
障害者スポーツ団体を支援するメリット／特典

障害者スポーツの特徴

スポーツ庁 障害者スポーツ振興室
Tel : ０３－６７３４－３４９０ E-mail : kensport@mext.go.jp

多様な障害者スポーツ

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、新聞やテレビで障害者スポーツ
が取り上げられることが増えてきました。しかしながら、障害者スポーツ団体を対象にしたア
ンケート結果によると、様々な支援を求める声が寄せられています。
一方で、すでに障害者スポーツに対する支援に取り組んでいる企業からは、そのメリットも

聞かれます。この機会に障害者スポーツに関わり、支援してみませんか？

✔ 障害者アスリートの雇用や特定の競技・選手の
応援により、社員の一体感の醸成、社員の士気向上
や社会的認知度の向上に寄与します

障害者がスポーツを行う際には、障害の特性に応じた配慮や工夫が必要
です。競技や大会によっては、障害の種類や程度に応じたクラス分けを行
い、ルールや用具などを変更して行われます。競技の中には、新たに考案
して行われているものもあります。

また、様々な競技団体が活動していますが、
団体に対して行ったアンケート調査による
と、多くの団体で日常活動への支援や、事
務局体制支援を必要としている状況です。
（支援ニーズの内訳は左図のとおりです）

障害者スポーツ団体への支援に興味がありましたら、以下にお問合せください
（各団体に直接お問い合わせいただいても結構です）

文部科学省が障害者デザイナー（横溝さやか
氏）に依頼して作成した認定ロゴマークが使
用できます

障害者スポーツ団体への支援を行った民間
企業等に対してスポーツ庁長官感謝状を贈
呈します

一定の期間継続的に支援を行った場合は、
文部科学大臣表彰の対象となります

パラリンピックはオリンピック終了後に同じ開催地で開催される障害者スポーツの最高
峰の大会ですが、この他に、聴覚障害者の総合スポーツ競技大会であるデフリンピックや、
知的障害者の大会であるスペシャルオリンピックスなど、様々な大会があります。

✔ 市場が拡大している障害者スポーツ用具等の開発
への参入の契機となりえます

✔ 障害者スポーツ団体の活動拠点や大会開催地に
対する地域貢献につながります

✔ 特定の競技（団体）の応援を通じた特徴ある会社
づくりに資するものです

✔ 障害者アスリートを雇用する場合は、障害者雇用
促進法に基づく障害者の法定雇用率にも算入されます

✔ 障害者アスリートを応援することで挑戦する企業
イメージを伝えることができます
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障害者スポーツ団体リスト
団体名 所在地 連絡先

公財団法人日本障がい者スポーツ協会 東京都中央区日本橋蠣殻町2-13-6ユニゾ水天宮ビル3F 03-5939-7021（代）

一般社団法人車椅子バスケットボール連盟 東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4F（パラサポ内） 03-6229-5434（専務理事 小瀧 修）

一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-15成樹ビル 303 03-6229-542（田口 智教 参事）

日本車椅子ツインバスケットボール連盟 愛知県名古屋市守山区川上町27早川方 052-700-1921（梶本 佳史 会長）

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 大阪府大阪市住吉区長居2-1-10 パークサイド長居106号 06-6654-5367（事務局：吉村 龍彦、
会長：吉松 時義）

特定非営利活動法人 日本身体障害者野球連盟 兵庫県神戸市垂水区桃山台5-2-4 078-752-4100（岩崎 廣司 理事長）

一般社団法人日本アイススレッジホッケー協会 東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4F（パラサポ内） 080-8861-5376（事務担当者：小山 幸子、
理事長：中北 浩仁）

一般社団法人日本車椅子ソフトボール協会 北海道江別市文京台23 011-387-3907（伊藤 みどり 理事長）

特定非営利活動法人日本車いすフェンシング協
会

京都市左京区下鴨高木町23 075-781-1676（小松 眞一 理事長）

日本車椅子ハンドボール連盟 埼玉県久喜市久喜北2-22-18 090-1683-1215（木野 実 会長）

日本チェアカーリング協会 東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4F（パラサポ内） 090-9268-3148（金子 恵美 氏）

特定非営利活動法人日本車いすダンススポーツ
連盟

東京都大田区山王2-5-9山手ビル9Ｆ 03-3774-2277（愛知 和男 会長）

一般社団法人日本ウィルチェアーラグビー連盟 埼玉県所沢市中新井1-971-1 塩沢様方 090-1694-3883（塩沢 康雄 会長）

一般社団法人日本パラバレーボール協会 東京都台東区東上野3-28-4 上野スカイハイツ204 03-6806-0468（真野 嘉久 代表理事）

一般社団法人日本車いすテニス協会 熊本県荒尾市緑ヶ丘2-5 プラネスト緑ヶ丘205 080-4275-2775（大前 千代子 会長）

認定NPO法人ローンボウルズ日本 兵庫県神戸市北区ひよどり台2-31-20 078-743-6790（事務所）090-3625-5985（携帯）
（事務局長 宮北 茂）

一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビル6F 03-3402-3600（山木 譲 事務局長）

特定非営利法人日本車椅子ビリヤード協会 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9638-1 048-723-6502（戸塚 志郎 理事長）

特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティ
ング連盟

東京都港区赤坂1-2-2
日本財団ビル4F（パラサポ内）

03-6229 -5423（吉田 進 理事長）

認定特定非営利活動法人 日本盲人マラソン協
会

東京都文京区本郷2-9-8本郷朝風ビル5F 03-3814-3229（在田 宗悟 事務局長、
羽毛田 信吾 会長）

日本ブラインドテニス連盟 兵庫県神戸市灘区備後町4-1ウェルブ六甲道 3番街 2番館 201 090-7257-3279(喜多 真弓 事務局長）
080-5335-5797（桂田 元太郎 会長）

特定非営利活動法人 日本視覚障害ゴルファー
ズ協会

東京都武蔵野市境南町4-12-18 0422-32-1466（伊藤 道夫 会長）

一般社団法人日本ゴールボール協会 東京都足立区綾瀬4-21-16 パラシオン綾瀬301 03-5849-3982（樫 尚史(かたぎたかし) 理事）

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協
会

東京都新宿区百人町1-23-7 新宿酒販会館2F 03-6908-8907（釜本 美佐子 代表理事）

一般社団法人日本視覚障害者ボウリング協会 東京都文京区小石川2-24-5-201 03-3818-3009（青松 利明 会長）

日本視覚障害者卓球連盟 北海道札幌市西区八軒三条西2-3-20 ホワイトハウス2F-D 090-3390-5314（保坂 正勝 会長）

一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 東京都新宿区山吹町130 ＳＫビル8Ｆ 03-3268-8847（山根 昭治 委員長）

特定非営利活動法人 日本聴覚障がい者ラグ
ビーフットボール連盟

東京都港区西麻布2-24-17 海老根様方 03-3407-3589【FAX兼用】（担当者：海老根 進）

日本ろう者武道連合 東京都中野区大和町4-36-5 ydsc001@gmail.com（米内山 明宏 会長）

日本ろう自転車競技協会 東京都葛飾区亀有2-69-9-Ⅰ-403 宮田様方 jdca2010@yahoo.co.jp（高島 良宏 理事長）

一般社団法人日本ろう者サッカー協会 東京都品川区南大井4-6-5 jdfa.office@gmail.com（鈴木 猛仁 会長）

一般社団法人日本ろう者スキー協会 東京都日野市平山2-32-12 haji_h@dsij.com（土師 比佐夫 会長）

一般社団法人日本デフバレーボール協会 東京都大田区西糀谷3-18-14 takata-jdva@nifty.com（大川 裕二 理事長）

一般社団法人日本ろう者水泳協会 京都府京都市南区東九条南烏丸長20 共和ビル311号室 info@deaf-swim.com（向 鉄也 会長）

特定非営利活動法人日本知的障がい者サッカー
連盟

東京都練馬区光が丘2-7-3-1215 03-5213-4728 info@jffid.com
（天野 直洋 理事長）

一般社団法人日本知的障害者水泳連盟 東京都江東区東陽2-2-15 東京YMCA社会体育・保育専門学校内 03-3615-5577（佐野 和夫 会長）
03-6229-5425（谷口 裕美子 常務理事）

日本ＦＩＤバスケットボール連盟 神奈川県横浜市中区本牧原11-1 ベイサイト本牧Ⅱ807 小川様
方

090-9158-0881（宮本 憲一 会長）

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 東京都港区西新橋2-22-1 西新橋2丁目森ビル7階 03-6809-2034（代表者 : 有森 裕子 理事長、
連絡先 : 藤本 和延 常務理事）

公益社団法人日本精神保健福祉連盟 精神障害
者スポーツ推進委員会

東京都港区芝浦3-15-14 公益社団法人日本精神保健福祉連盟
内

03-5232-3308（担当者：勝田 みどり）

特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボー
ル協会

東京都北区豊島7-20-7 クレアホームズ王子神谷304号 070-5376-4124（佐々 毅 事務局長）

特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技
連盟

千葉県山武市上横地268-10 080-4429-1672（橋本 聖子 会長、
浅野 武男 事務局長）

特定非営利活動法人 日本障害者セーリング協
会

東京都葛飾区南水元4-6-2-201 03-3627-8989（担当者：渡邉 雅子）

日本障害者カヌー協会 東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4F（パラサポ内） 03-6229-5440（吉田 義朗 会長）

日本障害者シンクロナイズドスイミング協会 京都府京都市左京区高野玉岡町5 京都市障害者スポーツセン
ター気付

075-702-3370（森田 美千代 会長）

日本障害者フライングディスク連盟 東京都台東区日本堤2-32-8 いいづかビル 03-3847-8522（苅安 達男 理事長）

一般社団法人 全日本テコンドー協会 東京都渋谷区1-1-1 岸記念体育館会館内 03-3481-2732（金原 昇 会長）

一般社団法人日本スポーツ吹矢協会 東京都中央区銀座3-10-9 KEC銀座ビル9Ｆ 03-3543-1071（中村 一麿呂 理事長）

公益社団法人日本トライアスロン連合 東京都渋谷区渋谷1-3-8 第二栄来ビル6Ｆ 03-5469-5401（國分 孝雄 会長）

日本卓球バレー連盟 京都府京都市左京区北白川伊織町4-3 長谷川様方 075-706-1911（長谷川 尚三 氏）
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