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地域における障害者スポーツ振興へのガイドブック「兵庫県」
はじめに
2020 東京オリンピック・パラリンピックが国民のより身近なスポーツ祭典として感じるこの頃、競技
スポーツに関しては必然と関心や注目があることを知ります。しかし、障害のある方が身近な地域環境
でスポーツを興じるにはまだまだハード・ソフト両面で十分とはいえません。その背景で地域スポーツ
推進役の行政、教育、スポーツ施設、一般スポーツ団体組織などが、何をどのように取り組めば前進する
のだろうか？このような声を聞くことが多い現実です。それらの声に応え微力ながら、
「地域のおける障
害者スポーツの振興」に役立つことを願い編集しました。
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１兵庫県での基本情報

（１）障害者スポーツ拠点施設

兵庫県下障害者スポーツの活動拠点施設
施

設

名

①兵庫県立障害者スポーツ交流館
②西播磨総合リハビリテーションセンター
ふれあいスポーツ交流館
③オージースポーツ神戸福祉スポーツセン
ター
④しあわせの村

⑤芦屋市保健福祉センター

⑥西宮市総合福祉センター

⑦尼崎市立身体障害者福祉センター
⑧伊丹市立障害者福祉センター
（アイ愛センター）
⑨明石市総合福祉センター

⑩姫路市立障害者体育館

住

所 / TEL・FAX

〒651-2181 神戸市西区曙町1070
TEL 078-927-2727

FAX 078-927-8022

〒679-5165 たつの市新宮町光都1丁目7-1
TEL 079１-58-1313

FAX 0791-58-1323

〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32
TEL 078-271-5332

FAX 078-271-5373

〒651-1106 神戸市北区しあわせの村1-1
TEL 078-743-8000

FAX 078-743-8180

〒659-0051 芦屋市呉川町14-9
TEL 0797-31-0612

FAX 0797-31-0614

〒662-0913 西宮市染殿町8-17
TEL 0798-33-5501

FAX 0798-35-1132

〒661-0024 尼崎市三反田町1-1-1
TEL 06-6423-0015

FAX 06-6423-0054

〒664-0015 伊丹市昆陽池2-10
TEL 072-772-0221

FAX 072-780-2897

〒673-0037 明石市貴崎1丁目5-13
TEL 078-918-5660

FAX 078-918-5661

〒670-0806 姫路市増位新町2-37
TEL 0792-88-7122

FAX 079-224-3173

⑪神戸市立王子スポーツセンター

〒657-0805 神戸市灘区青谷町1丁目1-1
TEL 078-802-0223
FAX 078-861-5628

⑫立雲の郷とらふす道場

〒669-5252 朝来市和田山町竹田2063-3
TEL 0796-74-0088
FAX 079-674-0089

検索サイト
ひょうごの障害者スポーツサイト
http://hyogo-ssnet.com

（２）障害者スポーツサークル（組織）
連盟・協会

連盟・協会

連盟・協会

連盟・協会

1 兵庫県身体障害者水泳連盟 兵庫県障害者卓球連盟

兵庫県知的バスケットボ-ル連携 兵庫県障がい者バドミントン協会

2 楽泳会

尼崎ＷＳＣ

トマト

兵庫県ゴールボール協会

3 兵庫ＳＣ

ピンポン

共に歩む会

兵庫県身体障害者アーチェリー連盟

4

さくらＴＴＣ

阪神昆陽特別支援学校 聴覚障害者サッカー

西宮市総合福祉センター水泳クラブ

5 光都SC

兵庫ろうあ卓球クラブ 西神戸特別支援高等学校

6 兵庫県知的障害者水泳連盟 神戸ウィングス
7

兵庫県電動車いすサッカー協会

兵庫ブラインドサッカー協会
兵庫県身体障害者グラウンドゴルフ協会

スペシャルオリンピックス 兵庫パープルスネークス

兵庫県チェアスキー協会

8 神戸ＳＴＯＲＫＳ

キャメルズ

ＮＰＯ法人兵庫県障害者タンデムサイクリン

9 神戸ＺＥＲＯ’Ｓ

兵庫県卓球バレー協会 セレッソ阪神

兵庫県車椅子バスケットボール連盟

Ｒeｄ

Ｅaｇｌｅｓ

グ協会

神戸市障害者射撃協会

10 伊丹スーパーフェニックス わいわいサークル

兵庫県身体障害者野球連盟

一般社団法人日本障がい者乗馬協会関西支部

11 キャロッツ

あべいすと

神戸コスモス

ひょうご障害者スポーツ指導者協議会

12 ギミックス

ユニバーサル篠山チャレンジクラブ

TAF

ひょうご伴走歩協会

13 神戸ベアーズ

フレスコ（西播磨）

アルカディア

障害者スポーツネットひょうご

14 デフバレーボール連携

兵庫県車いすテニス協会 ヤンガーズ

ＮＰＯ健康まちづくり推進協議会

15 兵庫ろうあ男子

神戸クラブ

兵庫のじぎく

ＮＰＯユニバーサルスポーツ振興協会

16

兵庫ろうあ女子バレーボールクラブ

三木山クラブ

社交ダンス

ＮＰＯ全国ヒューマニティー支援機構

17

神戸市ろうあ女子バレーボールクラブ

近畿ブラインドテニス協会 ピアチェーレ

ＮＰＯ障害者自立支援センター

BT明石

楠の会

スポーツプラネット姫路

19 ひめじバレーボールクラブ ＦＵＫＵＭＩＭＩ

知的ダンス連携

チームＷｅＢ

20 兵庫ＷＡＶＥＳ

DUALRING

ユニバーサルスポーツネットＪＡＭ

パブリックモンキーズ

ユニバーサルＴＡＫＡＳＡＧＯ

ミュージックボックス

兵庫県視覚障害者スポーツ連盟

18 兵庫排球倶楽部

21

兵庫県障害者ローンボウルズ連盟

兵庫県ローリングバレーボール連盟 兵庫車椅子ローンボウルズクラブ

22 トムウィングス

玉津ローンボウルズクラブ

23 西宮メッツ

兵庫県身体障害者吹矢協会 Athlon

24 フレンズ

玉吹クラブ

ひょうご伴走歩協会

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

25 神戸スターズ

尼崎吹き矢クラブ

兵庫県障害者ふうせんバレーボール連盟

公益財団法人兵庫県身体障害者福祉協会

26

伊丹吹き矢交友会

兵庫県視覚障害者福祉協会スポーツ部

社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

27 兵庫ＬＳＣ

ユニバーサル篠山チャレンジクラブ

兵庫県障害者空手道部会

兵庫ブラインドスポーツ情報ターミナル

28 播磨キング

荒田ふれまち

兵庫障害者フライングディスク協会

29 メディカル

宝塚吹き矢クラブ

兵庫県アームレスリング連盟

30 神戸ジェッツ

兵庫県メンタルフットサル連盟

兵庫県ディスエイブルパワーリフティング連盟

31 ＳＯＵＬ（魂）

スカイドラゴン

兵庫パラ陸上競技協会

32 兵庫県障害者卓球連盟

Ｖettiona播

兵庫県知的障がい者陸上競技協会

33 玉卓

ストライカーズ

あかしユニバーサルフットサル連盟

34 フェニックス

リバース神戸

兵庫県特別支援学校サッカー連盟

35 神戸卓球クラブ

アミザージ078

兵庫県脳性麻痺7人制サッカー協会

36 かるもＴＴＣ

兵庫県ボッチャ協会

兵庫県アンプティサッカー連携

37 フレンズ卓球クラブ

伊丹ボッチャクラブ

兵庫デフフットボールクラブ

38 兵庫パラ卓球

宝塚障害者スポーツクラブ・ボッチャ部

兵庫県トライアスロン協会

兵庫シッティングバレーボール連盟

KAKURU

兵庫県障害者サッカーネット

（３）障害者スポーツ指導者

１）資格取得方法 ２）競技別審判資格

初級障がい者スポーツ指導員
地域で活動する指導者で、主に初めてスポーツに参加する障がい者に対し、
スポーツの喜びや楽しさを重視したスポーツの導入を支援する者。
【受講資格】
受講年度の４月１日現在で 18 歳以上の者。
中級障がい者スポーツ指導員地域における障がい者スポーツのリーダーと
しての役割を持ち、指導現場で充分な知識・技術と経験に基づいた指導がで
きる者。
【受講資格】
初級障がい者スポーツ指導員資格を取得して、２年以上経過している者で、
かつ 80 時間以上の活動経験を有する者。又は、日本スポーツ協会公認ス
ポーツ指導員資格（スポーツリーダーを除く）を取得し、初期登録から 3 年以
上の指導経験を有する者。
上級障がい者スポーツ指導員

審判員資格

県レベルのリーダーとして、指導現場では障がい者スポーツの高度な専門的
知識を有し、指導技術と豊富な経緯に基づいた指導と指導員を取りまとめる
指導的立場になる者。
【受講資格】
中級障がい者スポーツ指導員資格を取得して、３年以上経過している者で、
かつ 120 時間以上の活動経験を有する者。
障がい者スポーツコーチ

●ボッチャ

各種競技別の障がいのある競技者の強化・育成などを行う者。
【受講資格】
上級又は中級障がい者スポーツ指導員資格を有し、当協会加盟競技団体か
ら推薦された者。

●ふうせんバレー

障がい者スポーツ医

●卓球バレー

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動に必要な医学的管理および指導
などの医学的支援を行う者。
【受講資格】
日本の医師国家資格を有し、5 年以上経過した者。

●車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
●車いすﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

●フライングディスク
●電動車椅子サッカー
●ゴールボール
●ｼｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
●グランドソフトボール
●ウィルチェアーラグビー
●サウンドテーブルテニス
●ブラインドサッカー
●ローリングバレーボール

障がい者スポーツトレーナー
障がい者のスポーツ活動に必要な安全管理および競技力の維持・向上の支
援をする者。【受講資格】
↓下記 ①、②のいずれかに該当する者
① 日本スポーツ協会公認アスレティック・トレーナーの資格を有して
いる者。
② 当協会加盟競技団体等で活動している者で、当該加盟競技団体から
推薦された理学療法士、作業療法士等の国家資格を有する者。

初級障害者スポーツ指導者養成講習会は、毎年兵庫県障害者スポーツ協会が実施。競技別審判員資格
等は競技団体へ問合せください。問合せ 電話 078-362-3240（公財）兵庫県障害者スポーツ協会

（３）障害者スポーツ指導者

３）情報

障害者スポーツにいざ取り組もうとするが地域や競技団体の情報が必要です。

http://hyogo
-ssnet.com

その情報をどこで入手するのかを下記に紹介します。

兵庫県内の情報収集編集したガイドブック 2011.2017

兵庫県下のスポーツ情報（大会、
講習会、施設）など全国初の情報
スポーツカレンダーは毎年発行
され、県下福祉事務所、関係団
体、特別支援学校に配布
健康ガイド 2008

近畿地域情報 2012.2014 Guidebook

＊1960 年から配信

Web 情報は検索者にとって発信する側のネットワークが希薄の現状と課題から「一元化」は日本初

２地域への障害者スポーツアクション（１）障害者スポーツ施設・用具
スポーツ施設の新設、改修時に配慮することで障害あるかたから高齢者までが利便性が附加されます。
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

競

技

用

具

名

価格（円）

車いすレーサーオーダー
陸上競技（肢体不自由）

ランニング用義足オーダー
投てき台オーダー

パラカヌー
水泳

カヤック
入水ステップ
タッチ棒（視覚障害）

350,000
1,000,000
300,000
50,000
280,000
26,000

車いすバスケットボール

専用車いすオーダー

300,000

車いすツインバスケットボール

専用ゴール一対

235,400

ローリングバレーボール（肢体不自由）

支柱・ネット

325,600

フロアバレーボール（視覚障害）

支柱・ネット

325,600

シッティングバレーボール

専用支柱・ネット

465,300

卓球台

270,000

車いす卓球

卓球ボール拾い（釣り用網）

500

サウンドテーブルテニス（STT）

専用卓球台一式、

卓球バレー

専用サポート他一式

12,000

ブラインドテニス（視覚障害）

専用ボール（１打）

11,880

ブラインドサッカー（視覚障害）

専用ボール

5,700

専用車いす

650,000

電動車椅子サッカー

ボール

アンプティサッカー（下肢切断）

杖(ロフトランドクラッチ）

グランドソフトボール（視覚障害）

公認球

ウィルチェアーラグビー（肢体不自由）
ボッチャ（広汎）
ボウリング（肢体不自由）
ローンボウルズ（インドア）
ゴールボール

専用車いす

440,000

12,000
3,000
4,400
1,200,000

ボール

4,000

ボールセット普及型

40,000

ランプ（勾配具）

42,900

投斜台

65,000

ボウル普及セット

97,200

室内用マット
ボール

100,000
26,000

ゴールポスト

685,000

チェアスキー

モノスキー、バイスキー

170,000

タンデムサイクリング

タンデム自転車

140,000

吹矢

吹矢セット(市販品）

20,000

アーチェリー

普及セット

50,000

ビームライフル

ライフル銃一式

フライングディスク

アキュラシーゴール一式

トレーニング

その他

ニューステップ
スタンディング（起立保持）

1,000,000
65,000
1,280,000
460,000

杖ホルダー

1,500

コミュニケーションボード（聴覚障害）

2,000

空気入れ（車いす用）

2,000

ベンチ（長いす）＊床づれ予防
介護者同伴更衣室 *異性介助

20,000

整備することでユニバーサルな環境づくり 点字案内（歩道くん）ゴムシート、音声ガイド
点字サイン（案内板・てすりなど）
多機能トイレ（男女別）
車いす使用者駐車場（屋根付き）
障害者スポーツマーキング（アリーナ）

（２）公共スポーツ施設開催のスポーツ教室
地域における公共スポーツ施設が企画する「スポーツ教室」を紹介します。施設はバリアフリー仕
様が安全安心して取り組むための条件となり、スポーツ教室へのニーズは児童・生徒が多く希望し
参加するにもそのハード整備が十分ではないことが多くあります。
施設整備の基本
●入り口スロープ、音声案内。多機能トイレ、プール入水リフター、スロープ
＊小児用トイレや個別更衣室（異性介助：お母さんが息子さんの更衣、お父さんが娘さんの更衣）

兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター
ふれあいスポーツ交流館の紹介
たつの市新宮町光都 1-7-1
スポーツ教室事例

●水泳教室は人気が高く、障害別、年齢別、泳

・知的障害児親子水泳教室（小学生以下）

力（顔がつけられない）等事前確認

・知的障害者水泳教室（中学生以上）

●医師からトレーニング室及びアリーナで運

・身体障害児親子水泳教室（小学生以下）

動を勧められている障害者及び高齢者対象に

・障害者水泳教室（中学生以上高校生以下）

行われている教室参加には運動前にバイタル

・身体障害者水泳ワンポイントレッスン

チェック要（血圧、愁訴、体調他）

・身体障害者水中ウオーキング教室
・初心者卓球教室
・ジュニア運動教室
・予防リハ教室、等

アリーナ（バスケットボールコート２）、
プール２５ｍ温水
トレーニング室
用具：ボッチャ、スポーツ用車いす
フライングディスク、卓球バレー
サウンドテーブルテニス、多種の
レクリーエーション用具

（２）公共スポーツ施設の事業展開
一般公共施設が取り組む
障害のある利用者や家族が安全安心してスポーツに取り組むためには、障害児・者を理解したスタッ
フが必要です。その人材確保には施設職員が「障がい者スポーツ指導者」資格取得、または職員採用
条件にすることも条件になることでしょう。

施設の点検
障害の種別はさまざま、身体障害（肢体不自由、視覚障害、聴覚言語障害、内部
障害）、知的障害、精神障害などが施設を利用するには、ユニバーサルデザイン
が基本となります。さらに、地域にお住まいの当事者に直接意見、希望や提案を
求めることが効率よく施設にフィードバックされます。

スポーツ用具の整備
障害者スポーツ特有の用具整備は必要で、その用具も普及目的の廉価なものま
で多種が販売されています。その整備は障害のある方から高齢者や用事まで幅
広く活用できる利点があります。新規用具の整備に資料や関係施設、障害者ス
ポーツ団体への問合せが有効です。

需要と供給
よく「障害者スポーツの希望はあるんですか？」このような質問をよく耳にしま
す。地域で障害者スポーツを提供するには、個人を対象にすることから地域に関
係する当事者団体、支援団体及び福祉関係施設・事業所へ打診しての需要と供
給をマッチングさせることが効率的です。

指導者は
現在兵庫県内（神戸市含）には約 1,200 名の「障害者スポーツ指導者」が登録さ
れ、活動をしています。しかし、地域との連携は十分ではなく、９地域で組織する
会員と福祉行政、特別支援学校などとの関係強化が今後の課題です。プログラ
ム企画相談から実際の運営に協働の相談を受け付けています。

障害者スポーツの講演・研修
人権学習、福祉研修、障害者スポーツの実技講習や障害への理解・啓発に関する
人的派遣も対応できる組織連携があります。また、「出前障害者スポーツ教室」
にも対応（内容、予算）相談受付ます。
（公財）兵庫県障害者スポーツ協会

078-362-3280

FAX078-362-9040

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10-１ ユニバーサル推進課内

（３）スポーツ推進委員が関係する事例

１）加古川市

加古川市は、兵庫県の市。特例市に指定されており、東播磨地方の中核都市として機能している。兵庫県
東播磨県民局に区分される。 人口 262,171 人 障害者数
障害者スポーツ指導員 ５０名

スポーツ推進委員 48 名

東播磨地域指導者会は、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町で活動している個
人や団体の障害者スポーツに関する情報交換場や研修の場として、２ケ月に一度会議を行
い、さまざまな事業に参加をして指導者自身の指導力向上を目指し活動をしています。
令和元年８月２５日、加古川市ネットワーク委員会（加古川市体育協会・スポーツ推進委員会・
NPO 法人加古川総合スポーツクラブ）と東播磨地域委員会の連携により、「第１回かこパラスポ
ーツ王国」が開催されました。７種目のパラスポーツ体験会を実施し、３５０人の参加がありまし
た。ファミリーも多く、「続けてほしい」という意見もたくさんあり、障害者スポーツをしたい人を
「つなぐ」という役割を担っていると強く感じた一日でした。また、オリンピック・パラリンピック大
会後のレガシーの創出のため、卓球バレーやボッチャ審判講習会も積極的に開催しており、各地
域のスポーツ推進委員の方をはじめ、多くの方にも参加いただき、東播磨地域全体で障害者ス
ポーツが盛り上がるよう取り組んでいます。今後も途切れないように活動を継続させ、障がい
のある、なしに関わらず、誰もがスポーツを楽しむことが「あたりまえ」となるよう、また、障害者
スポーツをしたいという人が「できる場」が作れるように、さまざまな団体へのアプローチなど
にも取り組み、東播磨地域からそれぞれの市、町や隣保など、小さなコミュニティーまでがスポ
ーツを通して交流の輪がつながるような活動を目指したいと思います。

卓球バレー指導者講習会、地域交流事業へチーム参加と運営スタッフ、加古川市での事業開催

（３）スポーツ推進委員が関係する事例

２）丹波市

丹波市は、兵庫県東部に位置する市。丹波県民局管轄区域。 市名の由来は、市域がかつて丹波国の一部
であったためで、同じ丹波地方の京都府福知山市と県境を接する。 人口 63,941 人 障害者数
障害者スポーツ指導者 ２９名 スポーツ推進委員 27 名

私たちの丹波地域（丹波篠山市、丹波市）は、スポーツを通して障害者の社会参加活動を支援
していこうという共通理念を抱いた者の集まりとして障害者スポーツ指導員有資格者 6 名で発
足しました。
当初は、障害者団体の活動にお声が掛かればボランティアとして参加する程度でしたが、活
動を展開していくためには人員確保が先決ということで、障害者スポーツ指導者養成講座の受
講を促すために市役所や社会福祉協議会、ボランティア団体等の職員に声掛け運動を展開し、
功を奏して現在では約４０名の大所帯となりました。
年間の活動も会員相互の情報交換や研修の場として２ケ月に一度開催の定例会の開催。丹
波市では 7 年前からボッチャ交流大会を開催し、丹波篠山市ではスポーツクラブ 21 と連携した
グラウンドゴルフ交流大会の開催や卓球バレー、吹き矢など健常者も障害者も参加する活動に
指導者も大きく関わってきています。
また、一昨年からパラスポーツの紹介に地域イベントにポスター展示も行っており、関係団体
からの協力要請の声もかかりつつあります。
外出機会の少ない障害者のスポーツを通じた仲間づくりの場をサポートし、誰もが自分のやり
たいことに挑戦できる社会に近づくことを願っています。

地元 FM 放送での広報周知活動（左） 地域連携の中で単体スポーツ企画事業と仲間たち（4 枚の写真）

（４）

障害者スポーツ現場での安全対策

障害者スポーツ危険？安全？
スポーツにはリスクがあるものと一般スポーツでも同じ条件状況があります。障害のある方はむしろ定期
的な医療検査、体調管理していることもあり一般スポーツよりもケガや事故が少ないでしょう。スポーツ
教室、スポーツイベント開催には通常の安全管理に配慮し、関係スタッフはその理解と事前の打ち合わせ
やケガや事故が起きたときの対処マニュアルを作成しておくことがポイントです。
スポーツ指導者の安全配慮義務の心得
スポーツ指導者の安全配慮の心得は、スポーツ事故の発生をできるだけ防
がなければならないことはいうまでもありません。スポーツ基本法にも「安全
確保のための６つの指針」（安全指導と安全管理）が明示され、参加者の生命・
身体・健康等の安全に配慮し、参加者が事故に遭わぬように安心してスポー
ツができる環境を提供する義務を負うことが「安全配慮義務」と言います。こ
れの「安全配慮義務」とは、一般スポーツ動揺に事故を予見し、回避する注意
義務です。

（１）スポーツ活動への準備
①参加者への配慮：年齢、性別、障害の種別と程度、行動特性、コミュニケーション力、協調性、投薬、てんか
ん、スポーツ暦や技術レベル、緊急連絡先情報共有。
②環境：使用する用具、設備、空調有無、AED設置有無と設置場所、救急用品の有無、施設入り口からの導線
などの現場情報及び用具不具合等には修理・調整。施設への公共交通機関アクセス情報。
③緊急時の対応マニュアル：万が一スポーツ事故・事件が発生したときの対応マニュアル作成とチームスタ
ッフの共有と事前シミュレーションを行う。
④医療・福祉関係と家族の連携：参加者の障害、健康状態、行動特性などを事前に知ることや事故予防に
配慮する事項を知ること、関係者との連携は重要である。
⑤保険加入：スポーツ事故には、参加者、指導者、支援するボランティア、家族などのケガ、施設設備・用具
を破損する恐れもあることから保険加入は原則。
⑥天候対応：自然（猛暑、雷、台風、地震）による状況判断と中止する場合の連絡方法をマニュアル化。

３

基本情報

兵庫県における障害者数と特別支援学校

県立
no

県立
名称

学部

地域

no

市立
名称

学部

地域

no

学部

地域

小中高

赤穂市

1 神戸市立青陽東養護学校 小中高

名称

神戸市

1 西神戸高等特別支援学校 高

神戸市

13 赤穂特別支援学校

2 阪神特別支援学校

小中高

西宮市

14 西はりま特別支援学校 小中高

たつの市

2

神戸市立青陽須磨支援学校

小中高

神戸市

3 芦屋特別支援学校

小中高

芦屋市

15 出石特別支援学校

小中高

豊岡市

3

神戸市立いぶき明生支援学校

小中高

神戸市

4 こやの里特別支援学校 小中高

伊丹市

16

小中高

美方郡

4 神戸市立友生支援学校 小中高

神戸市

5 阪神昆陽特別支援学校 高

伊丹市

17 豊岡聴覚特別支援学校 小中高

豊岡市

5

三木市立三木特別支援学校

小中

三木市

6 高等特別支援学校

高

三田市

18 あわじ特別支援学校 小中高

洲本市

6

小野市立小野特別支援学校

小中

小野市

7 氷上特別支援学校

小中高

丹波市

19 神戸特別支援学校

小中高

神戸市

7

加西市立加西特別支援学校

小中高

加西市

8 いなみ野特別支援学校 小中高

加古郡

20 のじぎく特別支援学校 小中高

神戸市

8

丹波篠山市立篠山養護学校

小中高

丹波篠山市

9 東はりま特別支援学校 小中高

加古郡

21 播磨特別支援学校

たつの市

10 北はりま特別支援学校 小中高

多可郡

22 和田山特別支援学校 小中高

朝来市

11 姫路特別支援学校

小中高

姫路市

23 上野ケ原特別支援学校 小中高

三田市

小中高

明石市

12

小中高

姫路市

姫路しらさぎ特別支援学校

出石特別支援学校みかた校

高

国立
1

神戸大学附属特別支援学校

「地域における障害者スポーツ振興へのガイドブック」
〈兵庫県〉
2019 年度（公財）日本障がい者スポーツ協会委託事業
2019 年 11 月 1 日 発刊

＊表紙デザイン 平成 28 年・30 年度障がい者スポーツ絵画展入選作品から
上段左 古林信幸さん「義足のランナー」
上段右 松浦安里さん「この一球に思いをこめて」
下 段 大藤佑隆さん「ボッチャで遊んだよ」
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