令和４年度一般社団法人神奈川県障がい者スポーツ協会事業計画
１ 基本方針

スポーツを通じて「ともに生きる社会かながわ憲章」の実現を目指します。
そのため、政令市域を含む県全域を対象とした競技団体及び各市町村域における障
がい者団体等との緊密な連携の下、障がい者スポーツの普及・啓発及び競技力向上に
資する事業等を展開します。
２ 事業計画
(1) スポーツ教室の開催
ア 障がい者スポーツ教室(県受託事業)

障がい者スポーツに親しむ機会拡大のために、県立スポーツセンターを活用し、
継続的、定期的に障がい者スポーツ教室を開催します。また、スポーツ教室のク
リアファイルを作成し、スポーツ教室参加者に配付し、広く県民に周知します。
(ｱ) 実施する競技
・水泳（身体障がい・知的障害）（アリーナ２ プール）
・卓球（アリーナ２ フェンシングルーム）
・サウンドテーブルテニス（アリーナ２ 多目的フロア１）
・チアダンス（アリーナ２ 多目的フロア２） 新
・バレエエクササイズ（アリーナ２ 多目的フロア２） 新
・フライングディスク（アリーナ２ メインフロア）
・トランポリン（アリーナ１ サブフロア）
・ボルダリング（アリーナ２ 多目的フロア１）
・ボール遊び（アリーナ１ メインフロア、アリーナ２ メインフロア） 新
・車いすテニス（アリーナ２ メインフロア） 新
・ウォーキングサッカー（アリーナ２ メインフロア） 新
・ボッチャ（アリーナ２ 多目的フロア１）
・ゴールボール（アリーナ２ 多目的フロア１） 新
・レクリエーション体操教室（出張開催：県立スポーツ会館） 新
(ｲ) 実施時期等
・令和４年８月～令和５年２月
・各クラス週１回３か月
・時間 水泳（木曜日16:30～18:20）
卓球（水曜日16:30～18:20）
1

サウンドテーブルテニス（水曜日10:00～11:50）
チアダンス（火曜日16:30～18:20）
バレエエクササイズ（火曜日16:30～18:20）
フライングディスク（水曜日16:30～18:20）
トランポリン（木曜日16:30～18:20）
ボルダリング（土・日曜日10:00～11:30、13:00～14:30）
ボール遊び（火・水曜日16:30～18:20）
車いすテニス（土曜日10:00～11:30）
ウォーキングサッカー（水曜日10:00～11:30）
ボッチャ（金曜日16:30～18:20）
ゴールボール（土曜日15:00～17:00）
レクリエーション体操（県立スポーツ会館：木曜日 16:30～18:20）
(ｳ) 参加料
無料
(ｴ) 講師等
各競技・種目団体から講師派遣予定
イ 市町村障がい者スポーツ教室への講師派遣（県受託事業）

市町村や学校等が主催する障がい者スポーツ教室に講師を派遣します。
(ｱ) 実施する方法
市町村・学校等に周知し、希望する競技の講師を随時派遣します。
(ｲ) 実施時期等
・令和４年８月～令和５年２月
(ｳ) 派遣回数と派遣費用
・４０回程度
・無料

(2) 障がい者スポーツを支える人材の確保

障がい者スポーツ全体の底上げを図るため、県及び関係団体と連携し、障がい者
スポーツを支える人材の養成及び資質向上を目指します。
ア 障害者スポーツサポーター養成講習会（県受託事業）

障がい者スポーツ関係事業において、ボランティアスタッフとして活動する人
材を養成するための講習会を開催します。
(ｱ) 対象者
・ 県内に在住、在勤、在学していること。
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・ サポーター登録する年度の４月１日時点において、12歳以上であること。
(ｲ) 養成講習会の概要
・ 開催回数 ４回（１回 定員25名程度）（いずれも土・日開催）
第１回 令和４年８月13日・14日（川崎市：高津スポーツセンター）
第２回 令和４年９月24日・25日（藤沢市：県立スポーツセンター）
第３回 令和４年11月19日・20日（横浜市：県立金沢養護学校）
第４回 令和５年１月28日・29日（小田原市：小田原アリーナ）
・ 講習時間 講義と実技 計10時間
・ 講習内容 障がい者の理解とスポーツ、ボランティア論、安全管理、
障がい者との交流（実技含む。）等
(ｳ) 受講料
無料
イ 資質向上研修（県受託事業）

障がい者スポーツを支える人材のための、資質向上研修会を開催します。
(ｱ) 対象者
・ 県内に在住、在勤、在学していること。
・ 障がい者スポーツ指導員、障がい者スポーツサポーター、かながわパラス
ポーツコーディネーターとして登録している者
(ｲ) 養成講習会の概要
・ 期日・内容（予定）
１回 定員20名程度
第１回 令和４年10月22日(土) [地域で楽しむスポーツ① ボッチャ]
講師 一般社団法人日本ユニバーサルボッチャ協会に依頼
第２回 令和４年12月18日(日) [スポーツ心理学（スポーツ実施にお
ける心理的サポート）]
講師 日本体育大学ハイパフォーマンスセンター助教授を依頼
第３回 令和４年11月５日（土）or令和５年１月15日（土）[地域で楽
しむスポーツ② 種目調整中]
講師 神奈川県総合リハビリテーションセンターに依頼
第４回 令和５年２月５日(土) [競技特性に応じた指導法（ブライン
ドサッカー）]
講師 ブエンカンビオYOKOHAMAに依頼
第５回 令和５年３月４日（土）[競技特性に応じた指導法（ウォーキ
ングサッカー）]
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講師 大和シルフィードに依頼
・ 会場 県立スポーツセンター
・ 開催回数 ５回（１回あたり定員20名程度）
・ 講習内容 講義と実技
(ｳ) 受講料
無料
ウ 障がい者スポーツ指導者人材マッチング（県受託事業）

これまで、神奈川県が養成した障がい者スポーツを支える人材を有効に活用す
るため、障がい者スポーツの競技会やイベント等で活動希望者と主催者とのマッ
チング事業を行います。
具体的には、県障がい者スポーツ協会のＷＥＢサイト内に情報を掲載するとと
もに、電子メール・ＳＮＳを活用して周知を行います。
(3) 障がい者スポーツの大会の企画・運営

障がい者にスポーツ参加の機会を提供し、障がい者の社会参加及び自立を促進す
るため、障がい者を対象としたスポーツ大会を開催します。
ア 神奈川県精神障害者スポーツ大会（県受託事業）

精神障がい者の増加による社会活動のニーズの増大を踏まえ、県内全域の精神
障がい者を対象として次の競技のスポーツ大会を県その他関係団体と協働して開
催します。
(ｱ) バレーボール競技会
・会場 県立スポーツセンター
・期日 令和４年11月25日（金）
・参加チーム 約10チーム
(ｲ) ボウリング競技会
・会場 湘南とうきゅうボウル
・期日 令和４年12月９日（金）
・参加人数 約100名
(ｳ) ピアスポーツかながわ
第１回 令和４年７月８日(金) 藤沢市：県立スポーツセンター（ｱﾘｰﾅ1）
第２回 令和４年10月28日(金) 横須賀市：横須賀アリーナ
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第３回 令和５年１月13日(金) 川崎市：カルッツ川崎
・実施種目
フットサル、バスケットボール、卓球、バドミントン、
軽スポーツ等
・内
容
プロチームの指導員による指導、気軽にスポーツ体験
イ ゆうあいピック大会（自主事業）

昭和56年からおこなっている伝統的な知的障がい者を対象とした団体競技の全
県的な大会である「ゆうあいぴっく大会」を神奈川県障害者スポーツ振興協議会
から継承し、県および関係団体と協働して次の競技について開催します。詳細は、
「第３９回神奈川県ゆうあいピック大会開催要綱」のとおりです。
(ｱ) バスケットボール競技
・会場 県立スポーツセンター
・期日 令和４年７月２日(土)
アリーナ１ 男子Ｂ・女子ブロック
令和４年７月３日(日)
アリーナ１ 男子Ａブロック
(ｲ) サッカー競技
・会場 県立スポーツセンター 球技場（天然芝、人工芝、陸上競技場）
・期日 令和４年７月10日(日)
Ａ・Ｂ ブロック
令和４年７月16日(土)
Ｃ・Ｄ ブロック
(ｳ) バレーボール競技
・会場 横浜市港南スポーツセンター
・期日 令和４年９月11日(日)
(ｴ) ソフトボール競技
・会場 秦野市「ＮＩＴＴＡＮパークおおね」スポーツ広場
※ネーミングライツにより「おおね公園」から４月より名称変更
・期日 令和４年10月１日(土)
[予備日 なし]
(4) 障がい者スポーツの普及啓発
ア 普及啓発ホームページの運営（自主事業）

県障がい者スポーツ協会の活動内容を広報するとともに、県障がい者スポーツ
協会の活動に関する情報を広く公開をするためのホームページを運営します。
○運営するホームページ
・県障がい者スポーツ協会ホームページ
・障がい者スポーツ教室
・障がい者スポーツ大会の運営
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＊神奈川県ゆうあいピック大会
＊県精神障がい者スポーツ大会
＊ピアスポーツかながわ
・障がい者スポーツを支える人材
＊障がい者スポーツサポーター養成
＊障がい者スポーツ指導員
・障がい者スポーツの普及
イ 障がい者スポーツ定着化事業

県立スポーツセンターと協同し、障がい者が日常的にスポーツを行える社会に
実現のため、県立スポーツセンターの施設を利用し、障がい者スポーツ団体の協
力を得て、障がい者スポーツの定着化を図る。
○令和４年度
車椅子バスケットボール、ボッチャを実施
ウ リーフレットの発行（自主事業）

リーフレットの発行を通じ、県障がい者スポーツ協会の広報と当協会賛助会員
を広く募集し、会員獲得の促進を促します。
エ 広報誌等の発行（自主事業）

広報誌の発行を通じ、県障がい者スポーツ協会の活動や障がい者スポーツの施
策を広報し、障がい者スポーツの普及・啓発を行います。
オ 障がい者スポーツ団体等の育成・支援

政令市を除く県域を対象に、市町村における障がい者スポーツ統括団体の設立
や種目団体の設立に係る支援を行います。
カ ねんりんピックかながわ2022への協力

今年11月12日(土)から11月15日(火)まで神奈川県内で開催される全国健康福祉
祭（ねんりんピックかながわ2022）に対して、パラスポーツゾーンの運営や大会
開催の県民への周知について協力していく。
キ 新型コロナウイルス感染拡大防止策の徹底

本会が定めた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドラインを徹底し、
新型コロナウイルス感染拡大防止に努める。
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