
平成２９年度 

特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会事業報告書 

 

１ 会議の開催 

 （１）総会 

【期 日】平成２９年５月２５日（木） 

【場 所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター会議室 

  

２ 障害者スポーツの情報提供 

（１）会報を年２回発行する。 

①第７０号（平成２９年４月１５日発行）  発行部数１，３００部 

②第７１号（平成２９年１１月３０日発行） 発行部数１，３００部 

  （２）ホームページによる情報発信 

 

３ 障害者スポーツ教室の開催   

障害者が身近な地域でスポーツを楽しむことができるよう市町との共催によるスポーツ教室

を開催した。 

➣ 開催市町数（１２市町） 

➣ 開催回数（１５回教室） 

①益子町、②真岡市、③下野市、④栃木市（都賀）、⑤栃木市（藤岡）、⑥栃木市（栃木）、

⑦鹿沼市、⑧佐野市、⑨芳賀町、⑩那須烏山市、⑪那須塩原市（塩原）、⑫日光市、⑬那

須町、⑭矢板市、⑮那須塩原市（黒磯） 

➣ 参加者（５５０名） 

 

４ 障害者スポーツ大会の開催 

  第９回栃木県障害者コントロール・アタック大会の開催 

  【期 日】平成３０年３月１８日（日） 

  【場 所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

  【参加者】２４チーム、９８名 

 

５ 障害者スポーツ大会の運営に関する指導・助言 

団体が実施する障害者スポーツ大会に対し、後援を行うとともに運営に関する指導及び助言を

行った。 

① 第２３回ハートピック陸上競技大会 

② 第３６回栃木県障害者卓球選手権大会 

③ 第３８回関東障害者卓球選手権大会 

④ 第１回ハートピックサッカー大会 

⑤ 第１８回東日本シッティングバレーボール選手権大会 

⑥ （特非）全日本車椅子ダンス協会設立１０周年車椅子ダンスフェスティバル２０１７ 

⑦ 栃木県障害者文化祭（カルフルとちぎ２０１７） 

⑧ ＪＦＡ障害者サッカーフェスティバル２０１７in栃木 

⑨ 第２９回車いすバスケットボール栃の葉大会 



⑩ 第１７回ハートピックユニホック大会 

⑪ 第２回栃木県障害者スポーツセンターわかくさアリーナ杯争奪車いすバスケットボール

大会 

⑫ 第２４回ふれあいボウリング大会 

 

６ 障害者スポーツ競技団体の育成・指導 

障害者スポーツ競技団体の活動費の一部を助成した。 

① 栃木レイカーズ（車椅子バスケットボール） 

② 栃木県視覚障害者福祉協会（グランドソフトボール） 

③ 栃木県身体障害者水泳協会 

 

７ 障害者スポーツ功労者等の顕彰 

   障害者スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著な者及び優秀な成績を収めた者を表彰した。 

  【功労賞】 

① 広瀬 浩 

② 小堀謙介 

③ 永島一顕 

④ 服部隆志 

 【優秀選手賞】 

①  斎藤宏一 

第３３回日本身体障がい者水泳選手権大会（５０ｍ背泳ぎシニア１位） 

②  大塚忠胤 

ベガスシュートオープン（リミットコンパウンド部門１位） 

③  宇賀耶早紀 

第２３回夏季デフリンピック競技大会（バレーボール女子１位） 

④  眞田 卓 

第２６回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ（車いす男子１位） 

⑤  加治佐博昭 

２０１７ジャパンパラ陸上競技大会（１０，０００m１位） 

⑥  奈良田栄一 

２０１７ジャパンパラ陸上競技大会（砲丸投・1位） 

⑦  青木龍太 

第１７回全国障害者スポーツ大会（砲丸投１位）大会新 

第１７回全国障害者スポーツ大会（ソフトボール投１位） 

⑧  大島茄巳琉 

第１７回全国障害者スポーツ大会（背泳ぎ１位）大会新 

第１７回全国障害者スポーツ大会（自由形１位） 

 

８ 障害者スポーツ団体及び関連団体との連絡調整 

（１）『栃木県障害者スポーツ団体連絡協議会』と連携強化を図った。 

（２）『栃木県障がい者スポーツ指導者協議会』と連携強化を図った。 

（３）各競技団体と連携強化を図った。 



９ 障害者スポーツに関する相談への対応 

 障害者のスポーツに関する相談に対応した。  ※相談件数２９件 

 

１０ 障害者スポーツ指導員の育成 

   各種事業で障害者スポーツ指導員を積極的に活用し、資質の向上を図った。 

 （１）第１７回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技関東ブロック地区予選会 

    【期日】平成２９年６月３日（土）・４日（日） 

    【場所】道場宿緑地（宇都宮市） 

    【主催】（社福）日本盲人会連合関東ブロック協議会 

    【人数】６名 

 （２）第３６回栃木県障害者卓球選手権大会 

    【期日】平成２９年７月９日（日） 

    【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

    【主催】栃木県障害者卓球連盟、下野新聞社 

    【人数】２０名 

（３）第１３回栃木県障害者スポーツ大会 

    【期日】平成２９年９月２４日（日） 

    【場所】栃木県総合運動公園ほか 

    【主催】栃木県、栃木県教育委員会、（特非）栃木県障害者スポーツ協会 

    【人数】５７名 

 （４）とちぎ健康フェスタ 

    【期日】平成２９年１０月１４日（日） 

    【場所】とちぎ健康の森 

    【主催】栃木県 

    【人数】４名 

 （５）第１７回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」 

    【期日】平成２９年１０月２８日（土）～１０月３０日（月） 

    【場所】愛媛県松山市ほか 

    【主催】文部科学省、（公財）日本障がい者スポーツ協会 

    【人数】６名 

（６）とちぎスポーツフェスタ２０１７障害者スポーツ体験交流会（障害者文化祭と同日開催） 

    【期日】平成２９年１１月２日（木）・３日（金） 

    【場所】とちぎ福祉プラザ、とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

    【主催】とちぎスポーツフェスタ実行委員会 

    【人数】１６名 

（７）ヒューマンフェスタとちぎ２０１７ 

【期日】平成２９年１１月１１日（土） 

    【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

    【主催】栃木県、栃木県教育委員会ほか 

    【人数】１０名 

 

 



 （８）第９回栃木県障害者コントロール・アタック大会 

【期日】平成３０年３月１８日（日） 

    【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

    【主催】栃木県障害者スポーツ協会 

    【人数】３７名 

 （９）障害者スポーツ教室 

    【期間】平成２９年５月～平成２９年１１月 

    【場所】１２市町１５教室 

    【主催】開催市町、（特非）栃木県障害者スポーツ協会 

    【人数】５８名（延べ人数） 

 

１１ 障害者スポーツボランティア人材バンクの運営 

   障害者が身近な地域で継続的にスポーツを楽しめるように、依頼に応じて登録ボランティアを

紹介した。    

（１）登録者数 ７８名 

〇サポーター（８名） 

〇スポーツボランティア（６０名） 

〇スポーツボランティアリーダー（１０名） 

（２）利用件数  １件 

 

１２ 障害者スポーツ・レクリエーション用具貸出事業 

    障害者スポーツ・レクリエーション用具の貸出しを行った。   

※貸出し件数  ２０２件 

※主な用具   ボッチャ、フライングディスク、車いすバスケ用車いす 

 

１３ 栃木県委託業務の実施 

（１）第１３回栃木県障害者スポーツ大会の開催事業 

 【期 日】平成２９年９月２４日（日） 

 【場 所】県総合運動公園、県立温水プール館、宇都宮市みずほの中央公園 

      とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

 【参加者】選手１，７１６名（１１８団体） 

 【競 技】陸上競技、水泳、卓球、サウンドテーブルテニス、フライングディスク 

      ソフトボール、グランドソフトボール、アーチェリー 

※備考（会議等の開催） 

事業 期日 場所 

第１回事務担当者会議 ５月１６日（火） とちぎ福祉プラザ 

陸上競技プログラム編成会議 ７月２１日（金） とちぎ福祉プラザ 

第２回事務担当者会議 ９月 ７日（木） とちぎ福祉プラザ 

陸上競技主任者会議 ９月 ９日（土） とちぎ福祉プラザ 

ボランティア業務説明会 ９月１４日（木） とちぎ福祉プラザ 

実施本部員業務説明会 ９月１９日（火） 県庁 



（２）第１７回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」への栃木県選手団派遣事

業 

    ①団体競技関東ブロック予選会 

 バスケットボール（知的・男女） 

【期日】平成２９年４月１５日（土）～４月１６日（日） 

【会場】埼玉県 

【結果】男子（２回戦敗退）、女子（３位） 

 ソフトボール（知的） 

【期日】平成２９年５月２０日（日） 

【場所】神奈川県 

【結果】１回戦敗退 

 サッカー（知的） 

【期日】平成２９年４月２２日（土） 

【場所】埼玉県 

【結果】１回戦敗退 

 フットベースボール（知的） 

【期日】平成２９年４月２３日（日） 

【場所】千葉県 

【結果】１回戦敗退 

 車いすバスケットボール（肢体不自由） 

【期日】平成２９年６月３日（土）～６月４日（日） 

【場所】千葉県 

【結果】４位 

 バレーボール（聴覚障害・男女） 

【期日】平成２９年５月１３日（土） 

【場所】山梨県 

【結果】男子（準優勝）、女子（準優勝） 

 グランドソフトボール（視覚障害） 

【期日】平成２９年６月３日（土）～６月４日（日） 

【場所】栃木県 

【結果】４位 

     ※備考・・・「バレーボール（知的・男女）」、「バレーボール（精神）」については、チーム未
結成のため不参加。 

 

②第１７回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」 

 【期 日】平成２９年１０月２８日（土）～１０月３０日（月） 

【場 所】愛媛県松山市 愛媛県総合運動公園陸上競技場ほか愛媛県内各競技施設 

【参加者】選手２９名（個人競技２９名）、役員３０名、計５９名 

【出場状況及び結果】※（ ）内数値は昨年度の出場選手数、獲得メダル数 

競技 出場選手数 
獲得メダル数 

金 銀 銅 計 

陸上競技 15（14） 4（6） 6（7） 6（3） 16（16） 

水泳 4（4） 3（2） 3（3） 1（1） 7（6） 

アーチェリー 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 

卓球（ＳＴＴを含む） 4（5） 1（0） 0（3） 3（1） 4（4） 

フライングディスク 4（7） 2（0） 0（0） 1（2） 3（2） 

ボウルング 2（1） 0（0） 1（0） 1（0） 2（0） 

合計 29（32） 10（8） 10（14） 12（7） 32（29） 



    ※備考（練習会等の開催） 

 派遣選手選考会議 

       【期日】平成２９年６月６日（木） 

       【場所】とちぎ福祉プラザ３０１会議室 

 第１回打合せ会 

       【期日】平成２９年８月５日（土） 

       【場所】とちぎ福祉プラザ福祉研修室Ａ・Ｂ 

 合同練習会 

      〇陸上競技 

       【期日】平成２９年８月２７日（日）、１０月１日（日）、１０月７日（土） 

       【場所】真岡市総合運動公園陸上競技場 

      〇水泳 

       【期日】平成２９年９月１６日（土）、９月３０日（土）、１０月１４日（土） 

       【場所】栃木県県立温水プール館 

      〇卓球（サウンドテーブルテニス） 

       【期日】平成２９年８月２６日（土）、９月３０日（土）、１０月７日（土） 

       【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

      ○ボウリング 

       【期日】平成２９年８月２６日（土）、９月３０日（土）、１０月７日（土） 

       【場所】宇都宮第２トーヨーボウル 

      〇フライングディスク 

       【期日】平成２９年８月２７日（日）、１０月１日（日）、１０月７日（土） 

       【場所】真岡市総合運動公園陸上競技場 

 結団式・第２回打合せ会 

       【期日】平成２９年１０月１９日（木） 

       【場所】とちぎ福祉プラザ 

（３）障害者スポーツ指導員養成研修会の開催事業 

【期日】平成２９年７月１５日（土）、７月２３日（日）、９月２４日（日）、 

１２月２日（土）、１２月９日（土） 

【場所】とちぎ福祉プラザほか 

       【参加】３１名 

       【修了】２５名 ※平成２９年１２月９日現在の修了者１，０８１名 

   （４）障害者スポーツ選手等育成・強化事業 

      平成３４年度の全国障害者スポーツ大会の本県開催を控え、選手等の育成・強化に 

取り組んだ。 

① 育成・強化委員会の開催 

  【期日】平成２９年１２月２１日（木） 

  【場所】県庁北別館会議室４０１ 

② 個人競技裾野拡大事業    

障害者スポーツ教室を実施した。 

 卓球【年間 3回、延べ 72名】 

 サウンドテーブルテニス【年間 3回、延べ 15名】 

 アーチェリー【年間 3回、延べ 46名】 



③ 団体競技チーム設立・強化支援    

強化練習会・強化試合を実施した。 

 知的サッカー【年間 30回、選手・指導者延べ 558名】 

 知的バスケットボール【年間 30回、選手・指導者延べ 672名】 

 知的ソフトボール【年間 9回、選手・指導者延べ 158名】 

 聴覚バレーボール【年間 78回（男子 21、女子 57）、選手・指導者延べ 428名】 
 知的フットベースボール【年間 6回、選手・指導者延べ 90名】 

 知的バレーボール 

【年間 10回（男子 5、女子 5）、選手・指導者延べ 137名】 

④ 特別支援学校等スポーツ活動支援事業 

 出前講座 

  〇第１回 

   【期日】平成２９年８月１日（火） 

   【場所】大山公民館（那須塩原市） 

   【内容】フットベースボール 

   【参加】２７名 

  〇第２回 

   【期日】平成２９年８月４日（金） 

   【場所】県立栃木特別支援学校 

   【内容】フットベースボール 

   【参加】２９名 

  〇第３回    

   【期日】平成３０年３月１７日（土） 

   【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【内容】フットベースボール 

   【参加】１０名 

 

 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）講座 

  〇第１回 

   【期日】平成２９年７月３０日（日） 

   【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【内容】コントロール・アタック、ボッチャ 

   【参加】３１名 

  〇第２回 

   【期日】平成２９年８月６日（日） 

   【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【内容】卓球バレー、ふうせんバレー 

   【参加】３８名 

  〇第３回 

   【期日】平成２９年８月２０日（日） 

   【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【内容】フライングディスク、ドッチビー 

   【参加】３７名 

   （５）障害者スポーツ指導員資質向上事業 

       平成３４年度の全国障害者スポーツ大会の本県開催を控え、指導者の資質向上に

取り組んだ。 

〇全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会 

 【期日】平成２９年７月８日（土）～７月９日（日） 

 【場所】福井県 

 【参加】３名 



１４ （社福）栃木県社会福祉協議会委託業務の実施 

      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）の利用に係る事務等業務 

 

 

１５ その他イベント等 

（１）栃木県民の日イベント 

     ①施設の無料開放及び障害者スポーツの体験会 

      【期日】平成２９年６月１５日（木） 

      【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

      【内 容】アリーナ、サウンドテーブル室、多目的室、トレーニングコーナーの各施
設を無料開放 

・アリーナ（ボッチャ、コントロール・アタックの体験会） 

・サウンドテーブル室（サウンドテーブルテニスの体験会） 

・多目的室（輪投げの体験会） 

     ②障害者スポーツ体験会 

 【期日】平成２９年６月１７日（土） 

      【場所】栃木県庁 

      【内容】体験会（コントロール・アタック） 

  （２）とちぎスポーツフェスタ２０１７障害者スポーツ体験交流会の実施 

【期日】平成２９年１１月２日（木）・３日（金） 

【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

【主催】とちぎスポーツフェスタ実行委員会 

【内容】体験会（フライングディスク、ボッチャ） 

【参加】６４０名（延べ人数） 

  （３）とちぎ健康フェスタ２０１７ 

【期日】平成２９年１０月１４日（土） 

      【場所】とちぎ健康の森 

      【主催】栃木県、健康長寿とちぎづくり推進県民会議 

      【内容】体験会（ボッチャ） 

  （４）ヒューマンフェスタとちぎ２０１７ 

      【期日】平成２９年１１月１１日（土） 

      【場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

      【主催】栃木県、栃木県教育委員会ほか 

      【内容】体験会（コントロール・アタック、サウンドテーブルテニス、卓球バレー） 

      【参加】約３２０名 

  （５）とちぎナイスハートバザールｉｎけんちょう 

      【期日】平成２９年１２月８日（金） 

      【場所】栃木県庁 

      【内容】体験会（コントロール・アタック） 

 

 

 

（６）「パラ駅伝ｉｎ ＴＯＫＹＯ２０１８」選手団の派遣 

      【期日】平成３０年３月４日（日） 

      【場所】東京駒沢オリンピック公園陸上競技場 

      【主催】日本財団パラリンピックサポートセンター 

      【参加】１５名（選手９名、役員６名） 

      【成績】優勝 

【備考】１７チームが参加（１４都県から１６チーム及びラオス１チーム） 


