第１回ひょうご障害者スポーツ指導者協議会 理事会議事録
議事録作成：大藤恵子
日時：平成２８年４月１６日（土）１０:００～１２:００
場所：総合リハセンター福祉のまちづくり研究所２F セミナー室
出席者：川口清隆・原
井上

敏郎・井垣六郎・古岡芳弘・大藤恵子・山本

清・清水真澄・鎌田則子

康

欠席者：増田和茂・嶋田英明・篠田健治・澁谷哲史・福永奈津子・小山貴子・金山千広・近藤
桐村裕一・徳廣洋一・宮城

香

新・大久保正樹

議事録
１． 新理事の紹介
阪神地区：石崎理事→井垣理事 中播磨地区：三木理事→大藤理事 淡路地区：顕谷理事→清水理事
但馬地区：小林理事→嶋田理事

出席新任理事から挨拶を受ける。

２．兵庫県障害者スポーツ協会助成金事業「障害者スポーツフェスティバル」
平成２８年度は予算削減で５事業となった。これまで２回以上対象となった事業は推薦対象外。
最終申請は障害者スポーツ交流館が行う。
３．地域委員会設置要綱
役員任期やデーターの守秘義務等の内容を記載した簡素化した設置要綱案を提示するので、
「〇
〇地域」と記載して作成願いたい。
４．近畿ブロック理事会報告
平成２７年度の事業報告及び、平成２７年度障害者スポーツ協会 協議会 各県資料集計を参考
として配布された。日本障がい者スポーツ協会から指導者活動交付金（近畿ブロック活動費）
が、平成 28 年度からひとり＠1000 円から 1100 円になり、各府県には、ひとり＠800 円の活動
費となる。日本障がい者スポーツ協会主催「府県障害者スポーツ協会、所管部局、指導者協議
会三者連絡協議会」が、７月 26 日大阪市長居障がい者ＳＣで開催（兵庫県が幹事）
。
５．平成２８年度特別事業
神戸地域（古岡理事）
：９月上旬、
「ふうせんバレー＋卓球バレー」の普及事業実施。
但馬地域（山本理事）
：９月１７日、篠山市で「グランドゴルフ」をスポーツクラブ 21 と共催。
６．その他
本会から神戸ロータリークラブに申請、
「キッズ用スポーツ車椅子」寄贈。障害者スポーツ交流
館に貸与し有効活用とする。なお、地域活動にスポーツ用具が必要な場合は、地域理事を通じ
て障害者スポーツ交流館に相談。
７．質疑・その他
Ｑ：山本理事から、地域委員会では役職を決めているのか？
Ａ：神戸・阪神地域は三役を決めた時期もあったが集まりが悪く、代表以外は決めていない。
Ｑ：川口副会長から、地域活動は障害者スポーツ指導者資格者以外でも活動出来るか？
Ａ：円滑な活動が推進する理由から、一般ボランティアや医療資格者も活動に参加がある。
・井上理事から、NTT 社会貢献活動（最高 30 万円助成金）あり、ひょうご障害者スポーツ指
導者協議会からの申請提案。（申請時期は 29 年 2 月頃、申請書類入手と必要手続き要）
・地域組織に活動希望の新会員名簿を集計整理し、地域委員理事に配信する。
・事務局を現事務所（県立障害者スポーツ交流館）変更について、次回理事会で検討する。
★次回の理事会：日時：6 月 11 日（土）10 時 00 分～12 時

場所：総合リハ

平成２８年度第２回ひょうご障害者スポーツ指導者協議会

理事会議事録
議事録作成：清水真澄

日

時：平成２８年６月１１日（土）１０：００～１２：００

場

所：総合リハビリセンター福祉のまちづくり研究所２F セミナー室

出席者：増田和茂、川口清隆、原敏朗、小山貴子、古岡芳弘、山本清、井垣六郎、鎌田則子、清水真澄
篠田健治
欠席者：福永奈津子、渋谷哲志、大藤恵子、嶋田英明、井上康、金山千広、徳廣洋一、桐村裕一、
宮城新、大久保正樹、近藤香
【議事録】
１

兵庫県障害者スポーツ協会事業への協働
（１） 障害者スポーツマルチサポートについて
予算 140 万円、卓球、水泳、陸上競技を対象に計画実施。障害者スポーツクラブや関連団体
等所属する選手で競技志向を目指すことを条件とする。年間で練習会（12 回×３競技）、記録
会（４回×３競技）、障害者スポーツクリニック（２回×３競技）を予定している。
陸上競技を７/2 王子スタジアム、加古川運動公園で知的障害、身体障害、卓球を 7/24 他

障

害者スポーツ交流館他で、水泳は西宮市総合福祉センター、ふれあいスポーツ交流館（たつ
の市）で計画的に実施。
（２） 障害者スポーツ拠点と指導員について
県立特別支援学校の体育館・グランドの活用利用に障害者スポーツ指導員を支援員として位置
づけして地域の障害者スポーツ推進を図る。現在１７施設あり、平成 28 年度は更に５施設増
計画である。また、支援者となる障害者スポーツ指導者の登録申出が不十分である。
（３） 障害者スポーツ出前講座について
200 万円予算で計 20 回実施。約 10 回は車いすバスケット関連の「チーム WeB」に委託し、
南淡中学校、志方中学校、宝塚市、丹波市、新宮町他予定。他にボッチャやフライングディ
スク競技の普及などを計画。１地域２回程度予定（予算５万円／回）で指導者協議会理事よ
り地元所管課、学校等と調整して実施申請を障害者スポーツ指導が募って欲しい。
（４） 地域振興事業について
１）10 月９日(土)ハーバーランド「ラジ関まつり」でパラスポーツ体験
２）11 月 12 日(土)しあわせの村「リオパラ記念フェスティバル」開催。兵庫県、神戸市等に
よる共催事業。15 競技のパラスポーツ体験、企業（例：ヴィッセル神戸、富士通テン他）
の協力を得て市民交流。実施には各競技団体主導で準備・調整
３）1 月 14 日(土)「障害者スポーツフェスティバル」宝塚市総合体育館
日本障がい者スポーツ協会受託事業で兵庫県障害者スポーツ協会が宝塚市障害者スポー
ツ協会との協働で実施。阪神地域の指導者協議会員の要請あり。
４）地域振興（日本障がい者スポーツ協会受託）に。フライングディスク、ローンボウルズ
を実施する。指導者協議会理事の積極的な会場招致と参加者を募って欲しい。
２

障害者スポーツフェスティバル５事業「障害者と健常者によるスポーツ交流事業」
障害者スポーツ交流館がまとめ、県障害者スポーツ協会に申請。１事業３万円。予定；①CP サッ

カーとキッズサッカー（西播磨：増田）②吹き矢（三木市：小山）③吹き矢（篠山市：山本）④ハ
ンドサッカー（淡路：清水）※各担当理事は、7 月末までに様式（事業計画書＋収支予算書）記載
し、実施要項を添付要
※残り 1 事業の申請待ち（東播磨、但馬、中播磨から）
３

地域委員会設置要綱の施行について
役員の役割、任期、事業、予算など最小限に必要項目を設け、地域会員の組織化と活動推進を図る。
地域理事は、配信された「要綱」に地域名を書き込み施行する。

４

平成２８年度地域特別事業進捗状況

（１） 神戸地域

＠50.000 円／事業

（古岡）

事業名：平成 28 年度ユニバーサルスポーツ(２つのバレー)交流大会
日

時：9 月４日(日)13 時～16 時半

場

所：宝塚市立末広体育館

（２） 丹波地域（山本）
期日は 7 月１日以降利用予約のため未定。場所は「四季の森」
人数は 100 名程度。次回の理事会で開催要項配布。
５

地域情報の更新
指導者協議会ホームページの地域情報更新度が低い。各地域理事は、ID と PW で積極的（最低月
に 1 回）に更新。

６

近畿ブロック理事会報告
（１） 特別研修会 2017.2.11

（２） 初級指導者養成講習会

大阪市中央体育館、担当金山理事で講師等は近畿理事会で決定
2017 年 3 月 11・12 または 3 月 4・5。会場は未定

（３） 近畿ブロック連絡協議会（日本障がい者スポーツ協会主導）
7 月 26 日

大阪市長居障がい者 SC。2 府 4 県政令市（神戸、堺、大阪、京都）の主管課長、

各府県障害者スポーツ協会事務局、指導者協議会長人等全出席。地域の現状と課題報告、ス
ポーツ振興課移管自治体の近況、情報交換と連携化推進を図る。
（４） 会則の変更、活動費＠800 円／人（平成 27 年度まで＠700 円／人）
理事長・副理事長の定年項目を施行すると現時点では該当引継ぎ者がいないため変更。
※現在の理事長高橋明、副理事長増田和茂

☆次回の理事会：日時 8 月 20 日（土）10 時～12 時

場所：総合リハセンター内

第３回ひょうご障害者スポ－ツ指導者協議会理事会議事録
議事録作成者

井垣六郎

１．日 時
２．場 所
３．出席者

平成２８年８月２０日（土）１０：～１２：００
総合リハビリテ－ションセンタ－
増田和茂・川口清隆・原 敏朗・大藤恵子・澁谷哲志・古岡芳弘・山本 清
井垣六郎・清水眞澄・井上 康・鎌田則子
欠席者 福永奈津子・篠田健治・小山貴子・嶋田英明・金山千広・徳廣洋一
桐村裕一・宮城 新・大久保正樹・近藤 香
４．議
題 〔1〕兵庫県障害者スポ－ツ協会事業の協力について
1)１０月９日（日）10：00～12：00 神戸ハ－バ－ランド umie
パラスポ－ツワ－ルド 2016HYOGO スタッフ募集 締切９／10 10 名
2)１１月１２日（土）10：00～16：00 しあわせの村
パラスポ－ツフェスティバル事業のスタッフ募集 締切 ９／30 20 名
3)平成２９年１月１４日（土）10：00～16：00
パラスポ－ツﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in たからづかスタツフ募集 締切 11/30 15 名
⑵障害者スポ－ツポスター事業表彰式 平成 29 年 2 月 12 日
応募に係る本事業の再度周知、※各理事で地元関係機関（行政）へ直接訪
問し協力依頼する。ポスターチラシ
神戸市長賞（新設） 12 月締切
⑶兵庫県障害者スポ－ツフェスティバル事業の進捗
※事業計画書、予算書７月末〆切です。増田・川口までメ－ル送信
1)淡路地域南あわじ市（清水） 11/5 ハンドサッカ-＋卓球バレ－
2)西播磨地域たつの市新宮町 11/12 脳性まひ者サツカ－交流
3)丹波地域篠山市（山本） 11/21 吹き矢体験交流
4)北播磨地域三木市（小山） ※単体で「吹き矢教室」
⑷平成２８年度地域特別事業進捗状況
1)
神戸地域宝塚市（古岡）9/4 2 つのバレ－ 50 名 宝塚市末広体育館
2) 丹波地域篠山市四季の森運動公園（山本） 9/17
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 90 名
⑸障害者スポ－ツフェスティバル 2017 の企画（川口）
期日：2017 年 2 月 12 日（日）総合リハ研修ホ－ル他
内容：ポスタ－表彰、基調講演、分科会２題
（案）1 基調講演「リオパラリンピックの報告」
2 分科会：兵庫県知的障がい者陸上競技協会設立経緯と現状
：兵庫県における障がい者水泳の普及強化の取組

：兵庫県における各種障害者スポーツ団体の活動
：障害者スポーツ選手のコンディショニング（ケア）
⑹近畿ブロック報告（増田）
1) 障がい者スポ－ツブロツク連絡協議会設置(7/26)
出席：増田、嶋田、大久保、（オブザ－バ－）宮城、金山
地域の障害者スポーツ推進を図るために地域連携を構築し、文部科学省の意
向と日本障がい者スポ－ツ協会の連動による取組である。
近畿ブロック内では、滋賀県の「障害者スポーツがスポーツ振興課に移管」
されたことや各自治体（府県・政令都市）振興計画の現状や課題、課題解決
に向けた方策や取組み、そして今後のスポ－ツ振興のビジョン等の情報を共
有する。行政、障害者スポ－ツ協会及び障がい者スポ－ツ指導者協議会が同
じ問題意識の背景で相互に協力関係づくりを促進させる。
1)特別研修 2018.2.11 大阪市中央体育館 講師、テーマ未定
2)近畿ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修：10 月 29 日（土）大阪市長居障がい者 sc「コグシレ」
3)初級指導者養成講習会 2017、2/18/19 会場 堺健康福祉プラザ
⑺

地域活動の活動状況 地域委員会設置要綱施行と役職
中播磨：大藤恵子 話合いで進めていく
東播磨：澁谷哲志 話合いで進めていく
神 戸：古岡芳弘 話合いで進めていく
丹 波：山本 清 話合いで進めて
阪 神：井垣六郎 話合いで進めていく
淡 路：清水眞澄 話合いで進めていく
北播磨：小山貴子欠席
但 馬：嶋田英明欠席

⑻全国障害者スポ－ツ岩手大会兵庫県選手団介護スタッフ
陸上：宇都宮 FD：藤原 車いすバスケット：中島、福西
〔9〕第 4 回理事会

10 月 8 日（土）10:00－12:00

〔10〕その他（井上氏より情報提案）
ＮＴＴ西日本ボランティア・ギフトプログラムについて、社会福祉分野で
長期に渡ってボランティア活動を継続している社員等を対象にその活動先の
施設等に物品（備品・機器または同等の自社商品）を寄贈するものです。
１件５万円以上３０万円相当までの物品（備品・機器等）を寄贈する。
申請先はＮＴＴ西日本の社員である井上 康を通して申請書を提出する。

