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平成 2７年度東京都障害者スポーツ協会事業報告総括 

 

平成２７年度は、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた選手発掘事業

をはじめ、競技力向上事業や障害者スポーツの理解啓発事業等の新規事業および事業

の拡充を行いました。 

そのため、職員の増員や事務所の分室の設置など協会の体制も強化してきました。

また、障害者スポーツセンターの運営は、第二期指定管理者期間の最終年にあたり、 

効率的な運営に努めるとともに、協会事務局と一体となって障害者スポーツの振興を

図ってきました。  

 

１ 東京都障害者スポーツ協会事業の実施 

（１）障害者スポーツの地域振興の推進 

障害のある人がより身近なところでスポーツが楽しめる環境を整備するた

め、これまで区市町村や地域スポーツクラブ、社会福祉施設等と協働事業を実

施し、大きな成果を上げてきました。その結果、区市町村などで１１３の開拓

事業を実施することができました。 

また、地域の公立体育施設でより具体的に障害者を受け入れることができる

ように、施設利用促進マニュアルを作成し、体育施設職員等への研修を行いま

した。 

 

（２）障害者スポーツの理解啓発事業の推進 

障害者スポーツについて、広く都民への理解促進を図るために、平成２７年

度は、チャレスポＴＯＫＹＯをこれまでの総合スポーツセンターから有楽町の

国際フォーラムに会場を移して大規模に実施し、大変多くの都民の方の来場が

ありました。 

また、障害者スポーツの情報をより広く発信するためテレビ放映を行うなど、

初めての試み行い障害者スポーツの理解啓発事業の拡充に取り組みました。 

 

 （３）人材の育成 

    地域で障害者スポーツを進めていくためには、区市町村をはじめ地域の関係

機関・団体等との調整や障害者スポーツの支援を行う人材が重要です。特に、

障害者スポーツの専門の指導員の活動は大きな力になります。そのため、指導

員の活動をより活性化するために、情報を年４回に分けて全員に提供するなど、

活動の場の情報提供に力を入れてきました。 

 

 （４）競技力向上事業の強化 

     新たな選手の発掘事業や競技団体への活動の支援を行いました。特に、発掘

事業は大変大きな反響があり、多くの選手が参加し、希望する競技種目の体験

や競技団体との個別の相談を行うなど、今後の選手個々の希望の道への方向を

示す事業となりました。 

 



                           

- 2 - 

 

 （５）体制の強化 

    新規事業や事業の拡充に伴い、協会職員の増員や都派遣職員の増員を行うと

ともに、協会事務局の分室を設けるなど、事務局体制を強化して新規事業や 

事業の拡充を行いました。 

 

２ 東京都障害者スポーツセンター事業の実施 

東京都障害者スポーツセンターの管理運営については、第二期指定管理者として

の最終年にあたり、指定申請書の各記載事項の達成度を確認するとともに、利用者

支援の更なる充実のため、利用者のライフステージにあった多様なサービスの提供

や施設の効率的な運営に努めました。 

また、東京における障害者スポーツ推進の大きな動きの中で、広域スポーツセン

ターとして協会事務局と一体となって、地域での障害者スポーツの振興を推進しま

した。 

 

（１）効果的かつ効率的な施設運営への取り組み 

第二期指定管理最終年を迎え、これまでの活動の実績・成果などを踏まえ、

一層の利用者の安全や満足感を充実させるとともに、効率的かつ効果的な 

施設運営に努めました。 

 

（２）利用者支援サービス向上への取り組み 

   利用者の年齢層や障害の種類や程度に応じ、また健康の維持増進から趣味や

楽しみとしてのスポーツ、競技スポーツとしての取組みまで多様なニーズに 

応じた内容の支援プログラムを提供し、支援サービスの向上を図りました。 

また、安心・安全にスポーツに取組み、意欲的に継続していけるよう、相談か

らスポーツ導入、入門教室から中上級教室へと一体的かつ段階的な支援プログ

ラムを提供し継続的なスポーツ活動を支援しました。 

 
（３）地域振興への取り組み 

身近な地域でスポーツ・レクリエーション活動を行えるよう、区市町村や 

地域社会福祉協議会と協働したスポーツ教室、スポーツ大会などの開催をさら

に進め、協会事務局とともに地域振興を推進しました。学校や社会福祉施設、

地域スポーツクラブ、企業などとも障害者スポーツ体験教室や障害者スポーツ

紹介イベントを実施し、地域での普及を図りました。 
地域でのスポーツ・レクリエーション活動を支える人材育成のため、障害者

スポーツ指導員、ボランティアの養成講習会などを実施しました。 
 

 
３ 事業の詳細は、以下のとおりです。 
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平成２７年度東京都障害者スポーツ協会 事業報告 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 

Ⅰ 障害者のスポーツ活動の奨励振興事業 （ 公 １ ） 

（目的） 

開拓推進員を配置し各地域での障害者スポーツの推進を図るとともに、情報発信や各種の事業を通して、広く障

害者スポーツの理解促進を図りました。また、障がい者スポーツ指導員やボランティア等の人材を養成するとと

もに、障害のある人のスポーツ活動を取り巻く社会環境及びその活動支援に対する組織体制の整備を進めました。 

 

１．奨励振興事業 

（１）障害者スポーツ地域開拓推進事業 

協会事務局に開拓推進員を配置し、障害のある人が身近な地域で継続してスポーツを楽しめるよう、区市町村、

地域スポーツクラブや福祉施設等において障害のある人を対象とした事業の実施、定着へ向け連携・協働するこ

とにより、地域の拠点を開拓するため以下の事業支援を行いました。 

 

【開拓推進事業】≪決算額 平成 26 年度 22,854千円 平成 27 年度 26,778 千円 増減額 3,924千円≫ 

障害のある人が身近な地域で継続してスポーツを楽しめるよう、区市町村、地域スポーツクラブや福祉施設等に

おいて障害のある人を対象とした事業の実施へ向けての相談や企画の提案、連携・協働し事業を支援しました。

また、区市町村に配置されているスポーツ推進委員等とのネットワークを構築し、地域における障害のある人の

スポーツ環境の掘り起こしを行いました。 

主催者 調整団体数 開拓団体数 開拓事業数 

区市町村 34 34 53 

福祉施設・学校等 42 42 46 

地域スポーツクラブ 6 6 8 

東京都・東京都監理団体 3 3 6 

合計 85 85 113 

 

【区市町村】 

区市 
町村名 

所管名 実施場所 事業名 実施種目 

中央区 区民部スポーツ課 区立総合スポーツセンター 
障害者スポーツ体験会 

ラケットテニス、吹矢/ハンド
アーチェリー、ボッチャ、ドッ
チビー 

配布プリント作成に関する情報提供・相談対応 情報提供等 

葛飾区 
区教育委員会事務局 

生涯スポーツ課 

区総合スポーツセンター 

体育館 

障害者スポーツ教室 
ふうせんバレー・ボッチャ・フ
ロアホッケー・四面卓球バレー 

第 1 回葛飾区ボッチャ交流大会 ボッチャ 

区立鎌倉公園プール 障害者水泳指導員派遣 水泳 

区総合スポーツセンター 葛飾区障害者スポーツ指導員養成講習会 講義 

渋谷区 区教育委員会 
区立松濤中学校 チームしぶや合同練習会（陸上競技） 陸上競技（視覚障害） 

渋谷区スポーツセンター チームしぶや合同練習会（硬式テニス） 車イステニス 

文京区 

アカデミー推進部 

スポーツ振興課 
文京シビックセンター 

スポーツボランティア養成講座(1) 講義 

スポーツボランティア養成講座(2) 講義 

文京スポーツセンター改修検討会 講義 

福祉部障害福祉課 文京スポーツセンター 
スポーツフェスティバルにおける「障害者ス

ポーツ用車いす体験ｺｰﾅｰ」 
車イス体験 

千代田区 

地域振興部 

生涯学習・スポーツ課 

区立外濠公園総合グラウンド 第 53 回千代田区民体育大会 ボッチャ 

千代田区立スポーツセンター 
第 45 回四区青年学級連合レクリエーション

大会 
ボッチャ 

保健福祉部障害者福祉課 区立障害者福祉センター 公開講座 「ボッチャ」 ボッチャ 
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えみふる 

世田谷区 

世田谷区スポーツ振興財団 世田谷区千歳温水プール ユニバーサルスポーツ体験会 ボッチャ、ドッチビー 

スポーツ推進担当部 

スポーツ推進課 
世田谷区役所 第 35 回区民ふれあいフェスタ ボッチャ 

目黒区 
文化・スポーツ部 

スポーツ振興課 

区立八雲体育館 
障害者週間記念事業めぐろふれあいフェス
ティバル de スポーツ ボッチャ、車イスバスケ 

碑文谷体育館、五本木小学校,

目黒区民センター体育館 

平成 27 年度障がい者スポーツ指導員（初級）
養成講習会 講義 

足立区 

地域のちから推進部 

スポーツ振興課 

生涯学習センター・千寿本町小

学校 
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 講義 

足立区生涯学習センター 足立区スポーツ推進委員全体研修会 講義 

鹿浜地域学習センター 車イスでバスケットボール体験 車イスバスケ 

足立区総合スポーツセンター 

障がい者スポーツフェスティバル in あだち 
ゴールボール、ファミリーテニ

ス（車イス体験） 

東京都車椅子バスケットボール選手権大会 

in あだち 
車イスバスケ 

総務部 総務課 足立区勤労福祉会館 人権講座 講義 

新宿区 
区教育委員会教育指導課 

新宿区教育委員会,東京都障害

者スポーツ協会他 
障害者理解教育に関する情報提供等 情報提供等 

(公財)新宿未来創造財団 新宿コズミックセンター  ユニバーサル・スポーツ交流フットサル フットサル 

杉並区 
（公財） 

杉並区スポーツ振興財団 
杉並区荻窪体育館 

すぎなみスポーツアカデミーD:障害者サポ

ーター講座「サウンドテーブルテニス サポ

ートを学ぼう！」 

STT 

すぎなみスポーツアカデミーＤ：障害者サポ

ーター講座「公開講座」  
シッティングバレー 

台東区 台東区立社会教育センター 台東区立社会教育センター 

台東区オリンピック・パラリンピック生涯学

習講座 

オリンピック・パラリンピック基礎講座 

ボッチャ 

江東区 

地域振興部スポーツ振興課 夢の島陸上競技場 こうとうこどもスポーツデー2015 
車イスバスケットボール、ボッチ

ャ、ブラインドサッカー 

（公財）江東区健康スポーツ公

社(有明スポーツセンター) 
有明スポーツセンター 

江東区民向け障がい者スポーツ普及イベン

ト 
車イス体験 

（公財）江東区健康スポーツ公

社(東砂スポーツセンター) 
江東区東砂スポーツセンター 

やってみよう！パラリンピック種目「ブライ

ンドサッカー・ボッチャ」+2 種目 

車イス体験、 

ブラインドサッカー 

北区 
区教育委員会 

生涯学習・スポーツ振興課 
北区立中央公園文化センター 

平成 27 年度来た KITA ｵﾘﾊﾟﾗﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「ｵﾘﾊﾟﾗ

を知って、ｵﾘﾊﾟﾗを盛り上げよう！」 
講義 

大田区 
観光・国際都市部  

国際都市・多文化共生推進課 
大田区総合体育館 第 32 回大田区区民スポーツまつり 

車イスバスケットボール、ボッチ
ャ、ブラインドサッカー 

武蔵野市 教育部生涯学習スポーツ課 
（一社）日本パラバレーボール

協会内 

市の障害者スポーツへの取組みについての

相談 
障害者スポーツに関する相談 

八王子市 

市教育委員会 

生涯学習スポーツ部 

スポーツ振興課 

八王子市民体育館  スポーツ推進委員協議会実技研修会 講義、ボッチャ 

エスフォルタアリーナ八王子 第 18 回市民ネオテニス大会 ボッチャ 

八王子市役所職員会館体育館 八王子市スポーツ推進委員実技交流会 ボッチャ 

東大和市 市教育委員会 社会教育課 

上仲原公園 第 45 回ふれあい市民運動会 フライングディスク 

東大和市ロンドみんなの 

体育館 
平成 27年度みんなでバドミントン in東大和 バドミントン 

国分寺市 
福祉保健部障害者相談室 

生活支援係 
市民スポーツセンター 

平成 27 年度 

国分寺市障害者（児）運動会・お楽しみ会 

ドッヂビー、ボッチャ、卓球バ

レー 

日の出町 文化スポーツ課 日の出町やまびこホール 平成 27 年度障がい者スポーツ教室 
卓球,卓球バレー, 

パラバルーン 

羽村市 
福祉健康部障害福祉課 羽村市スポーツセンター 

第 35 回羽村市心身障害者スポーツ・レクリ

エーションのつどい 
ブラインドサッカー 

生涯学習部スポーツ推進課 生涯学習センターゆとろぎ 平成 27 年度羽村市スポーツ推進委員研修会 ボッチャ 

立川市 
産業文化スポーツ部 

スポ―ツ振興課 

ファーマーズセンター 

みのーれ立川 

立川グリーンウィーク 2015 緑化まつり 

「ブラインドサッカー体験会」 
ブラインドサッカー 

国営昭和記念公園みどりの文

化ゾーン 

たちかわ楽市 2015 ブラインドサッカー体

験会 
ブラインドサッカー 

立川市泉市民体育館 立川市障害者スポーツ研修会 ボッチャ 

小平市 地域振興部文化スポーツ課 小平市中央公民館 
スポーツボランティア講演会 

（パネルディスカッション） 
講義 

日野市 まちづくり部文化スポーツ課  市民の森ふれあいホール ユニバーサルスポーツ交流イベント 卓球バレー、ボッチャ他 

青梅市 市民部スポーツ推進課 青梅市総合体育館 アダプテッドスポーツ教室 ユニカール 

あきる野市 健康福祉部障がい者支援課 秋川体育館 
あきる野市障がい者防災・スポーツフェア

2015 

シッティングバレー,ボッチャ,フライ

ングディスク 

広域 
第 25 回西多摩地域広域行政圏

体育大会実行委員会 
青梅市総合体育館 

第 24 回西多摩地域広域行政圏体育大会スポ

ーツフェスタ 
フロアホッケー 
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【福祉施設・学校等】 

区市町村名 所管名 実施場所 事業名 実施種目 
中央区 区スポーツ推進委員協議会 区立総合スポーツセンター 中央区スポーツ推進委員協議会研修会 ゴールボール 

千代田区 区立お茶の水小学校 区立お茶の水小学校 ブラインドサッカー選手をゲストティーチ

ャーとして招いての授業 

講義、ブラインドサッカー 

板橋区 区立赤塚第一中学校 区立赤塚第一中学校 地域に学ぶ 講義、ボッチャ 

江戸川区 区立希望の家 江戸川区立希望の家 希望の家まつり ゴールボール、ボッチャ 

区立本一色小学校 区立本一色小学校 平成 27 年度オリンピック・パラリンピック

教育推進事業  

パラリンピアンとのふれあいタイム 

ゴールボール 

区立鹿骨東小学校 区立鹿骨東小学校 障害者スポーツ体験 講義、 

ブラインドサッカー 

大田区 都立城南特別支援学校 都立城南特別支援学校 オリンピック・パラリンピック教育推進授業

（ボッチャ体験等） 

講義、ボッチャ 

オリンピック・パラリンピック教育推進授業

（陸上体験） 

講義、陸上競技 

杉並区 区立高井戸第三小学校 区立高井戸第三小学校 バリアフリーについて考えよう 講義 

（公社）荻窪法人会青年部会 タウンセブン・フォーラム U 12 月講師例会「障害者スポーツの現状と

2020年東京パラリンピックに向けた取組み」 

講義 

豊島区 としまスポーツまつり実行委

員会 

区総合体育場、 

区立朋有小学校 

としまスポーツまつり 2015 車イス体験、ボッチャ 

新宿区 (社福)東京都知的障害者育成

会 本人部会 ゆうあい会 

区立高田馬場福祉作業所 ゆうあい会 交流会 ボッチャ 

区立東戸山小学校 区立東戸山小学校 道徳授業地区公開講座 

「目標に向かって」 

講義 

北区 （社福）北区社会福祉協議会 区立堀船小学校 学校での福祉教育プログラム推進支援 講義、STT 

台東区 （社福）台東つばさ福祉会 障

害者支援通所施設つばさ福祉

工房 

台東区立清島温水プール 水泳指導実技講習会 水泳 

荒川区 荒川区立心身障害者福祉セン

ター（たんぽぽセンター） 

荒川区立心身障害者福祉セン

ター（たんぽぽセンター） 

障害者スポーツを楽しもう～障害に応じた

スポーツの工夫と実施～ 

講義、実技 

 墨田区  すみだリハビリグループの会 

(押上) 

すみだ福祉保健センター すみだリハビリグループ 

押上リハビリグループ 

リズム体操 

アンダーゴルフ 

すみだリハビリグループの会 すみだ女性センター すみだリハビリグループ 

スポーツ交流会 

レクリエーションスポーツ 

すみだリハビリグループの会 

(立花) 

立花ゆうゆう館 立花リハビリグループ 体操,ｱﾝﾀﾞｰｺﾞﾙﾌ 

立川市 （社福） すみれ会 立川市泉体育館 すみれ会 スポーツクラブ ボッチャ 

三鷹市 市立第五中学校 市立第五中学校 道徳授業地区公開 講義、 

ブラインドサッカー 

小平市 おだまき 小平元気村おがわ東 おだまき健康増進事業 タオル等を活用した体操、サ

ーキット等 

市立小平第五中学校 市立小平第五中学校 道徳授業地区公開講座 ブラインドサッカー 

小平市立障害者福祉センター 小平特別支援学校 ボランティア養成講座 アプローチ方法 

指導方法、実技等 

ボッチャ交流会 ボッチャ 

ハンドサッカー交流会 ハンドサッカー 

狛江市 狛江市体育協会・ 

東京アスレチック共同企業体 

狛江市民総合体育館 「車イステニス」体験イベント 車イステニス 

昭島市 市立富士見丘小学校 市立富士見丘小学校 感動体験プログラム ブラインドサッカー 

市立つつじが丘北小学校 市立つつじが丘北小学校 平成 27 年度オリンピック・パラリンピック

教育推進事業 

ブラインドサッカー 

東村山市 市立化成小学校 市立化成小学校 パラリンピックについての調べ学習発表 ゴールボール,ボッチャ 

（公社）東村山市体育協会 東村山市民スポーツセンター 平成 27 年度（公社）東村山市体育協会 スポ

ーツ体験研修会 

ボッチャ 

西東京市 市立明保中学校 市立明保中学校 東京都教育委員会人権尊重教育推進校 人

権教育推進事業 

講義 

稲城市 市立稲城第二小学校 市立稲城第二小学校 ブラインドサッカー教室 講義、ブラインドサッカー 

あきる野市 （社福） 

あきる野市社会福祉協議会 

あきる野市障害者通所支援施

設希望の家,五日市会館 

体操教室 レクリエーション体操 

（公財）東京都公園協会 

秋留台公園サービスセンター 

秋留台公園陸上競技場 第 2 回ユニバーサルスポーツ祭 ユニバーサルリレー, 

フライングディスク他 

大島町 （社福）大島社会福祉協議会 大島町開発総合センター 第 12 回ふれあいまつり ユニバーサルスポーツ体験 

広域 2020 オリンピック・パラリン

ピックを考える都民の会 

区立舞台芸術交流センター 第 4 回提言討論会「障害者スポーツの発展の

ために」 

講義 

（公社）東京都身体障害者団体

連合会 

東京都障害者福祉会館 お楽しみ特別ｲﾍﾞﾝﾄ ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ教室＆ﾊﾟﾗｽ

ﾎﾟｰﾂ(ﾎﾞｯﾁｬ)体験 

ボッチャ 

（公社）東京都理学療法士協会 東京都障害者総合 

スポーツセンター 

見学研修会 館内見学・実技 

東京都多摩障害者 

スポーツセンター 

平成 27 年度 

障害者スポーツ実技研修会 

車イス体験 
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板橋区商店街連合会第一支部 区立板橋第二小学校 平成 27 年度東京都広域支援型商店街事業

「ユニバーサルスポーツ大会」 

STT 

在日本国オランダ大使館 芝中学校・芝高等学校 オランダ首相来日にかかる車椅子バスケッ

トボールイベント 

車イスバスケットボール 

東京都 

障害者スポーツ指導員協議会 

首都大学東京荒川キャンパス 第 11 回 

障がい者スポーツ指導者全国研修会 

講義、実技 

（一社） 

東京都レクリエーション協会 

東京体育館 第 9 回 

福祉レクリエーション実技セミナー 

講義、実技 

健康ウェンズディ運営委員会 区立梅丘中学校 第 2 回ボッチャ大会 in 梅中・梅の香ふれあ

いフェスタ 

ボッチャ 

 

【地域スポーツクラブ】 

所在地名 クラブ名 実施場所 事業名 実施種目 

あきる野市 
（一社）あきる野総合スポー

ツクラブ（アスポルト） 
秋川体育館 

わくわく体感クラブ 

（障がい者向けプログラム） 
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ・体操全般 

西東京市 ココスポ東伏見 

市立東伏見小学校 障がい者スポーツ教室 
軽スポーツ、バスケットボール、

ボッチャ等 

早稲田大学 

東伏見スポーツホール 
2015 早稲田スポーツフェスタ in 東伏見 ボッチャ 

西東京市いこいの森公園 
第 15 回西東京市民まつり 

「ボッチャ体験コーナー」 
ボッチャ 

葛飾区 
NPO 法人 

こやのエンジョイくらぶ 
葛飾区総合スポーツセンター かつしか地域スポーツクラブ連絡会 講義 

目黒区 NPO 法人スポルテ目黒 目黒区立碑文谷体育館 
障がいをもつかたのための 

エンジョイ・スポーツ教室 

パラバルーン, 

フロアホッケー 

調布市 調和 SHC 倶楽部  市民大町スポーツ施設体育館 
障害のある人もない人もみんなで 

楽しもう！交流会 
ドッヂビー、四面卓球バレー 

練馬区 
NPO 法人スポーツクラブ 

ホワイエ上石神井 
区立上石神井体育館  初めてのユニバーサルスポーツ体験 

ブラインドサッカー、 

ボッチャ、パラバルーン 

 

【東京都・東京都監理団体】 

所管名 実施場所 事業名 実施種目 

東京都オリンピック・

パラリンピック準備局 

スポーツ推進部 

事業推進課 

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動

場体育館及び東京武道館 
2015 ジュニアスポーツアジア交流大会 障害者スポーツ用具体験コーナー 

味の素スタジアム 
2015 味の素スタジアム 

6 時間耐久リレーマラソン 
障害者スポーツ用具体験コーナー 

（公財） 

東京都スポーツ 

文化事業団 

東京武道館 
体育の日記念事業 

「武道・スポーツフェスティバル 2015」 
ボッチャ 

東京体育館 第 11 回地域スポーツクラブ交流会 障害者スポーツ用具体験コーナー 

東京都オリンピック・

パラリンピック準備局 

総合調整部調整課 

東京自治会館 

多摩・島しょ地域におけるオリンピック・パラ

リンピック推進事業 
障害者スポーツ用具体験コーナー 

多摩・島しょ地域におけるオリンピック・パラ

リンピック推進事業 
障害者スポーツ用具体験コーナー 

 

【指導員等派遣事業】 ≪決算額 平成 26 年度 879 千円 平成 27 年度 588千円 増減額 △291 千円≫ 

障害のある人が、身近な地域でスポーツをする機会を充実・定着させるために、開拓推進事業として実施する事

業等に障害者スポーツ指導員や協力者を派遣し、事業の定着と実施体制の整備に取組みました。 

主催者 指導員数 

区市町村 32 

福祉施設・学校等 47 

地域スポーツクラブ 117 

東京都・東京都監理団体 0 

合計 196 

 

 

 

【障害者スポーツ用具の貸与事業】 
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≪決算額 平成 26 年度 990 千円 平成 27 年度 820千円 増減額 △170 千円≫ 

開拓推進事業として実施する事業等の実施主体者が、障害のある方が取り組みやすい種目（使い易い用具）や障

害者競技用具等を準備できない場合、身近な地域でスポーツを楽しめる環境を整備していくためのきっかけとし

て、協会の管理する「障害者スポーツ用具」を貸出し、事業を支援しました。 

主催者 実施団体数 実施事業数 

区市町村 17 23 

福祉施設・学校等 22 23 

地域スポーツクラブ 5 5 

東京都・東京都監理団体 3 6 

合計 47 57 

 

新規（２）施設利用促進マニュアルの作成 
≪決算額 平成 27 年度 22,527 千円≫ 

障害のある人が区市町村等に設置されている公共スポーツ施設の利用を促進するために、有識者による検

討会を設け各施設で実施している対応事例などを調査、またヒアリングなどを行い、スポーツ施設職員が、

障害のある方の利用に際し配慮すべきポイントなどをマニュアルとして取り纏めました。 

 

（３）人材の養成と連携 

障害者スポーツ指導員やスポーツボランティア、施設職員や学校関係者など障害のある方に身近な場所で関わる

方々に向けて、障害者スポーツの知識の習得及び支援技術の向上を目的として各種講習会を実施しました。また、

様々な人材が、それぞれの専門性を超えて横のつながりを持てるような事業を企画しました。 

 

【審判員養成講習会】 

東京都障害者スポーツ大会に向けて、障害者スポーツの中でも一般的には実施していない特殊種目の知識習得と

審判法習得を目的として実施しました。 

①審判員初級者養成講習会 

事  業  名 日  程 対  象 場  所 参加人数 

スラローム審判員・音源走

監察員初級者養成講習会 

5月 16 日（土） 

＜9時～13時＞ 

今後審判員・監察員とし

ての活動も考えている方 

東京都障害者総合スポ

ーツセンター（運動場） 
17名 

サウンドテーブルテニス

審判員初級者養成講習会 

平成 28 年 

1月 16 日（土） 

＜10時～16 時＞ 

視覚障害者のスポーツ、

本競技に興味・関心のあ

る方 

東京都障害者総合スポ

ーツセンター（集会室） 18名 

 

 

②審判員フォローアップ講習会 

事  業  名 日  程 対  象 場  所 参加人数 

サウンドテーブルテニス審判

員フォローアップ講習会 

4月 19 日（日） 

＜10時～16 時＞ 

審判経験者、または普段か

ら指導している方 

東京都多摩障害者スポ

ーツセンター（集会室） 

 

12名 

フットベースボール審判

員フォローアップ講習会 
平成 28 年 審判員経験者、または普段 都立江東特別支援学校  
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2月 21 日（日） 

＜9時～13時＞ 

から指導している方 21名 

スラローム審判員・音源走監察

員フォローアップ講習会 

5月 16 日（土） 

＜9時～13時＞ 

審判員・監察員経験者、または普

段から指導している方 

東京都障害者総合スポ

ーツセンター（運動場） 

 

7名 

ボッチャ審判員フォロー

アップ講習会 

7月 12 日（日） 

＜13時～17 時＞ 

審判員経験者、または普段

から指導している方 

東京都多摩障害者スポ

ーツセンター（体育館） 

 

22名 

 

【競技別指導者研修会】 

事業名 日  程 対  象 場  所 参加人数 

視覚障害者の 

水泳指導研修会 

8月 23 日（日） 

＜12時～14 時＞ 

競技団体・障害者スポ

ーツ指導員・施設職

員・学校関係者等 

東京都多摩障害者合ス

ポーツセンター（プール） 
29名 

車椅子レーサー 

指導研修会 

11月 7日（土） 

＜9時～13時＞ 

競技団体・障害者スポ

ーツ指導員・施設職

員・学校関係者等 

東京都障害者総合スポ

ーツセンター（運動場） 
10名 

【新規】 

投てき・跳躍 

指導研修会 

11月 15 日(日) 

＜9時～13時＞ 

日頃より知的障害者

に指導をしている方 

東京都障害者総合スポ

ーツセンター（運動場） 
8名 

 

【東京都障害者スポーツセミナー等の開催】 

≪決算額 平成 26 年度 1,218 千円 平成 27 年度 1,106 千円  増減額 △112 千円≫ 

区市町村職員、地域スポーツクラブ及びスポーツ推進委員を対象に、地域における障害者スポーツ振興のキーパ

ーソンを育成し、障害者スポーツ事業の実施へ向けた一助とするとともに、障害者スポーツの環境及び実施体制

の整備を目指しました。 

事  業  名 日  程 対  象 実施内容 場  所 参加人数 

区市町村職員等対象 

（平成 27 年度障害者ス

ポーツセミナー） 

6月18日 

（木） 

区市町村 

スポーツ主管部署・ 

障害者福祉主管部署職員 

体育施設運営関係者 

（指定管理者含む）等 

・講演 

「障害者のスポーツ参加の

現状-地域における多様な

現場、多様な取り組み-」 

・事例発表 等 

東京体育館 

第一会議室 
74名 

地域スポーツクラブ関

係者等対象 

（平成 27 年度障害者ス

ポーツセミナー） 

12月6日 

(日) 

地域スポーツクラブ 

関係者等 

・講演 

「我が国における地域スポ

ーツの重要性」 

・事例発表 

・グループワーク 等 

東京都 

多摩障害者

スポーツ 

センター 

25名 

区市町村スポーツ推進 

委員対象 

（平成 27 年度障害者ス

ポーツセミナー） 

平成 28年 

3月5日 

(日) 

区市町村 

スポーツ推進委員 

（障がい者スポーツ指導

員資格未取得者または障

がい者スポーツ指導員歴

の浅い方） 

・講義 

「障害者スポーツ概論」 

・実技 

「障害者スポーツの体験と

指導上の留意点」 

台東リバー

サイド 

スポーツセ

ンター 

39名 

【東京都初級障がい者スポーツ指導員養成講習会】（スポーツ推進委員等対象） 
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≪決算額 平成 26 年度 1,185 千円 平成 27 年度 1,085 千円 増減額 △100千円≫ 

区市町村のスポーツ推進委員等を対象に、地域における障害者スポーツ事業実施運営に資する障害者理解と指導

スキル向上を目的に、障がい者スポーツ指導員資格取得のための講習会を企画・実施しました。 

事  業  名 日  程 対  象 場  所 参加人数 

平成 27年度東京都 

初級障がい者スポーツ 

指導員養成講習会 

8月 1日（土） 

区市町村スポーツ所

管部署職員（公立スポ

ーツ施設の職員及び

指定管理者職員を含

む）、区市町村 

スポーツ推進委員 

東京都障害者 

総合スポーツセンター 

62名 

8月 2日（日）・9日（日） 新宿区立四谷中学校 

8月 22日（土） 
東京都多摩 

障害者スポーツセンター 

8月 23日（日） 新宿区立四谷中学校 

 

【東京都中級障がい者スポーツ指導員養成講習会】 

≪決算額 平成 26 年度 2,208 千円 平成 27 年度 2,813 千円 増減額 605千円≫ 

活動登録地を「東京都」としている初級障がい者スポーツ指導員を対象に、地域における障害者スポーツ事業の実施

運営に資する障害者理解と指導スキルの向上を目的に、中級障がい者スポーツ指導員資格取得のための講習会を企

画・実施しました。 

事  業  名 日  程 対  象 場  所 参加人数 

平成 27年度 

中級障がい者スポーツ 

指導員養成講習会 

＜前期＞ 

10月 30日(金)・31日(土) 

11月 8日（日） 

活動登録地を「東京

都」としている初級

障がい者スポーツ

指導員 

葛飾区 

総合スポーツセンター 

（10月 30日・31日） 

34名 

東京都多摩 

障害者スポーツセンター 

（11月 8日） 

＜中期＞ 

11月 26日(木)・27日(金) 

28日(土)・29日（日） 

東京都障害者 

総合スポーツセンター 

（11月 26日・27 日・28 日・

29日） 

＜後期＞ 

平成 28年 

1月 9日(土) 

11日(月・祝) 

東京都多摩 

障害者スポーツセンター 

（1月 9日） 

葛飾区 

総合スポーツセンター 

（1月 11日） 

 

（４）障害者スポーツ人材バンクの運営 

障害のある人が身近な場所で継続的にスポーツを楽しめるような人的なサポートの基盤をつくることを目的に

「障害者スポーツ人材バンク」を運営しました。人材バンク登録者へ障害者スポーツに関連する活動情報の発信

等を行い、関係機関・団体との人材交流の機会の拡充等を図りました。 

平成 27年度登録者 2,802名（うち障がい者スポーツ指導員登録者 2,597名） 

 

 

 

 

新規（５）人材活動活性化事業 
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≪決算額 平成 27 年度  10,039 千円≫ 

東京都、東京都障害者スポーツ指導員協議会と共催で、障がい者スポーツ指導員や人材バンク登録者を対象とし、

都内で実施される障害者スポーツ事業等の情報を定期的に情報提供することで活動を促進させました。また、

リ・スタート研修会や障害者スポーツフォーラムを開催し今後の活動を促すフォローをするとともに、障がい者

スポーツ指導員が一堂に会す機会を作り、最新の情報を提供、参加者間の情報交換やネットワークの構築を促進

しました。 

事 業 名 日  程 会  場 対  象 

リ・スタート研修会 10月 4日（日） 
東京都多摩障害者 

スポーツセンター 

障害者スポーツ人材バンク登録者で、

活動経験の浅い方・あるいは活動にブ

ランクがある方 

障害者スポーツフォーラム 
平成 28年 

2月 14日（日） 

首都大学東京 

荒川キャンパス 

都内を活動地にして障害者スポーツ 

を支えている人、今後支えたい人、 

障害者スポーツに興味のある人 

 

【情報誌（Ｓ＆Ｓ）の発行】 

人材バンク登録者等の障害者スポーツを支える方々を対象に各区市町村の事業やイベントを紹介する情報誌を

年 4 回発行しました（平成 27年度は、計 10,355部を発行） 

 

（６）選手養成事業 

新規【障害者スポーツ競技促進事業の開催】 

≪決算額 【障害者スポーツ競技促進事業の開催、障害者スポーツ競技活動支援事業、強化練習会の開催 合計

66,092 千円】（参考：うち東京都分担金・・・障害者スポーツ競技促進事業 51,389千円、障害者スポーツ競技活動支援事業 9,756

千円、強化練習会 4,568千円）≫ 

パラリンピック競技大会に向け、競技団体と連携してパラリンピック競技を体験できるプログラムを展開し、 

アスリート志望者を発掘する事業を実施しました。 

事  業  名 日  程 場  所 実施競技 参加人数 

東京都パラリンピック 

選手発掘プログラム ステップ 1 

平成 28年 1月 11日（月・

祝） 

東京都障害者総合

スポーツセンター 
15競技 211名 

東京都パラリンピック 

選手発掘プログラム ステップ 2 

平成 28 年 2月 11日（木・

祝） 

東京都障害者総合

スポーツセンター 
9競技 125名 

東京都パラリンピック 

選手発掘プログラム ステップ 2 
平成 28 年 2月 20日（土） 

東京都障害者総合

スポーツセンター 
6競技 79名 

 

新規【障害者スポーツ競技活動支援事業】 

夏季パラリンピック正式種目となっている競技団体が行う事業に対して助成金を交付し、競技力向上に向けた団

体の取り組みを支援しました。 

 

 

事  業  名 日  程 実 施 内 容 場  所 参加人数 
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アーチェリー 

9月 27 日 栄養セミナーと練習会  
Bumb 東京スポーツ文化

館 
16名 

10月 18 日 2015王子オープン 
東京都障害者総合スポ

ーツセンター 
10名 

11月 8日 フェニックス愛媛大会 
愛媛県今治市  

桜井スポーツランド 
6名 

平成 28年 2月 6日

～2月 7日 

育成チームメンバーの強

化合宿 

Bumb 東京スポーツ文化

館 
16名 

ボッチャ  

9月 22 日 競技規則講習会 
東京都障害者総合スポ

ーツセンター 
18名 

11月 21 日 

～11月 22日 

日本選手権に向けた強化

合宿 
戸山サンライズ 9名 

12月 25 日 

～12月 27日 

第 17 回ボッチャ日本選

手権 

神戸総合運動公園 

グリーンアリーナ神戸 
7名 

平成 28 年 1 月 9

日・1月 23 日 

・2月 6日 

 (計 3回） 

関東ボッチャ選手権大会

に向けた定期練習会 

城北特別支援学校体育

館（1月 9日） 

戸山サンライズ(1月 23

日・2月 26日） 

20名 

馬 術 
10月 16 日 

～10月１8日 

第 23 回全国障がい者馬

術大会 

三木ホースランドパー

ク(兵庫県三木市） 
15名 

ゴールボール  

8月 26 日 

～8月 27日 

日本選手権及びリオパラ

リンピック出場権獲得の

為の練習会 

筑波大学付属視覚特別

支援学校 
7名 

8月 29 日 

～8月 30日 
京都ゴールボール大会 

京都府立京都盲学校 

社会福祉法人京都ライ

トハウス 

4名 

水 泳  
12月 5日 

～12月 6日 

静岡県富士水泳場強化合

宿 
富士水泳場 37名 

卓 球 

8月 15日～平成 28

年 2月 14日 

（計 6回） 

競技力向上の為の強化練

習会 

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 

全 6回 

計 103名 

11月 14 日 

～11月 15日 

第７回国際クラス別パラ

卓球選手権大会 

大阪市舞洲障がい者ス

ポーツセンター 
20名 

車椅子バスケットボー

ル  

11月 13 日 

～11月 15日 

第１７回全日本ブロック

選抜車椅子バスケットボ

ール選手権大会 

北九州市立総合体育館 16名 
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車いすテニス  

8月 30 日 
メンタルトレーニングと

栄養学研修会 

東京都障害者総合スポ

ーツセンター 
27名 

9月 13 日 競技向上の為の練習会 
東京都障害者総合スポ

ーツセンター  
11名 

9月 23 日 

～9月 26日 

2015 OSAKA OPEN 出

場 

靭テニスセンター  

(大阪府大阪市） 
3名 

10月 29 日 

～11月 1日 
2015Peace Cup 出場 

広島広域公園テニスコ

ート(広島県広島市） 
4名 

11月 23 日 競技力向上の為の練習会 
東京都障害者総合スポ

ーツセンター  
12名 

 

【強化練習会の開催】 

全国障害者スポーツ大会正式種目における選手の競技力向上に向けた事業（練習会等）を競技団体及び関係者と

連携のもと実施しました。 

事  業  名 日  程 実 施 内 容 場  所 参加人数 

陸上競技 
平成 28 年 1 月 30

日 

強化練習会 

（走競技、跳躍・投擲） 

味の素スタジアム 

西競技場 
降雪中止 

卓球 

11月 21 日 
第 1 回東京都知的障害者

卓球交流会 

都立港特別支援学校 

体育館 
71名 

平成 28 年 2 月 27

日 
強化練習会 

多摩障害者スポーツ

センター 
14名 

サウンドテーブルテニス 9月 19 日 強化練習会 
東京都障害者総合ス

ポーツセンター 
17名 

フライングディスク 平成 28 年 2月 7日 強化練習会 
東京都障害者総合ス

ポーツセンター  
27名 

ボウリング 11月 21 日 強化練習会 東京ポートボウル 44名 

バスケットボール 

（男子／女子） 

8月１日 

～8月 2日 

2015ＦＩＤジャパン・チャ

ンピオンシップバスケッ

トボール大会 

愛知県パークアリー

ナ小牧 
57名 

ソフトボール 

11月 21 日 

～11月 22日 

ジャパンチャンピオンシ

ップ ソフトボール大会 

神奈川県厚木市及川

球技場他 
27名 

11月 29 日 

第 4回ふれあいハート＆ 

スマイルソフトボール大

会 

荒川総合公園 17名 

平成 28 年 2 月 13

日～2月 14 日 
強化練習会 

茨城県立水戸特別支

援学校 
13名 
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グランドソフトボール 

5月 3日 

～5月 4日 

中日本グランドソフトボ

ール大会 

愛知県一宮市総合運

動公園 
14名 

8月 29 日 

～8月 30日 

サマーキャンプ 2015 in 

盛岡 

岩手県営運動公園ｻｯ

ｶｰ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 

第２グラウンド 

22名 

バレーボール 

(知的障害部門・男子) 

7月 25 日 
第 17 回東京ゆうあいバレ

ーボール大会 
板橋区上板橋体育館 17名 

8月 15 日 

～8月 16日 

第 19 回全日本ＩＤバレー

ボール大会 

千葉県浦安市運動公

園総合体育館 
34名 

平成 28 年 2月 7日 
第 11 回茨城ＩＤバレーボ

ール大会 

柏市立柏高等学校 

体育館 
17名 

バレーボール 

(知的障害部門・女子) 

4 月 12 日～平成 28

年 1月 24日 

（全 11 回） 

強化練習会 都立永福学園 
各 26～30

名 

7月 25 日 
第 17 回東京ゆうあいバレ

ーボール大会 

板橋区立上板橋 

体育館 
15名 

8月 15 日 

～8月 16日 

第 19 回全日本ＩＤバレー

ボール大会  

千葉県浦安市運動公

園総合体育館 
30名 

平成 28 年 2月 7日 
第 11 回茨城ＩＤバレーボ

ール大会 

千葉県立柏中央高等

学校 体育館 
13名 

バレーボール 

(聴覚障害部門・男子) 

9月 18 日 

～9月 20日 

第 49 回全国ろうあ者体育

大会 

伏見港公園体育館 

（京都府京都市） 
10名 

バレーボール 

(聴覚障害部門・女子) 

9月 18 日 

～9月 20日 

第 49 回全国ろうあ者体育

大会 

西宇治体育館 

（京都府宇治市） 
8名 

バレーボール 

（精神障害部門） 

4 月 9 日～平成 28

年 2月 11日 

（全 20 回） 

バレーボール強化練習会 
八王子子安市民セン

ター体育室 

各 14～28

名 

6月 13 日 
港区ソフトバレーボール

フェスタ 2015 

港区スポーツセンタ

ー 
8名 

10月 25 日 本庄マスターズカップ 
埼玉県本庄総合公園

体育館 
24名 

11月 7日 
港区ソフトバレーボール

フェスタ 2015 

港区スポーツセンタ

ー 
14名 

サッカー 
平成 28 年 1 月 23

日～1月 24 日 

第 3 回知的障がい者サッ

カー地域対抗選手権大会

2016 

大阪体育大学 23名 

フットベースボール 

4 月 5 日～平成 28

年 2月 14日 

（全 11 回） 

強化練習会 
都立江東特別支援学

校 

各 19～22

名 
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【活動の場及び人材（選手）の発掘（普及）】 

選手の発掘及びその後の継続的な活動へのきっかけ作りを目的として、関係団体・機関と協働で、スポーツの  

普及とスポーツ環境の整備、及び選手の養成事業を実施しました。 

事  業  名 日  程 対  象 場  所 参加人数 

精神障害者のバレーボール

普及練習会（共催：精神障害

者地域生活支援 とうきょう

会議スポーツ企画部） 

11月 26 日（木） 

〈13時～16 時〉 

精神障害者とサポ

ートするスポーツ

指導員 

東京都多摩障害者 

スポーツセンター 

（体育館） 

19名 

 

（７）スポーツ教室 

【アウトドア教室】 

各競技団体、障害者スポーツセンターと連携し、全障害を対象として、日常的に取り組みにくいスポーツ教室を

開催しました。 

事  業  名 日  程 場   所 参加人数 

スキー教室 
平成 28 年 

1月 22 日（金）～24 日（日） 
いいやま北竜湖ファミリースキー場 

20名 

(内8名介護者) 

 

【ヨット体験会】 

ヨットエイド東京との共催により、マリンスポーツの代表であるヨット体験会を開催しました。 

日  程 対  象 定員 場  所 参加人数 

6月 28日（日） 都内在住在勤在学の障害者 5名 夢の島マリーナ 肢体不自由 1名 

7月 26日（日） 都内在住在勤在学の障害者 5名 夢の島マリーナ 肢体不自由 5名、介助者 1名 

8月 30日（日） 都内在住在勤在学の障害者 5名 夢の島マリーナ 肢体不自由 2名、介助者 2名 

 

２．競技団体支援 

（１）大会の共催等 

【大会（特別支援事業）】 

≪決算額 平成 26 年度 1,103 千円 平成 27 年度 750 千円 増減額 △353 千円≫ 

競技団体と連携を図り、共催で大会を行うとともに、競技会開催の支援及び団体の育成を図りました。 

事  業  名 日  程 場   所 参加チーム数 

東京ゆうあいバレーボール大会 

（共催：東京都知的障害者バレーボール部会） 
7月 25日（土） 板橋区立上板橋体育館 １８チーム 

関東ゆうあいソフトボール大会 

（共催：東京都知的障害者ソフトボール部会） 
8月 23日（日） 

葛飾区柴又ソフトボール場・ 

少年ソフトボール場・野球場 
２０チーム 

東京都知的障害者サッカー大会 

（Ｔｏｋｙｏ．Ｆ．Ｉ．Ｄカップ） 

（共催:東京都知的障害者サッカー連盟） 

11月 29日（日） 

駒沢オリンピック公園総合運

動場 第二球技場・補助競技

場 

１６チーム 

東京ゆうあいバスケットボール選手権大会 

（共催：東京都ＩＤバスケットボール連盟） 

12 月 13 日(日)・20 日

(日)、平成 28年 1月 6

日(水)・9 日(土)・11

日(月祝)・17日(日) 

板橋区立小豆沢体育館 

都立王子特別支援学校 

都立永福学園 

５１チーム 
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【競技団体支援事業】 

≪決算額 平成 26 年度 3,179 千円 平成 27 年度 2,782 千円 増減額 △397 千円≫ 

競技団体の育成と競技の振興、理解啓発を図るため、都内を総括する種目別競技団体が実施する事業に対し、

助成金を交付しました。 

支援競技団体 内容等 参加人数 

東京身体障害者卓球連盟 
第 36 回関東障害者卓球選手

権大会 

東京都障害者総合スポーツセンター 

平成 28年 1月 30日・31日（ 2日間 ） 
340名 

東京都知的障害者卓球部会 卓球教室 
都立王子特別支援学校 

5月 23日～12月 7日（ 5回 ） 
延べ 132名 

東京都スルーネットピンポン協会 
①交流大会 

②スルーネットピンポン大会 

東京都多摩障害者スポーツセンター 

①5月 16日・17日（ 2日間 ） 

②11月 21日・22日（ 2日間 ） 

① 53名 

② 53名 

東京都知的障がい者サッカー連盟 関東 FID選抜リーグ 

和光大学グラウンド他 

9月 13日、10月 18日、11月 8日（ 3

回 ） 

延べ 75名 

東京都電動車椅子サッカー協会 

①電動車椅子サッカー審判資格

取得講習会 

②第 7 回電動車椅子サッカー東

京都大会 

①都立村山特別支援学校 
7月 5日 

②東京都多摩障害者スポーツセンタ
ー 
8月 1日 

① 29名 

② 84名 

東京都車椅子バスケットボール連盟 
平成 27 年度東京都車椅子バ

スケットボール連盟リーグ戦 

国立身体障害者リハビリテーション

センター、 

東京都多摩障害者スポーツセンター

他 

6月 28日～11月 7日（ 6回 ） 

延べ 110名 

東京都 IDバスケットボール連盟 

第 13回関東特別支援学校・学

園バスケットボール交流大

会・審判講習会 

板橋区立小豆沢体育館 

7月 24日 
延べ 565名 

東京都障害者水泳連盟 

第 6回東京都障害者水泳連盟

水泳大会兼ダウン症世界大会

選考会・検定会 

東京都障害者総合スポーツセンター 

平成 28年 2月 14日 
延べ 245名 

関東障害者シンクロナイズド 

スイミング連盟 

①強化合宿 

②第 12 回関東障害者シンク

ロナイズドスイミング発表会 

①桐花園 

 平成 28年 1月 16日 

②東京都障害者総合スポーツセンタ

ー 

 平成 28年 3月 13日 

① 50名 

② 90名 

東京都身体障害者アーチェリー協会 

①車いす＆いすに座ってのア

ーチェリー体験会とストレッ

チ講習会 

②第 2回アーチェリー講習会 

③東京都身体障害者アーチェ

リー協会 練習会 

東京都障害者総合スポーツセンター 

5月 16日、7月 4日、7月 11日、 

11月 14日（ 4回 ） 

延べ 86名 

東京ボッチャ協会 

①第 12回関東ボッチャ選手権東

京大会予選会（兼第１回東京ボッ

チャ選手権大会） 

②第 12回関東ボッチャ選手権東

京大会 

①東京都障害者総合スポーツセンター 

 6月 21日・22日（ 2日間 ） 

②荒川総合スポーツセンター 

 平成 28年 2月 20日・21日（ 2日間 ） 

① 96名 

② 86名 

東京障害者乗馬協会 木曽馬乗馬会 
山梨県鳴沢村 紅葉台木曽馬牧場 

5月 24日～9月 6日（ 4日間 ） 
延べ 96名 
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東京都ろう学校体育連盟 第 64回関東聾学校野球大会 
立川公園野球場・昭島市民球場 

8月 4日～7日（ 4日間 ） 
延べ 362名 

東京都障害者フライングディスク協

会 

全日本障害者・高齢者フライ

ングディスク競技大会 

駒沢オリンピック公園総合運動場 

陸上競技場 

8月 9日 

1358名 

東京障がい者バドミントン連盟 
第 15 回関東障がい者バドミ

ントン選手権大会 

所沢サン・アビリティーズ 

平成 28年 2月 20日・21日（ 2日間 ） 
190名 

東京都ローリングバレーボール連盟 
第 26 回関東ローリングバレ

ーボール大会 

葛飾区総合スポーツセンター 

8月 2日 
204名 

東京都ゴールボール連絡協議会 

①初心者向け練習会 

②第 3回ゴールボール交流大

会 

①戸山サンライズ 4月 5日 

②東京都多摩障害者スポーツセンタ

ー 

11月 28日 

① 10名 

② 105名 

日本ハンドサッカー協会 東京支部 
第 8回ハンドサッカーフェス

ティバル 

東京都障害者総合スポーツセンタ

ー・都立北特別支援学校 10 月 10

日 

160名 

NPO 法人関東身体障害者陸上競技協

会東京事業推進室 
町田市障がい者陸上競技教室 

町田市立陸上競技場 

5月 23日～平成 28年 3月 12日 

（ 18回 ） 

延べ 382名 

東京都グランドソフトボール連盟 強化合宿 
群馬県前橋市 

7月 19日・20日（ 2日間 ） 
44名 

 

（２）競技団体等の連携 

【競技団体主催事業の周知等の協力】 

都内を総括する種目別競技団体（当協会競技団体登録）が実施する事業（大会、体験会、支援者講習会等）に対

し、当協会のＨＰ等の媒体を活用して周知協力を行いました。 

 

【競技団体連絡協議会の開催】 

競技団体との連絡強化を図り下記の日程で回開催しました。 

平成 27年 7月 4日（土）10時～12時 社会福祉協議会 会議室 D 

平成 28年 3月 12日（土）10時～12 時東京都多摩障害者スポーツセンター 集会室 

 

３． 理解啓発事業 

（１）「パラリンピアンと子どもたちの交流教室」（ＮＨＫ、ＮＨＫ厚生文化事業団共催事業） 

パラリンピック等に出場した選手を小学校や特別支援学校に派遣し、アスリートと生徒がスポーツを通じて交流

することでスポーツの持つ楽しさ、魅力に気づいてもらうとともに、障害者の競技スポーツを認識してもらう機

会を提供し、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックというスポーツのビッグイベントを支える土壌の醸

成をしました。 

申請団体 実施日 派遣パラリンピアン（対象競技） （敬称略） 実施内容 

東京都 平成 27年 6月 26日（金） 山田拓朗（水泳） 講演・体験会 
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中央区立常盤小学校 デモンストレーション 

千葉県 

成田市立桜田小学校 
平成 27年 7月 1日（水） 香西宏昭（車椅子バスケットボール） 

講演・体験会 

デモンストレーション 

東京都 

小金井市立小金井第二小学校 
平成 27年 9月 18日（金） 石井雅史（パラサイクリング） 講演 

群馬県 

群馬県立あさひ特別支援学校 
平成 27年 9月 28日（月） 杉村英孝・廣瀬隆喜（ボッチャ） 

講演・体験会 

デモンストレーション 

神奈川県 

二宮町立一色小学校 
平成 27年 10月 28日（水） 杉村英孝・廣瀬隆喜（ボッチャ） 

講演・体験会 

デモンストレーション 

千葉県 

旭市立共和小学校 
平成 27年 12月 18日（金） 浦田理恵・欠端瑛子・天摩由貴（ゴールボール） 

講演・体験会 

デモンストレーション 

東京都 

大島町立さくら小学校 
平成 28年 2月 5日（金） 葭原滋男（ブラインドサッカー） 

講演・体験会 

デモンストレーション 

 

（２）障害者スポーツ祭り 
≪決算額 平成 26 年度 14,380 千円 平成 27 年度 38,909 千円 増減額 24,529 千円≫ 

障害のある人もない人も共に参加できるスポーツイベントを実施するとともに、障害のない人にも障害者スポー

ツへの理解促進を図りました。 

事  業  名 日  程 実施内容 場   所 参加人数 
プレイベント① 
丸の内キッズ 

ジャンボリー2015 

8月 12 日（水） 
 ～14 日（金） 
〈10時～17 時〉 

障害者スポーツ体験 
チャレスポ!TOKYO 周知 等  

東京国際フォーラム 3,135 名 

プレイベント② 
青赤横丁 

9月 12 日（土） 
〈14時～19 時〉 

障害者スポーツ体験 
チャレスポ!TOKYO周知 等  

味の素スタジアム 
アジパンダ広場 

1,789 名 

チャレスポ！TOKYO 
9月 20 日（日） 
〈11時～17 時〉 

障害者スポーツ体験 等 東京国際フォーラム 9,799名 

 
（３）東京大マラソン祭り 

東京マラソンと並行して実施されるイベントに参加・協力し、東京マラソンの成功に寄与しました。 

事  業  名 日  程 場   所 参加人数 

東京大マラソン祭り 2月 28 日（日） 有明ビックサイトフィニッシュエリア 735名 

 
 
（４）東京の障害者スポーツポータルサイト「TOKYO 障スポ・ナビ」の運営 
≪決算額 平成 26 年度 5,765 千円 平成 27 年度 6,203 千円 増減額 438千円≫ 
協会、障害者スポーツセンター情報をはじめ、都内公共スポーツ施設のバリアフリー情報、また都内で活動中の
障害者が参加できるクラブ・サークル情報等を収集し、都内各地域の障害者スポーツに関する情報を検索できる
サイトを運営しました。 
 

（５）ホームページの運営 

一般都民や障害のある人に対して、障害者スポーツの理解、促進を図るために、当協会が主催する事業を中心に
大会、イベント、教室等の障害者スポーツに関する情報を HP、Twitterを通じて提供しました。また、関係機関
とのネットワークを構築し、より効果的な情報交換・収集・発信を行いました。 
 

（６）会報（広報誌）の発行 
一般都民や障害のある人に対して、障害者スポーツの普及や理解の促進を図るため、障害者スポーツに関する情
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報を提供しました。（年６回発行） 
 
（７）障害者スポーツカレンダーの発行（自主事業） 
一般都民や障害のある人に対して、障害者スポーツの理解促進を図るため、親しみのある障害者スポーツの写真
等を活用した障害者スポーツカレンダーを発行しました。 
 
新規（８）メディアを活用した障害者スポーツの理解促進事業 
≪決算額 平成 27 年度 10,002 千円 ≫ 
メディアを活用した障害者スポーツの理解促進と普及啓発を推進していくため、TOKYO MXによる障害者スポー
ツの競技を紹介する 30 分番組の製作・放映を実施しました。また、東京都パラリンピアン選手発掘プログラム
について、実施内容を競技ごとに編集してまとめた記録映像を作成しました。 
 
４．調査研究事業 
「障害者スポーツの手引き書」（障害別）の発行 
  ≪決算額 平成 26年度  890千円 平成 27年度 865千円 増減額 △25千円≫ 
障害のある人がその障害特長、程度に応じてスポーツを選び、そしてそれを始める一押しとなるような情報を取
りまとめた「障害者スポーツの手引き ～障害のある方のプール活動のススメ～」を発行しました。 
 

５．障害者スポーツ関連事業への協力・派遣 
（１）障害のある人に対するスポーツの普及・振興、障害のない人に対して障害者や障害者スポーツへの理解促
進を目的に、都内各所で実施する障害者スポーツ体験教室・講習会等のイベントの企画・運営の協力や講師派遣
等を通じた協働事業を実施しました。 

事業名 申請団体 実施場所 実施日 実施内容 

平成 27年度 

ボランティア講座 

東京女子体育大学  

地域交流センター 

東京都多摩障害者 

スポーツセンター 
4月 12日（日） 

講義・実技指導 

（障害者スポーツ概論、 

肢体不自由者・知的障害者のスポーツ、 

視覚障害者・聴覚障害者のスポーツ、 

障害スポーツとスポーツボランティア） 

有明の森スポーツ 

フェスタ 2015 

東京都 

（オリンピック・パラリ

ンピック準備局） 

有明テニスの森公園、 

有明コロシアム 
4月 29日(水・祝) 知的障害者テニス体験コーナーの運営 

平成 27年度 

障害者のためのプール

開放事業研修会 

東京都（教育庁） 
東京都教職員研修 

センター 
6月 29日（金） 

講義 

（障害児のためのプール解放事業における

監視指導） 

東京都肢体不自由教育

研究会 体育部 

夏季研究協議会 

東京都 

肢体不自由教育研究会 
都立北特別支援学校 8月 20日（木） 

講義・実技指導 

（講義水泳の授業におけるリラクゼーショ

ン効果を高める指導の工夫） 

スポーツのちから 

三菱商事(株) 

丸の内ビルディング 10月 3日(土) 

障害者スポーツの指導協力 

DREAMキャンプ 
高尾の森 

わくわくビレッジ 

平成 28年 

3月 30日(水) 

平成 27年度 

上級障がい者スポーツ

指導員養成講習会 

(公財)日本障がい者スポ

ーツ協会 

東京都多摩障害者 

スポーツセンター 

10月 9日（金） 

10月 10日（土） 

10月 12日 

(月・祝) 

講習会講師 

スポーツ博覧会・ 

東京 2015 

東京都 

（オリンピック・パラリ

ンピック準備局） 

駒沢オリンピック公園

総合運動場 

10月 10日(土) 

10月 11日(日）  

障害者スポーツ体験コーナー（車椅子バスケ

ットボール、ボッチャ）の運営 

平成 27年度 

中級障がい者スポーツ

指導員養成講習会(4) 

(公財）日本障がい者スポ

ーツ協会 

東京都多摩障害者スポ

ーツセンター 

11月 14日（土） 

11月 15日（日） 

11月 16日（月） 

講習会講師 

平成 27年度 

「障害者スポーツ指導

法講習」 

(公財)東京都スポーツ文

化事業団 
東京体育館 25ｍプール 11月 29日（日） 

講義、実技指導 

（障害者の特性・理解促進、 

障害に合った水泳の指導法・介助法） 

平成 27年度 (公財）日本体育施設協会 国立オリンピック記念 平成 28年 講義、実技指導 
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公認スポーツプログラ

マー養成講習会 

青少年総合センター 1月 26日（火） （障害者のフィットネスプログラム） 

第 8回 

「関東ブロック障がい

者スポーツ指導者研修

会・特別研修会」 

(公財)日本障がい者スポ

ーツ協会 指導者協議会

関東ブロック 

新宿 NSビル 
平成 28年 

3月 19日（土） 

講義、助言 

（地域活動活性化に向けて） 

 

（２）障害者スポーツ競技団体応援事業  

東京都を拠点として活動している障害者スポーツ競技団体に対して、競技人口の裾野拡大に資する事業等に助成

金を交付するとともに、障害者スポーツ競技団体のガバナンス強化に関する支援を行うことにより、障害者スポ

ーツの活動基盤の整備に寄与する取り組みを実施しました。 

事  業  名 内  容 参加人数等 

障害者スポーツ競技団体応援

事業 

東京都を拠点としている障害者スポーツ競技団体（10団体）

に対して、競技の裾野拡大に資する活動等に助成金を交付 

助成対象 

10団体 

競技団体ガバナンス支援事業 
競技団体の運営・組織強化についてのパネルディスカッション 

11月 15 日（日）：東京都障害者総合スポーツセンター 
27名 

 

Ⅱ 各種スポーツ大会等の開催と協力事業 （ 公 ２ ） 

（目的） 

障害のある人の自立と社会参加の促進及び障害者スポーツの普及を図るため、各種スポーツ大会・スポーツ教室

を開催しました。 

１．第１６回東京都障害者スポーツ大会兼全国障害者スポーツ大会派遣選手選考会の開催(東京都共催事業) 

≪決算額 平成 26 年度 56,153 千円 平成 27 年度 56,012 千円 増減額 △141千円≫ 

障害のある人がスポーツを通じて、体力の維持増進を図り、社会参加への意欲の増進に寄与するとともに、都民

の障害のある人に対する理解の促進を図ることを目的に開催しました。 

競  技 日  程 会  場 参加人数 

陸上競技（知的部門） 
5 月 30日（土） 
5 月 31日（日） 

駒沢オリンピック公園総合運動場 

陸上競技場 

6,011名 

陸上競技（身体・精神部門） 6 月 6 日（土） 
駒沢オリンピック公園総合運動場 

陸上競技場 

水泳（身体・知的部門） 
5 月 30日（土） 
5 月 31日（日） 

東京都障害者総合スポーツセンター 

プール 

卓球（身体・知的部門） 5 月 30日（土） 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 

サウンドテーブルテニス 

（身体部門） 
5 月 31日（日） 東京都多摩障害者スポーツセンター集会室 

フライングディスク 

（身体・知的・精神部門） 
5 月 30日（土） 

駒沢オリンピック公園総合運動場 

陸上競技場 

アーチェリー（身体部門） 5 月 31日（日） 
東京都障害者総合スポーツセンター 

洋弓場 

ボウリング（知的部門） 5 月 30日（土） 東京ポートボウル 

バスケットボール 

（知的部門） 

5 月 30日（土）・31日（日） 板橋区立小豆沢体育館室内競技場 

6 月 6 日（土）・7日（日） 東京都立王子特別支援学校体育館 

バレーボール（知的部門） 5 月 31日（日） 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 
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フットベースボール 

（知的部門） 
5 月 30日（土） 

駒沢オリンピック公園総合運動場 

軟式野球場 

ソフトボール（知的部門） 6 月 6 日（土） 杉並区立上井草スポーツセンター野球場 

サッカー（知的部門） 
5 月 31日（日） 
6 月７日（日）  

駒沢オリンピック公園総合運動場 

第二球技場・補助競技場・軟式野球場 

グランドソフトボール 

（身体部門） 
11月 15 日（日） 都立武蔵野中央公園スポーツ広場 

バレーボール（精神部門） 平成 28 年 1月 20日（水） 東京体育館メインアリーナ 

車椅子バスケットボール

（身体部門） 
平成 28 年 1月 31日（日） 武蔵野市総合体育館メインアリーナ 

バレーボール（身体部門） 平成 28 年 2月 13日（土） 東京体育館サブアリーナ 

重度障害者競技会 

（ボッチャ：重度身体） 
7月 25日（土） 東京体育館サブアリーナ 

重度障害者競技会（スポー

ツの集い：重度知的） 
9月 2日（水） 東京体育館メインアリーナ 

 

２． 第１６回東京都障害者スポーツ大会・第６８回都民体育大会合同開会式の開催 

東京都障害者スポーツ大会と都民体育大会の開会式を合同で開催しました。 

事 業 名 日 程 場 所 参加人数 

第 16 回東京都障害者スポーツ大会・ 

第 68 回都民体育大会合同開会式 
5 月 10日（日） 東京体育館メインアリーナ 142名 

 

３． 第１５回全国障害者スポーツ大会「紀の国わかやま大会」への東京都選手団の派遣他(東京都共催事業） 

【全国障害者スポーツ大会】 

≪決算額 平成 26 年度 68,275 千円 平成 27 年度 51,144 千円 増減額△17,131 千円≫ 

全国的な障害者スポーツの祭典である「全国障害者スポーツ大会紀の国わかやま大会」に向けて、関東ブロック

地区予選会への派遣を行うとともに、東京都障害者スポーツ大会において選手を選考し、東京都選手団を編成し

派遣しました。 

派遣大会等 日  程 場  所 成績等 

関東ブロック地区予選会 
バスケットボール（知的） 

4月 18日（土）～19日（日） ALSOKぐんまアリーナ（群馬県） 
女子：優勝 

男子：準優勝 
関東ブロック地区予選会  
ソフトボール（知的） 

4月 26日（日） 
ひたちなか市那珂湊運動公園 
（茨城県） 

準優勝 

関東ブロック地区予選会  
サッカー（知的） 

4月 19日（日） 綾瀬市スポーツ公園（神奈川県） 優勝 

関東ブロック地区予選会  
バレーボール（知的） 

4月 19日（日） 千葉ポートアリーナ（千葉県） 
女子：優勝 
男子：優勝 

関東ブロック地区予選会  
バレーボール（精神） 

5月 30日（土） 秦野市総合体育館（神奈川県） 1 回戦敗退 

関東ブロック地区予選会  
バレーボール（身体） 

5月 10日（日） 横浜ラポール（横浜市） 
女子：準優勝 
男子：準優勝 

関東ブロック地区予選会  
グランドソフト（身体） 

5月 23日（土）～24日（日） 久喜市総合運動公園（埼玉県） 優勝 

関東ブロック地区予選会  
車椅子バスケットボール（身体） 

6月 6日（土）～7日（日） 
さいたま市記念総合体育館（さい
たま市） 

3 位 

関東ブロック地区予選会  
フットベースボール（知的） 

4月 19日（日） 妻沼運動公園（埼玉県） 優勝 

第 15全国障害者スポーツ大会
東京都選手団強化練習会 

7月～10月 都内各所 
個人競技：各  4回 
団体競技：各 12回 

第 15全国障害者スポーツ大会
「紀の国わかやま大会」派遣 

10月 22日(木)～27日(火) 
(大会：10月 24日～26日） 

和歌山県 
選手団規模：288名 

メダル獲得数：177 個 
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※団体競技： 
3 競技優勝 
2 競技準優勝 
1 競技 3位 

 

【全国車椅子駅伝】 

競技団体と協働して選手・役員を選考し、東京都選手団を編成し派遣しました。 

派遣大会等 日程 場所 参加者数等 

第27回全国車いす駅伝大会 

派遣選手選考会 
12月23日（水・祝） 多摩市立陸上競技場 7名 

第27回全国車いす駅伝大会 

練習会 

1月17日（日） 
2月14日（日） 
3月 5日（土） 

八王子市上柚木陸上競技場 

3名 

3名 

2名 

第27回全国車いす駅伝大会 

派遣 
3月13日（日） 京都府 

8名(選手5名、役員3名) 

優勝 

 

４． 各種スポーツ大会・行事の開催・協力 
【スポーツ大会の開催（自主事業）】 
≪決算額 平成 26 年度 930 千円 平成 27 年度 754千円 増減額 △176 千円≫ 
東京都の各競技団体や障害者スポーツセンターと連携し、全障害を対象とした大会を開催することにより、スポ
ーツの振興に寄与するとともに、障害のない人と競技を通じた交流を図りました。 

事  業  名 日  程 場   所 参加人数 

2015東京 CUP卓球大会  
12月 12 日（土）団体戦 東京都障害者総合 

スポーツセンター 

99チーム 
（233名） 

12月 13 日（日）個人戦 249名 

 
【東京マラソン２０１６】 
「東京マラソン」に参加・協力し、日本最大であり、且つ世界一の〔市民マラソン〕を目指す一大イベントの成
功に寄与しました。 

事  業  名 日  程 場   所 参加人数 

東京マラソン２０１６ 2月 28 日（日） 都庁→有明ビッグサイト 36,647名 

 
 
Ⅲ 東京都障害者スポーツセンターの経営事業 （ 公 ３ ） 

都内の障害者スポーツの振興、普及の中核組織としての障害者スポーツセンターを、指定管理者として経営し
ました。（詳細は別紙参照） 
１． 東京都障害者総合スポーツセンター 
   ≪決算額 平成 26年度 374,368 千円 平成 27 年度 377,291 千円 増減額 2,923 千円≫ 
２． 東京都多摩障害者スポーツセンター 
   ≪決算額 平成 26年度 328,773 千円 平成 27 年度 313,246 千円 増減額 △15,527 千円≫ 
 
Ⅳ 会員の拡大と自主財源の確保 

東京都障害者スポーツ大会や合同開会式、東京マラソン祭りなどのイベントでの募金や会員勧誘活動、また、
会員企業のＣＳＲ活動の支援などを積極的に行い、会員の拡大と自主財源の確保に努めました。 
 
Ⅴ 研修 

全ての職員が質の高いサービスの提供を行うことを目的として、年間研修計画を策定し、各種研修を実施しま
した。更に、支援技術の向上や利用者に対してのハートフルな対応ができる研修を行いました。 
 
 
 
 
Ⅵ 諸会議 
(目的） 
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協会運営を円滑に執行するために以下の諸会議を開催しました。 
１． 総会の開催       第１回：平成２７年６月２０日（土） 

第２回：平成２８年３月１９日（土） 
２． 理事会の開催      第１回：平成２７年６月９日（火） 

第２回：平成２７年１２月１１日（金） 
               第３回：平成２８年３月８日（火） 
３． 常任理事会の開催    諸課題を整理し、協議しました。開催；原則月１回 
              ４月.５月.７月.９月.１０月.１１月.１月.３月 計８回 
４． 各種委員会・部会の設置 事業や規程、会員の拡大等、協会の抱える多方面にわたる諸課題について検討

しました。 
５． 事業推進委員会の開催  協会の諸課題を解決し、円滑な業務の執行を図りました。開催；毎月１回 



 
 

 

 

 

Ⅱ 東京都障害者総合スポーツセンター事業報告 
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 平成２７年度東京都障害者総合スポーツセンター 

利用状況報告 
 
 

 

 

１、施設別利用人数                                  （単位：人） 

 

 

 

２、障害別利用人数                                    （単位：人） 

重   複 視   覚 聴   覚 肢   体 内   部 知   的 

８，４７０ １３，３５９ ６，３７６ ７０，１５９ ２，１６６ ４２，３９７ 

自己申告 精   神 介   護 ボ ラ 他 合   計 

  ５２６ ９，９９８ ４８，６１２ ２０２，０６３ 

 

体 育 館 プ ー ル 卓 球 室 トレーニング室 

３３，４２１ ６０，８９４ １６，９０４ ３２，３６４ 

運 動 場 洋 弓 場 スポーツ広場 庭 球 場 

２５，８１５ ４，７３０    ６７３ ６，５５３ 

集 会 室 宿 泊 室 そ の 他 相  談 

１６，２４８ ２，３９１ １，８６１   ２０９ 

合  計 

２０２，０６３ 
※相 談＝医事、運動 

 その他＝談話室、録音室、印刷室、その他 
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相談項目 対　象 実　施　日 時間 回数（件数） 延人数

第１土曜日  ※6/6   1/2 を除く 13:00～15:00

第２火曜日 13:30～15:30

第４土曜日 13:00～15:00

奇数月の第２土曜日 10:00～12:00

偶数月の第３木曜日 13:00～15:00

管理栄養士による
栄養相談

障害児者 第２木曜日 14:00～16:00 12 　　１５名

運動相談

事業名 対　象 実　施　日 時間 件数 延人数

運動相談 障害児者 要相談 要相談 64 ８５名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

　
はじめての

スポーツ体験
（運動相談併用）

障害児者 要相談 要相談 ６４（再渇） ８５名（再渇）

①ふうせんバレー　６/２３（火）

②ボッチャ　１０/３（土）

③ソフトラクロス　１/２５（月）

④変形性股関節症の
　　　　　　トレーニング　１２/１７（木）

⑤スポーツ吹き矢　２/８（月）

アーチェリー体験会① 5/3  の日曜日 1 １０名

アーチェリー体験会② 12/6  の日曜日 1 　９名

にこにこ
盆パラビクス

＆
レクリエーションスポーツ

障害児者
介護者

4/3    5/1   6/5   7/3   8/7
9/4   10/2  11/6  12/4  1/8
2/5    3/4 の金曜日

13:00～14:50 １２ ７７６名

にこにこ
エアロビクス

障害児者
介護者

4/25    5/23   6/27   7/25
 9/26  11/28  12/26
1/23  2/27  3/26 の土曜日

11:00～11:50 １０ １６３名

にこにこ
水中運動

障害児者
介護者

毎週第1～第4月曜日　※（８月　1/11を除く）
※第1、2週…アクアビクス
　　第3週…ヌードルビクス
　　第4週…ウォーキング

10:15～10:50 44 １０３１名

6/30 の火曜日

9/20 の日曜日

12/18 の金曜日

測定評価

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数
健康運動指導士

介護予防運動指導員
による体力測定

障害者 5/14   9/10  1/14 の木曜日 13:00～15:00 ３ ７９名

わくわく
スポーツ記録会

知的障害児者 11/14 の土曜日 15:00～17:00 1 ２１名

新

身体障害者
（高校生以上）

13:00～14:30

脳血管障害者の
トレーニング教室

脳血管障害者 13:00～14:30 ３

　初めて利用される方やまだまだ不安を抱えている方に対して、健康の維持増進を目的として、安心して自主的にスポーツ活動が
行えるような教室や、それぞれのニーズやレベルに応じて、段階的に技術を習得できるよう各種スポーツ教室を開催しました。ま
た、地域の方も参加できる地域交流教室も行いました。

スポーツ導入教室
これから運動を始める方も安心して健康の維持増進に取り組むことができるようスポーツの導入
教室として実施しました。

チャレンジ　スポーツ
共催：ふうせんクラブ
王子ホールドスターズ

ソフトラクロスインドア同好会
スポーツ吹矢友好会

変股クラブ
（センタークラブ）

障害児者 13:00～15:00 5 　３０名

３９名

平成２７年度　東京都障害者総合スポーツセンター事業報告

　医師や理学療法士及びスポーツスタッフが、安全に安心してスポーツ活動を実施していただくための健康管理や運
動内容、運動量等について助言や支援を行いました。また、管理栄養士による生活(栄養)に関する相談も実施しまし
た。必要な方にはスポーツスタッフが「運動プログラム」(個別支援)を作成実施し、安全で効果的なスポーツ活動を支援
しました。

スポーツ医事相談
医師や理学療法士により、健康管理や運動内容、運動量などについて、助言や支援を行いまし
た。また、管理栄養士による栄養相談も実施しました。

医師による
スポーツ医事相談

障害児者 36 　　４１名

理学療法士による
スポーツ医事相談

障害児者 12 　　５３名

スポーツスタッフにより、障害種別や程度に適した運動種目について助言を行い、必要に応じて
運動プログラムを作成し、安全で効果的なスポーツ活動を支援しました。

日頃のトレーニングの成果を確認し、今後の更なる健康・体力の維持増進に役立てていただくた
め、定期的に体力測定を行いました。

健康スポーツ相談 

スポーツ教室 

≪決算額≫ 平成26年度  1,635 千円    平成27年度  1,770 千円     増減額   135 千円 

≪決算額≫ 平成26年度   8,406 千円        平成27年度   9,793 千円       増減額   1,387千円 
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入門教室

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数
はじめよう！

卓球入門
障害児者

5/2    6/13   7/ 4    8/1   9/5  10/3
11/7  12/5  1/9   2/6   3/5 の土曜日

12:00～13:00 １１ １６１名

5/9       7/18    9/5  の土曜日 15:00～17:00

10/17  11/7   12/19 の土曜日 10:00～12:00

はじめよう！
サッカー入門

知的障害児者 1/23   2/6   3/19  の土曜日 10:00～12:00 ３ 　９６名

新 水泳入門（火曜版） 5/12  6/9  7/14  8/11  9/8の火曜日 ５ １６３名

新 水泳入門（土曜版） 5/23  6/27  7/25  8/29  9/26の土曜日 ５ ３３５名

新 水泳入門（木曜版） 10/1  11/5  12/3  1/7  2/4の木曜日 ５ １３８名

新 水泳入門（日曜版） 10/18 11/15 12/20 1/24 2/21の日曜日 ５ ３６０名

アーチェリー入門①
6/7 ・14 ・21 ・28  7/5 ・12 ・19 ・26
の日曜日

8 ８４名

アーチェリー入門②
1/10 ・17 ・24 ・31  2/7 ・14 ・21 ・28
の日曜日

8 ８９名

中・上級教室

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

ワンランクアップ
アーチェリー

障害者
（認定証所持者）

4/18  6/27  7/25  8/29  9/26
10/31  11/28  12/26   1/30
2/27  3/26 の土曜日

13:00～15:30 １１ １８４名

わくわくスポーツ 知的障害者
5/16   6/20  ※7/18 ※ 8/15
9/23(水 祝）  10/12(月 祝) 　11/14
12/19  1/16  2/6の土曜日

※12:00～12:50
16:00～17:00

１０ １６３名

新
めざせ！

「水泳大会」

はばたき
水泳大会

出場希望者
6/20 の土曜日 10:00～12:00 １ ４６名

新
めざせ！

「テニス大会」

はばたき
テニス大会
出場希望者

9/12 の土曜日 15:00～17:00 １ １０名

めざせ！
「陸上大会」

はばたき
陸上大会

出場希望者
9/27 の日曜日 13:00～17:00 １ ２１名

新
めざせ！

「バドミントン大会」

はばたき
バドミントン大会

出場希望者
10/31 の土曜日 10:00～12:00 １ ３１名

めざせ！
「サッカー大会」

都大会サッカー
個人種目

出場希望者
4/18   5/23 の土曜日 10:00～12:00 ２ ４２名

ブラインドサッカー教室
共催：日本ブラインドサッカー協会

視覚障害児者
5/15  6/19  7/17  9/18  10/16
11/20  1/15  2/26  の金曜日

19:00～20:30 ８ ７９名

関東障害者シンクロナイズド
スイミング連盟による

シンクロナイズドスイミング教室
共催：関東障害者シンクロ

ナイズドスイミング連盟

障害児者
10/10  11/14  12/12  1/9  2/13
 3/12 の土曜日

12:00～12:50 ６ １７０名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

めざせ！トップアスリート

「ランニング・タイム」
障害者

走競技者
９月～３月の平日 17:00～18:30 106 ２４名

新
めざせ！トップアスリート

「車いすテニス
ジュニア選手強化教室」

車いすテニス
競技者

（１２歳～２０歳）

※4/25  6/13   ※8/29  10/10
※11/28    3/12
 の土曜日

※9:00～12:00
12:00～14:00

６ ３６名

新
めざせ！トップアスリート

「車いすフェンシング」
身体障害者 10/24　11/14 の土曜日 9:30～11:00 ２ ４０名

東京車いすテニス協会による

車いすテニス選手育成教室
共催：東京車いすテニス協会

身体障害児者
◎4/29   5/24      7/12
◎9/23    3/13   の日曜日
◎は、おでかけクラブとして実施

10:00～12:00 ５ 1４６名

水泳選手育成教室 障害児者
5/24  6/28  7/26  8/30
9/27  10/18 11/22  12/27
1/31  2/28  3/27 の日曜日

18:00～20:00 11 ２１７名

サッカー選手育成教室 知的障害児者
7/11   8/1  9/12   10/10
の土曜日

10:00～12:00 ４ ８１名

都車椅子バスケットボール連盟による

車椅子バスケットボール

選手育成教室
共催：東京都車椅子バスケット

ボール連盟

障害児者
4/26    5/24   6/28    9/20
10/11  11/1   12/27   1/31
3/27  の日曜日

18:00～20:30 ９ ３９名

スローイング・タイム
障害者

投擲競技者

4/19　 5/17　 6/21   7/19
8/2    9/13  11/8  12/13
1/17  3/20  の日曜日

13:00～17:00 １０ 1２７名

障害児者 12:00～13:00

身体障害者
（高校生以上）

13:00～14:30

より高い技術の習得を目指す方に対して、要望やレベルに応じて支援しました。

アスリートサポート
大会に参加する方や、これから目指そうとしている方々に対して、技術の習得とともに、ルールや
マナーの習得を目的に実施しました。

体力の維持増進を図るとともに、技術の習得も目的に開催しました。

はじめよう！
テニス入門

障害児者 ６ ７３名



総合ＳＣ

- 26 -

事業名 対　象 回数 延人数

スキー教室 障害者 1
２０名

（内８名介護者）

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

ノルディック
ウォーキング教室

障害児者
4/21   6/16   10/20

12/15   2/16 の火曜日
13:00～14:00 ５ １０７名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

　ジュニア
車いすスポーツ教室

　身体障害児
5/17   6/28   7/19    8/16   10/11
12/20  2/21   3/20 の日曜日

11:00～12:30 ８ １６７名

　ジュニア
わくわくスポーツ教室

知的障害児
5/16   6/20  ※7/18 ※ 8/15
9/23(水 祝）  10/12(月 祝) 　11/14
12/19  1/16  2/6の土曜日

※11:00～11:50
15:00～16:00

１０ １８５名

地域交流教室

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

みんなで
バドミントン

共催：王子かぼちゃクラブ

障害児者
家族等

地域住民

5/16  9/26  12/6(日)  3/19
の土曜日

13:00～16:00 4 1３３名

みんなで
卓球

共催：レインボー

障害児者
家族等

地域住民

4/11  8/29  11/21   12/6(日)
の土曜日

　10:00～12:00 4 １０８名

みんなで
テニス

共催：王子グリーンテニスクラブ

障害児者
家族等

地域住民

11/1  12/20  1/10  3/6
の日曜日

　13:00～17:00 4 １２７名

ランニングクリニック
障害児者
地域住民

5/2  6/13  7/4   8/8  9/12
の土曜日

　17:00～18:30 ５ ６４名

あそびのひろば
障害児者
家族等

地域住民

5/5(火 祝)  6/14  7/12   8/22(土)
9/13  11/15   3/13 の日曜日

13:00～14:30 ７ ３８１名

レッツ！
車いすバスケ

障害児者
家族等

地域住民

※4/19　 8/16   12/20
※3/6  の日曜日

9:00～11:00
※9:00～12:00

4 １１１名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

重度障害者のための
プール開放

身体障害児者
（四肢麻痺者
片側麻痺者）

介護者

5/3 　 6/7 　7/19 ・26
8/2 ・30   9/27  10/12(月 祝)
11/1 の土曜日

　12:00～12:50 ９ １８２名

親子で楽しむ
重度ジュニア体操

身体障害児
（３歳以上小学生以

下）

（四肢・体幹障害）
介護者

1/24  2/7   3/27 の日曜日 　13:30～15:00 ３ ６７名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

関節障害者の
トレーニングセミナー

関節障害者 7/20  の月（祝）曜日 13:00～15:00 1 １７名

重度障害の方々を対象に、交流と技術の習得を目的に実施しました。

介護予防支援教室
健康の維持増進、日常生活動作の向上を図るため、日常的に行え、取り入れやすい運動を中心
に行いました。

アウトドア教室 屋外に出て、にこにこペースで気持ち良く全身運動を行う教室を開催しました。

実　施　日

平成２8年1月２2日(金)～1月24(日)
いいやま北竜湖ファミリースキー場

ジュニア対象教室
ジュニアを対象に、いろいろなスポーツを体験しながらスポーツの楽しさを知っていただくことを目
的に開催しました。

センターを利用されている方だけではなく、近隣地域の方々も共に楽しみ、交流することによる相
互理解と、技術の習得を目的に実施しました。

重度障害者対象教室
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対　象 実　施　日 場　所 参加者数

障害児者 4月25日（土） 運動場他 ４９名

障害児者 7月5日（日） プール 延２２６名

障害児者
9月19日（土）
　 　20日（日）

庭球場他 　　５７名

障害児者 10月4日（日） 運動場他 　延３６９名

障害児者 11月8日（日） 体育館 ８４名

障害児者 11月21日（土） 運動場他 ４８名

障害児者（１８歳以下）
12月23日（水・

祝）
体育館 １１３名

障害者（高校生以上） 3月20日（日・祝） 洋弓場 ３８名

障害者（中学生以上） 1月31日（日）
足立区総合

スポーツセンター
８２名

事　業　名 対　象 実　施　日 時　　間

納涼祭
障害児者
介護者

地域住民
8月22日（土） 14:30～19:00

障害者週間記念事業
「ハートスポーツフェスタ」

障害児者
介護者

地域住民
12月6日（日） 9:00～16:00

事　業　名 受講者数

１２名

１５名

１２名

６名

延８３名

延２８名

１６名

　３名

初級障害者
スポーツ指導員

養成講習会
５０名

アーチェリー
安全講習会 ２２名

熱中症予防
講習会 ４９名

東京都在住・在勤・在学者の資格取得希望者
２月２１日（日）・２７日（土）・２８日（日）

３月５日（土）・６日（日）

認定証所持者 ３月２０日（日・祝）

障害児者
家族等

地域住民
６月１３日（土）

④「ブラインドサッカー教室」
　　１月１５日（金）

スポーツリーダー
養成のための

フォローアップ講習会

障害者スポーツ指導員、
協会登録スポーツボランティア、

施設・団体職員、
その他障害者スポーツボランティアリーダー

として活動する意欲のある方

【実践編】
①「にこにこ盆パラビクス＆
　　　レクリエ―ションスポーツ」
　8/7 9/4  10/2 11/6 12/4
  1/8  2/5   3/4 の金曜日

②「重度障害者のためのプール解放」
　　 5/3　 6/7  7/19 ・26 の日曜日

【知識編】
①「関節障害者のトレーニングセミナー」
　　7/20(月・祝)

②「車いすフェンシング」   10/24
共催：東京都障害者スポーツ指導員協議会

２１０８名

２４０名

　障害者スポーツの普及や振興、障害のある方の身近な地域での継続したスポーツ活動を支える人材育成のため、各種講習会を開催しました。ま
た、安全にセンターを利用していただく為に、安全講習会も開催しました。

対　象 実　施　日

スポーツボランティア
講習会（入門）

障害者スポーツ活動に興味がある方

【体験編】
①「めざせ！水泳大会」
　　６月２０日（土）

②「ジュニア車いすスポーツ教室」
　　８月１６日（日）

③「ノルディックウォーキング教室」
　　１０月２０日（火）

第14回はばたきターゲットバードゴルフ大会

第6回はばたきジュニアスポーツ交流大会

第29回はばたきアーチェリー大会

地域交流バドミントン大会（中・上級者）
共催：（公財）足立区体育協会

　センターを利用されている方とその家族や地域の方々に、季節に合わせた催しを通じて、相互理解を図ることを目的とした交流事業として「納涼
祭」を開催しました。

参加（来場）者数

大　会　名

第22回はばたきグランド・ゴルフ大会

第30回はばたき水泳大会
共催：東京都障害者水泳連盟

第29回はばたきテニス大会

第28回はばたき陸上大会

第26回はばたきバドミントン大会
（初心者・初級者）

　初心者から上級者まで、日頃の練習の成果を発揮できる場として、下記の大会を実施しました。

大    会 

地域交流事業 

講 習 会 

≪決算額≫ 平成26年度    2,406千円        平成27年度   2,685 千円      増減額    279千円 

≪決算額≫ 平成26年度    1,246千円        平成27年度    1,282 千円     増減額     36千円 

≪決算額≫ 平成26年度    276千円          平成27年度    285千円       増減額    9千円 
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開催地域 参加者数

江東区 ２７名

板橋区
７０名

※1/18、雪のため
中止

文京区 ４５名

世田谷区 ８名

北区 ２９名

北区 ７４名

板橋区
１１８名

(選手、役員含む)

北区 ６０名

江東区 ４２名

足立区 １５７名

江戸川区 １３名

北区 ３８名

北区 １４名

渋谷区
８名

（スタッフ１６名）

北区
レッスン５０名
交流会３８名

足立区
６１０名

（スタッフ１０８名）

新

(株)渋谷サービス公社
「プールサポーター研修」

11月29日(日)

第3回障がい者スポーツフェスティバル
ｉｎあだち

主催：足立区　共催：障害者総合スポーツセンター

2月7日(日)

北区テニスフェスタ
主催：北区　共催：障害者総合スポーツセンター

12月20日(日)

第8回全国知的障害児・者
サッカー競技会

（にっこにこフェスタ）
10月18日（日）

車いすフェンシング教室
共催：北区

10月24日（土）・11月14日（土）

テニスの日イベント 9月23日(水・祝)

足立区花畑生涯学習センター
「レインボーフェスタ」

10月12日(月・祝)

はじめての水泳教室
10月22日（木）・29日（木）

11月5日（木）・12日（木）・26日（木）
12月3日（木）・10日（木）・17日（木）

東京都立北特別支援学校
学校開放事業

「障害者のためのプール開放事業」
8月4日(火)・6日(木)・7日(金)

第3回板橋区ボッチャ交流会
共催：板橋区

8月8日(土)

スケート体験
共催：北区

8月16日(土)

文京区公共施設の個人利用促進
 5月15日(金)、6月12日(金)、7月10日(金)

 8月 7日(金)、9月11日(金)、10月18日（金）
11月 6日(金)、12月4日(金)、1月8日（金）

障害者スポーツ体験学習
（王子総合高校）

6月9日（火）

　障害のある方が、より身近な地域でスポーツに親しむことができる環境づくりを推進するために、区市町村（障害福祉課・教育委員会など）、社会
福祉協議会、スポーツ振興財団、地域クラブ、福祉センター、特別支援学校、大学・専門学校、高等学校などの関係機関と協働して事業を推進しま
した。また、事業を通して障害者スポーツ指導員やボランティアの育成を図りました。

事業名 実施日

有明スポーツフェスタ 4月29日(水・祝)

板橋区共催事業
「障がい者レクリエーション教室」

  5月11日(月)、6月8日(月)、 7月13日(月)
  9月14日(月)、10月19日(月)、11月9日(月)

12月14日(月) 、1月18日(月)

第16回東京都障害者スポーツ大会
（サッカー・個人種目）

6月7日（日）

のマークがついているものは、今年度からの新規事業になります。

地域振興事業 ≪決算額≫ 平成26年度    169千円        平成27年度     572千円     増減額      403千円 
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 平成２７年度東京都多摩障害者スポーツセンター 

利用状況報告 
 

 

 

１、施設別利用人数                                  （単位：人） 

 

 

 

２、障害別利用人数                                     （単位：人） 

重   複 視   覚 聴   覚 肢   体 内   部 知   的 

８，０６０ ６，５１３ ７，０９１ ６０，９３１ ２，５０６ ３１，５９８ 

自己申告 精   神 介   護 ボ ラ 他 合   計 

 ９５５ ８，６１８ ４６，９８２ １７３，２５４ 

 

体 育 館 プ ー ル 卓 球 室 トレーニング室 

３４，４７５ ５１，２０６ １３，６９９ ３６，８９７ 

集 会 室 宿 泊 室 そ の 他 相  談 

２５，６８９ ２，７７９ ８，０３５ ４７４ 

合  計 

１７３，２５４ 
※相 談＝医事、運動 

 その他＝談話室、録音室、印刷室、その他 
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事業名 対　象 実　施　日 時間 回数（件数） 延人数

医師による
スポーツ医事相談

障害児者 毎月４回
午前又は午後

（2時間）
44回(95件) 122名

理学療法士による
スポーツ医事相談

障害児者 毎月１回 10:00～12:00  12回(30件) 43名

管理栄養士による
栄養相談

障害児者 毎月１回 14:00～16:00  12回(37件) 44名

運動相談

事業名 対　象 実　施　日 時間 件数 延人数

運動相談 障害児者 随時（週４回程度） １回1～2時間 171件 236名

はじめての
スポーツ相談

障害児者 随時（週２回程度） 12:00～13:00 11件 29名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

新   ターゲットバードゴルフ　9/14(月) 13:00～15:00 1 5名

チャレンジスポーツ
障害児者
介護者

ボッチヤ　１１/6（金） 10:00～12:00 １ 24名

ショートテニス　12/15(火) 15:00～17:00 １ 17名

4/7,14  5/12,19  6/2,9,16
10/6,20   11/3(祝),10,17  12/1,15

火曜日

7/10・24  8/7・14・21  9/4・11・18
 1/8・15・22  3/4・18　金曜日

4/21 5/26 6/23 10/27 11/17
12/22 火曜日

8/28  9/25 1/29 2/19　金曜日

4/10・17・24  5/8・15・22・29  6/12･
26 10/2・16・30  11/13・27 12/4・

11・18・25 金曜日

7/7  8/25  9/15  2/2・9・16・23
3/1・8・15  火曜日

新 インドアペタンク 7/14・28  8/11・18  9/1・29　火曜日 6 182名

ユニカール 1/5・19・26  火曜日 3 89名

4/9  5/14  6/11  10/8  11/12
12/10  1/7  3/10  木曜日

7/5(日)　10/17(土)　2/28(日)

6/21(日)　9/10(木)　11/22(日)

平成27年度　東京都多摩障害者スポーツセンター事業報告

　医師や理学療法士及びスポーツスタッフが、安全に安心してスポーツ活動を実施していただくための健康
管理や運動内容、運動量等について助言や支援を行いました。また、管理栄養士による生活(栄養)に
関する相談も実施しました。必要な方にはスポーツスタッフが「運動プログラム」(個別支援)を作成実施し、
安全で効果的なスポーツ活動を支援しました。

スポーツ医事相談

12:00～13:00

障害児者
介護者

13:00～14:30

医師や理学療法士により、健康管理や運動内容、運動量などについて、助言や支
援を行いました。また、管理栄養士による栄養相談も実施しました。

これから運動を始める方も安心して健康の維持増進に取り組むことができるよう
スポーツの導入教室として実施しました。

26

10 213名

スポーツスタッフにより、障害種別や程度に適した運動種目について助言を行い、必要に応じて
運動プログラムを作成し、安全で効果的なスポーツ活動を支援しました。

670名

　初めて利用される方やまだまだ不安を抱えている方に対して、健康の維持増進を目的として、安心して自
主的にスポーツ活動が行えるような教室や、それぞれのニーズやレベルに応じて、段階的に技術を習得で
きるよう各種スポーツ教室を開催しました。また、地域の方も参加できる地域交流教室も行いました。

スポーツ導入教室

健康運動指導士
による

リフレッシュ健康体操
障害児者
介護者

13:00～14:00

476名28

175名14水中運動
障害者
介護者

レクリエーション
スポーツ

リフレッシュ健康体操
ヨガ

健康スポーツ相談 

スポーツ教室 

≪決算額≫ 平成26年度 1, 200千円 平成27年度 1, 500千円 増減額 300千円 

≪決算額≫ 平成26年度 3, 944千円 平成27年度 4, 917千円 増減額 973千円 
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事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

知的障害者の
スポーツ教室

知的障害児者
　　4/16　5/21　6/11　7/16　9/17
10/22　11/19　12/17　1/14　2/18

3/17　木曜日
18:00～19:00 11 151名

体育館（9:10） 301 2,363名

プール（9:00） 301 2,619名

測定評価

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

体力測定 障害者 7/5(日)　11/22(日)　2/28(日) 13:00～15:30 3 107名

筋力測定 障害者 7/12　11/1　3/27 日曜日 17:30～20:30 3 12名

入門教室

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

トランポリン 障害児者

4/25(土)  5/23(土)  6/14(日)
7/18(土) 8/22(土)  9/22(火・祝)

11/23(月・祝) 12/19(土)  1/30(土)
2/27(土)　3/19(土)

13:00～14:30 11 952名

サッカー教室 知的障害児者
6/27  7/25  9/12  10/24  11/7

12/12  土曜日
10:00～12:00 6 287名

新 ノルディックウォーキング 障害児者
4/20  5/25　8/24  12/21  1/18

  月曜日
12:15～12:45 5 70名

中・上級教室

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

新 中上級水泳 障害児者
5/9　6/13　7/11　9/26　10/24
11/7 12/19　1/30　2/13　3/12

  土曜日
18:00～19:00 10 170名

ワンポイント
水泳

障害児者
2/1（月）・4（木）・15（月）・18（木）

25（木）・29（月）　3/3（木）・14（月）
12:00～13:00 8 74名

事　業　名 対　象 回数 人数

新 ハイキング教室
障害児者
介護者

1 35名

スキー教室 障害者 1
20名

（内8名介護者）

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数
都大会前
陸上競技

都大会
出場者

4/18(土)　4/29(水・祝)
　5/6(水・祝)

12:00～14:00 3 39名

都大会前
スローイングタイム

都大会
出場者

4/18(土)　4/29(水・祝)
　5/6(水・祝)

12:00～14:00 3 26名

4/26(日) 11:30～13:00

5/16(土) 19:00～20:20

都大会前
卓球

都大会
出場者

5/3(日)　5/23(土) 15:00～17:00 2 43名

大会前
卓球

卓球大会
出場者

10/17(土)　10/30(金) 18:30～20:30 2 23名

水泳選手育成教室 身体障害児者
5/9　6/13　7/11　9/26　10/24
11/7 12/19　1/30　2/13　3/12

 土曜日
19:00～20:20 10 63名

バランスボール
障害児者
介護者

12 276名

5/9　6/13　9/12　10/10　11/7
12/5　1/9　2/6　3/5  土曜日

知的障害児者

1/22（金）～１/24（日）
いいやま北竜湖ファミリースキー場

9 97名
知的障害者の

水泳教室

10月3日(土)　国立市内ハイキングコース

2 15名

大会に参加する方や、これから目指そうとしている方々に対して、技術の習得と
ともに、ルールやマナーの習得を目的に実施しました。

自然と触れ合いながら楽しめるハイキング、スキー教室を開催しました。

12:00～13:00

実　施　日

体力の維持増進を図るとともに、技術の習得も目的に開催しました。

　より高い技術の習得を目指す方に対して、要望やレベルに応じて支援しました。

アスリートサポート

アウトドア教室

ラジオ体操
障害児者
介護者

都大会前
水泳

都大会
出場者

プチ体力測定 障害者 3 73名

日頃のトレーニングの成果を確認し、今後の更なる健康・体力の維持増進に役立てていただく
ため、定期的に体力測定を行いました。

開館日

5/5(火・祝)　9/8　12/8
火曜日

13:00～14:30

6/5・19  7/3・17  10/9・23  11/6・20
2/5・26  3/11・25　金曜日

13:15～14:15
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事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

親子で楽しむ
重度キッズ体操クラブ

3～小学3年
障害児
介護者

 5/17  6/28  7/26   9/27  10/25
11/29  12/27  1/24  2/21  3/20

  日曜日
10:30～12:00 10 169名

親子で楽しむ
キッズ体操クラブ

3～5歳未就学
障害児
介護者

 5/17  6/28  7/26   9/27  10/25
11/29  12/27  1/24  2/21  3/20

  日曜日
13:00～14:30 10 384名

親子で楽しむ
ジュニア体操クラブ

小1・2年
障害児
介護者

 5/17  6/28  7/26   9/27  10/25
11/29  12/27  1/24  2/21  3/20

  日曜日
15:00～16:30 10 320名

親子で楽しむ
重度ジュニアのひろば

小学生の重度
障害児介護者

5/10   6/21   7/19   9/6   10/11
 11/22  12/13  1/17　2/14   3/13

日曜日
10:00～12:00 10 172名

親子で楽しむ
キッズ水泳

3～5歳未就学
障害児
介護者

8/10(月) ・11(火)・13(木)・14(金) 11:40～13:00 4 89名

新 夏休み親子水泳 障害児 7/27(月)・28(火)・30(木)・31(金) 11:30～13:00 4 107名

知的障害児 9:30～12:00 2 25名

身体障害児 13:00～15:30 2 16名

ジュニア
スポーツキャンプ

障害児
介護者

8/15（土）～16（日）　（1泊2日） 1 35名

地域交流教室

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

日曜広場
障害児者
介護者

地域住民

4/19  5/10  6/21  7/19  8/23
9/20  10/18  11/15  1/17  2/14

3/13  日曜日
13:00～15:00 11 499名

あそびのひろば

小学生以下の障
害児・介護者
地域住民児童
　とその家族

各月の事業予定による 12:00～13:00 7 113名

あそびのひろば
(トランポリン)

小学生以下の障
害児・介護者
地域住民児童
　とその家族

4/26(日)　5/24（日）　8/8(土)
9/23(水・祝)  10/31(土)  11/14(土)

12/26(土)  1/16(土)　2/13(土)
3/27(日)

12:00～13:00 10 222名

グラウンドゴルフ
のひろば

障害児者
介護者

地域住民

10/5・19  11/16・30  月曜日
谷保第3公園

13:00～15:00 4 79名

ティーボール
のひろば

障害児者
介護者

地域住民

4/4・11　5/2・16　6/13　土曜日
谷保第3公園

13:00～15:00 5 83名

リズムタイム
障害児者
介護者

地域住民

4/12(日) 5/4(月・祝) 6/20(土) 7/12(日)
8/9(日) 9/5(土)　10/3(土)　11/8(日)

12/12(土) 1/23(土) 3/12(土)
12:00～13:00 11 268名

みんなで卓球
障害児者
介護者

地域住民

7/4　9/5　11/21　1/9　 3/5
　土曜日

10:00～12:00 5 227名

4/27  8/17  12/14  月曜日

6/18  10/29  2/25  木曜日

レッツ！
車いすバスケ

障害児者
介護者

地域住民

4/11　5/9　6/20　7/11　8/8　9/19
10/17　12/5　1/23　2/6　3/12

土曜日
9:00～12:00 11 346名

ユニカール体験大会
障害者
介護者

地域住民
1/11(月・祝) 13:00～16:30 １ 38名

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

重度障害者の
プールのひろば

肢体不自由児者

介護者

5/3(日・祝)　6/7(日)　7/12(日)
8/1(土) 　9/6(日)　10/18(日)
11/8(日)　12/6(日)　1/10(日)

2/7(日)　3/21(月・祝)

12:00～13:00 11 161名

18:30～20:30 6 133名

ジュニア対象教室

8/3(月)・4(火)

みんなで
バドミントン

障害児者
介護者

地域住民

新

重度障害者対象教室

センターを利用されている方だけでなく、近隣地域の方々もともに楽しみ、交流す
ることによる相互理解と、技術の習得を目的に実施しました。

重度障害の方々を対象に、交流と技術の習得を目的に実施しました。

親子
スポーツ体験

ジュニアを対象に、いろいろなスポーツを体験しながらスポーツの楽しさを知って
いただくことを目的に開催しました。



多摩SC

- 33 -

事業名 対　象 実　施　日 時間 回数 延人数

介護予防運動教室
中高年障害者

介護者

4/6　5/11　6/1・15　7/6・13　9/7・
28　10/26　11/2・16　12/7　1/4

2/8･22　3/7・28   月曜日
12:00～13:00 17 276名

対　象 実　施　日 場　所 参加者数

身体障害児
（視覚・聴覚・肢体不自由）

7月４日（土）
町田市野津田公園

陸上競技場 14名

障害児者 9月１３日（日） プール 538名

障害児者 １１月１日（日）
体育館
集会室

288名

障害児者 ２月７日（日） 体育館 164名

障害児者 ３月６日（日） 体育館 83名

事　業　名 対　象 実　施　日 時　　間

納涼祭
障害児者
介護者

地域住民
8月29日（土） 13:00～20:00

障害者週間記念事業
障害児者
介護者

地域住民
12月20日（日） 9:00～17:00

新春もちつき
障害児者
介護者

地域住民
1月10日（日） 12:00～17:00

さくらまつり
障害児者
介護者

地域住民
3月26日（日） 13:00～17:00

事　業　名 受講者数

4名

4名

4名

5名

38名

初級障害者スポーツ
指導員講習会

51名

「サッカー教室(知的障害)」
7月25日(土)

「グラウンド・ゴルフのひろば」
10月19日(月)

「ユニカール体験大会」
1月11日(月・祝)

6名

15名
８／９　　日曜日

障害者スポーツ種目を知ろう！
車椅子ソフトボール 26名

スポーツボランティア
講習会

障害者スポーツ活動に興味のある方

都内在住・在勤・在学の資格取得希望者

健康の維持増進、日常生活動作の向上を図るため、日常的に行え、取り入れ
易い運動を中心に行いました。

ジュニア トラック競技会

第２７回　ショートテニス大会

「ティーボールのひろば」
5月2日(土)

【入門編】　9月26日(土)
　　　　　　　2月20日(土)

実　施　日

６月２２日（月）・２３（火）
２５（木）・２６（金）・２９（月）

第３２回　水泳記録会

第２９回　卓球大会

第１１回　ボッチャ大会

延1,966名

対　象

7/12・19　8/16　9/20　日曜日

スポーツリーダー
養成のための

フォローアップ講習会

障害者スポーツ指導員、
協会登録スポーツボランティア、施設・団体職員、

その他スポーツリーダー
として活動する意欲のある方

実践力アップ！教室・イベント運営に
役立つスキルを身に付けよう！

延560名

延380名

参加（来場）者数

介護予防支援教室

延143名

プールでの支援を学ぼう！

１２／５　(土)

　初心者から上級者まで、日頃の練習の成果を発揮できる場として、下記大会を実施しました。

　センターを利用されている方とその家族や地域の方々に、季節に合わせた催しを通じて、相互理解を図る
ことを目的とした交流事業として「納涼祭」を開催しました。

　障害者スポーツの普及や振興、障害のある方の身近な地域での継続したスポーツ活動を支える人材育
成のため、各種講習会を開催しました。

大　会　名

大    会 

地域交流事業 

講 習 会 

≪決算額≫ 平成26年度 1 ,363 千円 平成27年度 1 ,596 千円 増減額 233千円 

≪決算額≫ 平成26年度 916千円  平成27年度 877千円   増減額 ▲39千円 

≪決算額≫ 平成26年度 280千円 平成27年度 321千円  増減額 41千円 
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　地域振興事業（4月～10月実施事業）

実　施　日 場　所 地　域 延人数

4月12日（日） センター 広域 31名

5月5日(火)
くにたち市民
総合体育館

国立市 108名

5月10日(日)・9月27日
(日)

武蔵野市総合体
育館陸上競技場

武蔵野市 20名

6月7日(日)
国立駅周辺
大学通り

国立市 120名

6/25・7/23・8/27・
10/22・11/26・1/28・
2/25・3/24 木曜日

小平元気村 小平市 128名

6/28・7/5・7/19
日曜日

小平特別
支援学校

小平市 77名

7月11日(土)
あきるの学園

体育館
あきる野市 75名

7月24日（金）
小金井特別
支援学校

小金井市 18名

8月26日（水）
八王子特別
支援学校

八王子市 26名

9月15日（火） 立川市 立川市 22名

9月15日（火） 八王子市役所 八王子市 38名

9月25日（金） 秋川体育館
西多摩
ブロック

132名

9月27日（日）
上中原公園内
テニスコート

東大和市 120名

9月27日（日）
小平市障害者
福祉センター

小平市 12名

10月11日（水・祝）
三鷹市

教育委員会
三鷹市 253名

10/17(土)・10/18(日) 府中公園 府中市 260名

10月18日(日)
くにたち市
総合体育館

国立市 5名

10月24日(土)
青梅市

総合体育館
青梅市 196名

10月31日(土)
昭島市スポー
ツセンター

昭島市 12名

11/8(日)・11/15(日)
小平福祉
センター

小平市 17名

11/27(金)・1/29(金）
みずほ第一小学
校たんぽぽ学級

瑞穂町 56名

11月29日(日）
立川市

泉体育館
立川市 43名

11月29日(日）
小平特別
支援学校

小平市 62名

12/6(日)・1/31(日)
みかど街かど
自立センター

三鷹市 32名

12月8日（火）
都立第五商業
高等学校
(定時制)

国立市
（広域）

54名

1月17日（日）
エスフォルタ

アリーナ八王子
八王子市 124名

立川市ボッチャ体験大会

ハンドサッカー交流会

国立ふれあいまつり

事　業　名

東京女子体育大学
ボランティア講座

国立市ファミリーフェスタ

武蔵野市ノルディック
ウォーキング

ＬＩＮＫくにたち

おだまき

小平市ショートテニス教室

あきるの学園放課後こども教室

小金井特別支援学校親子運動教
室

ボッチャ体験会

都立第五商業高等学校（定時制）
スポーツ交流会

八王子特別支援学校プール指導

すみれ会　ボッチャ教室

八王子市スポーツ推進委員会
研修会

西多摩ブロック障害者施設連絡会
スポーツ交流会

東大和市ふれあい市民運動会

小平市ボッチャ交流会

2015みたかスポーツ
フェスティバル

小平市ラージボール卓球教室

みずほ第一小学校たんぽぽ学級
スポーツ体験

　障害のある方が、より身近な地域でスポーツに親しむことができる環境づくりを推進するために、区市町
村（障害福祉課・教育委員会など）、社会福祉協議会、スポーツ振興財団、地域クラブ、福祉センター、特別
支援学校、大学・専門学校、高等学校などの関係機関と協働して事業を推進しました。また、事業を通して
障害者スポーツ指導員やボランティアの育成を図りました。

西多摩広域行政圏体育大会
スポーツフェスタ

昭島市インドアペタンク大会

八王子ＮＥＯテニス大会
ボッチャ体験

2015府中まつり

地域振興事業 ≪決算額≫ 平成26年度 684千円 平成27年度 1077千円  増減額 393千円 



多摩SC

- 35 -

実　施　日 場　所 地　域 延人数

2月6日（土）
東村山市ス
ポーツセン

ター
東村山市 126名

2月13日(土)
くにたち市
総合体育館

国立市 75名

2月14日(日)
東大和市
体育館

東大和市 54名

3月5日(土)
杉並区立

荻窪体育館
杉並区 24名

3月11日（金）
八王子市立

陵南中学校PTA
八王子市 154名

3/17（木）・21（月祝）
青梅市

総合体育館
青梅市 93名

5/23・6/13.27・7/11.25
・9/5.12・10/3.10・

11/17.28・12/12・1/9.11
・2/6.20・3/5.12 土曜日

（1/11は月・祝）

町田市立野津田
陸上競技場

町田市 延べ715名

6/3.17.24・7/1.8.22.29
8/5.9/16.30・
10/14.21.28

11/4.12/2.9・1/20.27
水曜日

センター 小金井市 延べ1,790名

新

東村山市体育協会
スポーツ体験研修会

みんなで卓球in☆くにたち

事　業　名

のマークがついているものは、今年度からの新規事業になります。

都立小金井特別支援学校
地域スポーツ活動事業

八王子市立陵南中学校
卒業記念講演

青梅市スポーツ・
レクリエーション教室

バドミントン交流会

すぎなみスポーツアカデミー

町田市陸上教室
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