
1 北海道 満田つもる
みつだつもる 北海道における障害者スポーツに関する指

導・普及
スポーツ

2 北海道 布の絵本のんの
ぬののえほんのんの 布の絵本の製作及び製作品の補修 文化

3 青森県 十和田点訳・朗読奉仕会
とわだてんやく・ろうどくほうしかい

市広報・議会だよりの録音テープ製作及び青
森県視覚障害者情報センター依頼の点字・音
訳図書製作

学習

4 青森県 ボランティアサークル　虹の会
ぼらんてぃあさーくる にじのかい 知的障がいのある成人の生涯学習スクール

「ピュアフレンズ」
学習

5 岩手県 特定非営利活動法人　岩手音声訳の会
とくていひえいりかつどうほうじん いわておんせいやくのかい 録音図書製作事業等 文化

6 宮城県 宮城
みやぎまっくす

MAX 車椅子バスケットボール スポーツ

7 秋田県 NPO法人　障害者アクアレッスン　ミラクルスイミ
えぬぴーおーほうじん しょうがいしゃあくあれっすんみらくるすいみー

ー 障害児・者に対する水泳指導 スポーツ

8 山形県 尾花沢市身体障害者福祉協会
おばなざわししんたいしょうがいしゃふくしきょうかい 障害者スポーツ・レクリエーション スポーツ

9 栃木県 熱気球ふれあい事業実行委員会
ねつききゅうふれあいじぎょうじっこういいんかい 熱気球ふれあい事業 学習

10 栃木県 特定非営利活動法人　次世代たかねざわ
とくていひえいりかつどうほうじん じせだいたかねざわ なかよしコンサート 文化

推薦者
（都道府県・指定都市等）

被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
活動の
分野

【都道府県・指定都市関係】

平成２９年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰
被表彰者名簿

No.
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11 埼玉県 埼玉県点訳研究会
さいたまけんてんやくけんきゅうかい 視覚障害者及び公共図書館、視覚障害者情

報提供施設のための点訳奉仕
学習

12 千葉県 須和田　日曜大学
すわだ にちようだいがく 日曜大学 学習

13 千葉県 浦安市堀江公民館
うらやすしほりえこうみんかん きぼう青年学級 学習

14 東京都 遠藤　美枝子
えんどう みえこ 視覚障害者等に対する音訳活動

対面音訳や録音音訳に携わる音訳者の育成
学習

15 東京都 特定非営利活動法人　えこお
とくていひえいりかつどうほうじん えこお スポ・レクひろば スポーツ

16 東京都 市川　健一
いちかわ けんいち 障がい児スポーツ教室 スポーツ

17 東京都 松本　芳信
まつもと よしのぶ すみだ教室 学習

18 神奈川県 秦野市（たけのこ学級）
はだのし（たけのこがっきゅう） たけのこ学級 学習

19 新潟県 早川　淳子
はやかわ  あつこ パソコン・ココの会 学習

20 新潟県 点訳・音声訳の会新潟県連合会
てんやく・おんせいやくのかいにいがたけんれんごうかい 点字・録音教材の作成協力活動 学習

【都道府県・指定都市関係】

No.
推薦者

（都道府県・指定都市等）
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
活動の
分野
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21 富山県 視覚
しかくしょうがいしゃあいてぃさぽーととやま

障害者ITサポートとやま 定例勉強会・特別勉強会 学習

22 山梨県 竹内　正直（ペンネーム　花里　鬼童）
たけうち まさなお（ぺんねーむ はなさと きどう）

身体障害者福祉展、障害者文化展、ふれあ
い創作活動、第13回全国障害者芸術・文化
祭等

文化

23 長野県 松本養護学校同窓会「あすなろ会」
まつもとようごがっこうどうそうかい「あすなろかい」 同窓会館設立、同窓生を対象とした進路・悩

みごと相談等
学習

24 岐阜県 毛利　静香
もうり しずか 文字でにこにこコミュニケーション 学習

25 愛知県
一般社団法人　愛知県知的障害児者生活サポー
いっぱんしゃだんほうじん あいちけんちてきしょうがいじしゃせいかつ

ト協会
さぽーときょうかい

ふれあいアート展 文化

26 大阪府 YYクラブ
わいわいくらぶ YYクラブ 学習

27 島根県 公益財団法人　島根県障害者スポーツ協会
こうえきざいだんほうじん しまねけんしょうがいしゃすぽーつきょうかい 障がい者のスポーツ活動の振興 スポーツ

28 岡山県
岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会
おかやまきびこうげんくるまいすふれあいろーどれーすたいかいそしき

組織委員会
いいんかい

岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大
会 スポーツ

29 広島県 東雲親の会青年学級
しののめおやのかいせいねんがっきゅう 東雲親の会青年学級（東雲親の会の事業） 学習

30 徳島県 徳島市水泳協会
とくしましすいえいきょうかい 障がい者スポーツ（水泳）の普及 スポーツ

No.
推薦者

（都道府県・指定都市等）
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
活動の
分野

【都道府県・指定都市関係】
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31 徳島県 徳島県グランドソフトボールクラブ
とくしまけんぐらんどそふとぼーるくらぶ 徳島県グランドソフトボールクラブ スポーツ

32 香川県
特定非営利活動法人　香川県要約筆記サークル
とくていひえいりかつどうほうじん かがわけんようやくひっきさーく

ゆうあい
るゆうあい

要約筆記者派遣事業及び要約筆記者養成事
業、要約筆記の普及啓発事業

学習

33 福岡県 福岡県障がい者スポーツ協会
ふくおかけんしょうがいしゃすぽーつきょうかい 障がい者スポーツの普及・振興 スポーツ

34 福岡県 朝倉市手話の会　愛音の会
あさくらししゅわのかい あいねのかい  情報保障（手話通訳・要約筆記）等 学習

35 佐賀県 飯盛
いさかり きよひこ

　淸彦
視覚障害のあるマラソンランナー（栁川春己
氏）の伴走 スポーツ

36 長崎県
障がい者長崎打楽団　瑞宝太鼓　（社会福祉法
しょうがいしゃながさきだがくだん ずいほうだいこ （しゃかいふ

人　南高愛隣会）
くしほうじん なんこうあいりんかい）

障がい者・夢大使活動、チャレンジ・ドンたい
こ講習、粋活き太鼓教室等

文化

37 大分県
学校法人後藤学園　楊志館高等学校　ボランティ
がっこうほうじんごとうがくえん ようしかんこうとうがっこう ぼら

ア部
んてぃあぶ

楊志館高等学校ボランティア部 学習

38 大分県 河津　知子
かわづ ともこ かわづ寺子屋『ふくろう』 学習

39 宮崎県 串間市音声訳ボランティア「カナリヤ会」
くしましおんせいやくぼらんてぃあ「かなりやかい」 視覚障害者への朗読活動 学習

40 鹿児島県 特定非営利活動法人　いぶすきスポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじん いぶすきすぽーつくらぶ サウンドテーブルテニス スポーツ

活動名称
活動の
分野

【都道府県・指定都市関係】

No.
推薦者

（都道府県・指定都市等）
被表彰者の名称
（個人名・団体名）
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41 沖縄県 NPO法人
えぬぴーおーほうじん にほんばりあふりーだいびんぐ

　日本バリアフリーダイビング協会
きょうかい バリアフリーダイビング スポーツ

42 沖縄県 特定非営利活動法人　サポートセンターケントミ
とくていひえいりかつどうほうじん さぽーとせんたーけんとみ ケントミファミリーによる訪問ライブ活動等 文化

43 札幌市 札幌市特別支援教育研究連絡協議会
さっぽろしとくべつしえんきょういくけんきゅうれんらくきょうぎかい レインボーピック、レインボーフェスティバル、

札特連バスケットボールチーム等
学習

44 仙台市 障害児（者）を守る日実行委員会
しょうがいじ（しゃ）をまもるひじっこういいんかい みんな仲良し音楽交流会、子どもと市民のつ

どい運動会、私たちの作品展
学習

45 相模原市 中澤　吉裕
なかざわ よしひろ 車いすテニスサークル「Smile」 スポーツ

46 静岡市 「静岡市あおい講座」運営委員会
「しずおかしあおいこうざ」うんえいいいんかい 静岡市あおい講座 学習

47 浜松市 浜松
はままつぼっちゃ

ボッチャ倶楽部
くらぶ くーる

COOL 浜松ボッチャ大会の開催等 スポーツ

48 京都市 一般社団法人　京都手をつなぐ育成会
いっぱんしゃだんほうじん きょうとてをつなぐいくせいかい 青年学級（日曜教室、学習会、クラブ活動） 学習

【都道府県・指定都市関係】

No.
推薦者

（都道府県・指定都市等）
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
活動の
分野
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49 大同生命保険株式会社
だいどうせいめいほけんかぶしきがいしゃ 全国障害者スポーツ大会特別協賛企業 スポーツ

50 田島　文博
たじま ふみひろ 障害者スポーツにおける医科学サポート スポーツ

51 日本車いすツインバスケットボール連盟
にほんくるまいすついんばすけっとぼーるれんめい 文部科学大臣杯争奪　日本車いすツインバス

ケットボール選手権大会等開催
スポーツ

52 一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟
いっぱんしゃだんほうじんにほんくるまいすばすけっとぼーるれんめい 内閣総理大臣杯争奪　日本車椅子バスケット

ボール選手権大会等開催
スポーツ

53 日本障害者フライングディスク連盟
にほんしょうがいしゃふらいんぐでぃすくれんめい  

全日本障害者・高齢者フライングディスク競技
大会等開催、全国での指導者養成講習会開
催 等

スポーツ

54 桑原　教彰
くわはら のりあき 「京都府下の認知症他の障害を有する方の才

能の発掘支援事業」
文化

55 川口　吾妻
かわぐち あづま 『障害児のためのマルチメディア療育支援ソフ

ト』の開発
文化

56 大手　裕子
おおて ひろこ 「ＢＡ＋Ｃプロジェクト」（ボーダレスアート＋コ

ミュニケーション　プロジェクト）
文化

【文部科学省関係】

障害者スポーツ
＜公益財団法人日本障がい者

スポーツ協会＞

障害者文化芸術活動
＜全国芸術系大学コンソーシア

ム＞

No.
分野

＜連携先団体等＞
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
活動の
分野
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－

障害者文化芸術活動
＜2020年東京オリンピック・パラ
リンピックに向けた障害者の文
化芸術活動を推進する全国

ネットワーク＞

障がい者長崎打楽団　瑞宝太鼓　（社会福祉法
しょうがいしゃながさきだがくだん ずいほうだいこ （しゃかいふ

人南高愛隣会）
くしほうじんなんこうあいりんかい）

障がい者・夢大使活動、チャレンジ・ドンたい
こ講習、粋活き太鼓教室等

文化

57
特別支援教育

＜全国特別支援教育推進
連盟＞

株式
かぶしき

会社
 がいしゃりそなほーるでぃんぐす りそなぐるーぷ

りそなホールディングス　りそなグループ

Re：Heart
りはーと

倶楽部
くらぶ

全国特別支援学校文化祭 文化

58 青森県立保健大学「発達保障研究会」サークル
あおもりけんりつほけんだいがく「はったつほしょうけんきゅうかい」さーくる 飛び出せ!オープンカレッジin青森 学習

59 オープンカレッジ東京運営委員会
おーぷんかれっじとうきょううんえいいいんかい オープンカレッジ東京 学習

60

大阪府立大学研究推進機構 21世紀科学研究セ
おおさかふりつだいがくけんきゅうすいしんきこう 21せいきかがくけん

ンター 　教育福祉研究センター 大阪府立大学
きゅうせんたー  きょういくふくしけんきゅうせんたー おおさかふ

オープンカレッジ
りつだいがくおーぷんかれっじ

大阪府立大学オープンカレッジ 学習

61
島根
しまね

大学
だいがく ちてきにしょうがいのあるひとのおーぷんかれっじ

　知的に障がいのある人のオープンカ

レッジin松江実行委員会
いんまつえじっこういいんかい

知的に障がいのある人のオープンカレッジin
松江

学習

以上

No.
分野

＜連携先団体等＞
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
活動の
分野

オープンカレッジ
＜「全国オープン・カレッジ研究

協議会」の参加大学等＞

【文部科学省関係】
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別紙２   

 
＜平成２９年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰＞  

 
ＦＡＸ：０３－６７３４－３２８１ 
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課・障害者学習支援推進室 宛 
１２月５日（火）１８：００までに送付してください。 
メールでお送りいただく場合：sst@mext.go.jp 
 

取 材 申 込 書 

（注意事項） 

・ 同行者全員について登録をお願いします。 

・ カメラ撮り取材の希望の有無に○を付けてください。また、「有」の場合は、ムービー・ス

チールの区別に○をつけて下さい。 

・ 取材に際しては係員の指示に従ってください。また取材は指定された位置でお願いします。 

・ 警備の都合上、取材の際は必ず自社腕章の着用をお願いします。 

・ カメラ撮りの希望が多い場合には、代表取材等をお願いする場合がありますので、あらかじ

め御承知おきください。 

・ 移動手段は各社で御用意願います。 

・ 御記入いただいた情報は、本表彰の取材に関すること以外に使用しません。 

 

1 報 道 機 関 名

ふ り が な

取 材 記 者 名

（ 携 帯 電 話 ） （　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ふ り が な

取 材 記 者 名

ふ り が な

取 材 記 者 名

3 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

カメラ撮り希望 有　　　　　　・　　　　　　無

「 有 」 の 場 合 → ム　ー　ビ　ー　・　ス　チ　ー　ル

2

4




