
 1 

令和 2年神奈川県議会本会議	第 3回定例会	

ともに生きる社会かながわ推進特別委員会	

	

令和 2年 12 月 11 日	

西村委員	

	 私から、スポーツを通じた共生社会の実現について伺います。	

	 先行会派からも質問があったので、重なる部分もあると思いますが、ただ、

一般社団法人神奈川県障がい者スポーツ協会の設立については、私どもの会派

として、平成 29 年９月、平成 30 年９月の定例会で提案しましたし、所管の委

員会でも質疑を深めさせていただきました。本会議などでも、設立の必要性に

ついて強く要望してきた経緯がありますので、今、どうなっているのかが大変

興味深いところであります。	

	 障がい者スポーツ協会の設立によって、スポーツを通じた共生社会の実現に

向けた取組がより充実をしていくことを期待して、質問させていただきます。	

	 初めに、本県では、今年の３月に障がい者スポーツ協会が設立されましたが、

これまで障がい者スポーツの中心となる団体がなかった。このことによる問題、

課題と言いますか、いろいろな支障があったのであれば、どういったことが課

題であったのかを確認します。	

スポーツ課長	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会が設立される前までは、障がい者スポー

ツの中心となる団体がないことから、個々の競技団体などが普及啓発や情報収

集、また選手の育成強化など、それぞれの考えで別々に実施していた状況があ

ります。	

	 そのため、スポーツに興味のある障害者の方々がスポーツをしたいと思って

も、個々の団体やチームに問い合わせなければいけないことや、大会の開催や、

日頃の活動の中などでボランティアが必要な場合も、個々の団体やチームで探

さなければいけないなどの課題や、団体やチーム間で相互に交流することや、

情報やノウハウを共有することが難しいなどの課題がありました。	

	 今年度から、障がい者スポーツ協会が設立されたことで、県内の障がい者ス

ポーツの競技団体やチーム、さらには個人やグループで独自に活動をしている

選手などが、相互に連携を持つことが可能になりました。また、県内競技団体

がなく、個人やチーム単位で活動している競技については、県レベルの競技団

体をつくる後押しにもなるものと期待しております。	

	 こうした活動を通じて、将来的には障がい者スポーツに関する様々な普及啓

発活動や競技団体の育成支援、競技力の向上など本県における障がい者スポー

ツが一層推進されるものと考えています。	

西村委員	

	 個々の団体によって取組が異なっていた、または熱意といってもいいかもし

れませんが、異なっていた。これは今後のポイントにもなってくると思います

が、他県における同様の団体の設置状況について教えていただきたい。	

スポーツ課長	

	 都道府県により、設置されている団体の法人格の有無や実施している取組の
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内容が異なる部分もありますが、障がい者スポーツの中心となる役割を担う団

体は、愛知県、高知県を除く 45 都道府県に設置されております。	

西村委員	

	 委員会資料には、一般社団法人障がい者スポーツ協会の主な事業として、障

がい者スポーツ教室、障がい者スポーツ指導者資質向上研修と記載されており

ますが、もう少し具体的に教えてください。	

スポーツ課長	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会の主な事業ですが、障がい者スポーツ教

室は、県立スポーツセンターの施設、設備等を活用して障がい者スポーツを体

験していただくとともに、継続的なスポーツ活動の場を提供する事業です。	

	 このほか、協会が実施する精神障害のある方のスポーツ体験会であるピアス

ポーツかながわの開催や、精神障がい者スポーツ大会、知的障害者のスポーツ

大会である神奈川県ゆうあいピック大会を開催しています。	

	 また、障がい者スポーツ指導者資質向上研修については、これまで県が養成

してきた障がい者スポーツ指導員や障害者スポーツサポーターといった、障が

い者スポーツを支える人材の知識や情報等について、最新のものを持ち続ける

ためにスキルアップを図るものです。	

	 このほか、障害者スポーツサポーターの養成や、養成した人材の活動の機会

と人材を求めるイベント主催者を結びつける、障がい者スポーツ人材マッチン

グといった事業も実施しております。	

西村委員	

	 障がい者スポーツ教室は、私も実際に一般社団法人障がい者スポーツ協会に

連絡して教えていただきました。これまで、身体の障害を持っている子供を何

かしらサポートすることはあったらしいですが、知的障害や精神障害の子供は

その機会がとても少なかった。そういう意味では、このように定着して、障が

い者スポーツ教室が開催をされることはとても大きな意義があると実感しまし

た。	

	 ただ、個々の団体による取組が異なっていたという歴史があるようで、スポ

ーツはたくさんあるのに、これでサポートしましょうという種目がないという

ことで、これは今後、障がい者スポーツ協会からも発信して、障害のある子供

がいろいろなスポーツのより広いジャンルにチャレンジができるものにしてい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。	

	 団体の目的として、県内の障がい者スポーツの普及啓発及び競技力の向上に

資する事業を行い、スポーツを通じて、ともに生きる社会かながわ憲章を実現

することを目的とするとありますが、県は協会に対し、どのようなことを期待

しているのですか。	

スポーツ課長	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会は、障がい者スポーツに関する様々な普

及啓発活動や競技団体の育成支援、競技力の向上など、本県の障がい者スポー

ツ施策を充実させるための取組を行いますが、このことはスポーツを通じた障

害者理解にもつながるものと考えています。具体的には、協会が実施する各事

業に、多くの健常者の方々が支える人材として関わっていただくことや、また、
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障がい者スポーツ大会や障がい者アスリートの支援を通じて、障がい者スポー

ツを広く知ってもらうことなどにより、障害者、障害の有無や程度にかかわら

ず、障がい者スポーツに親しむ環境づくりの中核となっていただきたいと思っ

ております。	

	 障がい者スポーツ協会には、今後、県立スポーツセンターをはじめとした県

内関係機関やスポーツ協会等とも連携体制を構築し、本県の障がい者スポーツ

の牽引役となって取組を進めてもらえるよう期待しています。	

西村委員	

	 県でもしっかりと連携、またサポートをよろしくお願いします。	

	 続いて、一般社団法人障がい者スポーツ協会の組織や体制について伺います

が、まず、会長、副会長などの役員をはじめ、事務局体制はどうなっています

か。	

スポーツ課長	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会の会長には、関東学院大学名誉教授で社

会福祉法人の理事長をされております鈴木秀雄氏が就任されております。また、

副会長には特定非営利活動法人神奈川県視覚障害者福祉協会の鈴木理事長、同

じく副会長には神奈川県聴覚障害者連盟の河原理事長のお二人に就任いただい

ております。また、県内の障害者団体等の役員の方々などに役員に就任してい

ただき、全７人の役員構成となっています。	

	 また、事務局としては、巴専務理事兼事務局長のほか、２人の事務局員によ

る３人の体制で県立スポーツセンターのグリーンハウス内に設置しています。	

西村委員	

	 次に、一般社団法人障がい者スポーツ協会の歳入状況について伺います。新

しく設立をされた団体だけに、しっかりと予算が確保されているのかが心配な

ところですが、収支予算の今年度の状況について伺います。	

スポーツ課長	

	 まず、予算ですが、今年度の収入予算計画の総額は約 2,355 万円で、主な収

入は障がい者スポーツ教室の開催など、県からの受託事業収入が約2,034万円、

ほか自主事業や会費収入が約 321 万円となっています。	

	 支出については、収入に合った事業計画を立てており、予算では収入額と同

額としています。	

西村委員	

	 動き始めたばかりですから、今後、これが有意義に、また拡充がされていく

ようによろしくお願いします。	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会が設立されて、９か月がたちますが、協

会への現在の加盟状況はどうなっていますか。	

スポーツ課長	

	 加盟状況ですが、正会員については神奈川県知的障がい者サッカー連盟をは

じめ、ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川など、現在 13 の団体

から入会申請が上がっている状況です。加入手続としては、今年度中に開催す

る理事会での承認により、正式に加盟となります。	
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西村委員	

	 正会員、賛助会員等の加盟団体の加入促進について、現在どのように取り組

んでいて、また今後どうなっていくのか、見通しが分かれば教えていただけま

すか。	

スポーツ課長	

	 まず、加入促進については、一般社団法人障がい者スポーツ協会で加入お願

いの文書を作成して、関係機関等へ配付し、お願いしております。また、障が

い者スポーツ協会のホームページにも御案内を掲載しております。また、あら

ゆる機会を通じて、関係機関、団体等へ加入のメリットをお伝えしながら加入

の働きかけをしており、例えば、障がい者スポーツ協会が県立スポーツセンタ

ーの施設を優先利用できるなどのメリットを期待して、正会員に加盟する団体

もあります。	

	 障がい者スポーツ協会では、年度当初に加入促進に向けた関係機関、団体等

への訪問を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とな

ったため、今後、状況を見ながら加入促進に向けたリーフレット等の作成や関

係機関、団体等への周知を行い、加入促進を図っていくと伺っています。	

西村委員	

	 新型コロナウイルス感染症の影響が一つ紹介されましたが、それ以外にも設

立直後からも影響を受けていると思いますが、一般社団法人障がい者スポーツ

協会の活動にどのような影響があったのか教えていただけますか。	

スポーツ課長	

	 まず、新型コロナウイルス感染症の影響により、一般社団法人障がい者スポ

ーツ協会設立後の数か月は、当初予定しておりました各種大会や講習会等につ

いて開催日程の変更、また会場の確保や、それに伴う調整作業に集中して対応

していたと伺っております。例えば、障がい者スポーツ協会の自主事業で、知

的障害者のスポーツ大会である神奈川県ゆうあいピック大会は、令和２年５月

から順次大会を行う予定でしたが、調整の結果、10 月以降に日程変更したと聞

いております。	

	 また、県の委託事業で、７月から開催予定だったボランティアスタッフなど

を育成する神奈川県障害者スポーツサポーター養成事業も、11 月以降に変更す

るなどの対応により、計画していた各種大会、講習会などが開催できることと

なっております。ただし、年度後半に事業が集中していますので、滞りなく実

施できるよう、県としてもサポートしていきたいと考えております。	

西村委員	

	 いろいろなものが止まってしまったことは致し方ないと思いますが、今日無

事開催をされていたとしたら、神奈川県精神障害者スポーツ大会のボーリング

競技会が今日開催をされていると思いながらお話を伺っていました。	

	 止まってしまった事業の中に、県が行っている神奈川県障害者スポーツサポ

ーターの講習がありました。こちらは、言わばバックアップをするだけですが、

その先に日本障がい者スポーツ指導員という資格があります。こういった方々

が増えることによって理解も進むし、サポートの体制も堅固になっていくと思

います。	



 5 

	 実は、公明党として、強く一般社団法人障がい者スポーツ協会の設立を訴え

た背景に１人の人との出会いがあり、平成 29 年に津久井やまゆり園再生基本構

想策定に関するいろいろな審議会が開催され、私はその年の厚生常任委員会の

委員長だったものですから、参加、傍聴が自由なところには出ていくようにし

ておりました。	

	 そこで、障がい者スポーツ指導員のある女性の方とお知り合いになって、実

は神奈川県には協会がない、だから力がある、前向きな団体とまだそこまで手

が回らないという団体といったいろいろな団体がある。その方は卓球の指導員

をされていましたが、卓球は大変前向きにいろいろなことを行っていますが、

障害のある子供たちがいろいろなスポーツに触れられるように、この体制を強

固にしてもらうためには協会が必要ですという訴えをいただいたことがきっか

けとなり、訴えをさせていただいた背景があります。	

	 ようやく設立できて、そのことに対する期待も大変大きいものですから、最

後に、一般社団法人障がい者スポーツ協会は本県の障がい者スポーツ推進に向

け、県と二人三脚で取り組んでいく相手方であると思いますが、障がい者スポ

ーツ協会の今後について、どのようにお考えなのか、決意を込めてお聞かせい

ただきたい。	

スポーツ課長	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会の今後ですが、現在、新型コロナウイル

ス感染症の影響下にありますが、今年度予定した事業は着実に実施できるよう

県としても協力し、支えてまいります。例えば、障がい者スポーツ協会の主な

事業に掲げた障がい者スポーツ教室の開催は、県立スポーツセンターの施設、

設備を活用して実施していますが、こうした取組を通じて、本県の障がい者ス

ポーツの推進拠点となる県立スポーツセンターと、県内の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を行うことを目的に掲げている障がい者

スポーツ協会が、相互に緊密な連携を行うことにより、効果的・効率的な事業

実施に努めていきます。	

	 また、新型コロナウイルス感染症の影響で、他団体との接触が難しくなった

ことや事業計画の大きな変更により、事業実施時期が集中したことで対応が難

しくなっていた障がい者スポーツ協会への加盟勧誘や、競技力向上に向けた県

内の競技団体との連携などについても、今後、積極的に展開するとのことです

ので、県としても協力し、取り組んでまいります。	

	 こうした障がい者スポーツ協会との二人三脚による取組を進めていくことで、

かながわパラスポーツのさらなる推進を図ってまいりたいと考えております。	

西村委員	

	 要望を申し上げます。	

	 一般社団法人障がい者スポーツ協会については、新型コロナウイルス感染症

の中で、本当に厳しいスタートになりましたが、今後も県立スポーツセンター

との連携をしっかり行って、障がい者スポーツ協会の目的である、スポーツを

通じたともに生きる社会かながわ憲章の実現に向け、着実に取り組んでいただ

きたいと思います。	

	 先ほどもお話ししました障がい者スポーツ教室について、障がい者スポーツ
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協会に問合せをしましたら、本当に喜んで通ってこられると、地元だけではな

く、少し遠方なのに楽しみにして通ってこられる子供もいますというお話を伺

って、通ってくるのは大変でしょうが、より広いエリアに周知を図られますよ

うに要望します。	

	 次は、質問というよりも感想と要望だけを申し上げます。	

	 実は、先行会派の質疑と御答弁の中で、心のバリアフリー推進員養成研修が

ありましたが、平成 28 年 12 月６日の第３回定例会で提案して、当時、障害者

理解促進研修コーディネート事業として行っていたものに山形県のノウハウを

入れ、心のバリアフリー推進員ということでスタートしていただきました。	

	 私も参加させていただいた中で、実は研修に来られている、いろいろなジャ

ンルの職業の方が実地研修のときに一致団結をするというよさがあります。そ

のときに実感をしたことは、これは確かに企業その他の理解促進のための研修

であることは理解をしております。また、そこで予算が組まれていることも分

かっていますが、本当であれば子供たちに受けてもらいたいと物すごく思いま

す。	

	 たしか、知事から研修修了証をもらえますが、ああいった修了証をもらった

だけでも子供はうれしいだろうし、もっと言えば認知症のバッジのように修了

バッジを子供たちがもらえて、一緒に車椅子の押し方や誘導の仕方や、まさに

当事者の皆様が教えてくださいますので、そういったことも部局横断的に行っ

ていただけたらと要望を申し上げ、私の質問を終わります。	


