
分野 主な対象

1
特定非営利活動法人

カムイ大雪バリアフリー研究所
平成18年4月

障がい当事者がリードするパラスポーツ観
光推進と誰にもやさしいまちづくり

スポーツ、文化、福
祉、観光、まちづくり
等

肢体不自由、視覚障がい
者、聴覚障がい者、知的
障がい者、その他の障が
い者

2 今　順子 平成12年4月
福祉出前講座、障害者スポーツ等の普及、
和太鼓チーム「湯乃華太鼓」、「あいサポー
ト研修」

学習、スポーツ、文
化

身体障害

3 青森県 若木　政人 昭和48年 はまなす青年教室 学習 知的障害

4 特定非営利活動法人　岩手点訳の会 昭和34年10月 点訳図書製作事業等 文化 視覚障害

5 いわて・きららアート協会 平成9年3月 いわてきらら・アート・コレクション 文化 知的障がい者

6 宮城県 柴田町朗読ボランティア「結」 平成5年3月
広報紙等の音訳録音・配布、朗読ボランティ
ア、デイサービス施設での対面朗読等

音訳による朗読サー
ビス

視覚障害などで文字を読
むのが不自由な方

7 秋田県 秋田すずめの会 昭和60年11月 秋田すずめの会
文化、障害者と地域
の交流をサポート

障害種は問わない

8 山形県 山形市身体障害者福祉協会 昭和40年4月 障がい者生きがい創出活動 スポーツ、文化 身体障害

9
栃木県足利市教育委員会事務局生涯学習課
助戸公民館青少年学級「あおぞら青年学級」

昭和60年4月 あおぞら青年学級
スポーツ、文化、料
理、フィールドワーク

知的障害、肢体不自由、
視覚障害、聴覚障害、そ
の他の障害

10 飯田　チカ 平成24年4月 知的障害者を対象とした書道教室 学習、文化
知的障害（ダウン症、自閉
症）

11 埼玉県 特定非営利活動法人ストロベリーハート

平成18年8月
（任意団体として
平成14年11月か
ら）

知的障害者の音楽グループの音楽活動支
援、会報誌「ストロベリータイムズ」の発行等

文化 知的障害

12 むつみおもちゃ図書館 昭和56年12月
むつみおもちゃ図書館（あったか大久保ひろ
ば自主事業）

文化 障害のある子供

13
千葉県立特別支援学校流山高等学園親の会

KOYOクラブ
平成11年4月

千葉県立特別支援学校流山高等学園
親の会KOYOクラブ

学習、スポーツ、文
化、離職者の就労支
援

知的障害（流山高等学園
の卒業生と在校生）

14 調布市教育委員会教育部社会教育課
①昭和47年、
②③平成4年

①杉の木青年教室、②遊ing、③のびのび
サークル

スポーツ、文化 知的障害

15 大滝　敏市 昭和55年4月 かつしか教室
学習、スポーツ、文
化

15歳以上の知的障害のあ
る区内在住、在勤者（ただ
し、特別支援学校高等部
１・２年生を除く）

16 障害をこえてともに自立する会 昭和56年12月
喫茶コーナーの運営活動を通じた青年期の
学びと共生のまちづくりに向けた取組

学習 主に知的障害

17 名取　潮子 平成7年4月 日野市障害者訪問学級 学習
一人で外出することが困
難で学習したいという意欲
を持つ障害者

18 成田　文忠 昭和63年4月
障がい者へのピアノの指導及びその発表の
場としての「小さな小さな音楽会」の開催

文化
知的障がい、自閉症、身
体麻痺などのある方

19 綾瀬市手話サークルあやの会 昭和53年10月
聴覚障がい者との社会見学、交流会、啓発
活動等

障がい者支援 聴覚障がい者

20 新潟県 阿部　雅子 昭和53年4月 新潟県難聴児を持つ親の会 学習
聴覚障害のある児とその
家族

21 岐阜県 特定非営利活動法人ぎふ要約筆記かがり火 昭和61年8月 音声バリアフリー社会を目指して 学習 聴覚障害

22 藤枝市若松青年学級 昭和59年4月 藤枝若松青年学級
学習、スポーツ、文
化、旅行

知的障害

23 静岡県障害者就労研究会 平成9年2月 障害のある人と大学生が共に学ぶ講座
学習、スポーツ、文
化、支援者向け学習
会、調査活動

全障害種

24 西尾　啓江 平成19年5月
「きもの手話」を考案、難聴者向け着付け講
習会等

文化 障害のある方全般

25 社会福祉法人　岩倉市社会福祉協議会 昭和54年2月
障害児・者のスポーツ・音楽による自立や社
会参加等の促進事業

スポーツ、文化 全ての障害児・者

26 三重県 一般社団法人三重県ビルメンテナンス協会 平成24年4月
三重県障害者技能競技大会（アビリンピック
みえ大会）でのビルクリーニング種目の運
営・評価

社会教育 知的障害

27 大阪府 ジェネシスオブエンターテイメント 平成9年9月
・車いすダンス教室の開催
・車いすダンス講演会の開催

スポーツ、文化
身体障害、知的障害、発
達障害、難病

【都道府県・指定都市関係】

平成３０年度「障害者の生涯学習支援活動」被表彰対象者一覧

活動の分類通し
番号

推薦者名
（都道府県・指定都市等）

被表彰対象者の名称
（個人名・団体名）

活動名称開始年月

北海道

岩手県

栃木県

千葉県

東京都

神奈川県

静岡県

愛知県

別 紙
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番号

推薦者名
（都道府県・指定都市等）
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（個人名・団体名）

活動名称開始年月

28 西宮市教育委員会（西宮青年生活学級） 昭和48年7月 西宮青年生活学級 社会体験、生活体験 18歳以上の知的障害

29
三田市（障がい者交流サロン（きらりんクラ

ブ））
昭和54年5月 障がい者交流サロン（きらりんクラブ） 文化 知的障害等

30 島根県 社会福祉法人いわみ福祉会（芸能クラブ） 昭和53年 社会福祉法人いわみ福祉会　芸能クラブ 文化 知的障害

31 岡山県 岡山県知的障害者福祉協会 昭和38年4月 ゆうあい文化祭 文化 知的障害

32 朗読研究会「つばき」 昭和56年10月 音訳・朗読活動 学習、文化 視覚障害

33 府中音訳・朗読グループ「クローバー」 昭和49年4月 音訳・朗読活動 学習、文化 視覚障害

34 山口県 公益社団法人山口県障害者スポーツ協会 平成14年5月 障害者スポーツ推進事業 スポーツ
障害のある児・者広く県民
一般

35 藍住福祉スポレククラブ 平成11年4月 障がい者ふれあいスポーツ教室 スポーツ 知的障害

36 うりうりごりら 平成13年1月 児童・生徒への絵本の読み聞かせ活動 学習 肢体不自由の児童・生徒

37 NPO法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部 平成22年8月 障がい者のサイクリング活動 スポーツ

肢体不自由・視覚障害・聴
覚障害・知的障害・その他
の障害

38 NPO法人カノン 平成18年8月 障がい者との音楽活動 文化
肢体不自由・視覚障害・聴
覚障害・知的障害・その他
の障害

39 高知県 NPO法人YASU海の駅クラブ 平成20年 ハンザクラス Hand in Hand 高知大会 スポーツ
身体障害、知的障害、精
神障害

40
録音図書製作ボランティア

「福岡県立図書館音訳の会」
昭和50年4月 録音図書製作 学習、文化 視覚障がい者

41 ふみの会 昭和57年4月 点訳、福祉教育支援活動 学習 視覚障がい者

42 山田　力也 平成14年10月 障害者スポーツの支援及び普及 スポーツ
知的障害・肢体不自由・精
神障害

43 小松原　修 平成11年2月 障害者の文化芸術活動支援 文化
発達障害・知的障害・肢体
不自由・精神障害

44 長崎県 亀田　信樹 平成21年7月 長崎県障害者スポーツ大会の企画・運営等 スポーツ
身体障害、知的障害、精
神障害

45 大分県 ソニー・太陽株式会社 平成21年8月
ソニー・サイエンスプログラムを活用した「イ
ンクルージョン・ワークショップ」等

学習
障害のある児童生徒、障
害のある社員（肢体不自
由、聴覚障害等）

46 宮崎県 輝きエイサーサークル 平成22年4月 輝きエイサーサークル 文化 知的障害

47 千葉市 千葉幕張ロータリークラブ 昭和63年6月 アートフレンズ展 文化
なんらかの障がいがある
中学生以上の方

48 ぐるーぷ・ちえのわ 昭和62年 ちえのわホームを拠点とした余暇支援活動
学習支援、さをり織、
草木染、余暇支援

発達障害・知的障害・身体
障害（重度障害含む）

49 横浜マリノス株式会社 平成21年4月

横浜市立特別支援学校への試合観戦チ
ケットの贈呈や、市立小中学校個別支援学
級の児童生徒を試合観戦に招待するほか
　ふれあい教室を実施。市立小学校におい
て、電動車椅子サッカー体験教室を行うな
ど、障がいの有無に関わらず誰でも　ス
ポーツを楽しめる環境づくりを推進。

スポーツ 障害のある児童生徒

50 浜松市 Weedy 平成16年8月
ダウン症など障害のある子供たちとその家
族の社会参加を目指すストリートダンス

文化
何らかの障害を持つ子
（人）とその家族

51 京都市 一般社団法人　京都障害者スポーツ振興会 昭和46年11月 障害のある人のためのスポーツ振興事業 スポーツ 障害を持つ人全て

52 大阪市 大阪市聴言障害者協会 昭和34年11月 聴覚障がい者成人学校事業
学習、スポーツ、文
化

聴覚障害

53 北九州市
公益財団法人　北九州市身体障害者福祉協

会
昭和48年7月

北九州市立東部障害者福祉会館や北九州
市立西部障害者福祉会館等運営、北九州
市障害者芸術祭開催事業等

文化
身体障害・知的障害・精神
障害

横浜市

愛媛県

広島県

兵庫県

徳島県

福岡県

佐賀県
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54 仲谷　侑子 平成16年5月
大阪LD・軽度発達障害親の会「翼」演劇教
室

文化
ＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉症等の
発達障害や軽度知的障害
を持つ青年

55 青鳥ミチル会 昭和40年4月
東京都青鳥特別支援学校卒業生の同窓会
の支援（青友会）、関係機関との連携による
障害者理解の促進

学習、スポーツ、文
化、相談支援、日中
活動支援

東京都青鳥特別支援学校
（旧東京都立青鳥養護学
校）卒業生を中心とした知
的障害

56 一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟 昭和59年4月
日本パラ水泳選手権大会の開催、選手の
競技力向上や指導者の育成に向けた事業
の実施

スポーツ 身体障害及びその関係者

57 橋本　和典 昭和48年10月
奈良県障害者スポーツ協会、奈良県障害者
スポーツ指導者協議会、日本身体障害者
アーチェリー連盟

スポーツ 障害者全般

58

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＞

渡嘉敷　美恵子 平成3年6月 手話ダンス 社会福祉、社会教育
聴覚障害、肢体不自由、
知的障害とその家族

59 長崎純心大学人文学部地域包括支援学科 平成15年4月 純心カレッジ三ツ山塾 学習
知的障害のある18歳以上の
方で長崎市内在住の方中心

60 国立大学法人帯広畜産大学馬介在活動室 平成25年4月
人と馬の絆による教育・研究・社会貢献活
動

スポーツ、馬を介した
情操教育、アニマルセ
ラピー

精神障害、発達障害

61 国立大学法人静岡大学 平成18年
公開講座「学ぶって楽しい！～大学で学ぼ
う～」

学習
静岡市と周辺地域の知的障
害をもつ社会人

62
ひまわり会（特別支援学校卒業生等を支援する
会）

平成12年7月
主に知的障害のある本人への余暇活動へ
の支援

学習、スポーツ、文
化、その他（農園活
動、本人の会）

知的障害者

63 NPO法人札幌大学スポーツ・文化総合型クラブ 平成22年10月 チャレンジド学習塾・スポーツ塾 学習、スポーツ
地域の特別支援学校、特別
支援学級に通う児童・生徒

64 淑徳大学東京キャンパスボランティアセンター 平成16年4月

知的障害者生涯学習支援事業　１）音楽で
遊ぼう等（余暇支援）、２）一日大学体験
（オープンカレッジ体制による生涯学習支
援）

学習、文化 知的障害者（高校生以上）

65
姫路獨協大学医療保健学部
子育て・発達障碍サポート運営委員会

平成18年6月 プレイルームわくわく 発達障害児支援
発達障害をお持ちのお子さ
んとその家族

66 北海道医療大学オープンカレッジ準備委員会 平成15年4月 オープンカレッジin北海道医療大学 学習
知的障害のある方、知的障
害と身体障害のある方

67
龍谷大学
龍谷エクステンションセンター（REC)

平成15年10月
ともいき大学（知的障がいのある市民のた
めの福祉と教養講座）

学習、文化
知的障がいのある方で、療
育手帳「B」判定、およびそれ
に準じる方

【文部科学省推薦関係】

大学における学習
＜各大学＞

特別支援教育
＜全国特別支援教育推進

連盟＞

障害者スポーツ
＜日本障がい者スポーツ

協会＞


