツ体験教室や障害者スポーツ指導員養成
講習会開催に協力していただき，協議会を中心にスポーツの拠点化が進みつつある。

・ 協議会の協力を得て，会場として肝付町社会福祉会館，高山やぶさめ館を確保。
今回の研修会で実施したボッチャの用具（ボール等）を，協議会に長期貸出を行っ

ていることから，今後は協議会において，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。協議会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。

協議会とコミュニティスポーツクラブ，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】

平成３１年２月１８日（月） 南海日々新聞
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男子 ②
Kagoshima Balders
かごしまバルダーズ

・参加チーム数：７チーム
・優勝：福岡市
・本県チーム：１回戦敗退

女子 ②
Kagoshima Balders
かごしまバルダーズ

・参加チーム数：５チーム
・優勝：沖縄県
・本県チーム：１回戦敗退

男子 ② 排球かごしまドリーム
・参加チーム数：４チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：１回戦敗退

女子 ② 排球かごしまドリーム
・参加チーム数：４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：準優勝

女子 ② 排球かごしま
・参加チーム数：３チーム
・優勝：鹿児島県
・本県チーム：優勝

※　網掛けは平成31年度に初めて九州ブロック予選会に出場する競技

サッカー
(知的障害)

４月20日，21日　北九州市
北九州市立本城陸上競技場

・運動場

混合
可

② 鹿児島県代表チーム
・参加チーム数：７チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：１回戦敗退

鹿児島県選抜チーム
・参加チーム数：９チーム
・優勝：福岡県
・本県チーム：準優勝

バレーボール
(知的障害)

６月８日　鹿児島県
桜島総合体育館

バレーボール
(精神障害)

５月19日　福岡県
久留米総合スポーツセン
ター　　久留米アリーナ

混合 ①

バレーボール
(聴覚障害)

５月18日　宮崎県
宮崎市総合体育館

・参加チーム数：５チーム
・優勝：熊本県
・本県チーム：準優勝

フットベースボール
(知的障害)

５月11日　長崎県
長与町総合公園ふれあい広

場

混合
可

② 鹿児島県代表チーム

グランド
ソフトボール
(視覚障害)

４月27日，28日　熊本県
熊本市庄口公園

混合
可

② サツマレックス
・参加チーム数：８チーム
・優勝：鹿児島県
・本県チーム：優勝

ソフトボール
(知的障害)

５月11日　福岡県
雁の巣レクリエーション

センター

混合
可

③
ソフトボール鹿児島

代表選抜チーム

・参加チーム数：４チーム
・優勝：福岡県
・本県チーム：１回戦敗退

車いす
バスケットボール

(車いす使用の肢体不自由)

６月１日，２日　福岡県
久留米総合スポーツセン
ター　　久留米アリーナ

混合
可

③ 鹿児島県選抜チーム
・参加チーム数：９チーム
・優勝：長崎県
・本県チーム：２回戦敗退

バスケットボール
(知的障害)

４月13日，14日　福岡市
福岡市総合体育館

（報告事項３）平成31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。

競技名
（対象障害）

開催日・場所 性別
代表ﾁｰﾑ
選定方

法
本県代表チーム

（参考）
平成30年度九州ブロック

予選会結果

-24-



（報告事項４）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) 2019年度（茨城大会）から適用される改正内容
◆ 卓球

・ 新たな参加障害区分（精神障害）を追加する。

・ 全国障害者スポーツ大会における参加選手枠は，全体総数140名とする。
都道府県・政令指定都市選手団ごとに２名（男女各１名ずつ）
開催県は６名（男女各３名ずつ）
後催県は４名（男女各２名ずつ）

この枠は卓球競技のみの参加枠となる。

・ 競技規則については，現在の全国障害者スポーツ大会競技規則卓球競技（立
位）で定める内容のほか，特に定める予定はなし。

・ STTの選手が使用するアイマスクは，アイシェードも可とし，各自で用意する
こととする。

◆ 陸上競技
・ 視覚障害の区分24に属するものは，競技エリアにてアイマスクの装着が規則

で定められているが，新たにアイシェードの装着も可とする。

◆ 水泳
・ 視覚障害の区分23に属する者は，プールに入場するまでに光を通さないゴ
ーグルを装着し，競技終了まで装着しなければならない。

【参考：改正後の障害区分】
○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 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○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　※２ ◎

16 アイマスクなし ◎

※１　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。

※２　障害区分15は，各自で用意したアイマスクまたはアイシェードを装着する。

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

※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またはアイシェードを装着する。

投　て　き競　走 跳　躍

障　害　分　類

視覚障害　※１

障　害　分　類

視覚障害　※１
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(2) 2020年度（鹿児島大会）から適用される改正内容（予定）
◆ 精神障害者の参加資格の変更

・ 参加資格を「精神障害者保健福祉手帳」所持者または，「自立支援医療（精
神通院）受給者証」取得者のみとする。

※現行の「通院証明書」を用いての証明対応は廃止する。

◆ 障害区分（視覚障害区分）
・ 陸上競技，水泳，卓球（STT含む）の視覚障害の障害区分の判定について，次

のとおり障害区分の取扱いが変更される。

◆ 卓球（STT）の規則改正
・ 「打つ」とは，競技者の握ったラケット（グリップを含む）及びラケットハ
ンドでボールに触れることとする。

グリップ及びラケットハンドで打球した場合，打球音がすれば有効であるが，
打球音がしない時には，ホールディングとし無効とする。

◆ 大会開催基準要綱への「競技別会期」の明記
・ 大会会期については，開催３年前までに開催地主催者が中央主催者と協議し

て決定することとなっているが，競技別会期については明記されていなかった。
開催県だけでなく，競技を実施する市町においても苦慮しながらの大会準備

となっている状況から，開催基準要綱「５.大会開催の基本方針」に競技別会期
を以下のとおり明記することとする。

「競技別会期は，開催年の２年前の年度末までに開催地主催者が中央主催者
と協議して決定する。」

(参考) 2021年度（三重大会）から適用される改正内容（予定）
◆ ボッチャ競技の導入

・ 新たな正式競技（個人競技）として「ボッチャ」を導入する。

・ 対象障害を重度肢体不自由者（身体障害）とし，立位選手１名，座位選手１
名の２名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，全体総数140名とする。
都道府県・指定都市選手団ごとに１チーム（２名）
開催県は３チーム（６名）
次年度後催県は２チーム（４名）

◆ 年齢区分・障害区分の見直しの検討
・ 実情に即した各競技の年齢区分の変更を検討中（平成29年度公表済）であっ
たが，年齢区分のみの見直しであると競技が成立しなくなる等の状況が想定さ
れるため，障害区分の見直しを併せて検討予定。

◆ 個人・団体競技の役員数の見直しの検討
・ 選手の障害程度や役員の役割の多様化により，役員を増員して派遣している
選手団が大多数であるため，現状を分析し，役員数・役割を検討する。

競　技 判定区分 現　　行 改　　正

視　力 両眼の視力の和で判定 良い方の視力で判定

視　野 視野は障害区分の判定要因に含めない 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・視野を問わず，アイマスク装着の有無で区分 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

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
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（報告事項５）第６回普及検討委員会後の取組状況について

１ 平成30年度第６回普及検討委員会の状況

平成30年９月３日（月）に開催された第６回検討委員会において，事前に障害者スポー
ツに関するアンケート調査を各委員に回答してもらった。

その調査結果をもとに障害者スポーツにおける課題や問題点を解消するための有効な取
組について協議・意見交換を行った。

第６回普及検討委員会で出た意見を参考に県で取組を実施。

(1) 第６回普及検討委員会での検討事項

ア 聴覚障害のバレーボール選手の確保に向けた取組

イ 団体競技チームのスタッフ確保に向けた取組

ウ 伴走者（特に短距離）の確保に向けた取組

(2) 検討事項に伴う有効と思われる取組

ア 聴覚障害のバレーボールチーム選手の確保に向けた取組
・特別支援学校（特に聾学校）との連携強化
・学校や障害者雇用をしている企業を通じた周知・広報
・ホームページやＳＮＳ等を利用した周知・広報 等

イ 団体競技チームのスタッフ確保に向けた取組
・ホームページやＳＮＳ等を利用した周知・広報
・広報先の工夫（スポーツ指導員養成講習会受講者など） 等

ウ 伴走者（特に短距離）の確保に向けた取組
・伴走体験教室，伴走講習会の実施
・コミュニティスポーツクラブ等への呼びかけ 等

２ 県での取組内容について

(1) ア，イ 聴覚バレーボールの選手確保及び団体競技チームの選手・役員募集

各団体競技チームの活動状況や，選手・役員（スタッフ）から競技をすることで心
がけていることややりがいなどについて取材し，選手・役員（スタッフ）募集の案内
チラシを作成。2020年かごしま大会で１３歳以上となる県内の小・中・高校，特別支
援学校の生徒，職員を対象として，案内チラシを配布した。

※チラシについては各競技別に作成
７競技９障害区分
車いすバスケットボール（混合），グランドソフトボール（混合）
知的バレーボール（男子・女子），聴覚バレーボール（男子・女子），
精神バレーボール（男子・女子），知的バスケットボール（男子・女子），
知的ソフトボール（混合），知的サッカー（混合），
知的フットベースボール（混合）
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【チーム紹介チラシ（例）】
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(2) ウ 伴走者（特に短距離）の確保に向けた取組

平成30年度鹿児島県障害者スポーツ指導員養成講習会（初級）において，講習会の
一コマで視覚障害者で結成された陸上同好会「ブラインドランナーズ」との伴走体験
教室が実施された。
伴走体験前に視覚障害者との伴走における注意点などの講習を受けた後，ブライン

ドランナーズと伴走をする中で伴走におけるアドバイスを受け，伴走の難しさと伴走
者の必要性を受講生は体感していた。
また，伴走体験終了後には伴走者募集チラシを配布したり，障害者スポーツ情報サ

イトで伴走者募集ページを作成するなど周知を図った。

【伴走状況：受講生同士でウォーキング】 【伴走状況：視覚障害者とランニング】

【伴走後：伴走しての課題点などについてグループワークを実施】
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【県障害者スポーツ情報サイト掲載状況（伴走体験教室】
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【ブラインドランナーズ（伴走者）募集チラシ】
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（その他）「燃ゆる感動かごしま大会」の開催準備状況について

平成31年3月現在

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会において，次のとおり各種

開催準備を進めている。

１ ボランティア関係

 情報支援ボランティアの募集

・平成30年７月から募集開始

・平成31年度は，応募者（登録者）を対象とした養成講座を６月から開始の予定

・２月28日現在で，284人応募（募集人数600人） →更なる掘り起こし必要

（手話215人/３００人，筆談・要約筆記（手書）57人/２００人，要約筆記（ＰＣ）12人/１００人）

・年５回の養成講座を受けてもらいたいことから，５月までの応募が必要

・資格を持っている方も，興味のある方も，まずは応募をお願いしたいというこ

とを様々な機会を使って周知していただきたい。

 大会運営ボランティアの募集

・平成30年７月から募集開始（情報支援ボランティアと併せて募集）

・２月28日現在で，217人応募（募集人数3,500人）

・大会の円滑な運営には，ボランティアの協力が欠かせないため，情報支援ボラ

ンティアと併せて，周知をお願いしたい。

 選手団サポートボランティアの養成

・県内の大学，短期大学，専修学校等に協力を依頼

・平成31年度は，養成協力校の委嘱を行い，2020年９月にかけて各学校において

養成研修を実施してもらう予定

２ 競技関係

 競技別会期（案）

・各競技団体，会場地市と協議の上，かごしま大会における競技別会期の検討を

進めている。

・今後，中央主催者である日本障がい者スポーツ協会やスポーツ庁と協議の上，

平成31年度中に決定できる見込み

 競技役員等

・平成29年度から養成事業を始めて２年目。各競技団体で，中央競技団体への派

遣や県内講習会の開催，先催県視察などを実施してもらっている。

・平成31年度は，競技役員等編成調査（２次）を実施し，年度末にはリハーサル

大会に向けた競技役員等編成を行う予定

・競技補助員については，高校等へ依頼を行ったが，今後，競技役員も含めた必

要人員の調整を進めていく。
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・円滑な競技運営に向け，今後も競技団体の協力をいただきながら競技役員と競

技補助員の養成を進めていく。

 競技用具

・平成30年度に第１次競技用具整備調査を行い，競技運営に必要な競技用具につ

いて確認

・平成31年度は，第２次調査を行い，整備する競技用具の精査を行い，一部の競

技用具については事前に購入する見込み

・2020年度のリハーサル大会から競技運営が円滑に行えるよう，計画的な整備を

実施の予定

３ 「ふれ愛の絆を深めるために」

・かごしま国体・大会では，県内・外から多くの障害者の参加・観覧を予想

・両大会の開催に向け，県民が駅やバス停，街中で困っている障害者を見かけた

場合，どのように接したらいいか，どのような手伝いができるのかについて，

簡潔にまとめた資料を作成

・県民の心のこもったおもてなしや積極的な交流を通じて，全国から訪れる多く

の方に，「両大会に参加してよかった」，「鹿児島に来てよかった」と感じてい

ただきたい。

・かごしま国体・大会ホームページに掲載しているので，周知をお願いしたい。

【参考資料 参照】

４ 今後の公表事項等

 公式ポスターデザイン

・かごしま国体・大会の公式ポスターデザインが決定し，公表される予定

・公表後は，かごしま国体・大会ホームページなどで見られる他，関係団体等に

は平成31年度に配布予定

 炬火トーチ・炬火受皿デザイン

・かごしま国体・大会の開・閉会式や炬火を活用したイベント等で使用する炬火

トーチ及び炬火受皿のデザインが決定し，平成31年３月に公表される予定

・公表後は，かごしま国体・大会ホームページなどで見られる。

５ その他

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会において，「開・閉会式会

場等整備基本設計」，「各競技会場整備基本設計」，「総合案内所基本計画」，「おも

てなし広場基本計画」，「式典実施計画」など，かごしま大会の開催に向けて各種

計画等を決定するなど，準備を進めているところ。

関係団体と連携しながら，今後も着実に開催準備を進めてまいりたいので，協

力をお願いしたい。
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