
　第２回栃木県ボッチャ大会～いちご一会ボッチャ大会～が、令和2(2020)年2月9日(日)とちぎ福
祉プラザ障害者スポーツセンターで開催されました。
　前回大会から参加チーム数も増え、正式競技の部8チーム、オープン競技の部12チームの総勢
20チームが参加し、盛大に行われました。
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（1）個人競技裾野拡大事業
　アーチェリー教室
　　今年で4年目を迎え、全3回（12/14、1/11、
1/18）実施しました。参加者からは楽しかったとの
感想がありました。
　　参加者の中から全国障害者スポーツ大会でメダル
を獲得する方が現れることを期待しています。

（2）団体競技チーム設立・強化支援事業（新チーム定着支援、既存チーム強化・存続支援）
　　バスケットボール（知的・男女）、バレーボール（聴覚・男女、知的・男女、精神）、サッカー
（知的）、ソフトボール（知的）、フットベースボール（知的）、グランドソフトボール（視覚）、
　車いすバスケットボール（肢体不自由）７競技について、定期的に強化練習会を実施しました。

（3）強化指定選手育成事業　個人競技強化練習会
　　水泳 全4回 ボウリング 全1回
　　アーチェリー 全3回 ボッチャ 全4回
　　卓球 全3回 フライングディスク 全2回
　　STT 全3回

（4）全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会開催
　　第19回全国障害者スポーツ大会（いきいき茨城ゆめ大会）の出場選手に対し、合同練習会を
実施しました。

（5）特別支援学校等スポーツ活動支援事業
　　特別支援学校、特別支援学級及び普通学級に在籍する障害のある児童、生徒のスポーツに対
する興味・関心を高めることを目的に、バスケットボールの体験会を実施しました。

（6）障害者スポーツ指導者資質向上事業
　　障害者スポーツ指導者の資質向上を図るため(公財)日本障がい者スポーツ協会が主催する全国
障害者スポーツ大会障害区分判定研修会や、上級・中級障がい者スポーツ指導員養成講習会等
に受講者を派遣しました。

令和元(2019)年度 障害者スポーツ選手等育成・強化事業報告

日　時 会　場
第１回 11月10日(日) 栃木県立那須特別支援学校体育館
第２回 12月  1日(日) 栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園
第３回 12月15日(日) 栃木市木コミュニティセンター

　(公財)日本障がい者スポーツ協会主催により、2019年度中級障がい者スポーツ指導員養成講習
会がとちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターを主会場に、前期・後期の全日程10日間開催さ
れ、全国各地から33名(当県から13名)の方が受講されました。

中級障がい者スポーツ指導員養成講習会が栃木県で開催されました。



　H13年3月「栃木県特別支援学校知的障害教育体育連盟」の設立やバスケットボール競技（知的障害部門）栃木県代表チームの設立、ま
た第1回ハートピック大会（ユニホック大会）開催に尽力。
　H14年3月（特非）栃木県障害者スポーツ協会に勤務（5年間）、「コントロール・アタック」を研究開発し、県内に普及。栃木県障がい者ス
ポーツ指導員養成研修会における講師を務める（令和元年度まで18年間）。
　H17年9月「県身障害者スポーツ大会」と「県知的障害者スポーツ大会」の統合、ならびに「第1回栃木県障害者スポーツ大会」の開催に
尽力した。栃木県障害者スポーツ大会では、（公財）栃木県陸上競技協会の競技役員として、陸上競技運営で中心的な役割を果たしている。
　H22年3月第1回栃木県コントロール・アタック大会開催に尽力。
　R1年8月第25回栃木県民福祉のつどいにおいて知事表彰（障害者社会参加促進功労者）を受賞した。
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　長年にわたり本県の障害者スポーツの普及・発展に多大な貢献を果たしたことから、菅谷薫氏
が（公財）日本障がい者スポーツ協会より障害者スポーツの発展に功績のあった方に贈られる
『（公財）日本障がい者スポーツ協会功労章』を受賞しました。
　この度の受賞、心よりお祝い申し上げます。

令和元(2019)年度（公財）日本障がい者スポーツ協会功労章を受賞！
菅谷 薫 氏

【障害者スポーツ功労賞】
■君島　紀子　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■佐藤　博美　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）

【優秀選手賞】
■陸上
　ベリーグッドとちぎ（パラ駅伝inTOKYO2019）優勝
　奈良田栄一（2019ジャパンパラ陸上競技大会）円盤投げ優勝

■水泳
　落合有佳利（第35回日本パラ水泳選手権大会）200ｍ自由形優勝
　吉原　未来（第35回日本パラ水泳選手権大会）50ｍ平泳ぎ優勝
　大島茄巳琉（2019ジャパンパラ水泳競技大会）100ｍ背泳ぎ優勝
　齋藤　一法（2019ジャパンパラ水泳競技大会）200ｍ自由形優勝

■卓球
　薄井えりか（2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ）シングルス・混合ダブルス優勝

■車いすテニス
　眞田　　卓（第28回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ）男子シングルス優勝
　大谷　桃子（第28回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ）女子シングルス優勝

　当協会は、国内外の大会で好成績を収めた９名に優秀選手賞、障害者スポーツ競技の指導や
普及に尽力した２名に障害者スポーツ功労賞を贈呈しました。

令和元（2019）年度（特非）栃木県障害者スポーツ協会顕彰受賞者



　障害者の健康・体力の維持増進を図るとともに、社会参加推進の一環として、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目的として、各市町において下記のとおり実施します。
No. 期　日 時　間 会　場 実施種目

1   6月10日（水） 10：00～
12：00

栃木市（都賀）
栃木市都賀南部コミュニティ体育館

コントロール･アタック
卓球バレー
カローリング

2   6月13日（土） 13：30～
15：30

栃木市（栃木）
栃木市勤労者体育センター

コントロール･アタック
卓球バレー
カローリング

3   6月21日（日） 9：30～
11：30

市貝町
旧小貝中央小学校体育館 カローリング

4   6月25日（木） 10：00～
12：00

芳賀町
芳賀町農業者トレーニングセンター

コントロール･アタック
ストラックアウト

5   9月  4日（金） 10：00～
12：00

鹿沼市
鹿沼市TKCいちごアリーナ
サブアリーナ

ボッチャ
卓球バレー

6   9月30日（水） 9：30～
11：30

矢板市
矢板市体育館

コントロール･アタック
ストラックアウト
カローリング

7 10月  7日（水） 10：00～
12：00

真岡市
真岡市総合体育館

アキュラシー
ボッチャ
卓球バレー

8 10月16日（金） 10：00～
12：00

塩谷町
塩谷町船生東体育館

コントロール･アタック
アキュラシー
ふうせんバレー

9 11月  7日（土） 10：00～
12：00

那須町
那須町スポーツセンター

コントロール･アタック
ボッチャ
カローリング

10 11月26日（木） 13：30～
15：30

那須塩原市（黒磯）
いきいきふれあいセンター
多目的ホール

カローリング

令和2(2020)年度障害者スポーツ教室(市町出前講座)事業開催のお知らせ

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、延期又は中止となる場合もあります。

　1月19日（日）と2月1日（土）の全2回実施しました。2回と
も募集定員30名を超える申込があり、大盛況でした。参加
者みなさんのボッチャへの関心の高まりが伺えました。

令和元(2019)年度障害者スポーツ教室（わかくさアリーナ講座）を開催しました

　令和2（2020）年2月23日（日）に開催しました。教室の中
で、ランダムにチームを編成し、試合形式を実施しました。
参加者が競技を楽しんでいる姿をみることができました。

ボッチャ教室 コントロール・アタック教室



栃木県選手団派遣選手募集

【大　会　期　日】　令和2（2020）年10月24日（土）～26日（月）
　　　　　　　　　※栃木県選手団の派遣期間は、10月22日（木）～

27日（火）の6日間となります。
【開・閉会式会場】　白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）＜鹿児島市＞
【個人競技及び会場】

競　　技　　名 開催地 競　技　会　場　名

個
人
競
技

陸上競技（身体・知的）

鹿児島市

白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）
水泳（身体・知的） 鴨池公園水泳プール
アーチェリー（身体） 鹿児島ふれあいスポーツランド
卓球（身体・知的・精神）
※サウンドテーブルテニスを含む 鹿児島アリーナ

フライングディスク（身体・知的） 県立サッカー・ラグビー場
ボウリング（知的） サンライトゾーン

身体＝身体障害者が出場できる競技、知的＝知的障害者が出場できる競技、精神＝精神障害者が出場できる競技

　毎年開催されている障害者スポーツの全国的な祭典である全国障害者スポーツ大会が、2020年
は鹿児島県で実施されます。
　栃木県では、下記のとおり派遣選手を募集しますが、参加日程が5泊6日と長期になりますの
で、学校や職場等にも確認をお願いします。
　なお、派遣選手の決定については、派遣選手選考会議（6月上旬開催）において選考の上、決定
します。

■募集競技
　陸上競技（身体・知的）、水泳（身体・知的）、フライングディスク（身体・知的）、アーチェリー（身体）、卓球
（身体・知的・精神）（サウンドテーブルテニス（身体）を含む）、ボウリング（知的）
■参加資格
①令和2（2020）年4月1日現在で13歳以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者
②栃木県内に現住所を有する方及び栃木県外に住所を有する方で、栃木県に所在する施設や学校
等に入所及び通所並びに通学している方
③原則として、第15回栃木県障害者スポーツ大会（令和元（2019）年9月中止）に申込みした方（ボウ
リングに応募する方を除く）
④合同練習会や結団式等の行事（約5回）に全日程参加できる方
⑤栃木県選手団の一員として、集団生活・行動ができる方。
※①～⑤の全てに該当する方です。
■参加申込方法
（1）施設を利用されている方、特別支援学校・学級に在学されている方、栃木県手をつなぐ育成会及び

スペシャルオリンピックス日本・栃木に加入されている方は、各所属先からの推薦が必要となります。
（2）在宅の方は、住所地の市町障害福祉担当課からの推薦が必要となります。
■申込期間
令和2（2020）年4月21日（火）～5月19日（火）

かごしま

第18回全国障害者スポーツ大会（福井大会）



【期日】令和２（2020）年９月27日（日）※小雨決行、荒天の場合は中止とし予備日は設けない。
【主催】栃木県、栃木県教育委員会、宇都宮市、(福)栃木県社会福祉協議会、栃木県身体障害者団

体連絡協議会、栃木県特別支援学校長会、(特非)栃木県障害施設・事業協会、(一社)栃木
県手をつなぐ育成会、栃木県中学校教育研究会特別支援教育部会、(一財)栃木県精神衛生
協会、(特非)栃木県障害者スポーツ協会

【実施競技及び会場】
会　　場 競　　技

栃木県総合運動公園（宇都宮市）

陸上競技（身体・知的）
フライングディスク（身体・知的）
ソフトボール（知的）
グランドソフトボール（身体）

栃木県立温水プール館（小山市） 水泳（身体・知的）
宇都宮市みずほの中央公園（宇都宮市） アーチェリー（身体）

とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター（宇都宮市）
卓球（身体・知的・精神）
サウンドテーブルテニス（身体）

身体＝身体障害者、知的＝知的障害者、精神＝精神障害者が出場できる競技
※ボッチャ及び車いすバスケットボールは別日に開催する

■参加資格
　次の全てに該当する方が選手として参加できます。
　①令和２（2020）年４月１日現在、12歳以上の身体障害者、知的
障害者及び精神障害者。

　②栃木県内に現住所を有する方。
　③身体障害者手帳の交付を受けた方。
　④療育手帳の交付を受けた方。あるいは、その取得の対象に準ず
る障害がある方。

　⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方。あるいは、その取得の対象に準ずる障害がある方。
■参加申込方法
　（１）障害者福祉施設を利用されている方、特別支援学校・学級に在学されている方、栃木県手を

つなぐ育成会、スペシャルオリンピックス日本・栃木に加入されている方は、各所属先にお
申し込みください。

　（２）在宅の方及び会社等勤務の方は、住所地の市町障害福祉担当課へお申し込みください。
■参加申込期間
　　令和２（2020）年５月14日（木）～６月４日（木）※必着
■その他
　　第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」への参加者は、原則として、本大会に
参加した者の中から選考します。

第16回栃木県障害者スポーツ大会開催のお知らせ

第 13回大会　開会式の様子



　強化指定選手制度とは、第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向け、県
障害者スポーツ大会等において優位な成績を収めた選手を強化指定選手＜アスリートゴールド
リーダー＞に任命し、取組意欲や競技力向上を図る制度です。
【募集対象競技】
　　陸上・水泳・アーチェリー・卓球・サウンドテーブルテニス・
　　フライングディスク・ボウリング・ボッチャ
　　（※競技によって、参加できる障害区分が異なります。）
【申込方法】　自薦・他薦により、お申込みください。
【申込期間】　令和2（2020）年4月14日（火）～5月5日（火）
※詳しい情報は、当協会ホームページをご確認ください。

栃木県障がい者スポーツ指導員（初級）講習会　受講者募集！
【期　　日】　令和2（2020）年11月21日（土）、11月28日（土）、12月5日（土）、12月19日（土）
【会　　場】　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか
【受講資格】　本県在住・在勤（在学）の18歳以上の方
【定　　員】　30名（定員を超えた場合は抽選とします。）
【申込方法】　所定の申込書にて、郵送・FAX・メールで当協会までお申込み

ください。
※申込書は、当協会ホームページからダウンロードできます。

【申込期間】　令和2（2020）年10月6日（火）～10月30日（金）
【必要経費】　参加費5,000円（受講料1,500円、テキスト代3,500円）

令和2（2020）年度栃木県強化指定選手募集！

令和元 (2019) 年度
任命式

人材バンクについて
　障害のある方が身近な地域で継続的にスポーツを楽しめるように、人的なサポートの基盤をつ
くることを目的に「栃木県障害者スポーツボランティア人材バンク」があります。
　障害者スポーツを行う個人・団体・グループなどの依頼に応じて、あらかじめ登録してあるボ
ランティアの中から適任者を紹介することにより、サポートを受けたい人とサポートをする人の
マッチングをする制度です。詳細は、当協会ホームページのご確認、またはお問合せください。

スポーツ協会

④日時・場所・内容等の打合せ

⑤サポート活動

依頼者（障害のある方） 登録ボランティア

⑥結果報告書③紹介

②連絡調整
①紹介申込

（紹介申込書提出）

スポーツ
したいな

サポート
したいな

＊紹介イメージ図



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。この機関紙は、赤い羽根共同募金の助成金により発行しています。

スポーツ・レクリエーション用具貸出のお知らせ
　障害者スポーツの普及・啓発のため、障害者スポーツに関する活動等を実施する個人や施設・
学校等の団体（県内に住所を有する方）にスポーツ用具を無償で貸出しています。
【借用方法】
１.「用具借用申請書」を、原則として借用日の2週間前までに協会宛て提出してください。
２.   貸出の可否について協会で審査し、その結果を申請者宛て連絡します（申請書受理後おおむね

1週間以内に連絡します）。
３. 用具受取の際、申請者は本人確認書類（運転免許証、社員証等）の提示をお願いします。
４. 借用期間は、原則2週間以内とします。
５.   用具の受取・返却の際は、直接「とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター」までお越しくだ

さい。

（R1 年度末現在　個人会員 35 名、団体会員 20 団体）

栃木県障害者スポーツ協会賛助会員募集のお知らせ

個　人　会　員 １口　3,000 円 団　体　会　員 １口　5,000 円

　当協会は障害者スポーツ大会の開催及び選手強化のほか、障害者が身近なところでスポーツや
レクリエーションに親しめるように、障害者スポーツ教室の開催、指導者の養成、障害者のス
ポーツ相談、障害者スポーツの情報提供、スポーツ・レクリエーション用具の貸出等の事業を
行っています。
　活動の趣旨にご賛同いただける企業、団体、個人の皆様を対象に賛助会員を募集していますの
で、ご協力をお願いいたします。賛助会員にお申込みいただける方は、事務局までご連絡ください。

◆新任職員紹介◆
荒井　忍　　　　　野中　里紗　　　　　前川　浩巳

どうぞよろしくお願いします。

ボッチャフライングディスク ストラックアウト

　第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」で実施するオープン競技が下記のと
おり決定しました。
卓 球 バ レ ー：とちぎ福祉プラザ 障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）
車椅子ダンス：栃木市大平健康福祉センター（ゆうゆうプラザ）
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とちぎ大会　オープン競技決定！

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、残念ながら下記行事が中止となりました。
・第11回栃木県障害者コントロール・アタック大会
・個人競技裾野拡大事業　ボウリング教室
・強化指定選手育成事業　陸上競技強化指定選手強化練習会
・令和元(2019)年度(公財)日本障がい者スポーツ協会会長表彰式
・令和元(2019)年度(特非)栃木県障害者スポーツ協会顕彰式
・パラ駅伝2020

令和元年度に中止となった行事


