平成 28 年度第４回ひょうご障害者スポーツ協議会理事会議事録
議事録作成者 丹波地域 吉田克則
１．日時
２．場所
３．出席者
欠席者

平成 28 年 10 月 8 日（土）10:00～12:10
総合リハビリテーションセンター福祉のまちづくり研究所 2 階セミナー室

増田和茂、川口清隆、原敏郎、大藤恵子、篠田健治、井垣六郎、井上康、
徳廣洋一、鎌田則子、吉田克則（山本清代理）
福永奈津子（西播磨）渋谷哲志（東播磨）小山貴子（北播磨）古岡芳弘
（神戸）嶋田英明(但馬)清水真澄（淡路）金山千広、桐村裕一、宮城
大久保正樹、近藤 香

新、

議題
（１）兵庫県障害者スポーツ協会事業の会員協力
1）10 月 9 日(日)10~16 神戸ハーバーランド umie 8 時集合
パラスポーツワールド 2016 の準備運営スタッフ募集
＊スタッフ集めに苦慮するも 12 名＋県職で 25 名となった。8 時現地集合
2）11 月 12 日(土)10~16 しあわせの村 8 時 30 分集合
パラスポーツ王国 HYOGO&KOBE「夢プロジェクト 2016」の協力者（藤田、
伊東、大藤、本条、菅原、堤、小黒
＊スタッフ定員（20 名）足らず募集 地域理事から再募集 10 月末迄に報告
★10 月 31 日主催者＋競技団体打ち合わせ会議（神戸市民福祉交流センター）
3）平成 29 年 1 月 14 日(土)10~16 集合 8 時 30 分宝塚市総合体育館
パラ・スポーツドリーム in 宝塚“夢プロジェクト 2017”運営スタッフ募集中
＊集客は宝塚市側で参加要請中
（２）兵庫県障害者スポーツフェスティバル事業の進捗と報告
１）淡路地域（清水）卓球バレー ＊欠席につき報告なし
２）丹波地域（山本）吹き矢(11/21) 篠山市の川代体育館で午後 1 時開会
３）障害者＆健常者ベンチプレス大会 8/28 100 名が参加
４）CＰサッカー交流事業（たつの市新宮町光都 11/12） サッカー熱上昇
５）ツインバスケットボール体験交流会
＊大学生の参加募集
＊本事業について昨年度 10 事業、本年度新たな企画などの新種目を中心に 5 事業と
なり次年度以降もこの方針で地域や関係団体へ展開予定。
（３）平成 28 年度地域特別事業進捗状況
1）神戸地域（古岡）＊欠席につき省略（報告書受領済み）
2）丹波地域（山本）9/17 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌﾎﾟｰﾂ 21 と一体となって開催 90 名参加
＊スポーツクラブ２１との連携のモデル的な展開である。
＊明石市でも年間 8 回のボッチャ大会を展開している。（篠田理事）
（４）障害者スポーツふぉーらむ 2017 の企画
期日：2017 年 2 月 12 日(日)総合リハ研修ホール他

内容：ポスター表彰
基調講演「リオ・パラリンピックの体験」
分科会①スポーツ障害の予防とケア（小黒 修）
②障害者スポーツ支援活動の報告
役割分担（総務、経理、広報、会場、式典、講演、分科会、記録）
＊基調講演には、一定の集客力のある人が適任。
候補者：車いす上地結衣さん、卓球別所キミヱさん、ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ審判員の新井さん、
パワーリフティングの三浦さん、陸上車椅子レーサーの永尾嘉章さん等。他候補があ
れば川口副会長まで連絡すること。
当日のプログラムの入れ替え（例：ポスター表彰を後半）などの工夫も要検討。
次の役割分担について、例年の反省会でも課題が出てくるが解決には至っていない。
その理由は、ひとりに係る役割量が多いことであり、分散する必要がある。未経験理
事と経験のある理事とペアで進めることが望ましい。共通理解の面からも当日打合わ
せの他に会議を開催しなければならない。
当日川口副会長が他の業務で不参加となることから主担当を決めておく。主たる内
容は、全体の運営を円滑に進行させるリーダーに経験豊かな古岡芳弘さんが推挙され
た。（本人にはこれから打診）経理は増田会長が担当。会場の利用予約等は、川口副
会長が担当。全体の指揮系を担う古岡さんに受けていただくか意思確認する。
（５）近畿ブロック事業
1）特別研修 2017.2．11 大阪市中央体育館
2）近畿ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修：10 月 29 日(土)大阪市舞洲障がい者 SC 募集中「コグトレ」
＊内容別紙資料 内容的に良いが参加者が少ない。10/10 を過ぎても申込可
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
（６）地域活動の活動状況
地域委員会設置要項施行と役員の報告
＊活動として東播磨地域では「レガッタ」、丹波地域ではボッチャなどの体験会を実
施した。東京オリンピック選手発掘強化事業からのパラアスリートの発掘に期待する。
（７）「平成 27 年度協議会だより」の発刊準備
・全国障害者ス大会選手団介護スタッフ遠征記
編集委員選出と編集計画
＊編集委員に篠田理事。会員ｱﾝｹｰﾄの項目を再考する。会員と地域活動の結びつき
が少ない現状課題解決へ向けた対応。
（８）地域情報の web 更新
ID「chi」 pw「iki」
＊地域情報更新が僅少であることから、再度情報更新に努めたい。
（９）次回理事会
平成 28 年 12 月 10 日（土）10 時~12 時 総合リハセンター

平成 28 年度第５回ひょうご障害者スポーツ協議会理事会議事録
議事録作成者 北播磨地域 徳岡文江
（北播磨地域委員会副代表）
１日時
２場所
３出席者

平成 28 年 12 月 10 日（土）10:00～12:30
総合リハビリテーションセンター福祉のまちづくり研究所 2 階セミナー室

増田和茂、川口清隆、原敏郎、大藤恵子、井垣六郎、鎌田則子、古岡芳弘
山本清、徳岡文江（小山理事の代行）
欠席者 福永奈津子（西播磨）小山貴子（北播磨）嶋田英明(但馬)清水真澄（淡路）
金山千広、桐村裕一、宮城 新、大久保正樹、近藤 香、篠田健治、井上
康、徳廣洋一
４議事録
（１）ゲストコメンテーター兵庫県障害者スポーツ協会（関）
リオパラリンピック報告、特別支援学校拠点整備、県下の企業・大学と障がい者スポ
ーツ応援協定、スペシャルオリンピックスからボランティアで協力依頼等について
「協議会便り」に掲載する。
（２）障がい者スポーツふぉーらむ 2017 概要と役割分担
１）基調講演(ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ)：谷口真大氏（ブラインドランナー）
松垣省吾さん（ガイドランナー）
正垣 源氏（バドミントン）
２）分科会１(ワークショップ形式)
小黒 修氏（日本肢体不自由者卓球協会トレーナー）
分科会２(講演形式)
末政博文氏(光都スポーツクラブ)
３）障害者スポーツポスター展表彰式
運営スタッフ会員は、12／25 までに連絡すること。
（３）日本障がい者スポーツ協会｢功労章｣の推薦
3／2 東京にて表彰。会員または団体で 15 年以上の活動実践歴。
12／25 までに事務局まで自薦他薦
（４）パラ・スポーツ応援隊 in 宝塚 夢プロジェクト 2017
1／14(土) 宝塚市立スポーツセンター スタッフ 9 時集合。
※12／15 までに協力会員を地域理事は連絡。
（５）障がい者スポーツポスター展の進捗状況
たつの市斑鳩小学校が 80 余枚応募有り 100 枚を超える。
平成 29 年 1 月 17 日（火）審査会
（６）ホームページドメイン更新について（セキュリティーの安全性低下）
ドメインの使用料：27000 円推奨：Zenlogic ポスティングプラン S ドメイン更
新料：14985 円／年移設料：30,000 円 (合計：44985 円) 指導者協議会とネッ

トと按分。来年 4 月位にアドレス・ドメイン変更予定。
（７）○○助成事業の申請
井上理事が申請、多種事業に使用できるもの：パソコン・プリンター、プロジェ
クター・スクリーン（自立式）・カメラ 2 台等、県立障害者スポーツ交流館へ寄
贈し、共用できる仕組み。
（８）｢協議会だより｣会報作成・発送
3／5（日） 総会。アンケート・総会案内を 1 月下旬送付予定。袋詰めは、外注
（単価 5 円）調査票の内容を至急検討。
（９）総会（2017・3・5）について
1 時間（講演 45～50 分＋質疑応答 15 分）予定
講演●前田真悟氏に依頼。総会後に軽食交流会。
（10）地域委員会活動報告、次年度への計画
但馬(山本)：SC21 との交流。第 3 回吹き矢（35 名）。グランドゴルフ交流大会
阪神(井垣)：なし
神戸(古岡)：9/4 阪神・神戸地区ユニバーサルスポーツ(60 名、県予算)
中播磨(篠田)：ボランティアセンター主催で障がい者スポーツを紹介
来年はシッティングバレーを予定。12/11 ふうせんバレーを予定
（11）スポーツ指導者養成講習会実技補助会員
7 名の会員と受講者との接点づくりと地域活動への参加促進を目的とする。
（12）次回理事会 2017／1／21（土）10 時から 12 時予定
会場：総合リハビリセンター

第 6 回理事会議事録について
記録：岡田正幹（阪神地域）
１日

時

平成２９年 1 月 21 日（土）

２場

所

総合リハビリテーションセンター

9０：00～12：00
福祉のまちづくり研修所 2 階セミナー室

３出席

増田和茂、原 敏朗、大藤恵子（中播）、小山貴子（北播磨）、古岡芳弘（神戸）、山本 清（丹
波）、岡田正幹（阪神）鎌田則子、徳廣洋一
欠席 川口清隆 嶋田英明（但馬）福永奈津子（西播磨）、井垣六郎（阪神）、清水真澄（淡路）、篠
田健治（東播）井上 康、金山千広、桐村裕一、宮城 新、大久保正樹、近藤 香、

４議事録

（１）兵庫県、神戸市障害者スポーツ関連事業の会員協力報告
１）11 月 12 日（土）10-16 しあわせの村
パラスポーツ王国 HYOGO＆KOBE「夢プロジェクト 2016」の協力（30 名）
２）平成 29 年 1 月 14 日（土）９-16、宝塚市立スポーツセンター総合体育館
３）初級指導者養成講習会実技補助（県、1・14）の協力員 7 名（原）
４）パラ・スポーツ応援隊 in 宝塚夢プロジェクト 2017
５）
（２）地域活動報告、平成 29 年度事業計画
１）神戸（古岡）２）阪神（岡田）３）中播磨（大藤）４）北播磨（小山）
５）丹波（山本）６）淡路（資料提示）

（岡田）

（３）障害者スポーツポスター事業（共催）
入選作品の決定と表彰
（４）「協議会だより 27 号」について
印刷 1200 部発注、送付は「あけぼの」
（５）近畿ブロック他事業
１）特別研修 2017.2．11 大阪市中央体育館
２）初級指導者養成講習会 2017、2/18/19 会場 堺健康福祉プラザ
３）平成 29 年度近畿ステップアップ研修：11 月未定、会場：滋賀県、内容調整中
４）堺ファインプラザ開催「中級指導者養成」※初級有資格者対象
（６）日本障がい者スポーツ協会功労章推薦について（嶋田英明、中西

工）

（７）平成 28 年度総会について
総会次第、司会（古岡）、議長（増田）、書記（岡田、徳廣）、受付（鎌田、大藤）
基調講演（前田真吾氏）
、交流会（鎌田、大藤、山本）
（８）障がい者スポーツふぉーらむ 2017 実行委員会
役割分担など主担当：原、総合司会 古岡 ふぉーらむ：増田
分科会：野口、徳廣
会場関係：川口 手話、要約筆：増田
（９）次回理事会 平成２９年２月２５日（土）10 時から 12 時
場所：兵庫県立総合リハセンター

