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（２）令和元（2019）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 

 

１ 理事会・総会の開催 

【開 催 日】2019年５月３０日（木） 

【開催場所】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回発行した。 

①第７４号（2019年４月１５日発行）  発行部数１，３００部 

②第７５号（2019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（随時） 

 

３ 障害者スポーツ教室の開催   

※「栃木県障害者スポーツ振興基金」による事業（以下「※基金」という。） 

  （１）市町出前教室 

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（市町社会福祉協議会）と

の共催によるスポーツ教室を開催した。 

①開催市町数（１２市町） 

②開催回数（１４回教室） 

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

⑦鹿沼市、⑧那須塩原市（黒磯）、⑨市貝町、⑩芳賀町、⑪那須烏山市、⑫塩谷町、 

⑬矢板市 ⑭那須町 

③参加者４９８名 

 （２）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）教室 

    わかくさアリーナにおいて、運動未経験者でも気軽に参加できる障害者スポーツ教室を開

催した。 

➀卓球バレー教室（2回実施） 

     【開 催 日】2019年７月２１日（日）、７月２８日（日） 

     【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

     【参加者数】６７名 

②ボッチャ教室（2回実施） 

     【開 催 日】2020年１月１９日（日）、２月１日（土） 

     【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

     【参加者数】６４名 

    ③コントロール・アタック教室（1回実施） 

     【開 催 日】2020年２月２３日（土） 

     【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

     【参加者数】２８名 

     ※３月１日（日）は、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、中止とした。 

 

４ 障害者スポーツ大会の支援、開催  ※基金     

 （１）第１１回栃木県コントロール・アタック大会（中止） ※新型コロナウイルス感染症 

    【開 催 日】2020年３月７日（日） 

    【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

      



 

 （２）第２回栃木県ボッチャ大会の開催 

    【開催日】2020年２月９日（日）    

    【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

     【参加者数】正式競技の部８チーム（１６名）、オープン競技の部１２チーム（２４名） 

  （３）第１回栃木県卓球バレー大会 

    【開催日】2019年８月４日（日）    

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

【参加者数】６チーム（６６名） 

 

５ 障害者スポーツ団体等の活動支援   ※基金 

（１）障害者スポーツ団体等が障害者スポーツ振興のために実施する事業について、助言・後援

をした。 

① 第２５回ハートピック陸上競技大会 

② ２０２０年スペシャルオリンピックス日本・栃木 第８回地区大会 

③ スペシャルオリンピックス日本・栃木設立１５周年記念式典・講演会 

④ 第３８回栃木県障害者卓球選手権大会 

⑤ 第３回ハートピックサッカー大会 

⑥ 栃木県障害者文化祭（カルフルとちぎ２０１９） 

⑦ ＪＦＡ障害者サッカーフェスティバル２０１９in栃木 

⑧ 第１９回ハートピックユニホック大会 

⑨ 第２６回ふれあいボウリング大会 

⑩ 第７回下野新聞ＫＩＺＵＮＡスポーツ大賞 

⑪ 第２６回ふれあいボウリング大会 

 

 （２）障害者スポーツ団体等の運営に要する経費やスポーツ用具を購入する経費を助成した。 

◆ 交付団体数   １９団体 

① 栃木県視覚障害者福祉協会卓球部 

② 栃木県聴覚障害者協会男子バレーボール部 

③ 栃木県聴覚障害者協会女子バレーボール部 

④ ＫＢＪ（ケービージェー） 

⑤ 栃木県身体障害者水泳協会「栃木とびうお」 

⑥ 栃木県視覚障害者福祉協会グランドソフトボールクラブ 

⑦ TOCHIGI BOCOCIA STARS 

⑧ NPO法人スペシャルオリンピックス日本・栃木 

⑨ 栃木県障害者卓球連盟 

⑩ 栃木県障害者アーチェリー協会 

⑪ 栃木レイカーズ 

⑫ リスランニングチーム 

⑬ バスターズ 

⑭ フライハイト栃木 

⑮ 栃木県障がい者スポーツ指導者協議会 

⑯ 栃木県ボッチャ協会 

⑰ 栃木県卓球バレー協会 

⑱ （特非）全日本車椅子ダンス協会 



⑲ 市貝町身体障害者福祉協会 

◆  交付額合計  １，９６９，０００円 

 

６ 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、その功績が顕著な方及び優秀な成績を収めた選手を表彰した。 

  【障害者スポーツ功労賞】 

① 佐藤博美 氏 

② 君島紀子 氏 

 【優秀選手賞】 

① 薄井えりか 選手 

・2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ 

 卓球＜シングルス（優勝）、混合ダブルス（優勝）＞ 

② 落合有佳利 選手 

・第 35回日本パラ水泳選手権大会 

 水泳＜200m自由形（優勝）＞ 

③ 吉原未来 選手 

・第 35回日本パラ水泳選手権大会 

 水泳＜50ｍ平泳ぎ（優勝）＞ 

④ 眞田卓 選手 

・第 28回三井不動産全日本選抜車いすマスターズ 

車いすテニス＜男子シングルス（優勝）＞ 

⑤ 大谷桃子 選手 

・第 28回三井不動産全日本選抜車いすマスターズ 

車いすテニス＜女子シングルス（優勝）＞ 

⑥ 大島茄巳琉 

・2019ジャパンパラ水泳競技大会 

 水泳＜100ｍ背泳ぎ（優勝）＞ 

⑦ 齋藤一法 選手 

・第 35回日本パラ水泳選手権大会 

水泳＜200m自由形（優勝）＞ 

⑧ ベリーグッドとちぎ 

・パラ駅伝 in TOKYO  2019 

 陸上競技駅伝＜一区間２．３４２㎞×８人 全１８．７３７㎞（優勝）＞ 

 ※大会３連覇 

 

７ 障害者スポーツ団体及び関連団体との連絡調整 

（１）（公財）日本障がい者スポーツ協会と連携強化を図った。 

（２）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。 

（３）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。 

（４）各競技団体と連携強化を図った。 

 

８ 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３４件 

 



 

９ 障害者スポーツボランティア等の育成・活用 

（１）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。 

   【登録状況】 

    ・サポーター            １７名 

    ・スポーツボランティア       ８５名 

    ・スポーツボランティアリーダー    ５名 

   【利用件数】 

    ・メール               ４件 

    ・窓口               １１件 

（２）障害者スポーツ選手等と子どもたちの交流事業   ※基金 

    東京パラリンピックや全国障害者スポーツ大会（いちご一会とちぎ大会）の啓発活動・教育

活動を効果的に進めるため、パラリンピアン等の障害者スポーツ選手を県内一般校・特別支援

学校等に派遣し、スポーツ体験・競技実演・講話等を行う場合の費用を助成した。 

 

№ 期日 場所 講師（内容） 

 1 9月 11日（水） 那須塩原市立三島小学校 金田典子（シッティングバレーボール） 

 2 10月 8日（火） 小山市立乙女少学校 金田典子（シッティングバレーボール） 

 3 11月 1日（金） 大田原市立親園小学校 金田典子（シッティングバレーボール） 

 4 11月 8日（金） 佐野市立出流原小学校 駒﨑 茂（ボート、水泳） 

 5 11月 8日（金） 宇都宮市立城山東小学校 原田 上（アルペンスノーボード） 

6 11月 15日（金） 小山市立萱橋小学校 増渕倫巳（車いすバスケットボール） 

 7 11月 29日（金） 宇都宮市立中央小学校 増渕倫巳（車いすバスケットボール） 

 8 12月 3日（火） 佐野市立多田小学校 駒﨑 茂（ボート、水泳） 

 9 12月 4日（水） 日光市小来川小中学校 大塚忠胤（アーチェリー） 

10 12月 13日（金） 日光市立南原小学校 原田 上（アルペンスノーボード） 

11 1月 15日（水） 宇都宮市立陽東小学校 増渕倫巳（車いすバスケットボール） 

12 1月 27日（月） 佐野市立城東中学校 大塚忠胤（アーチェリー） 

 

１０ 障害者スポーツアスリート支援事業   ※基金 

   国際パラリンピック委員会が主催する大会及びこれに準ずる大会に参加する場合の費用を助成

した。 

  ○長田拓巳 選手（足利市） 

    【大 会 名】第５回デフバスケットボール世界選手権 

    【開 催 日】2019年６月２７日～７月６日 

    【開催場所】ポーランド（ルブリン） 

 

１１ 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。   

①貸出し件数  １９７件 

②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 



１２ 障害者スポーツ選手等育成・強化事業の実施 

（１）障害者スポーツ選手等育成・強化委員会等の開催 

   栃木県とともに外部委員等による委員会を開催し、選手等の育成・強化に係る検討や取組

結果の検証を行った。 

 ①強化指定選手選考部会の開催 

   【開 催 日】2019年６月２５日（火）、６月２８日（金）、７月２日（火） 

   【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

 ②強化指定選手任命式の開催（新規） 

 【開 催 日】2019年８月２４日（土） 

 【開催場所】とちぎ福祉プラザ多目的ホール 

 【参加者数】１６８名 

③第７回育成・強化委員会の開催 

   【開 催 日】2019年７月２６日（金） 

  【開催場所】県庁北別館会議室４０１ 

 ④第８回育成・強化委員会の開催 

   【開 催 日】2020年２月１２日（水） 

   【開催場所】県庁北別館会議室４０２ 

（２）個人競技裾野拡大事業 

 全国障害者スポーツ大会正式競技のうち、本県障害者スポーツ大会における参加者の

少ない競技について講習会を開催し、競技人口の拡大を図った。 

①アーチェリー 

【開 催 日】2019年１２月１４日（土）、2020年１月１１日（土）、１月１８日（土） 

      【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

      【参加者数】３８名 

②ボウリング（中止）   ※新型コロナウイルス感染症 

【開 催 日】2020年３月 

      【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター、王冠ボウル 

     ※新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、中止とした。 

（３）特別支援学校等スポーツ活動支援事業  

   特別支援学校及び特別支援学級等の児童・生徒が障害者スポーツを気軽に親しむ機会を設

けるとともに、スポーツに興味・関心を持った児童・生徒を選手として育成・強化につなげ

ていくなど、選手の掘り起しを図った。 

  ①出前講座（３回） 

・第１回 

【開 催 日】2019年１１月１０日（日） 

      【開催場所】県立那須特別支援学校 

  【参加者数】２７名 

      【内 容】バスケットボール 

・第２回 

【開 催 日】2019年１２月１日（日） 

      【開催場所】県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園 

  【参加者数】４１名 

【内 容】バスケットボール 

 



・第３回 

【開 催 日】2019年１２月１５日（日） 

      【開催場所】栃木市木コミュニティセンター 

      【内  容】バスケットボール 

   【参加者数】２３名 

（４）団体競技チーム設立・強化支援事業 

   全国障害者スポーツ大会団体競技のうち本県未設置競技種目等について、講習会等を

開催しチームの設立と定着を図る。 

① 新チーム定着支援 

 バレーボール〔精神〕 

       【内 容】強化練習会 

       【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

【実施回数】１３回 

       【参加者数】１８８名（延べ） 

② 既存チーム強化 

○ バスケットボール〔知的・男女〕 

    【内 容】強化練習会、強化試合 

       【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

【実施回数】２５回 

【参加者数】４７５名（延べ） 

○ バレーボール〔聴覚・男女〕 

【内 容】強化練習会、練習試合 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

【実施回数】３４回 

【参加者数】２９４名（延べ） 

○ サッカー〔知的〕 

【内 容】強化練習会、練習試合 

【開催場所】河内総合運動公園ほか 

【実施回数】２４回 

【参加者数】１８８名（延べ） 

○ ソフトボール〔知的〕 

【内 容】強化練習会 

【開催場所】河内総合運動公園ほか 

【実施回数】９回 

【参加者数】１５９名（延べ） 

○ フットベースボール〔知的〕 

【内 容】強化練習会 

【開催場所】河内総合運動公園ほか 

【実施回数】８回 

【参加者数】１２５名（延べ） 

○ 車いすバスケットボール〔肢体不自由〕 

【内 容】強化練習会、練習試合 

【実施場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

【実施回数】３回 

【参加者数】４５名（延べ） 

○ グランドソフトボール〔視覚障害〕 

【内 容】強化練習会（兼体験練習会） 

【実施場所】県立盲学校 

【実施回数】２回 



○ バレーボール〔知的・男女〕 

  【内 容】強化練習会 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

【実施回数】３２回 

【参加者数】３０３名（延べ） 

 

（５）全国障害者スポーツ大会派遣選手合同練習会等の開催 

   全国障害者スポーツ大会に派遣する選手に対する合同練習会及び打合せを実施した。 

① 陸上競技 

      【実施回数】３回 

      【開催場所】真岡市総合運動公園陸上競技場 

② 水泳 

      【実施回数】３回 

      【開催場所】栃木県県立温水プール館 

③ 卓球（サウンドテーブルテニス含む） 

      【実施回数】３回 

      【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

④ ボウリング 

      【実施回数】３回 

      【開催場所】王冠ボウル 

⑤ フライングディスク 

      【実施回数】３回 

      【開催場所】真岡市総合運動公園陸上競技場 

⑥ アーチェリー 

【実施開催】３回 

    【開催場所】足利市民プラザ 身体障害者スポーツセンター 

（６）障害者スポーツ指導者資質向上事業 

       公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催する研修会に障害者スポーツ指導員等を

派遣した。 

① 全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会 

【開 催 日】2019年７月６日（土）～７月７日（日） 

【開催場所】鹿児島市 

【参加者数】２名 

② 上級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

【開 催 日】2019年 ８月２９日（木）～ ９月１日（日） 

      2019年１０月３１日（木）～１１月３日（日） 

【開催場所】宇都宮市 

【参加者数】１名 

③ 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

【開 催 日】2019年７月１０日（水）～７月１４日（日） 

      2019年１月２２日（水）～１月２６日（日） 

【関西場所】宇都宮市 

【参加者数】１３名 

 

 



１３ 栃木県委託業務の実施 

（１）第１５回栃木県障害者スポーツ大会の開催事業（悪天候予報により中止） 

 【開 催 日】2019年９月２２日（日） 

  【開催場所】栃木市総合運動公園、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 

  【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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」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） 

【開 催 日】2019年５月２５日（土）～５月２６日（日） 

【開催場所】水戸市 

【競技結果】男子（３位）、女子（１回戦敗退） 

➢ ソフトボール（知的） 

【開 催 日】2019年５月２５日（土）～５月２６日（日） 

【開催場所】常陸太田市 

【競技結果】２回戦敗退 

➢ サッカー（知的） 

【開 催 日】2019年５月２５日（土）～５月２６日（日） 

【開催場所】ひたちなか市 

【競技結果】２回戦敗退 

➢ フットベースボール（知的） 

【開 催 日】2019年５月２６日（日） 

【開催場所】常陸太田市 

【競技結果】１回戦敗退 

➢ 車いすバスケットボール（肢体不自由） 

【開 催 日】2019年５月２５日（土）～５月２６日（日） 

【開催場所】つくば市 

【競技結果】１回戦敗退 

➢ バレーボール（聴覚障害・男女） 

【開 催 日】2019年５月２５日（土）～２６日（日） 

【開催場所】ひたちなか市 

【競技結果】男子（優勝）、女子（第３位） 

➢ グランドソフトボール（視覚障害） 

【開 催 日】2019年５月１８日（土）～１９日（日） 

【開催場所】東京都武蔵野市 

【競技結果】２回戦敗退 

事業 期日 場所 

第１回事務担当者会議 ５月  ８日（水） とちぎ福祉プラザ 

陸上競技プログラム編成会議 ７月１８日（木） 障害者スポーツセンター 

陸上競技主任者会議 ８月３１日（土） とちぎ福祉プラザ 

第２回事務担当者会議 ９月  ５日（木） とちぎ福祉プラザ 

ボランティア業務説明会 ９月１２日（木） とちぎ福祉プラザ 

実施本部員業務説明会 ９月１２日（木） 栃木県庁 



➢ バレーボール（知的・男女） 

【開催期日】2019年５月２５日（土）～２６日（日） 

【開催場所】結城市 

【競技結果】男子（１回戦敗退）、女子（１回戦敗退） 

➢ バレーボール（精神障害） 

【開 催 日】2019年５月２５日（土）～２６日（日） 

【開催場所】ひたちなか市 

【競技結果】４位 

② 第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」※台風 19号により中止 

   【開 催 日】2019年１０月１２日（土）～１０月１４日（月） 

【開催場所】茨城県ひたちなか市ほか 

笠松運動公園陸上競技場（ひたちなか市）ほか茨城県内各競技施設 

【参加者数】 

○選手５４名（個人競技４２名、団体競技１２名）、 

○役員４２名 

         ・団 長：麦倉仁巳〔（特非）栃木県障害者スポーツ協会 会長〕  

      ・副団長：竹井久美子〔栃木県保健福祉部障害福祉課 課長補佐〕 

      ・副団長：新村一男〔（特非）栃木県障害者スポーツ協会 理事兼事務局長〕  

     ・総監督：小金沢茂〔（特非）栃木県障害者スポーツ協会 事務局長補佐〕 

     ・主 将：齋藤一法〔ホンダエンジニアリング（株）、水泳〕 

     ・旗 手：水沼勇平〔ヘイコーパック（株）、陸上競技〕 

 

○個人競技                ○団体競技 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

（  ）内は昨年度の出場選手数 

 

※備考（会議等の開催） 

➢ 派遣選手選考会議 

        【開 催 日】2019年６月４日（火） 

        【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター会議室 

➢ 第１回打合せ会 

        【開 催 日】2019年８月３日（土） 

        【開催場所】とちぎ福祉プラザ第２研修室 

 

競技名 選手数（名）  競技名 選手数（名） 

陸上競技 ２０ （１８） バレーボール（聴覚） １２ 

水泳 ７ （４）  

 

 

アーチェリー １ （１） 

卓球（ＳＴＴ含む） ６ （４） 

フライングディスク ６ （３） 

ボウリング ２ （２） 

合 計 ４２ （３２） 



➢ 結団式・第２回打合せ会 

        【開 催 日】2019年１０月３日（木） 

        【開催場所】とちぎ福祉プラザ多目的ホール、第２研修室 

（３）障害者スポーツ指導員養成研修会の開催事業 

【開 催 日】2019年７月２０日（土）、７月２７日（土）、９月２２日（日）、 

１１月３０日（土）、１２月７日（土） 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

       【修了人数】３７名  ※2019年１２月７日現在の修了者１，１４８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 

   ※別表のとおり 

 

１５ 障害者スポーツ指導員の育成 

   各種の障害者スポーツ事業において障害者スポーツ指導員の活動場所を積極的に周知し、活動

することにより指導員の資質の向上を図った。 

(１) 卓球バレー教室 

   【開 催 日】2019年７月２１日（日）、７月２８日（日） 

   【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【参加者数】障害者スポーツ指導員４名（延べ人数） 

(２) 第１回栃木県卓球バレー大会 

【開 催 日】2019年８月４日（日） 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

【参加者数】障害者スポーツ指導員６名 

(３) ボッチャ教室 

【開 催 日】2020年１月１９日（日）、２月１日（日） 

   【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【参加者数】障害者スポーツ指導員６名（延べ人数） 

(４) 第２回栃木県ボッチャ大会 

【開 催 日】2020年２月１６日（日）    

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

   【参加者数】障害者スポーツ指導員６名 

(５) コントロール・アタック教室 

【開 催 日】2020年２月２３日（日） 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

【参加者数】障害者スポーツ指導員３名 

(６) 障害者スポーツ教室 

   【開催期間】2019年５月～１１月 

   【開催場所】１２市町１４教室 

   【参加者数】障害者スポーツ指導員５８名（延べ人数） 



１６ その他事業等 

(１) ２０１９年度障がい者スポーツ関東ブロック連絡協議会の開催 

【開 催 日】2019年１１月５日（火） 

【開催場所】栃木県庁 東館講堂 

【主 催】（公財）日本障がい者スポーツ協会 

【内 容】関東ブロックの行政、障害者スポーツ協会、障害者スポーツ指導者協議会 

      が一同に会し、障害者スポーツに関する意見交換等を行った。 

(２) 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 

    【開 催 日】2019年６月１５日（土） 

【開催場所】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（コントロール・アタック、輪投げの体験会） 

・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（卓球の体験会） 

② 障害者スポーツ体験会 

  【開 催 日】2019年６月１５日（土） 

     【開催場所】栃木県庁 本館 

     【内 容】コントロール・アタックの体験会 

(３) 「パラ駅伝ｉｎ ＴＯＫＹＯ２０２０」選手団の派遣（中止） ※新型コロナウイルス感染症 

     【開 催 日】2019年３月１５日（日） 

     【開催場所】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 



特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
（単位：円）

1
正会員受取会費 94,000
賛助会員受取会費 236,000 330,000

2
基金利子 333,612 333,612

3
配分金 300,000 300,000

4
委託料 39,470,700 39,470,700

5
補助金 17,598,000 17,598,000

6
助成金 30,485 30,485

7
基金取崩し金 4,840,000 4,840,000

8
雑収入 223,596 223,596

63,126,393

1

給料 19,918,890
諸手当 5,875,665
法定福利費 4,260,396
退職給与引当金 513,801

30,568,752

旅費 5,450,177
会報発行費 354,237
助成金 1,982,860
負担金 195,200
激励金 10,000
顕彰費 100,097
備品費 0
報償費 2,581,375
需用費(消耗品費、印刷費) 6,512,266
役務費(通信運搬費、手数料) 1,926,974
使用料及び賃借料 1,792,976
委託料(ホームページ制作費) 450,880

21,357,042
　 51,925,794
2

給料 696,510
諸手当 249,916
法定福利費 122,526

1,068,952

会議費 47,150
旅費 175,518
交際費 0
厚生経費 45,939
光熱水費 593,301
修繕費 46,092
公課費 30,000
負担金 10,000
備品費 0
報償費 0
需用費(消耗品費、印刷費) 0
役務費(通信運搬費、手数料) 138,417
使用料及び賃借料 46,309

1,132,726
2,201,678

54,127,472
8,998,921
2,680,085
11,679,006

（３）令和元(2019)年度　収支決算

活動計算書（令和元(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで）

科　目 金額
Ⅰ経常収益

会費収入

基金利子収入

配分金収入

委託料収入

補助金収入

助成金収入

基金取崩し金

雑収入

　経常収益計
Ⅱ経常費用

事業費
(1)人件費

人件費計
(2)その他経費

その他経費計
事業費計
管理費
(1)人件費

人件費計

次期繰越正味財産額

(2)その他経費

その他経費計
管理費計

　経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額



特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
（単位：円）

1

11,679,006

11,679,006

2

94,300,000

94,300,000

105,979,006

1

0

2

94,300,000

94,300,000

94,300,000

2,680,085

8,998,921

11,679,006

105,979,006

　負債合計

Ⅲ正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

　正味財産合計

　負債及び正味財産合計

Ⅱ負債の部

流動負債

　流動負債合計

固定負債

長期預り金

　固定負債合計

現金預金

　流動資産合計

固定資産

投資その他の資産

　固定資産合計

　資産合計

令和元(2019)年度　貸借対照表
（令和2(2020)年3月31日現在）

科　目 金額

Ⅰ資産の部

流動資産



特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
（単位：円）

1

手元現金 0

鹿沼信用金庫普通預金 11,679,006

11,679,006

2

　

スポーツ協会基金 94,300,000

94,300,000

94,300,000

105,979,006

1

0

2

94,300,000

94,300,000

94,300,000

11,679,006

　固定負債合計

　負債合計

　正味財産

　資産合計

Ⅱ負債の部

流動負債

　流動負債合計

固定負債

長期預り金

現金預金

　流動資産合計

固定資産

投資その他の資産

投資その他の資産計

　固定資産合計

令和元(2019)年度　財産目録
（令和2(2020)年3月31日現在）

科　目 金額

Ⅰ資産の部

流動資産



（４）令和２（2020）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計画 

  

１ 会議の開催 

・理事会、総会を開催する。（定例会１回） 

・正副会長会議や障害者スポーツ振興基金管理運営委員会を必要に応じて開催する。 

 

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７６号（2020年４月発行、発行部数１，３００部） 

② 第７７号（2020年１１月発行、発行部数１，３００部） 

  （２）ホームページによる情報発信 

 

３ 障害者スポーツに関する相談への対応 

（１）障害者スポーツ団体等が実施する事業について助言する。 

 （２）障害者のスポーツ全般に関する相談について対応する。 

 

４ 障害者スポーツ団体及び関連団体との連絡調整 

（１）『（公財）日本障がい者スポーツ協会』と連携強化を図る。 

（３）『栃木県障がい者スポーツ指導者協議会』と連携強化を図る。 

（４）各競技団体と連携強化を図る。 

 

５ 障害者スポーツボランティア等の育成・活用 

    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

を紹介する。また、登録指導員の拡大や周知のための情報発信の強化（＊）などを実施して人

材バンクの活性化を図りながら、身近な地域における指導員の登録指導員の活動の場を増やし

ていく。（＊・・・教室や大会の情報をニュースレターとして定期的に発信する。） 

 

６ 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う。 

 

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、その功績が顕著な方及び優秀な成績を収めた選手を表彰する。 

 

８ 障害者スポーツ教室の開催    

  （１）市町出前教室 

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・市町社会福祉協議会との

共催によるスポーツ教室を開催する。（１０市町、１１回） 

 （２）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）教室  ※基金 

    わかくさアリーナにおいて、運動未経験者でも気軽に参加できる障害者スポーツ教室を開

催する。 

【実施競技】卓球バレー、ボッチャ、コントロール・アタック 

【実施回数】５回 

 



９ 障害者スポーツ大会の開催及び支援   ※基金 

 （１）第１２回栃木県コントロール・アタック大会の開催 

   【開 催 日】2021年３月１４日（日） 

   【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

 （２）第３回栃木県ボッチャ大会の開催 

   【開 催 日】2021年２月２７日（日） 

   【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

 （３）第２回栃木県卓球バレー大会の開催 

【開 催 日】2021年１月３０日（日） 

   【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

 

１０ 障害者スポーツ団体等の活動支援   ※基金 

 （１）障害者スポーツ団体等が実施する遠征による強化練習や対外試合に要する移動費用等の経

費を助成する。 

 （２）障害者スポーツ団体等の運営に要する経費やスポーツ用具を購入する経費を助成する。 

 

１１ 障害者スポーツ選手等と子どもたちの交流事業   ※基金 

    東京パラリンピックや全国障害者スポーツ大会（いちご一会とちぎ大会）の啓発活動・教育

活動を効果的に進めるため、パラリンピアン等の障害者スポーツ選手を県内一般校・特別支援

学校等に派遣し、スポーツ体験・競技実演・講話等を行う場合の費用を助成する。 

 

１２ 障害者スポーツ連携支援事業   ※基金 

   県内の民間企業や大学等との連携を推進し、障害者スポーツへの支援に関する情報提供、企画

提案、事業支援を行うことで障害者スポーツの普及振興に繋げる。 

 

１３ 障害者スポーツアスリート支援事業   ※基金 

   国際パラリンピック委員会が主催する大会及びこれに準ずる大会に参加する場合の費用を助成

する。 

 

１４ 栃木県委託事業 

（１）第１６回栃木県障害者スポーツ大会開催事業 

【開 催 日】2020年９月２７日（日） 

【開催場所】栃木県総合運動公園ほか 

（２）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）への栃木県選手団派遣事業 

① 団体競技関東ブロック地区予選会 （全て中止 ※新型コロナウイルス感染症） 

➢ バスケットボール（知的・男女） 

【開 催 日】2020年５月２３日（土）～２４日（日） 

【開催場所】神奈川県藤沢市 

➢ ソフトボール（知的） 

【開 催 日】2020年５月１７日（日） 

【開催場所】群馬県前橋市 



➢ サッカー（知的） 

【開 催 日】2020年５月２日（土）～３日（日） 

【開催場所】千葉県千葉市 

➢ フットベースボール（知的） 

【開 催 日】2020年６月２０日（日） 

【開催場所】茨城県ひたちなか市 

➢ 車いすバスケットボール（肢体不自由） 

【開 催 日】2020年５月３０日（土）～３１日（日） 

【開催場所】神奈川県藤沢市 

➢ バレーボール（聴覚・男女） 

【開 催 日】2020年５月１７日（日） 

【開催場所】神奈川県藤沢市 

➢ バレーボール（知的・男女） 

【開 催 日】2020年５月１０日（日） 

【開催場所】埼玉県熊谷市 

➢ バレーボール（精神）  ※中止 

【開 催 日】2020年４月１８日（土） 

【開催場所】山梨県甲府市 

➢ グランドソフトボール（視覚） 

【開 催 日】2020年５月３０日（土）～３１日（日） 

【開催場所】山梨県巨摩郡昭和町 

② 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）選手団派遣事業 

【開催期間】2020年１０月２４日（土）～２６日（月） 

【派遣期間】2020年１０月２２日（木）～２７日（火） 

【開催場所】鹿児島県 

【派遣人数】６８名（選手３４名、役員３４名）予定 

（３）障害者スポーツ指導員（初級）養成講習会開催事業 

   障害者スポーツに関する知識・技術等を有する障害者スポーツ指導員を養成するため、講

習会を開催する。 

【開 催 日】2020年１１月２１日（土）、１１月２８日（土）、１２月５日（土） 

１２月１９日（土）、 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか 

【募集人数】３０名 

 

１５ 栃木県障害者スポーツ選手等育成・強化事業   ※県補助事業 

（１）個人競技裾野拡大事業 

 全国障害者スポーツ大会正式競技のうち、本県障害者スポーツ大会における参加者の少な

い競技について、講習会を開催し、競技人口の拡大を図る。また、障害者スポーツに気軽に

参加できる体験会を開催して障害者の興味・関心を高め、選手となり得る人材の掘り起しを

図る。 

① アーチェリー  

② ボウリング 

 



（２）特別支援学校等スポーツ活動支援事業（出前講座） 

   特別支援学校及び特別支援学級等の児童・生徒が障害者スポーツを気軽に親しむ機会を設

けるとともに、スポーツに興味・関心を持った児童・生徒を選手として育成・強化につなげ

ていくなど、選手の掘り起しを図る。 

  【開催回数】県北、県央、県南で各１回開催 

  【開催場所】特別支援学校の体育館や近隣の体育施設 

  【実施競技】ボッチャ他 

 （３）第 22回全国障害者スポーツ大会栃木県強化指定選手育成事業 

    本県を代表する選手の取組意欲の向上及び競技力向上を図るため、第 22 回全国障害者スポ

ーツ大会栃木県強化指定選手制度を実施する。 

〇任命式の開催 

【開 催 日】2020年７月５日（日） 

【開催場所】とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

〇強化指定選手競技力向上事業 

① 個人競技（７競技） 

    陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球（サウンドテーブルテニス含）、フライングディスク、 

    ボウリング、ボッチャ 

② 団体競技（７競技１２チーム） 

 バレーボール〔精神〕、バスケットボール〔知的・男女〕、バレーボール〔聴覚・男女〕、 

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〕、バレーボール〔知的・

男女〕、車いすバスケットボール〔肢体不自由〕、グランドソフトボール〔視覚〕 

（４）全国障害者スポーツ大会派遣選手合同練習会等の開催 

   全国障害者スポーツ大会に派遣する選手に対する合同練習会及び打合会を実施する。 

（５）障害者スポーツ指導者資質向上事業 

       公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催する研修会に障害者スポーツ指導員等を

派遣する。 

① 全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会 

② 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会  

③ 上級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

（６）障害者スポーツ普及啓発事業   

    障害者スポーツ選手等育成・強化に係る取組、障害者スポーツの紹介等を目的としたパン

フレットを作成する。 

 

１６ （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を

実施する。 

 

１７ 各種イベント等への協力 

    各種イベント等の実施に協力する。 



特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会

（単位：円）

1
正会員受取会費 94,000
賛助会員受取会費 200,000 294,000

2
基金利子 228,000 228,000

3
配分金 300,000 300,000

4
委託料 41,105,000 41,105,000

5
補助金収入 33,995,000 33,995,000

6
助成金 1,000 1,000

7
障害者スポーツ基金 4,840,000 4,840,000

8
雑収入 158,000 158,000

80,921,000

1

給料 20,158,400
諸手当 5,202,156
法定福利費 3,988,753
退職給与引当金 929,958

30,279,267

旅費 11,300,000
会報発行費 354,000
助成金 23,276,000
負担金 66,000
激励金 200,000
顕彰費 100,000
備品費 100,000
報償費 6,775,000
需用費(消耗品費、印刷費等) 2,755,733
役務費(通信運搬費、手数料等) 1,363,000
使用料及び賃借料 1,867,000
委託料(ホームページ制作費) 450,000
返納金 10,647,180

59,253,913
　 89,533,180
2

給料 697,000
諸手当 245,000
法定福利費 123,000

1,065,000

会議費 50,000
旅費 170,000
交際費 10,000
厚生経費 50,000
光熱水費 250,000
修繕費 100,000
公課費 30,000
備品費 100,000
需用費(消耗品費、印刷費等) 50,000
役務費(通信運搬費、手数料等) 100,000
使用料及び賃借料 50,000
諸会費 10,000

970,000
2,035,000

91,568,180
△ 10,647,180

11,679,006
1,031,826

基金取崩し金

（５）令和2(2020)年度　収支予算（案）

　活動予算書（令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで）

科　目 金額

Ⅰ経常収益
会費収入

基金利子収入

配分金収入

委託料収入

補助金収入

助成金収入

人件費計

雑収入

　経常収益計
Ⅱ経常費用

事業費
(1)人件費

人件費計
(2)その他経費

その他経費計
事業費計
管理費
(1)人件費

次期繰越正味財産額

(2)その他経費

その他経費計
管理費計

　経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額


