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ＶＯＬ.1 

 平成 28年 7月 20日（水）、徳島グランヴィリオホテル 1階「ヴィリオルーム」で、徳島県障がい
者スポーツ協会設立総会が行われました。 
 徳島県障がい者スポーツ協会は、社会福祉法人徳島県社会福祉事業団の一組織であり、今まで、ノ
ーマライゼーション促進センターが行っていたスポーツ関係の事業を当協会が引き継ぎ、より充実を
図り実施していきます。 
 
＜徳島県障がい者スポーツ協会設立の趣意＞ 

 障がい者スポーツは、障がい者の方々の健康の維持や体力の増強はもとより、日々の生活の豊かさ

や社会参加への意欲向上に寄与するなど大きな役割を果たしています。 

 また、2020年の東京パラリンピック開催決定を契機として、競技スポーツとしての障がい者スポー

ツに対する関心も大いに高まっているところです。 

 このような中、本年（2016年）は、障がい者が自立して社会参加し、自己の個性や能力を発揮する

ことができる社会の実現を目指す「障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例」が 4月

に全面施行されました。 

そこで、県民、企業、団体等による幅広い支援によって、障がい者スポーツの推進母体となる「徳

島県障がい者スポーツ協会」を設立し、障がい者スポーツの振興を図り、健康増進や社会参加を促進

するとともに、活力ある共生社会の実現に貢献するものであります。 
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日頃は、障がい者スポーツ振興等、各方面に御協力いただいておりますことに、この場をおかりしま

して厚くお礼申し上げます。 
 さて、この障がい者スポーツは、障がい者の皆様方の健康増進、あるいは遣り甲斐、そして多くの皆
様とのつながり等、多くの面でメリットが今注目をされているところであります。 
 さて、いよいよリオのオリンピックが 8月 5日、リオのパラリンピックが 9月 7日に開催されます。
今、まさに世界中で障がい者スポーツに対しての関心が、ますます高まりを持ってきているところであ
ります。徳島県におきましても、ゆかりの選手が 3名出場することとなっております。お二人は柔道で、
藤本聰（ふじもと さとし）選手 66kg級、正木健人（まさき けんと）選手 100kg超級、また、（ボ
ート）ローイング混成二人乗りダブルスカルにおいても有吉利枝（ありよし りえ）選手が出場すると
ころであります。 
 また、4年先には、東京パラリンピックが開催されるところであります。県を挙げてパラリンピックに
出場する選手の環境を整えていこうと考えております。 
 今、オリンピックの選手に対しましても、支援をさせていただいているところであります。そこで、
今回 4月でありますが、一つの条例が本格スタートいたしました。これは、障がいのある人もない人も、
暮らしやすい徳島づくり条例、その中ではアクセスコミュニケーションの関係が皆様に注目を頂いてい
るところでありますが、これ以外の柱として、スポーツ、そして文化面で障がい者の皆様にこれぞとい
う手腕能力をおおいに発揮していただき、こうした場の創造ということを位置づけさせていただいてい
るところであります。 
 今回は、行政はもとより、県内各界の皆様の御協力を頂きまして、徳島県障がい者スポーツ協会の設
立となったところであります。今回、御賛同いただいた皆様には、心から御協力に感謝申し上げますと
ともに、リオ、東京パラリンピック、さらには障がい者スポーツ、文化の発展にこれからも御尽力いた
だきますようお願い申し上げます。 

＜平成 28年 7月 20日徳島県障がい者スポーツ協会設立総会にて＞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 リオデジャネイロオリンピック、パラリンピックが開催される今年、7月 20日に徳島県障がい者スポ
ーツ協会が設立されました。 
 設立総会には、飯泉知事をはじめ、障がい者団体、競技団体、経済界、医療・福祉など 30の関係団体
の御参加をいただき、本県の障がい者スポーツのさらなる発展に向け、あらたな一歩を踏み出すことが
できました。 
 設立に当たり、皆様にお礼と感謝を申し上げますとともに、障がい者スポーツ協会の会長として、推
進母体を担う重責に身が引き締まる思いであります。 
 徳島県障がい者スポーツ協会では、①障がい者とスポーツに取り組む団体や競技団体との協力体制の
構築 ②障がい者のスポーツ大会の開催 ③全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣 ④障がい者ス
ポーツ教室・講習会の開催 などに取り組んでまいります。 
 今後、会員数の拡大を図りますとともに、県を挙げた体制を強固なものとし、徳島県障がい者スポー
ツの振興を図ってまいりますので、皆様の御理解と御支援を賜りますようお願いいたします。 

 
＜平成 28年 7月 20日徳島県障がい者スポーツ協会設立総会にて＞  
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                  （※平成28年 7月 20日の設立総会にて、決定されました。） 
  

１ 障がい者スポーツ大会の開催 
   地域における障がい者の相互交流及び体力の維持増進を図るため、全県を対象としたスポーツ大会

を開催します。 
  ＜開催種目＞※平成 28年 8月から順次開催 
   ボウリング大会、ドッジボール大会、ペタンク大会 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 

２ 全国障害者スポーツ大会への選手団派遣 

障がい者スポーツの全国的な祭典であり、障がいのある選手が大会に参加し、競技等を通じ、ス
ポーツの楽しさを体験するとともに、全国の仲間と交流する「全国障害者スポーツ大会」に徳島県
選手団を派遣しました。 

 
＜第 16回全国障害者スポーツ大会＞ ※結果は 7ページに掲載 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（第 16回全国障害者スポーツ大会写真） 
 

  
（ドッジボール大会） （ペタンク大会） 
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３ 障がい者スポーツ教室・講習会等の開催 

  （１）障がい者スポーツ指導員設置事業 
     障がい者のスポーツを振興し、障がい者の体力の維持増強を図るとともに、自立と社会参加

の推進に寄与することを目的に障がい者スポーツに関する知識・技術等を有し、指導的役割を
果たせる障がい者スポーツ指導員を設置し、以下の事業を行います。 

     ①障がい者スポーツ指導員研修会の開催 
      ボッチャの指導方法等の研修会 ※Ｈ29.2開催予定 
     ②各種大会、講習会、出張スポーツ教室等への指導員の派遣 
      随時、派遣要請に基づき実施します。 
      
  （２）地域における障がい者スポーツ普及促進事業 
     地域において、障がい者が継続的にスポーツに参加できる機会の拡充を図るための実践研究

を実施します。 
     ①スポーツ普及促進事業 
     （出張スポーツ教室）※ Ｈ28.9から毎月開催 
      県内 3圏域にて、障がい者やその家族、施設職員、総合型地域スポーツクラブ会員を対象

に開催します。 
     （ボッチャ競技普及員講習会）※ Ｈ28.1２開催 
      日本ボッチャ協会から講師を招聘し、障がい者スポーツ指導員等を対象に講習会を開催し

ます。 
     ②特別支援学校での選手育成事業 

（トレーナー等の派遣）※ Ｈ28.9～Ｈ29.2開催 
 国府支援学校及び鳴門教育大学附属特別支援学校のクラブ活動へトレーナー等を派遣し、指
導を実施します。 

     （スポーツ総合体力診断） 
      国府支援学校バスケットボール部員を対象に鳴門渦潮高校の体力測定機器を用い、スポー

ツ総合体力診断を実施します。 
     （バスケットボールクラブの交流試合） 
      競技力向上を目指し、国府支援学校と他校との交流試合を開催します。 
 
 
 
 

 

 

 

    （出張スポーツ教室）      （スポーツ総合体力測定）   （トレーナー等の派遣） 

 
（ボッチャ教室） 
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４ 広報・啓発 
  （１）障がい者スポーツ協会設立記念事業 
     協会の設立を記念したイベントを開催し、障がい者スポーツの啓発・広報を行うとともに、

2020年東京パラリンピックに向けた機運醸成を図ります。 
  （２）徳島県障がい者スポーツ情報発信事業 
     県内の障がい者スポーツに関する情報の一元化を図り、効果的・効率的な情報発信を行いま

す。 
     ①協会ホームページの立ち上げ 
     ②広報誌の発行 
 

５ 協会運営 

   スポーツに取り組む障がい者と関係団体や競技団体等をつなげる連絡・協力体制を構築するととも
に、仲間、場所、指導者のコーディネートを行い、支援体制を確立します。 

   ・情報提供を通じたクラブチームの支援 
   ・障がい者スポーツ推進のための相談と連携づくりの支援 
   ・スポーツ用具の貸出 
 
 
 

 

 

・一般財団法人 徳島県スポーツ振興財団 ・一般財団法人 徳島陸上競技協会 

・一般財団法人 徳島経済同友会 ・一般財団法人 徳島県医師会 

・岡田企画株式会社 ・公益財団法人 徳島県体育協会 

・公益社団法人 徳島県理学療法士会 ・社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団 

・社会福祉法人 徳島県身体障害者連合会 ・社会福祉法人 徳島県手をつなぐ育成会 

・徳島県教育委員会 ・徳島県経営者協会 

・徳島県県民環境部 ・徳島県市長会 

・徳島県障害者スポーツ指導者協議会 ・徳島県障害者フライングディスク協会 

・徳島県商工会議所連合会 ・徳島県商工会連合会 

・徳島県身体障害者アーチェリー連盟 ・徳島県水泳連盟 

・徳島県精神保健福祉協会 ・徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

・徳島県卓球協会 ・徳島県知的障害者福祉協会 

・徳島県中小企業団体中央会 ・徳島県町村会 

・徳島県特別支援学校長会 ・徳島県トレーナー協会 

・徳島県保健福祉部 ・ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・徳島 
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１ ノーマピック・スポーツ大会 

 ノーマピック・スポーツ大会は、障がい者の体力の維持増強を図るとともに、自立と社会参加の推進
に寄与することを目的としています。 
 また、全国障害者スポーツ大会の選考会を兼ねて実施しています。 
 
〇サウンドテーブルテニス 

 ・日 時：平成 28年 5月 8日（日） 
 ・場 所：徳島県立障がい者交流プラザ 体育館 
 ・参加者：7名 
 

〇水泳、卓球 

・日 時：平成 28年 5月 29日（日） 
 ・場 所：徳島県障がい者交流プラザ 温水プール、体育館 
 ・参加者：水泳 27名、卓球 23名                  （サウンドテーブルテニス） 
 

〇ボウリング競技 

・日 時：平成 28年 6月 5日（日） 
 ・場 所：スエヒロボウル 
 ・参加者：45名 
 

〇陸上競技、フライングディスク 

・日 時：平成 28年 6月 11日（土）                  （ボウリング） 
 ・場 所：鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム他 
 ・参加者：陸上 108名、フライングディスク 214名 
 

  

 

 
 

 

 
（フライングディスク） 

（開会式） 
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２ 第 16回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会） 

 ・派遣期間：平成 28年 10月 20日（木） 
～平成 28年 10月 25日（火） 

 ・開催場所：岩手県 北上総合運動公園北上陸上競技場他 
 ・派遣人数：徳島県代表選手 20名、役員 25名 

 ＜獲得メダル数＞ 
  金 10 銀 6 銅 3 計 19 

出場競技 選手氏名 障害区分 種目 記録 順位 

陸上競技 

野田 多聞 19 100ｍ走 失格  
ジャベリックスロー 6ｍ78㎝ 銀 

国見 勉 23 スラローム 1分 37秒 3 銅 
ビーンバッグ投 5ｍ39㎝ 金 

髙井 俊治 26 1500ｍ走 4分 42秒 24 金 
800ｍ走 2分 16秒 70 金 

衣川 やす子 20 ジャベリックスロー 7ｍ19㎝ 銀 
砲丸投 3ｍ46㎝ 銅 

細谷 海人 28 200ｍ走 28秒 51 7位 
400ｍ走 1分 06秒 90 6位 

前川 龍太 28 100ｍ走 13秒 38 7位 
1500ｍ走 4分 55秒 94 銀 

吉田 勝美 28 100ｍ走 14秒 59 銀 
200ｍ走 30秒 99 銀 

水泳 

新宮 直樹 19 25ｍ自由形 33秒 89 銀 
50ｍ自由形 1分 20秒 17 金 

木下 明彦 24 25ｍ自由形 12秒 80 金 
50ｍ自由形 27秒 11 金 

久水 竣嗣 27 25ｍ自由形 14秒 05 4位 
50ｍ自由形 29秒 51 4位 

アーチェリー 増田 茂 3 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ 30ｍﾀﾞﾌﾞﾙﾗｳﾝﾄﾞ 549点 7位 

卓球 

保氣口 和弘 3 一般卓球 2点 銅 

田淵 和一 15 ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ 4点 金 

山下 歩 18 一般卓球 4点 金 

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 

梶本 義則 ― ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 10投 金 
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 24ｍ60㎝ 6位 

笠井 豊博 ― ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 10投 金 
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 23ｍ64㎝ 7位 

筧 和雄 ― ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 8投 4位 
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 11ｍ20㎝ 8位 

高田 幸一 ― ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 8投 6位 
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 11ｍ03㎝ 8位 

ボウリング 
山本 圭介 ― ボウリング 437点 6位 

三東 豊美 ― ボウリング 414点 7位 
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 ★クラブチーム紹介のお知らせ 

今後、当協会のホームページや広報誌にスポーツクラブの紹介コーナーを掲載していきます。 
 掲載を希望されるクラブチームは、当協会までご連絡ください。 
 なお、希望多数によりすべてを掲載できない場合は、順次掲載していきます。 
  

 

★大会・イベント情報掲載のお知らせ 

 当協会ホームページに「スポーツ大会・イベント」情報を掲載しませんか？ 
 掲載を希望される方は、当協会までご連絡ください。 
 

 

★正会員と賛助会員募集のお知らせ 

  当協会は、関係者間のネットワーク形成を図り、障がい者が日常的にスポーツを楽しむ環境づくり
や競技力の向上に取り組むことにより、総合的な障がい者スポーツの振興を図り、障がい者の健康増
進や社会参加を促進する事業を行っていきます。 

  この協会の目的に賛同し、協会運営に参加・援助していただける正会員・賛助会員を募集します。 
 
 

区分 年会費 

個人会員 １口 １，０００円 

団体会員 １口 ３，０００円 

   

 
 
注）当協会ホームページは、平成 28年 12月下旬に開設を予定しております。 

なお、営利目的等の活動に関係するイベント情報等の掲載は致しません。 
 

  

徳島県障がい者スポーツ協会 
〒770-0005 徳島県徳島市南矢三町 2丁目 1－59  

社会福祉法人徳島県社会福祉事業団内 

電 話 088-634-2000 

ＦＡＸ 088-634-2020 
 

＜正会員・賛助会費納入方法＞ 
〇入会には、入会申込書の提出をお願いします。 
〇会費は、所定の振込用紙（郵便局）でお振込みください。
（振込手数料は協会が負担します。） 
〇賛助会員の資格は、会費を納入いただいた年度に限り有
効です。 

 
※詳しくは、当協会までお問い合わせください。 

 


