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令和元年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 

事例集の発行にあたって 

 

文部科学省では、障害のある方々が一生涯にわたり自らの可能性を追求し、 

地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、平成 29 年度より省内に

「障害者学習支援推進室」を設置し、多様な学習活動の充実に向けた取組を進め

ています。 

この取組の一環として、平成 29 年度より、障害のある方の生涯学習を支える

活動を行う個人又は団体について、活動内容が他の模範と認められるものに 

対し、その功績を称え、文部科学大臣表彰を行っています。 

３回目となる今年度は、64 の個人及び団体の皆様を表彰することになり  

ました。都道府県や指定都市からは、各地域における素晴らしい活動を行う皆様

を御推薦いただきました。障害のある方々の身近なところで、教育、スポーツ、

文化等の多様な学習活動を展開し、それを長年にわたり継続していく、大変意義

深い、重要な取組がたくさんあります。 

表彰された皆様の取組を、ぜひとも障害のある御本人様、保護者や支援者の 

皆様、都道府県、市区町村の障害者の学習支援に関わる皆様、社会教育、    

特別支援教育、障害福祉に関わる皆様など、幅広い方々に知っていただくため、

本年、表彰された皆様の活動などを、ここに事例集としてまとめました。   

本事例集を多くの方に御覧いただき、障害のある方々の生涯学習を支える  

活動が、各地域に根差した形で、一層推進されることを期待しております。 

最後に、本事例集作成に当たりまして、表彰された皆様や都道府県、市区町村、

関係団体等の皆様に多大な御協力をいただきましたことを、心より感謝申し 

上げます。 

 

 

令和元年 12 月 

文部科学省 総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 

障害者学習支援推進室長   小林 美保 



1 北海道 樋口　幸治
ボッチャ等、障がい者スポーツの
普及

ボッチャの普及・発展、選手の育
成・指導、障がい者スポーツ全般
の振興

スポーツ 1

2 北海道
「いっしょにね！文化祭」実
行委員会

障がい者の文化活動の推進、障
がい理解の促進

障がいのあるひと　ないひと　いっ
しょに楽しむ発表会

文化 2

3 青森県 福沢　和彦
「ボッチャ」「フライングディスク」を
通した障害者スポーツの支援

「ボッチャ」「フライングディスク」を
通した障害者スポーツの支援

スポーツ 3

4 青森県 野澤　英二
障害者の生涯スポーツ体験学習
への支援

だれもが楽しく参加できるスポーツ
の場づくり

スポーツ 4

5 岩手県 山田町朗読ボランティア
声の広報（広報やまだ音声訳ボラ
ンティア）

視覚障害者に対し、広報やまだ及
び福祉のひろばを音声録音した
テープを届ける活動をしています

町広報の朗
読録音 5

6 岩手県
障がい者観光サポーター
の会

障がい者観光サポーターの会
障がいのある人もない人も、久慈
地域の観光を楽しもう！

学習、スポー
ツ、文化 6

7 秋田県
北秋田市障害者生活支援
センター「ささえ」

北秋田市障害者生活支援セン
ター「ささえ」

障害のある方やその家族等が気軽に
集える自由来館の場。障害者地域活動
支援センター、障害者虐待防止セン
ター、相談支援事業所等の機能を兼ね
備えている。

学習、文化、
カフェ 7

8 秋田県
秋田県特別支援学校体育
連盟

秋田県特別支援学校体育連盟強
化選手育成に係る取組を通した
生涯学習支援

夢の実現につなげる、スポーツに
よる生涯学習

スポーツ 8

9 山形県
山形県障害者スポーツ指
導者協議会

障がい者スポーツの普及と振興
レクリエーションスポーツで誰でも
楽しく　広がる共生社会

スポーツ 9

10 福島県
福島市中央学習センター
しゃくなげ青年講座

しゃくなげ青年講座

生活教養、レクリエーション、造形
活動、まちの施設利用等の活動を
通し、潤いのある生活を支援す
る。

学習、スポー
ツ、文化 10

11 福島県 手話サークル「くりおね会」 手話サークル「くりおね会」
手話の楽しさを知り、親しみをもっ
ていただくことにより、手話への理
解を深める活動を行っています。

学習 11

12 茨城県 長野　正文 障害者のスポーツ活動支援 障がい者スポーツを楽しもう！ スポーツ 12

こんな活動です 分野推薦者
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
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13 栃木県
あすなろ青年教室実施委
員会

「あすなろ青年教室」（15～30歳ま
で）、「ひのきクラブ」（30歳以上）

交流と体験で休日をエンジョイ！
学習 、ス

ポーツ、文化 13

14 群馬県 おうら青年学級 おうら青年学級 みんなが主役になれる青年学級
スポーツ　、
文化、動物
園見学など

14

15 埼玉県 こだま文庫 録音図書製作事業等 録音図書の製作等 学習、文化 15

16 埼玉県 齊藤　禮子
埼玉県立図書館音訳者、デイ
ジー編集者、音訳講師

録音図書・雑誌の製作、音訳者の
育成

学習、文化 16

17 千葉県 市原ボッチャクラブ
パラスポーツ「ボッチャ」の競技力
向上を目指す選手育成活動、
「ボッチャ」普及・振興活動

「ボッチャ」で誰もがスポーツを楽し
む

学習、スポー
ツ 17

18 東京都 ヘルマンハープちよだ ヘルマンハープちよだ

障害の有無に関わらずメロディを
奏でられるヘルマンハ－プの演奏
を通して積極的に社会参加をして
います。

文化、演奏 18

19 東京都
特定非営利活動法人練馬
区水泳連盟

ノーマライゼーション水泳フェス
ティバルの開催、障害者専用コー
スの運営

障害のある人も、ない人も共に水に親
しみ、楽しみを共有することでノーマライ
ゼーションを図り併せてアリーナではユ
ニバーサルスポーツを楽しむ

スポーツ 19

20 東京都 池原　照代 新宿青年教室
知的障がいのある方が、日曜日に
仲間といっしょに好きな活動をした
りして、楽しく過ごしています。

文化 20

21 神奈川県
綾瀬市録音赤十字奉仕団
コスモスの会

広報あやせ・社協だより・市議会
だよりの音訳、会員勉強会、会員
研修、講師等

音訳を通して生涯学習
障がい者支

援 21

22 神奈川県 横須賀市点訳奉仕会 点訳奉仕
視覚障害者とともに読書を楽しも
う!

点訳奉仕 22

23 新潟県
十小・十中・ふれあいの丘
ほほえみの会

特別支援学級と支援学校の保護
者や教職員ボランティア、地域ボ
ランティアによる交流や協力及び
支援

小・中・特別支援学校併設の「夢
の学校」で、「共生教育」を支え
て！

文化 23

24 岐阜県 二村　元子 障がい者芸術支援
障がいのある方とともに、アートを
通して、価値変換していく場づくり

文化 24

分野活動名称 こんな活動です
ページ
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25 静岡県 ふじのくに　チーム★輝き
障害者芸術発表会「ようこそ ふじ
のくに チーム★輝き ワールドへ」

障害者を納税者に！障害者のパ
フォーマンス披露を通して積極的
に社会参加しよう。

スポーツ、文
化、障害に
関する講話

25

26 愛知県 音訳・みずぐるま 録音図書の作成
図書館で利用される録音図書を作
成し、視覚障害者の方たちの読書
活動を支援。

文化 26

27 愛知県
豊田市中央図書館点訳グ
ループ

点字本製作
図書館の所蔵本を点訳していま
す。

学習、文化、
郷土 27

28 三重県 株式会社三厚連ウイズ 会社を拠点とした余暇活動支援
会社でチームを編成して、県障が
い者スポーツ大会へ参加していま
す!

社会教育 28

29 大阪府 茨木市バラの会 茨木市バラの会
幅広いジャンルの点字図書を製作
しています

文化 29

30 大阪府 グループ藍野 グループ藍野
正確な音訳で録音図書の製作を
続けています

文化 30

31 島根県
社会福祉法人島根ライトハ
ウス　ライトハウスライブラ
リー

視覚障がい者を対象とした情報
提供事業

点字や音声の図書・雑誌の製作と
貸し出しをはじめ、点字発行物や
音声情報誌の配布を行っています

学習、文化 31

32 岡山県
岡山県グラウンド・ゴルフ
協会

岡山県グラウンド・ゴルフ特別支
援学校交歓大会の開催、県内特
別支援学校への用具一式の寄贈

グラウンド・ゴルフを通して、ス
ポーツの楽しさを経験し、交流を深
める活動です。

スポーツ 32

33 広島県
社会福祉法人広島岳心会
障害者支援施設野呂山学
園

障害者が能動的に創作活動に取
り組む文化芸術活動支援

絵画・書道・陶芸等の創作活動 文化 33

34 広島県 戸谷営農組合 アンプティサッカーの里づくり
地域における障害者のスポーツ支
援と環境づくり

スポーツ 34

35 山口県
一般社団法人山口県身体
障害者団体連合会

障害者わくわく体験教室・ステッ
プアップいきいき講座、県障害者
芸術文化祭

文化芸術活動による障害の理解
並びに障害者の自立と社会参加
の促進を目指す！

学習、文化 35

36 徳島県
鳴門教育大学附属特別支
援学校青年学級

鳴門教育大学附属特別支援学校
青年学級

同窓生と毎月楽しく過ごす，憩い
の場・癒やしの場

スポーツ、文
化 36

分野No. 推薦者
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称 こんな活動です
ページ
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37 徳島県
徳島盲ろう者友の会
ふうわ部

ふうわ部定例会
孤独な時間を豊かに過ごすために
～パートナーとともに体験する地
域活動～

学習 37

38 愛媛県 要約筆記オリーブまさき 障がい者のための要約筆記
聞こえが不自由な方への情報保
障

学習 38

39 高知県 片岡　光
総合型スポーツクラブ「高知チャ
レンジドクラブ」バドミントンサーク
ル「スマッシュ」

障害の有無や種別にかかわらず、
多様な人の集うバドミントンサーク
ル

スポーツ 39

40 福岡県 井上　直子
手話・筆記を交えた生け花の指
導

生け花を通じて“生きる”大切さを
伝えています。

学習、文化 40

41 福岡県 虹の会 情報提供（声の広報）
「声」のチカラ、あなたの笑顔に元
気１００％

学習 41

42 佐賀県 社会福祉法人 はる
障がいのある方の芸術文化活動
普及支援

障がいのある方たちの芸術活動
の輪を広げ、豊かな地域社会づく
りに貢献します。

文化 42

43 熊本県
社会福祉法人　熊本市手
をつなぐ育成会

本人部会「つなごう会」
“明日からがんばろう”という活力
の源となる活動

学習、スポー
ツ、文化、障
がい者の当
事者活動

43

44 熊本県
熊本県障害児・者親の会
連合会

障害者の生涯学習支援
一人の声は小さくても、皆でまとま
れば大きな力となります。共に喜
び、助け合いましょう！

学習、文化 44

45 大分県
大分県知的障害者施設協
議会

大分県ゆうあいスポーツ大会
スポーツを通した体力の向上と交
流、「完全参加と平等」の実現

スポーツ 45

46 宮崎県 壹岐　博彦
霧島おむすび自然学校を通じた
自然体験活動の実践

障がい者の冒険心や自立心を育
み、親子の絆や人との交流を深め
る野外での体験活動

自然体験・野
外活動 46

47 札幌市
一般社団法人札幌市手を
つなぐ育成会

トライ青年学級
集団での体験活動を通し、楽しく
生涯学習する！

学習、スポー
ツ、文化 47

48 静岡市
特定非営利活動法人しず
おか障がい者フライング
ディスク協会

障がい者スポーツ

障がいのある方々に対して、スポーツ
教室等を通して、心身ともに健全な発
達と健康の維持増進を図るとともに、指
導者の養成、アジア地域とのスポーツ
交流活動等を行っています。

スポーツ 48

推薦者
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称 こんな活動です

【都道府県・指定都市関係】

No. 分野
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49 浜松市
社会福祉法人引佐すみれ
の会　引佐草の根作業所

心身障害者への生涯学習支援、
地域との交流行事開催

仕事も活動も笑顔全開！！ 文化 49

50 京都市
特定非営利活動法人障碍
者芸術推進研究機構

障害者の生涯にわたる芸術活動
の場の創出

“京都で天才アーティストを育
む！”　　　　　　　　　　～障害のあ
る人も才能を発揮し主体的に生き
る！～

文化 50

51 福岡市
大濠公園ブラインドラン
ナーズクラブ

ジョギングやウォーキングを希望
する視覚障がい者を伴走者として
サポートする活動

伴走は，信頼関係で（気配り）安全
に，楽しく，気持ちよく，絆で走るこ
と

スポーツ 51

52 熊本市 社会福祉法人西部福祉会 中島小学校とゆたか学園の交流
学び合い、協力し合い、楽しみな
がらゆたかな心のつながりを！

学習、スポー
ツ、文化、ま

ちづくり
52

No. 推薦者
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称 こんな活動です 分野
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53 松本　久美子
視覚障害者のための音訳活動、
音訳者・音訳者を目指す人達へ
の指導

視覚による情報取得が困難な方
のために本などを音声化する活動
です

学習、音訳 53

54
日本ヘルマンハープ振興
会

ヘルマンハープで目指す全員参加型
の演奏活動

ヘルマンハープを通しての障害のある
方の学びの場づくり 、障がいのある方
と健常者が奏でるバリアフリー演奏発
表会の主催、障がい者理解をテーマに
した講演やワークショップの開催

学習、文化 54

55 安西　清美
障がい者スポーツの普及・促進
活動、障がい者スポーツ指導者
の組織化及び活用

障がい者スポーツの支援と普及・
促進・発展

スポーツ 55

56
一般社団法人日本パラ陸
上競技連盟

パラリンピック等国際大会での選
手の活躍に向けた事業、日本パ
ラ陸上競技選手権大会等国内大
会の開催、地域でのパラ陸上の
普及活動

陸上競技を通じて、障がいへの理
解と社会貢献

スポーツ 56

57
障害者文化芸術活動
＜全国芸術系大学コ

ンソーシアム＞

武蔵野音楽大学ミュージッ
クセラピー研究部

武蔵野音楽大学ミュージックセラ
ピー研究部の定期活動

福祉施設や特別支援学校を訪問
して、利用者の方々に楽しい「音
楽の時間」をお届けしています。

文化 57

58 若竹ミュージカル 若竹ミュージカル
ともに学び、創り、表現するブロー
ドウェイミュージカル！

文化 58

59
新潟大学工学部工学科人
間支援感性科学プログラ
ム

新潟大学公開講座「視覚障がい
者のためのパソコン講習」

視覚障害者でも使いこなせる
PC・携帯情報端末！

学習、生活
支援、就学・
就労支援

59

60
金沢大学附属特別支援学
校兼友親子のつどい

兼友親子のつどい
卒業生が毎月一回、仲間や教員
と余暇を楽しみます。

スポーツ、文
化 60

61
常葉大学 障☆スポSC
サークル

障がい者スポーツイベントの開催
および参加

～障がい者スポーツを体験し、楽
しみ、広め、支援する～

学習・スポー
ツ 61

62
九州ルーテル学院大学ダ
ウン症支援部

ダウン症児・者への生涯学習支
援活動

乳児、幼児、小学生、中高生、青
年・成人の5つの年齢別グループ
での遊びや学習、余暇活動等の
支援

ダウン症児・
者への生涯
学習支援活

動

62

63 選挙コンシェルジュ鹿児島 選挙コンシェルジュ鹿児島
大学生と高校生の若者のインク
ルーシブ社会をめざした主権者教
育活動

学習、啓発
活動 63

64 琉球大学博物館（風樹館）
大学博物館による特別支援学校
及び院内学級への教育支援

大学博物館による近隣の特別支
援学校や社会福祉施設、子ども医
療センター内の院内学級への教
育支援

学習 64

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＞

【文部科学省推薦関係】

No. こんな活動です 分野推薦者
被表彰者の名称
（個人名・団体名）

活動名称
ページ


