
 

 

 

 

 

令和３年度スポーツ庁委託事業 

障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツ団体

の連携及び体制整備への支援事業） 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4（2022）年 3月 

 

 

一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構 

 

 



  



 

目次 

第１章 本事業の概要 .......................................................................................................... 1 

1.1 目的 .......................................................................................................................... 1 

1.2 実施体制 ................................................................................................................... 1 

第２章 事業の実施内容 ...................................................................................................... 2 

2.1 障害者スポーツ団体における連携の推進 ................................................................. 2 

2.2 事業の実施概要 ..................................................................................................... 2 

2.3 円卓会議の開催 ........................................................................................................ 2 

2.3.1 第 1 回円卓会議及びグループディスカッション ................................................ 4 

2.3.2 第 2 回円卓会議及びグループディスカッション .............................................. 14 

2.4 事業成果報告会 ...................................................................................................... 17 

2.5 啓発冊子、資料集の作成 ........................................................................................ 36 

2.5.1 啓発冊子の作成 ................................................................................................ 36 

2.5.2 資料集の作成 ................................................................................................... 37 

2.6 効果検証 ................................................................................................................. 38 

2.6.1 事業成果報告会の効果検証 .............................................................................. 38 

2.6.2 資料集の効果検証 ............................................................................................ 46 

2.6.2 啓発冊子の効果検証 ......................................................................................... 51 

 

資料集 ................................................................................................................................. 55 

１．日常用車いすの基本構造（名称と役割） ................................................................. 56 

２．車いすの変遷 ........................................................................................................... 58 

３．スポーツ用車いすの進歩・生活用車いすによる競技 ............................................... 60 

４．スポーツ用車いすの競技による特徴 ........................................................................ 62 

５．スポーツ用車いすメーカー ...................................................................................... 65 

６．障がい者スポーツ団体・組織のガバナンスとは何か ............................................... 66 

７．障害者スポーツ団体における法務 

～コンプライアンス・ガバナンスを中心に～ ......................................................... 86 

８．障害者スポーツ団体のガバナンス強化・推進 会計不祥事の防止と会計管理 ..... 109 

９．一般社団法人日本褥瘡学会「車いすアスリート支援委員会 地区委員名簿」 ....... 112 

10．日本パラスポーツ協会（JPSA）・日本パラリンピック委員会（JPC）の 

加盟協議団体一覧 .................................................................................................. 113 

11．よくある質問と回答例（Q&A） ............................................................................ 116 

 

 

  



 

 



1 

 

第１章 本事業の概要 

1.1 目的 

本事業では、障害者スポーツに係る複数のスポーツ団体間の連携促進や体制整備への支

援を行うことにより 、障害者スポーツ団体の体制の強化を図り、他団体や民間企業等と連

携した活動の充実につなげることを目的として実施する。 

具体的に、障害者スポーツに係る複数のスポーツ団体間の連携促進や体制整備への支援

を行うことにより、障害者スポーツ団体の体制の強化を図り、その活動の充実につなげる

ことを目的とする。 

達成目標は以下の通りである。 

・障害者スポーツ団体間で、情報、課題を共有する。 

 （たとえば、車いす構造と機能や特性、車いすスポーツ特有の外傷・障害・事故、車い

すアスリート特有の健康管理上の課題、競技参加のためのクラス分けの方法と基準に

ついての情報など） 

・車いすスポーツ関連の関係者が、課題解決のために連携及び協力の醸成を図る。 

 

1.2 実施体制 

下図のような体制で、事業を実施した。 
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第２章 事業の実施内容 

2.1 障害者スポーツ団体における連携の推進 

障害者スポーツ団体における連携の推進の中でも、「障害種別が同一のスポーツ団体間の

連携」を選択し、事業を進めた。 

車いすスポーツは、パラリンピックの原点とも言うべき存在であり、車いすスポーツや

車いすアスリートは社会的にも注目され、パラスポーツの全体の理解・支援に大いに貢献

している。しかし、車いすスポーツ固有のさまざまな課題について情報が共有されていな

い。競技種目や団体を越えて、共に課題を抽出したり、解決策を見出したりするような取

り組みが行われてこなかった。 

そこで、車いすに係るスポーツの競技団体間の連携を促進し、その横断的な体制を整え

ることにより、車いすスポーツについての課題を抽出し、それらの解決等を検討すること

により広く障害者スポーツ団体の体制を強化すると共に、その活動の充実につながること

を企図して「障害種別が同一のスポーツ団体間の連携」を選択した。 

 

2.2 事業の実施概要 

実施した事業の概要は、以下の通りである。 

①円卓会議の開催 

②成果報告会の開催 

③冊子、資料集の作成 

④効果検証 

 

2.3 円卓会議の開催 

車いすスポーツ競技における各分野の専門家をメンバーとして、円卓会議を開催し、現

状の課題を集約・整理し、洗い出しを行った。以下の３つのグループに分けた。 

 

・A 班（テーマ：「車いす」についての課題） 

車いすの構造と機能、競技を実施する際の課題、社会環境との関わり等を検討した。 

 

・B 班（テーマ：「車いすスポーツ」についての競技種目別の課題・共通した課題） 

車いすスポーツに共通する課題、それぞれの競技に固有の課題を洗い出した。 

 

・C 班（テーマ：「車いすアスリート」の健康管理、外傷・障害・事故への対応） 

車いすアスリートとスポーツドクターやトレーナー、障害者スポーツ団体が連携した健

康管理体制、障害やケガの情報などの情報共有などの体制づくりの好事例を共有した。車

いすに係る競技スポーツの各アスリートのコンディショニング、健康管理、外傷・障害・

事故・医療体制等について、意見・情報・経験を交流し合い、現場の課題を抽出した。 

 

また、円卓会議の下に、ワーキンググループを設置した。ワーキンググループは、各課

題への具体的対応策、連携策を立案・検討し、効果検証を実施した。 

・A 班－車いすメーカーと障害者スポーツ団体が連携し、円卓会議で抽出された課題の解

決策を検討し、効果を検証した。 
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・B 班－「車いすスポーツ」についての競技種目別の課題・共通した課題を理解したうえ

で、新たな課題の解決等について検討し、効果を検証した。 

・C 班－現場の課題を抽出したうえで、その改善策を検討し、効果を検証した。 

 

円卓会議のメンバーは、下表の通りである。 

 

氏名 班 所属 

武藤 芳照 C 班（班長） 当機構代表理事／東京健康リハビリテーション総合研

究所 所長／スポーツ医 

上柳 敏郎 B 班 当機構副代表理事／東京駿河台法律事務所 弁護士 

櫻井 康史 A 班 当機構理事･事務局長／晴海パートナーズ法律事務所 

弁護士 

増島 みどり B 班（班長） 当機構業務執行理事／スポーツライター 

工藤 保子 C 班 当機構理事／大東文化大学 スポーツ・健康科学部准教

授 スポーツ社会学 

竹村 瑞穂 B 班 当機構理事／日本福祉大学スポーツ科学部准教授 スポ

ーツ倫理学 

中森 邦男 A 班（班長） 当機構理事／公益財団法人日本パラスポーツ協会 日本

パラリンピック委員会参事 

永岡 真理 A 班（副班長） 当機構理事／株式会社マルハングループユニット管理

部 人事課付 CSR・障がい者スポーツ推進担当／電動車

いすサッカー日本代表選手 Yokohama Crackers キャプ

テン 

藤田 由美子 B 班 株式会社ユーミックス 代表取締役 

 

倉田 秀道 B 班 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 経営企画部次

長兼スポーツチーム統括 

田島 文博 C 班 和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座教授 

 

土田 和歌子 C 班 株式会社 W-STAGE／車いすアスリート（夏冬パラリン

ピック金メダリスト） 

中島 浩貴 B 班 オットーボック・ジャパン株式会社 モビリティソリュ

ーションズ事業部 

水原 由明 A 班 公益財団法人日本スポーツ施設協会 常務理事兼事務局

長 

山口 高司 A 班 株式会社オーエックスエンジニアリング 代表取締役副

社長 

※2022 年 3 月末日現在の所属、役職名を記載。 
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2.3.1 第 1 回円卓会議及びグループディスカッション 

下記のように第 1 回円卓会議及びグループディスカッションを開催した。 

 

日時 2021 年 11 月 30 日（火）13:00～16:45 

開催場所 日比谷図書文化館セミナールーム B 

参加者 【出席】武藤芳照、上柳敏郎（オンライン）、増島みどり、竹村瑞穂、 

中森邦男、永岡真理（オンライン）、藤田由美子、倉田秀道、水原由明、

土田和歌子、山口高司 

【欠席】櫻井康史、工藤保子※、中島浩貴、田島文博※ 

※事前にオンラインで協議し、意見、情報を聴取し、当日の会議資料として

提出した。 

 

第 1 回円卓会議では、 

①全体会議 

②グループディスカッション 

を実施した。 

 

1. 円卓会議（全体会議） 

円卓会議（全体会議）では、現状の車いすスポーツの課題をテーマに話し合った。 

 

（1）環境整備の課題 

 

・車いすスポーツは、ブレーキ痕により体育館のフローリングを傷つけやすく、掃除し

たり、クリーニングしたりするのに時間がかかり、負担が大きい。また、競技によっ

て床面の傷が異なる。このような車いすスポーツならではの特徴があるが、車いすス

ポーツへの理解が求められる。 

・電動車いすの重量は 150kg くらいで、プラス利用者の体重も加わり、タイヤ痕がつい

てしまい、体育館の床が傷ついてしまう。 

・車いすを使えない体育館もあり、環境を整備する必要がある。 

・車いすスポーツを実践して楽しむための環境づくりが求められている。 

・『スポーツ権（スポーツ基本法に基づく）』即ち、「『障害者はもとより だれもが い

つでも どこでも いつまでも』スポーツを通して豊かな生活を送る権利」について、

スポーツ施設管理者側の理解を進める必要がある。 

 

（2）車いすスポーツを知るための教育、体験会の開催にあたっての課題 

 

・あいおいニッセイ同和損害保険は、スポーツを通じて地域の社会課題を共有するため

に、年間 120 回、小学校で出前授業を行っている。学校教育において、車いすスポー

ツを体験することにより、子供たちは障害者スポーツを知り、共生社会（インクルー

ジョン）を理解することができる。多様性や共生を理解する機会でもある。 

・車いすバスケットなど障害者スポーツの振興には地域によって差がある。大都市を中

心に障害者スポーツの活動が行われている。北九州市では車いすを貸し出し、小学生

向けの体験会などを行っている。大分市では、車いすマラソン大会が開かれている。 
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・体験会などのイベントを開催するには、場所、指導できる人、スポーツを楽しむ気持

ちの３つが揃わないと実現しづらい。 

・実際、車いすスポーツ体験会用の車いすの数が少なく、障害者スポーツの教育環境整

備ができていない。 

・自治体の支援や日本財団の支援活動などにより、車いすを貸し出す仕組みを整える必

要がある。たとえば、鳥取県では障害者スポーツセンターが車いすを貸し出している。 

 

（3）アスリート雇用、デュアルキャリアの育成 

 

・あいおいニッセイ同和損害保険は、障害者アスリートを雇用している。選手（トップ

アスリート）だけでなく、指導者が社員として勤務しながらデュアルキャリアを育成

している。 

 

（4）多様性、共生社会の実現 

 

・海外では、パラスポーツが受け入れられる環境が整っている。背景に、インクルーシ

ブ教育やユニバーサル教育が進められ、共生社会がすでにできているからである。た

だし、東京 2020 大会が開催されたことにより、日本も海外との差が縮まった。 

 

（5）意識変革、スポーツ・コンプライアンスの必要性 

 

・障害者スポーツに関する偏見を取り除くことに力を入れ、意識の変革につなげること

が重要である。 

・学校現場においても、スポーツ・コンプライアンス違反事例（女子中学生との不適切

な行動など）が起こっており、スポーツ・コンプライアンスを徹底させないと、スポ

ーツの魅力が減少してしまう。小学生の段階から障害者スポーツ、正しいスポーツ教

育を行うことが求められる。 

・障害者や女性、性的マイノリティへの差別の背景には「アンコンシャス・バイアス（無

意識の思い込み）」があるので、学校や家庭でアンコンシャス・バイアスや偏見を取り

除くための教育、意識変革が必要である。マイノリティの声を大切にすることが求め

られる。 

 

２. 円卓会議（グループディスカッション） 

（1）A 班 

 

A 班は、車いすの構造と機能、競技を実施する際の課題、社会環境との関わりなどを検討

した。下記のような課題があげられた。 
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①障害者は人口の多い大都市（政令指定都市及び県庁所在の都市など）に集まる。 

・そもそも障害者は少なく、大都市に集まる傾向がある。 

・大都市には多くの仕事がある。 

・大企業が多い（法律により障害者雇用が推進されている。）。 

・人口の少ない地域では、障害者スポーツの振興は進まない。 

 特に団体競技は広がらない。 

  

②身近に障害者が参加できるスポーツ、施設、イベントが少ない。 

・クラブやサークルが少ない。 

・スポーツの日常化が進まない。 

・指導者がいない。（ボランティアでは？） 

・人口の少ない地域では、指導者がいないことがより顕著である。 

 

③公益財団法人日本パラスポーツ協会（JPSA）認定校の活動について 

・JPSA認定校とは、大学等の授業において指定したカリキュラムを修了した学生に JPSA

公認指導者資格を与えることができる学校 

・2021 年度登録の 194 校のうち、17 校が障害者スポーツのサークル活動を、11 校が障

害者スポーツのイベントやプログラムを実施している。これら大学などのスポーツ施

設の有効活用が見込まれる（JPSA による積極的な事業の推進）。 

・体育館における車いすスポーツの実施状況（内容、頻度、時間）と床の損傷調査 

・その他広島県では、広島大学の教員が県内の大学生を集めサークルを立ち上げ、徐々

に関係機関（県協会、教育委員会や医療機関）との連携を取り、活動を広げている。 

 

④スポーツ用車いすは高価である。 

 30 万円から 50 万円   バスケット/テニス/卓球/バドミントン/フェンシングなど 

 80 万円から 100 万円  陸上用レーサー 

 100 万円から 150 万円 車いすラグビー/電動サッカー/ハンドサイクル 

・経済的負担が大きい。 

・子供は成長に応じ車いすを乗り換える。 

・クラブ内では先輩のお古を譲り受けることもある。 

 

⑤子供の車いすスポーツの推進について 

・子供用のスポーツ用車いすは 15 万円位で安価になった。 

・体が大きくなる小学校高学年からは一般用の車いすが必要。 

・小学 1 年生が中学生までスポーツを継続するとすれば 3 回から 4 回の乗り換えが必要。 

・小学生の保護者は 20 歳台または 30 歳台で、これら用具の経済的負担は大きい。 

 

ア）子供にスポーツ用車いすを与える公的助成 

・障害者に対する障害の認定は、都道府県ごとに障害認定医により、必要なサポート（補

助具などの貸与）が決められる。スポーツ参加（体育）に必要とされれば貸与が認め

られることも過去にあった（全国大会開催県の選手強化の関係など）。 

・これからはスポーツ基本法で保障されているスポーツ権の確保の観点から、スポーツ

用車いすの貸与が重要である。 
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イ）子供が継続して車いすスポーツを楽しむためには 

 

・都道府県レベルで、公的なスポーツ用いすの貸出制度（リサイクル）の仕組みを試行

的に実施することが考えられる。障害児が多い大都市圏で地方公共団体、車いすメー

カー及び JPSA など関係組織との連携を図る。 

・まず子供にスポーツ用車いすを貸与する。 

・車いすが故障したら自己負担で修理する。 

・体の成長に合わせて制度を活用し、中古の車いすと交換する（必要経費は自己負担す

る）。 

＊過去にスポーツ庁でも話題になったが、管理（メンテナンス、保管の倉庫）上の課題

で議論が進んでいない。 

 

⑥スポーツ用車いすの体育館使用不可について 

 

ア）誰もがスポーツを楽しむこととは 

・体育館の車いす利用禁止は、スポーツの権利を奪うものである。 

 

イ）最近の公共の体育館では使用上の禁止事項が多くある 

・土足 

・ボール（バスケ、バレーなど）の壁打ち禁止 

・一輪車の使用 

・車いすの使用 

・体育館の使用がより制限されていく傾向にある。 

・背景に、よりきれいに使用することが重要視される傾向になっている（そのために少

しでも汚れたり、傷ついたりする可能性があることは禁止となっている）。 

 

ウ）スポーツ用車いすが使用できないマイナス要因 

・強化選手レベルの転倒による床材への傷損傷、凹みの懸念がある。 

・タイヤ痕への懸念（車いすラグビーの松脂、強化選手レベルのバスケ車の急停止によ

るタイヤ痕）。ただし、最近のバスケ車によるタイヤ痕は付きにくくなっている。 

・車いすが壁にぶつかり、傷をつける。 

・電動車いす使用そのもの 

・体育館管理者のスポーツ及び障害者への無理解が原因となっている。 

・しかし、東京パラリンピックで少しは理解が進んだ可能性もある。 

 

エ）楽しむ車いすスポーツでは床に傷、汚れはつかない 

・楽しむレベルのバドミントン、バスケットボール 

・レクリエーションスポーツ 

・大学サークルの活動では、実際の活動を目にすることで、問題なく体育館を使用して

いる。 

 

オ）東京都のスポーツ施設では 

・障害者のスポーツ施設利用促進マニュアルを作成し、スポーツ施設管理者に障害者が

楽しく安全に利用できるようにしている。 

・町田市と江戸川区の陸上競技場では、車いす使用者がトラックを使用している場合、
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場内放送で利用中であること、コースを横切るときの安全確認などを促している。 

 

カ）体育館管理者への車いすスポーツ利用の推進について 

・スポーツ庁に働きかけ、体育館職員の JPSA 公認指導者資格の取得を進める（車いす

スポーツ及び障害者の理解を進めるため）。 

・車いすスポーツの体育館使用に前向きな全国の都道府県市の取り組みをまとめる。 

 （例：横浜市、北九州市、佐賀県、千葉市、東京都、鳥取県、大分県） 

・上記の取り組みを JPSA のブロック協議会で発表し、スポーツ車いすの体育館利用を

後押しする。JPSA のブロック協議会は全国を 6 ブロックに分け、JPSA と県スポーツ

協会、県指導者協議会、県スポーツ担当部署（一般スポーツ、障がい者スポーツ）が

参加する年 1 回の定例会議である。 

 

（２）B 班 「車いすスポーツ」についての競技種目別の課題・共通した課題 

 

車いすスポーツに共通する課題、それぞれの競技に固有の課題や工夫があり、その違い

を知り、理解すると共に、それらを整理した（コンプライアンス・ガバナンスの観点から

の課題を含める）。 

 

①資料の確認 

②原則、「みんな」がスポーツをする「権利」（スポーツ基本法）を正しく理解する必要

性を認識する。 

③健常者と障害者を区別してはいけない。 

例）村岡桃花さん 

・・・所沢キャンパスが大きく変わるきっかけになり、大学が変わった。 

     スキー部の寮が変わった。 

  トップアスリート入試・・・最初は OB 会の反対があったが、トップアスリートが

入学することにより、各大学のバリアフリー度が向上した。・・・意識が変わる 

④無知を指摘しないといけない（障害について理解させて頂く、というのは本来はおか

しい） 

⑤今回の成果発表が、変化の大きなきっかけになることを期待している。 

⑥車いすは誰でも使う・・・障害者だけが使うとは限らない。 

⑦車いすは「共生」のシンボルなので、ふつうに整備しなくてはならない「責任」があ

る。 

車いすに試乗し体験することにより、人々が障害について気づく「教育」のツールに

なり得る。 

⑧環境が整っていないため、支援してくださる「人」につかざるを得ない。 

ガバナンスの問題、コンプライアンスの問題でもある。 

⑨北九州市で開催された「2021 世界体操・新体操選手権北九州大会」・・・障害者の観戦

者が非常に多かった。 

⑩北九州市の体育館は丘の上にある・・・人々が支援する環境が整っている。 

車いすバスケットボールの世界選手権（2000 年前半）を招致した。 

1 校 1 国運動により、車いす選手と触れる機会があった。 

北九州市の事例：小学校における教育活動を通して、共生意識が定着した（教育委員

会がフォロー）。 
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【共生社会の実現のために車いすスポーツはシンボルとなり得る】 

 

○車いすスポーツの問題は、経済的問題、環境の問題、意識の問題である。 

 

○拠点となる練習場、練習環境が不足している。強化の拠点が不足している。 

・体育館を借りるのが非常に難しい。 

・車いすによる傷・・・怪我につながる⇒しかし、車いすだけの問題ではない。 

・トップチームはある程度の支援を受けられる。しかし、スポーツ愛好家は、拠点がな

い 

・裾野をひろげることが課題・・・障害者スポーツの「普及」が課題である。 

・実証実験：車いす同士がぶつかるときの衝撃度、床のへこみなどを実験する。 

・教育委員会や自治体を巻き込む必要性がある。 

 

○パラスポーツを普及させるには、自治体等が動く必要がある。レガシーを継承しなけ

ればならない。 

 

○共生社会の本当の意味は、「多様性を重視する」こと・・・「車いす」ユーザーが貢献

するべきである。 

 

○日本は宣言しないと動かない／「できない」ことの理由しか言わない。 

 

○車いすを使える体育館の割合の変化を調査する。また、「使用できない」理由を調査す

る。 

 

○体育館は防災拠点になっているため、汚してはいけない⇒正しい知識が必要 

 

○体育館は、身体が不自由な人も使える構造にしないといけない。 

 

○スポーツへのアクセス権（見るスポーツ）が保証されているか？ 

知らず知らずに排除している可能性を認識する。 

 

○支えるスポーツ・・・する人にとっていい環境、見る人にとっていい環境を整備し、

地域の地元企業・自治体が支える必要性がある。 

 

○スポーツ基本法の基本理念・スポーツ権が浸透していない。 

 

○選手たちがどう思っているか、耳を傾けることが必要である。 

 

○誰もが車いすユーザーになり得る。当事者意識をもち、学ぶことが求められる。 

 

○海外では、健常者と障害のある子供が一緒にスポーツをしているが、日本ではそうい

うシーンはなかなか見られない。インクルージョンすることによってお互いが学び合

うことがある。障害者スポーツをすることにより、日常生活の中で、インクルージョ

ンが身につき、浸透していく。 
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○車いすスポーツ（障害者スポーツ）・・・公平性が欠如している。障害者スポーツを楽

しむ拠点／環境を整備しなければならない。 

 

○総合型地域スポーツクラブを拠点に普及してはどうか。 

・体育館利用、施設利用の課題を克服する。 

・モデルケースやモデル都市をつくって全国に普及させる。 

例）民間スポーツクラブ、大学スポーツ、総合型地域スポーツクラブ  

  車いすスポーツの普及推進モデル創造事業 

・松脂の掃除の仕方を変える必要がある（ボランティアが掃除できず、持続不可能）。 

 

○小学校での講演や体験活動・・・自治体、教育委員会が主催 

 

 スポーツの国際大会を招致して、地域が盛り上がる。 

 

○共生社会：インクルージョンになっているか？  

オリパラ教育では、「障害のある人が頑張っていてえらい」、「夢をあきらめないでえらい」、

「障害があるのに金メダルをとってえらい」といった内容になってしまう。これは正しい

のか？ 共生社会の実現のために頑張っているのに、オリパラ教育は方向性がずれてしま

っている。 

 

○検証会、実証会（環境の問題）を通じて正しい知識を身に付け、障害者スポーツを理

解する。 

 

○車いすテニス（屋外）・・・車輪が違うためコートを削ることはあまりない。 

スキルをもった打ち手（相手）が見つからない（専門家がいないことになってしまう）。

受け入れが消極的になりがちである。 

 

○車いすマラソン（屋外）・・・トラックを削ってしまう問題がある。 

 

○大分車いすマラソン・・・主催者が自治体のため、継続している。 

 

○魅力ある自治体作り 内閣府：共生社会ホストタウン（ハード面、ソフト面）・・・こ

のようなプラットフォームを活かす。 

 

○障害者スポーツの普及については、裾野を広げる必要がある。競技人口が減ってしま

う恐れがあるため、下の世代を育成し、ピラミッド構造にすることを目指す。 

 （フィギュアスケートはジュニアの発掘、育成に力を入れている。） 

 

○アスリート雇用だけではなく、指導者やコーチの雇用を進める。 

 

○連盟や組織の問題 

任意団体で、法人化していないため、ガバナンスの問題が生じやすい。 

車いすスポーツ競技会、競技連盟として法人格を取得し、ガバナンスを強化してどうか。 

・普及、育成、強化、ガバナンス 

・指導者不足の課題の解消、指導者雇用 
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○競技団体の脆弱性・・・上部団体、統括団体である JPC の問題は存在する。 

 

○競技団体がたちゆくためには・・・勝つためだけではなく、マーケティングが必要 

  

○厚労省と文科省の役割分担（リハビリと教育、強化） 

 

（３）C 班 「車いすアスリート」の健康管理、外傷・障害・事故への対応」 

 

C 班は、車いすアスリートとスポーツドクターやトレーナー、障害者スポーツ団体が連携

した健康管理体制、障害やケガの情報などの共有体制づくりの好事例を収集する。車いす

に係る競技スポーツの各アスリートのコンディショニング、健康管理、外傷・ 障害・事故・

医療体制等について、意見・情報・経験を交流し合い、現場の課題を 抽出する（重大事故、

ドーピング、クラス分けの課題を含める）。 

 

○事前に、田島文博氏（和歌山県立医科大学教授）に対して、パラアスリートの健康管

理や治療の現状や課題について、武藤代表理事及び工藤保子理事（大東文化大学スポ

ーツ・健康科学部准教授）による面談を実施した。 

 

○事前面談記録と、土田和歌子氏（車いす陸上競技選手、パラトライアスロン選手）の

パラアスリートとしての体験に基づきながら、車いすアスリートの健康管理、外傷・

傷害・事故の現状や今後の対応（課題）などについて話合いを進めた。 

（記録担当として、スポーツ・コンプライアンス教育振興機構教育・研修部長 鈴木 漠 

が陪席した。） 

 

【ディスカッションの主な内容】 

 

①「褥瘡（じょくそう）」は、長時間の座位姿勢等が主因となって患うことが多い。悪化

を避けるためにも適切なケアが欠かせない。 

（課題）褥瘡をはじめ、他の疾病やケガはその原因・部位・行っているスポーツ種目等

によって健康管理のあり方が異なること、個人差（個体差）があることを理解して、

細部にわたる治療のあり方などを蓄積し、論理的に整理し共有していくことが求めら

れる。 

 

②「脱水症」は、自律神経損傷などにより体温調節が難しいこと、軽量化のための水分

補給の自制などにより、車いすマラソンでは起こりやすいが、過去の多くの知見から

対応が進んでいる。また、パラトライアスロンでもオープンウォータースイミングで

は水分補給ができないことなどの理由で起こりやすい。 

（課題）防止には、過去の知見を共有し、指導者の知識獲得と選手の理解が重要である。 

 

③公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）は、パラトライアスロンを含んで統括

（共生社会へ対応）しているので、トライアスロン関係者・先輩からの情報が豊富に

あり、有効な対策を実施しやすい状況にある。たとえば、水温 15℃程度に耐えるため

体脂肪を増やすこともある。 

 

④トップアスリートへの「メディカルチェック体制や内容」は、大会前のチームドクタ
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ーによるチェック項目を増やすなど改善されている。 

また、日常の主治医との連携も大切である。その例として、土田氏自身が北京パラリ

ンピック時に事故で怪我した際、現地でのメディカルサポートチーム、パラチームド

クターの適切な判断で、帰国しての手術を選択できたことを挙げた。 

パフォーマンスの向上には、メディカルケアと同時に、個別部位の適切なトレーニン

グが必要である。この面では、トップアスリートには、コーチ・ドクター・トレーナ

ー・メカニックの４者でサポートチームが組まれている。 

（課題）今後、よりよいサポートをするためには、チームの中のトレーナーの役割を明

確にし（トレーナーを単にマッサージを施す人と捉えるのではなく）、リハビリや適切

なコンディショニングを担う人として、社会的理解を進めることが必要である。 

関連して、パラスポーツでは、活動範囲や自由度への制限が厳しくなり、メカニック

担当者が競技現場では活動ができないなど、選手としては不安要素の一つとなってい

ることもあり、メカニックも非常に重要であるとの認識を向上させる必要性が挙げら

れた。 

 

⑤「ドーピング」では、禁止物質は健常者と同じであるが、検査において、導尿するカ

テーテルで尿道を損傷するなどトラブルの事例がある。（抗議され、以後実施されず。）

また、目薬に禁止物質が入っていて困った例等がある。 

（課題）指導陣に任せるだけでなく、選手自らも正確な知識を学ぶ必要がある。 

 

⑥「サプリメント」には、製造過程のミスなどでドーピング禁止物質が混入している事

例もあり、安易に摂取しないほうがよい。 

（課題）効果が曖昧であるにもかかわらず、誇大宣伝や先輩等からの奨めや強要等で摂

取する人が多いと思われるので、慎重な自己判断が大切である。 

 

⑦女子選手の「鉄剤」摂取には、主治医等との相談による専門的な判断が必要である。

車いすアスリートは、座位のため、「立ちくらみ」の経験が少なく、また「貧血」を自

覚するのは難しい。 

（課題）発見が遅れてしまうことが多いので、定期的な血液検査を推奨する。 

 

⑧「肩」「肘」のケガでは、亜脱臼などが多く見られる。インナーマッスルを鍛えるなど

も回復に効果的である。ケガによる肩や肘の可動域や筋力の左右のアンバランスを解

消するには、動作回路で調節するなどの技術的な対応も大切である。 

 

⑨パラスポーツを連携の視点で見ると、トップ・パラアスリートは、パフォーマンス向

上のため、コーチやドクター等の連携の下に強化やコンディションの緻密なプログラ

ムが作成され、密に連携されている。一方、トップに続くパラスポーツ選手（レクリ

エーションとして親しむ）に対するサポートはほとんどなく、トップとのサポート体

制の乖離が大きい。 

（課題）“誰もが いつでも どこでも”スポーツができるという理念に基づいて、一般

のパラスポーツ愛好者の環境を整えることが必要である。 

また、連携を効果的に推進するには、『ラポール』（心と心がつながり、信頼しあえる

状態）が大切である。 
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⑩合宿・宿舎・移動における不都合やトラブル体験は多い。 

ホテルなどでは、全館がバリアフリー設計（仕様）になっていない、一部のみがバリ

アフリーで「チグハグ」な造りや対応であることが多い。 

（例） 

・トイレのスペースは広いが、方向転換できない、鏡の位置が高く、車いす使用では見

えない。 

・部屋はバリアフリーだが、食堂等までの移動経路の通路幅が狭い、階段がある、エレ

ベーターがない、避難通路がバリアフリー設計（仕様）ではないなど。 

 交通機関の利用では、駅員の“ぞんざいな”対応や不適切発言に不快を感じたり、周

囲の配慮不足を感じたりすることがある。 

（課題）車いすアスリートなど障害者の目線で設計し、改善することを「啓発」してい

くことが求められる。 

 

⑪障害の程度に応じた「クラス分け」については、大会時のメディカルチェックの結果、

クラスの変更を指示されるなど、戸惑うことがある。（土田氏自身も類似経験がある。） 

定期的に「クラス分け」基準の見直しがあるが、その時期が公表されないこともあり、

公平・公正の観点から規則や手続きに疑問が残る。このため、迅速かつ正確な情報の

入手が求められる。 

（課題）今後は、クラス分けの判定ができる人材（Classifier）の育成が大切であり、と

くにグレーゾーンのアスリートへの配慮と事前の正確な判定が求められる。 
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2.3.2 第 2 回円卓会議及びグループディスカッション 

下記のように第 2 回円卓会議及びグループディスカッションを開催した。 

 

日時 2022年 1月 22 日（土）13:00～15:30 

開催場所 オンライン開催 

参加者 【出席】武藤芳照、櫻井康史、増島みどり、中森邦男、工藤保子、 

永岡真理、竹村瑞穂、藤田由美子、倉田秀道、水原由明、土田和歌子、

山口高司、田島文博 

【欠席】上柳敏郎、中島浩貴 

【陪席】鈴木漠、加賀原莉玖 

 

第 2 回円卓会議の議事内容は以下の通りである。 

①啓発冊子『車いすスポーツって何？』についての意見交換 

②車いすスポーツに関する資料集についての意見交換 

③事業成果報告会及び報告書の中に組み入れる内容・ポイントについての意見交換 

④事業成果報告会についての意見交換 

 

（1）啓発冊子『車いすスポーツって何？』についての意見交換 

 

 意見 

【車いすとは】 

Q1 車いすってどんな形をしているの？  

Q2 車いすってどんな人が使うの？ Q2 を Q1 にしたらどうか。 

・車いすは道具なので、人から入った方がよい。 

・「人・物・種類」などの視点で内容を工夫す

る。 

＜コラム＞ 

・スポーツ用車いす、仕事用車いすに分けて支

給されている。 

・車いすの支給のしかたが複雑なので、整理す

る。 

Q3 車いすにはどんな種類があるの？ ・車いすの種類はいろいろあり、仕事用車いす

もある。 

・共生社会、障害と社会の視点からの記述も重

要である。 

Q4 普通の車いすとスポーツ用車いすは、

どこが違うの？ 

・スポーツ用車いすでも、種目によって異なる。 

Q6 車いすはどこで作られるの？ その費

用は？ 

・費用については削除した方がいいのではない

か。 

・費用支給の補助制度は、自治体や車いすの種

類により異なり複雑なので、資料集に入れる

か検討する。 

【車いす競技】 ・「車いす競技」ではなく「車いすスポーツ」

にした方がよい。広くとらえ、リクリエーシ

ョンも含める。スポーツ、競技、種目の用語

の整理が必要。 
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Q7 車いす競技にはどんな種目があるの？ ・タイトルを「車いすを使用した競技はどんな

種目があるの？」に修正する。 

Q8 車いす競技のルール（規則）のポイン

トと特徴は？ 

・タイトルを「車いすスポーツのルール（規則）

のポイントと特徴は？」に修正する。 

Q9 車いす競技を教えてもらえるクラブ・

組織はどこにあるの？ コーチは？ 

・車いすスポーツと捉えると、囲碁、車いすダ

ンス、風船バレーなどもあり幅広い。 

・車いすスポーツを体験できる「場所」や「ク

ラブ・組織」、「指導者」に分けて紹介する。 

【車いすアスリート】 
 

Q14 日本及び世界の車いすアスリートの

現状は？ 

・コラムとして、車いすスポーツを始めたきっ

かけ、アスリートを目指した動機などの体験

談を入れる（土田、永岡）。 

Q15 車いすアスリートの歴史 ・車いすスポーツ（8 競技）から他の障害者ス

ポーツに広がった歴史（22 競技）がある。 

・車いすアスリートの歴史か、車いすスポーツ

の歴史にするか、内容を整理工夫する。 

Q24 車いすアスリートの移動・宿泊・トイ

レなどの対応で不適切な事例は？ 

・車いすアスリートの目線で、生活面、環境面

の整備等について、経験談（土田、永岡）を

入れる。 

例：ノルウェー、オーストラリアでの体験（土

田） 

・ユニバーサル・マナーという考えもある。 

・タイトル、記述内容を修正する。  
Q25 を追加 

・車いすスポーツのポジティブな面（車いすス

ポーツのすばらしさ、スポーツの価値）を強

調する。 

実際、スポーツをしている人は、元気で、病気

になりにくい。また、社会とのつながりをも

っている。 

・スポーツと SDGs との関連なども追記する。  

 

（２）車いすスポーツに関する資料集についての意見交換 

・スポーツ用車いす競技については、正式名称を記述する。 

（例）サッカー ⇒ 電動車いすサッカー 

・一般社団法人日本褥瘡学会「車いすアスリート支援委員会委員名簿」の掲載について 

 （田島）一般社団法人日本褥瘡学会を資料集に入れることは問題ない。ただし、「アス

リートが褥瘡になったら、かかりつけの医者に診てもらうことを推奨する」との記述

を入れたほうがよい。 
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（３）事業成果報告会及び報告書の中に組み入れる内容・ポイントについての 

意見交換 

 

 修正 

5. 車いすアスリートの健康管理・医事管

理のポイント 

・タイトルを「5. 車いすアスリートの健康管

理・医事管理・感染症予防のポイント」に修

正する。 

 とくに、海外遠征時の感染症予防について記

述する。 

 

 

・「9. 車いすスポーツ団体の連携」を追加。 

 

（４）事業成果報告会についての意見交換 

 

 修正 

第 2 部 報告Ⅳ「車いすと体育施設の現状

と課題」 

・タイトルを「車いすとスポーツ施設の現状と

課題」に修正する。 

第 2 部 報告Ⅵ「車いすは共生社会のシン

ボル」 

増島みどり 

・「車いすは共生社会のシンボル」を第 3 部の

冒頭に移動し、報告者は、増島みどり、倉田

秀道、竹村瑞穂の三者が登壇する。 

・全体を再構成する。 
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2.4 事業成果報告会 

「車いすスポーツの普及・振興と共生社会を展望して」というテーマで、2022 年 2 月 22

日（火）オンラインで事業成果報告会を開催した。 

開催の目的は、「円卓会議」で得られた成果を広く関係者に報告し、障害者スポーツ団体

の連携とその体制を整備することである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目　　的

対　　象

運営

　報告Ⅵ「車いすは共生社会のシンボル」
　増島 みどり（当機構 業務執行理事/スポーツ・ライター/株式会社The Stadium 取締役）

　竹村 瑞穂（当機構 理事/日本福祉大学 スポーツ科学部准教授）
　倉田 秀道（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 経営企画部次長兼スポーツチーム統括）

第 3 部（16:40～17:00）

総合質疑・自由討論

総括／閉会挨拶

（17:00～17:10）
櫻井 康史（当機構理事･事務局長／晴海パートナーズ法律事務所 弁護士）

　報告Ⅰ「車いすスポーツの現状と課題」
　中森 邦男（当機構 理事/公益財団法人日本パラスポーツ協会 日本パラリンピック委員会 参
事）

　報告Ⅱ「車いすの構造と機能、その歴史と将来」
　山口 高司（株式会社オーエックスエンジニアリング 代表取締役副社長）

　報告Ⅲ「車いすスポーツの現場から」（各15分）
　１．土田 和歌子（夏季・冬季パラリンピック日本代表車いすアスリート）
　２．永岡 真理（当機構 理事/電動車椅子サッカー日本代表選手）

第 2 部（15:00～16:30）/各30分×3コマ

　報告Ⅳ「車いすとスポーツ施設の現状と課題」
　水原 由明（公益財団法人日本スポーツ施設協会 常務理事兼事務局長）

　報告Ⅴ「車いすスポーツの医事管理」
　田島 文博（和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座教授）

司会進行 吉田 真由美（当機構 理事/株式会社ノーザンホースパーク 顧問）

開会挨拶

（13:00～13:15）

【1】スポーツ庁　代表
【2】スポーツ・コンプライアンス教育振興機構　代表理事　武藤 芳照

第 1 部（13:15～14:45）/各30分×3コマ

令和3年度スポーツ庁委託事業「障害者スポーツ推進プロジェクト

（障害者スポーツ団体の連携及び体制整備への支援事業）」

スポーツ庁主催

事業成果報告会
～車いすスポーツの普及・振興と共生社会を展望して～

障害者スポーツ団体の連携促進と体制整備

スポーツ関係者（スポーツ団体の役員･職員、スポーツ指導者、スポーツ選手、
スポーツ･ジャーナリスト、スポーツ医、スポーツトレーナー、学校・教育関係者）

一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構

2022年2月22日（火）13:00～17:10 オンライン開催
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1. 事業成果報告会の内容 

（1）開催挨拶 

 

○武藤芳照（スポーツ・コンプライアンス教育振興機構 代表理事） 

 

本事業成果報告会は、『円卓会議』での議論・検討

内容を障害者スポーツに関わる方々に「報告」の形で

発表するとの趣旨を述べた。 

また、スポーツにおける根性重視の「スポ根」から、

コンプライアンス（法令等遵守）重視の「スポコン」

への変化が求められていることを強調した。 

“マラソンとは 2 本の足で走るもの”という理由から、マラソン大会から車いす使用者

の参加が拒まれた歴史を挙げ、今後、共生社会を実現するためにも障害者スポーツの推進

が非常に重要であるとの考えを示すとともに、全国の参加者の皆さまへの感謝の言葉を述

べた。 

 

○助川 隆氏（スポーツ庁 健康スポーツ課障害者スポーツ振興室長） 

 

「スポーツ庁の障害者スポーツ推進プ

ロジェクトの趣旨に照らして、車いすスポ

ーツを中心に障害者スポーツの普及と共

生社会の実現について、関係団体が連携し

て全国の皆さんと学びあうことは意義深

いこと」と述べられた。 

また、スポーツ審議会（スポーツ庁長官

の諮問機関）では、一般スポーツと障害者

スポーツの連携推進の重要性について議

論され、答申に盛り込まれる見込みである、との紹介があった。 

最後に、成果報告会の内容が十分に活かされ、今後の障害者スポーツ推進における活躍

を期待したい、との言葉を述べられた。 

 

（2）【第 1 部】報告 

主な報告内容は以下の通りである。 

 

報告Ⅰ 「車いすスポーツの現状と課題」 

中森 邦男 

（当機構理事/公財日本パラスポーツ協会 日本パラリンピック委員会 参事） 

 

（国際的な現状と課題） 

・パラリンピックにおいては、車いすスポーツへの参加国は少ない。その主な理由は、 

①車いすが高価、②車いすメーカーが極めて少ない、③施設が少ない、④指導者が少

ない、 

ことである。 

・したがって、車いすスポーツにおけるメダル獲得国も数カ国に偏っている。東京 2020
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パラリンピックでも同様の傾向である。（たとえば、車いすフェンシングは中国が圧倒

的に強い。車いすテニスや車いすバドミントンは５カ国に集中）。 

 

・国際パラリンピック委員会（IPC）には、パラリンピックに参加できる障害の種類や程

度が定められているが、規定違反の競技があり、大きな課題である。最近の例で、「車

いすバスケットボール」では、障害の程度によるクラス分けが規定に沿っていないと

の指摘があり、一時、東京パラリンピックから除外するとの勧告を受けた。その後、

国際車いすバスケット連盟（IWBF）が改善に取り組み、再評価を受けて参加できるこ

とになった。その過程で一部有名スター選手が除外され、生き甲斐を奪われ、人生ま

でも変えられてしまったケースが発生している。 

 

・他競技の国際連盟（IF）も課題が多い。IPC の内部組織である陸上競技や水泳など国

際競技連盟（IF）の場合は、課題が少ない。一方、パラリンピック競技別に国際競技

連盟が独立している場合、課題が多い傾向が見られる。 

 

（国内連盟（NF）の現状） 

 

・多くの場合、次のような課題を抱えている。 

①専用事務所を持たず、有給職員が少ないため事務作業能力に限界があるなど、事務局

体制が脆弱である。 

②選手が少なく、選手の発掘、層の拡大が必要である。 

③「企業協力金が少なく、財政基盤が弱い。 

 

・現在は、日本財団パラスポーツサポートセンターの支援があるが、2022 年 4 月からは

支援が縮小される方向であり今後の障害者スポーツへの支援が懸念される。今後は、

国、自治体等の厚い公的支援がこれまで以上に求められる。 

 

・国内でも、団体運営における不正経理、不適切会計処理、国際大会での債務不履行な

ど、不祥事の例がある。その主な要因は、少人数による組織運営、名目だけの理事の

存在、チェック機能の不足などが挙げられる。 

 

（車いすスポーツの振興に向けて） 

 

・良い例として、「車いすボッチャ」は普及していることが挙げられる。その理由は、行

政機関や企業でも手軽にチームを作り、楽しむことができること、重度脳性まひ者の

場合、公的支援制度による日常用車いすでプレーが可能であることなどが挙げられる。 

 

・一方、子どものスポーツ用車いすは高価であり、成長に合わせて買い替える必要があ

るが、保護者負担が重過ぎる。車いすの購入への助成や、再利用など入手しやすくす

るため、国や自治体による「車いすの貸与システムや交換システム」を構築すること

が求められる。 

 

・車いすスポーツの振興には、各団体の組織の充実・指導者の確保・資金の確保が重要

であり、これらに対する行政の支援が必要である。 
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報告Ⅱ 「車いすの構造と機能、その歴史と将来」 

山口 高司（株式会社オーエックスエンジニアリング 代表取締役副社長） 

 

（車いす開発と競技への貢献） 

・株式会社オーエックスエンジニアリングは、日常

用車いす、スポーツ用車いすを中心に開発・製造・

販売を行い、パラリンピックでは、アトランタ大

会（1996 年）から東京大会（2021 年）まで、夏冬

合わせて 144 個（金 44、銀 52、銅 52）のメダル

獲得に貢献してきている。選手のよいパフォーマ

ンスには、優れたい車いすの提供は欠かせない。 

 

（車いすの構造と機能） 

注：車いすの構造と機能については、巻末資料集 

  を参照のこと。 

 

（「世界の車いす（日常車）」の歴史） 

・車いすの始まりには諸説あり、定義も曖昧である。一説に 2500 年前のギリシャ壁画や

中国の記録に取り上げられているが確証はない。 

・下肢障害者の初めての車いすとして有名なのは、スペイン王 Felipe2 世のいす（手押し

車式＝人に押してもらう）である。 

・17 世紀に使用者自身で駆動する物（クランクを上肢で回す）が作られ、18 世紀に大車

輪を上肢で駆動する物に変化した。19 世紀になり傷病者が温泉地で使用できるバスチ

ェアーが目立つようになった。 

・19 世紀終わりごろから、「wheelchair」という用語が用いられ、車輪も木製からワイヤ

ースポークになり、折りたたみも可能なものが出るなど変化してきた。1933 年に現在

と同じような車いすがアメリカで販売された。 

 

（「日本の車いす（日常車）」の歴史） 

・鎌倉時代の資料によれば、人が車付きの台で移動していた。江戸時代には、葛飾北斎

漫画に描かれているような「下肢が不自由な人が使用する車」が使われていたようで

ある。 

・大正期にクランクを回すタイプの国産車いすが登場し、昭和初期には、現在のものに

近いものが作られ、第二次世界大戦後に療養者が増え、いわゆる「箱根式」車いすが

製造された。次いで、1950 年ごろに折りたたみ車いすが製造された。 

 

（「車いす（スポーツ用）」の歴史） 

・車いすを使用したスポーツが本格的に始まったのは、第二次世界大戦後、「ストーク・

マンデビル病院」（イギリス）でリハビリテーションにスポーツを取り入れたこととさ

れている。 

・1964 年のパラリンピック東京大会では、日常用車いすをそのまま使用したり、一部改

良したりした車いすを使用していた。 

・1988 年の大分車いすマラソン大会ごろになると、競技種目ごとに専用の車いす（日常

用の前方部分を長くしたようなもの）が増え始め、1988 年の同マラソン大会ごろにな

ると、３輪タイプのものが出始め、1990 年代前半には、現在とほぼ同じ形状になって
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いる。このように、1980 年代ころから、競技ごとに専用の車いすの研究・開発が進み、

現在のスポーツ用車いすの形に近づいてきているといえる。 

 

（最近の「車いす（スポーツ用）」の歴史） 

 ・近年は、幅広い障害への適応やプレースタイルの多様化に合わせて、競技や種目ごと

に素材や機能等を工夫し、競技レベルの向上や選手のオーダーに対し、個別に対応し

ている。 

 

（その例） 

＊ 「テニス用車いす」（調整式→3 輪タイプや小径タイヤタイプ→高い座面、転倒

しにくい４輪タイプへ） 

＊ 「バスケットボール用車いす」（調整式→バンパーや転倒防止の追加、強度や軽

さに勝る固定式→素材やパイプ形状の改良による壊れにくい車両へ） 

＊ 「陸上競技用車いす」（アルミ製、パイプ組合せで強度確保→大径や異形パイプ、

軽量化、漕ぐ力の推進力への伝達効率化の工夫→CFRP 素材使用フレームによる

軽量化、空気抵抗削減、疲労軽減の工夫へ） 

注：CFRP とは：炭素素材で補強・強化された樹脂 

 

（車いすの将来） 

・「日常用車いす」は、 

①障害の種類・程度に合わせてきめ細かく対応できる車いす 

②新素材による軽量の車いすが増え、 

また、③自動運転の電動車いす、障害の有無にかかわらず、誰でも利用できる「パー

ソナルモビリティー」の実用化に向けた開発が進められる。 

・「スポーツ用車いす」は、選手の要望や感覚に頼るだけでなく、科学的な根拠に基づく

開発が始まっている。モーションキャプチャー・風洞実験・AI を活用したエネルギー

代謝測定などを活用し、科学的知見に基づく設計や CFRP やマグネシウムなど新素材

を活用した軽量化や強度の向上が進められる。 

・今後は、世界で活躍するパラアスリート向けの高価な車いすとスポーツを楽しむため

の車いすとの二分化がさらに進むと予想される。 

・将来に向け重要なのは、子供やより多くの人がスポーツを楽しめる車いすを、メーカ

ーが継続的に開発し提供していくことである。 
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報告Ⅲ 「車いすスポーツの現場から」 

１ 土田 和歌子（夏季・冬季パラリンピック日本代表車いすアスリート） 

 

（パラスポーツとの出会いと挑戦） 

・障害者スポーツとの出会いは、交通事故で脊髄損傷の障害

を負い、リハビリ治療中に他のリハビリ治療者の前向きな

姿に刺激を受けたこと、アイススレッジ講習会に参加し、

アイススレッジスピードレースを始めたことがきっかけ

となっている。次いで、夏場のトレーニングの一環として

陸上競技にも取り組み、新たな世界へとはじめの一歩を踏

み出した。その後、多くの人の支えをいただきながら、パ

ラアスリートとしての活動の場が与えられ、日本人初の夏

季・冬季パラリンピック金メダルを獲得することができた。私生活では、結婚・出産

を経験した。 

 

・2008 年北京パラリンピック 5000m のレース中、アクシデント（前走者のクラッシュ

に巻き込まれ転倒）により途中棄権するという不運にも遭遇している。帰国後、肋骨

骨折が判明し、2 ヶ月の入院治療を余儀なくされ、選手続行か引退かを考える状況とな

ったが、悩みぬいて競技を続けることを決断した。 

 

・また、運動誘発性喘息になったので、健康回復の可能性があるのであれば、とにかく

取り組んでみるという思いから、水泳を始めることになった。そして、泳ぐのであれ

ば、新たにトライアスロンに挑戦することに目標を定め、トレーニングに励み、日本

代表として世界選手権に出場するという喜びを経験した。ところが、その大会では低

水温に適応できず過呼吸となり、棄権するという挫折を味わうこととなった。 

 

・この挫折を機に、トライアスロンに正式に転向し、海での強化練習、冷水へ慣れる練

習（温水と冷水の交代浴）など、トライアスロン競技へ適応するための取り組みを本

格化した。また、日本人女性として初となる、車いすレースとハンドサイクル、同時 2

競技でのパラリンピック出場にも挑戦してきた。 

 

・満を持して臨んだ 2020 東京大会では、開会式の聖火ランナーという名誉ある大役を務

め、また、競技ではトライアスロン 9 位、マラソン 4 位となり、メダルに届かず残念

な結果となった。 

 

（経験から学んだこと・期待すること） 

・このように、障害を乗り越えて、挑戦する気持ちを忘れずに競技に取り組む心が大切

だと思う。ここまで挑戦を続けて来られたのは、常に多くの仲間、支援者に支えられ

たからであり、感謝の気持ちで一杯である。 

一方、活動に当たっては、残念ながら理解不足やさまざまな偏見や不都合にも出会っ

てきた。これからは、より人権を大切にし、互いに障害をも個性として認め合う「共

生社会」が実現することを願っている。 

・車いすについては、色をカラフルにし、デザインを多様化するなど、「オシャレ化」へ

と改善されることも期待したい。 
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報告Ⅲ 「車いすスポーツの現場から」 

２ 永岡 真理（当機構理事／電動車椅子サッカー日本代表選手） 

 

（電動車椅子サッカーとの出会いと目標） 

・難病 SMA を患い、車いす生活であるが、2002 年（小学 2 年時）に障害者スポーツセ

ンター横浜ラポールで「電動車椅子サッカー」に出会った。動くことが好きだったこ

とから、その面白さに魅せられ、初のワールドカップの日本開催時（2007 年）には日

本代表になることを目標に、「横浜クラッカーズ（Yokohama Crackers）」というクラ

ブチームに加入した。その後、クラブでの練習で培われた実力と強い意志が実り、国

際大会で日本代表として活躍するとともに、普及活動にも積極的に取り組んでいる。 

 注：SMA（脊髄性筋萎縮症／運動神経細胞の異常により体幹や腕・脚などの筋力低下、 

筋肉萎縮、筋緊張低下が起こる病気） 

 

（活動における困難） 

・体育館の利用を申請しても、多くの場合、壁・床への傷やタイヤ痕を懸念して許可さ

れないケースが多い。実際には、こうした懸念は殆どないにもかかわらず、管理者側

の理解不足によって不許可となっている。 

・国内での練習や遠征時において、介護者の確保、公共交通機関の利用時の補助（通常

の 3 倍の時間がかかる）、宿泊施設のバリアフリーの未整備（扉の幅が狭く、電動車い

すでは部屋まで入れないなど）など、移動や生活面での困難がある。 

・こうした国内での問題は、障害の種類・程度や電動車椅子サッカーという競技、独特

の用具（ボールを蹴るために椅子に取り付けるフットガード）に対する理解不足によ

るものである。 

・海外遠征時においては、①用具故障時の部品補充と修理への備え、②予備充電器等の

携帯、③医療機器・常備薬・障害や病状説明文の携帯が必須であり、諸準備が大変で

ある。 

 

（困難でも活動を続ける理由） 

・アスリートとして挑戦するという「夢や目標を持つ」ことが大切と考えている。 

・スポーツを通して社会参加することが、社会とのつながりを実感でき、また、ひいて

は障害者への理解を進めるとことができるという点において、社会貢献につながって

いる。 

・国際大会等での交流が、国際的な人とのつながりを広げ、多様な経験やものの見方を

知ることができるので、自己の向上に役立っている。 

 

（展望） 

・電動車椅子サッカーという競技やアスリートの存在を多くの人に認知してもらい、ま

た、障害の全般についても広く理解されれば、共生社会の実現への展望が大きく開け

ると信じている。そのためには、障害者との共同活動や支援活動の体験をすることが

求められる。 

・ドキュメンタリー映画『蹴る』（2018 年制作 中村和彦監督）で、取り上げられている

ので、ぜひ観ていただき、理解が進むことを願っている。 
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（３）第 2 部 

 

報告Ⅳ 「車いすスとポーツ施設の現状と課題」 

水原 由明（公益財団法人日本スポーツ施設協会 常務理事兼事務局長） 

 

（車いすスポーツの行政とその歴史） 

・1964 年の東京パラリンピック開催を契機に、1965 年に第 1 回全国身体障害者スポー

ツ大会が行政と関係団体との共催により行われ、2001 年からは、知的障害者を含めた

全国障害者スポーツ大会として開催されている。また、地方自治体（47 都道府県・政

令指定都市）でも、障害者スポーツ大会が行われている。 

・その他、各団体による個別の国内大会が行われている。 

（マラソン、駅伝、ダンス、バスケットボール、車いすラグビーなど） 

 

（地域の特色ある取り組み） 

・東京都江戸川区では、スポーツ振興課に障害者スポーツ係を設置し、「東京 2020 パラ

リンピック 22 競技できる宣言」、「各種体験教室・大会の実施」、「情報誌の発行」など

積極的に展開しており、他の自治体のモデルといえる（詳細は、江戸川区のホームペ

ージを参照）。 

 

（施設管理者が抱える課題） 

・体育館は、多様な利用者に安全に使用してもらうため、床のメンテナンスが大きな課

題である。そのため、ワックス使用、急ブレーキによるタイヤ痕、転倒による床凹み・

キズなどがつかないかを心配しがちとなる。 

・こうした心配は、通常では起こらないし、特別清掃と適切な補修で解決できるもので

あり、利用制限をする理由とはならない。したがって、管理者側は、障害者スポーツ、

車いすスポーツの振興のために利用を促進することが課題である。 

 

（今後の課題） 

・車いすは、「体の一部」あり、「走るための足」であることを認識し、車いす使用者へ

の理解を深める必要がある。 

・車いすスポーツでも、身体接触により転倒を伴う競技以外では、通常、木床をキズつ

けることはない（管理者は、床材は約 5000 キログラムに耐える強度があり、ポリウレ

タン系塗料の使用でワックス塗りは不要であることを知っておくことである。）。 

・ハンドリム（駆動握り）で凹みキズが出来ることもあるが、転倒はアクシデントと捉

えるべきであり、（利用者もキズつかないようにカバーを着けるなどの工夫をしている

こともあり）、利用者への理解が求められる。 

・安全に利用してもらうため、木床の維持管理に常に留意する必要がある。 

 

（木床の安全管理上必要な４つのポイント） 

①床表面の清潔維持（年 3～4 回の特別清掃実施、汚れやテープ等の除去） 

②床表面の光沢・滑り等の最適保持（水分・ワックス除去、土砂持込防止） 

③破損箇所の早急補修 

④経年劣化箇所の改修・リフォーム 
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（今後に向けて） 

・利用する競技団体には、競技規則の中に床面保護に関わる規定を設けるなどの努力が

求められる。（これにより、タイヤ痕が残らないものを使用するなど、床をキズつけな

い準備と工夫をするようになる。） 

・施設管理者は、研修等を通じて床面の正しい管理の仕方を熟知して行う必要がある。 

・施工業者には、床面の維持管理しやすさに向けて、よりよい塗料や床材の開発に努力

するよう期待したい。 
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報告Ⅴ 「車いすスポーツの医学的管理」 

田島 文博（和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座教授） 

 

（障がい者スポーツ研究の動機） 

医学生時の実習で、リハビリテーションにより患者の症状が良くなるのを見たこと、障

害者にはスポーツが必要だという信念を持つ緒方甫教授の指導を受けたことが、リハビリ

専門医になる決心につながった。 

 

（車いすスポーツの医学的特徴） 

選手に「障害」がある、車いすを使用する、上肢を酷使する、二次的障害が起こりうる

（健常者にも起こりうる）、という特徴がある。 

 

（車いすアスリートに対する医学的留意点） 

医学的留意点には、 

①原因疾患の把握と症状出現に対応 

②複合障害の有無チェック 

③合併症の予防 

④栄養・水分・電解質の摂取法の指導 

⑤その他の健康管理 

が挙げられる。 

 

（車いすアスリートの健康管理） 

・健常者におけるスポーツ傷害と突然死の予防という観点が一般的である。 

・障害そのものを悪化させることなく、二次的障害を防ぐ必要がある。 

・高い競技性を求められる競技者には、事前に医学的視点から参加の適・不適を判断す

る必要がある。 

・ベースにある障害を理解し、それに応じた対策が必要である。 

・障害そのものが悪化していないかを見極めるため、かかりつけ医による定期的な診察・

検査が必要である。 

・「基本健康調査用紙」（陶山哲夫ドクター作製）を活用する。 

・メディカルチェックで海外国際大会出場不適とされた症例もあるので、事前に対策を

講じる必要がある。これまでの例では、 

①障害原因疾患のコントロール状況や再発 

②併存（合併）疾患コントロール状況 

③医師診断書提出後の発病、手術 

④使用薬物（疼痛に対する TUE 申請対象外の麻薬使用） 

という問題で大会出場不適と判断されている。 

・「てんかん」、「呼吸器障害」、「褥瘡（じょくそう）」、「高次機能障害」など、選手によ

っては個別の対応が求められる。 

・車いすアスリートでは、障害により医学的注意点は異なることに留意する必要がある。

具体的には、「下肢切断者では熱中症」、「末梢神経障害者では筋力低下」、「脳性麻痺者

では微少筋障害」、「脊髄・頸髄損傷者は褥瘡・尿路感染・熱中症」、とそれぞれ注意点

が異なる。 
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（褥瘡と発生予防） 

・『褥瘡』は、「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、ある

いは停止させる。この状況が一定時間持続されると、組織は不可逆的な阻血障害に陥

り褥瘡となる」と定義されている。 

・脊髄損傷者は、運動・感覚麻痺によって褥瘡発生リスクが高いことに加え、自律神経・

内分泌・免疫系の障害によって創傷治療を遅らせる可能性がある。また、褥瘡が発生

すると身体的、心理的な QOL（Quality of Life）を損なうだけでなく、莫大な経済的

損失につながる。したがって、「褥瘡は発生を予防すること」が最も重要である。 

・脊髄損傷者の褥瘡発生の予防には、視診・触診検査に加え、早期発見のためには B モ

ードエコー検査による褥瘡評価が有用である。 

・座面圧測定は、座面圧の分布をリアルタイムに視覚化でき、瞬間的な評価はできるが、

経時的に評価することは困難である。 

 

（車いすマラソン選手の傷害と予防の研究） 

・大分大学の調査によると、車いすマラソン参加選手の 66％に上肢のスポーツ障害を認

め、障害部位は、肩 35％、手 16％、肘!12％であった（車いす常用者のスポーツ障害

の調査報告、リハ医学 1988）。 

・これまで、車いすテニスやバスケットボール選手の調査はあるが、少数であり、車い

すマラソン選手の調査報告はほとんどない。 

・現在は、トップアスリートである車いすマラソン競技者（被験者 74 名）の検診を毎年

実施している。肩と肘の検診は、全身状態を把握した上で、問診・視診・触診・機能

診を実施する。また、エコーを用いて実施している。 

・問診（運動時痛・就寝時痛の有無）、視診（発赤、腫脹）、触診（熱感、圧痛）、理学所

見（可動域、機能診）、B モードエコーを用いて調査したところ、車いす選手 82 名の

半数に「肩痛」が認められた。 

・肘では、車いすアスリートの肘部尺骨神経傷害は多いと推察されるが、肘部尺骨神経

脱臼に関連することが判明している。この対策には、フォームの改善が必要である。 

 

（東京パラリンピックでの新型コロナ感染症への対応） 

・ADL に介助者が必要である。また、接触しないと判別できないブラインド選手への対

応、知的障害者への指導、ほぼすべての選手は合併症がある中でのワクチン接種の方

法などにおいて、健常者への対応と大きな違いがある。 

 注：ADL （Actives of Daily Living／日常生活動作＝ひとりの人間が独立して生活す

るために行う基本的な、しかも各人ともに共通に毎日繰り返される一連の動作群) 

・新型コロナ感染症への対応、基本は「バブル方式」で行うこととした。 

・新型コロナ感染予防対策を講じながら、パラ陸上強化委員会の合宿などを運営するた

めの指標を 2020 年 7 月に作成している。 

 

・その中で、コーチングスタッフ（トレーナーを含む）の留意点を次のように挙げてい

る。 

    －責任者は、チームの活動にあたって感染予防措置に関する方針を定め、参加メ

ンバーに周知徹底すること。また、活動地域の感染状況や段階的解除方針の変

更に、柔軟に対応できる計画を策定すること。 

    －参加者に感染の疑い、あるいは感染者が出た場合は、責任者が対象者の状況を

正しく把握し、かかりつけ医または医事委員会と帰国者・接触者相談センター
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に電話で相談すること。 

・策定項目例としては、「体調管理」、「衛生管理」、「トレーニング計画」、「宿舎利用」、「食 

環境」が挙げられる。 

 

・「体調管理」の内容 

    －所属するメンバーの体調を把握し、感染の可能性があると考えられる症状が出

た場合に感染拡大のリスクを最小限にする。7 月 1 日以降、体調に関する下記項

目について健康チェック表と健康アプリを活用し、日々の記録を行い、感染ま

たは濃厚接触に該当する状況になった場合は、感染経路特定のために、異常を

感じた日からさかのぼり 2 週間前までの状況を分析し、体温（朝夕 1 日 2 回）・

体調（喉が痛い、咳が出るなどの自覚症状）・行動記録（訪問場所と時間）・濃

厚接触者の氏名・人数について提出を求められた場合に提出できるような体制

を整えた。   

       ■体温（朝夕 1 日 2 回） 

■体調（喉が痛い、咳が出るなどの自覚症状） 

■行動記録（訪問場所と時間） 

       ■濃厚接触者（感染者が症状を発症した 2 日以内に、マスクなしで１ｍ以

内かつ 15 分以上の会話があった者） 

    －体調・行動記録のデータは、最低でも 1 ヶ月間は各自で保管するよう指示した。 

    －2020 年 6 月 19 日に厚生労働省からリリースされた新型コロナウイルス接触 

者アプリの使用も推奨した。 

    －発熱、体調不良の症状があるものについては、活動への参加を認めない。 

 

・「衛生管理」の内容 

    －各活動拠点（エリア）での手洗い・手指の消毒・利用器具の消毒を徹底する。 

    －マスク・手指消毒を準備する（個人で準備できなかった場合の備え）。 

    －練習および外出からの帰宅後は、ただちにシャワーを浴びて更衣し、身体を清

潔にすることにつとめる。着替えた物はビニール袋に入れて持ち帰り、適切に

洗濯する。合宿時には、適切に洗濯できるところで対処する。 

 

・パラリンピック本番では、選手や関係者向けの『公式プレイブック』（東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会組織委員会）に基づいてチェックし、行動に留意した。 
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（東京パラリンピックでの高温環境と熱中症対策） 

・地球規模で見れば、日本と同じ緯度は砂漠だらけであり、東京 2020 パラリンピック開

期間の気温は過酷である。“高温環境を制した者が東京 2020 パラリンピックを制す”

と言われた。 

・車いす選手では、立位の場合より地面に近いので、体感温度が高い（＋４℃）こと、

また、熱中症発症のリスクを高める因子として、高温（多湿）、筋肉での熱発生があり、

気象庁の WBGT（暑さ指数）データ以上の暑熱負荷がかかることを想定して対応した。 

・脊髄損傷で感神経支配が完全に遮断されている場合、発汗機能・能動的血管拡張シス

テム・皮膚血流が損なわれるので、とくに注意して対応した。 

・切断者は体表面積が少ないので放熱が出来ず、胸部発汗量が増してしまう。汗の源は

血液であることから、体液量を増やすこと、循環血液量増加のため運動後にタンパク

質を摂取することなど、大量の発汗に対応できる体作りに努めた。 

・パラ陸連の対策例（選手とコーチに対して） 

－ 獨協医科大学埼玉医療センター 上條義一郎教授が中心となり、暑熱対策を策定

した。 

－ 全体に対して、Web 講習会を開催し、熱中症対策の基本を説明した。 

－ 実際の競技会では体温測定などを繰り返し、選手ごとに指導を行った。 

－ 競技場では送風機とアイスバスによるクーリングに努めた。 

 

（まとめ） 

・障害部位の変化と健常部の障害予防には、定期的なメディカルチェック（MC）は欠か

せない。 

・MC により医学的問題で出場辞退となる選手はいなくなった。 

・医学的アドバイスも多少寄与して、メダル獲得した選手がいた。 

・コロナ感染症対策としての健康調査も必要である。 

・日本の夏では、（健常者向けだけでなく）障害者向けの熱中症対策も必要である。 
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報告Ⅵ 「車いすは共生社会のシンボル」 

増島 みどり（当機構 業務執行理事/スポーツ・ライター/（株）The Stadium 取締役） 

竹村 瑞穂 （当機構理事/日本福祉大学 スポーツ科学部准教授） 

倉田 秀道 （あいおいニッセイ同和損害保険（株）経営企画部次長兼スポーツチーム統括） 

 

「車いすスポーツを通じて共生社会を考える」のテーマで 3 氏の対話形式で行われた。 

 

（社会背景と世界スタンダードから） 

増島）車いすは、共生社会を進める一歩目であると思う。

社会課題とオリンピック・パラリンピック開催の

意味を考える時、1964 年と 2021 年東京大会時の

社会背景を対比してみるとどのようなことがいえ

るのであろうか。 

倉田）1964 年と 2020 年前後との比較では、社会背景と

して、経済・インバウンド・高齢化比率・社会潮

流の 4 点に着目すると、とくに異なっていること

がわかる。大まかにみると、 

・経済（高度成長→停滞、グローバル化（2017）） 

・インバウンド（35 万人→3115 万人（2019）） 

・高齢化（6.2％→28.7％（2020）） 

・潮流（終身雇用・年功序列・ベビーブム→SDGs、

DX＝デジタルトランスフォーメーション、働き方

改革、D&I=ダイバーシティ&インクルージョン） 

と大きく変化しており、その時代背景を理解する

ことが求められる。 

 

増島）そのことと関連して、高齢者・障害者・子供の数を平成 21 年と平成 30 年で比較

すると、「高齢者は約 427 万人増加」、「身体障害者はほぼ横ばいだが、知的・精神・

発達障害者数は約 79 万人増加」、「子供の数は減少」と変化している。こうした中、

共生社会の実現についてはどう思うか。 

 

竹村）インクルーシブな発想や多様性の尊重がなぜ重要なのか、耳を傾ける必要がある。

少数派の意見が届きにくい社会は、民主社会として成熟しているとは言いがたい。

少数意見に配慮する必要がある。障害の有無に加え、性別、人種、年齢にかかわ

らず、多様性が尊重される組織の在り方を追求することが求められる。相互尊重

が重要であり、そのための対話が重要である。スポーツをバネにして共生社会の

実現を目指したい。 

 

倉田）海外での事例では、フィンランドではノルディックスキーの競技施設が充実して

おり、オリンピック選手もパラリンピック選手も合同で強化合宿している。全日

本遠征などで長期滞在していると、日本とヨーロッパとでは、インクルーシブな

社会、伝統に裏づけされた文化・制度・価値観の違い、とくに人々の意識の違い

を感じる。海外の実情を鑑みると、オリンピックとパラリンピックに壁は必要な

いと考える。 

 



31 

 

（企業、大学での実践活動から） 

倉田）あいおいニッセイ同和損害保険（株）では、「アスリート雇用はスポーツ支援の本

質的な取り組み」、「アスリートの社会での活躍の場を創出＝社会における当たり

前の『共生の場』を創出」という考えで、パラアスリートを含むアスリートを雇

用している。アスリート採用に際しては、①デュアルキャリア（業務と競技を両

立）、②エリアサポート（頑張る選手を地域で支える）、③セカンドキャリア（競

技引退後も継続雇用）という方針を維持している。 

 

   アスリートの社会活動を自治体主催事業と連携して行っている（講演会・体験会、

小学校での出前授業、マラソンキャラバンなど）。子どもの反応は非常によく、意

識の変化が見られ、保護者の意識啓発にもつながっている。こういった活動は全

国で展開しており、今年度の開催数は、140 回に及ぶ。 

   また、早稲田大学スキー部監督として、初のパラ選手・村岡桃桂選手の強化指導

と競技サポートで歩んだ経験により多くの気づきを得られた。具体的には、 

①一緒に練習、ともに強化 

②寮のバリアフリー化（他の部員との共同生活に対応） 

③大学の巻き込み（学内施設の改修、授業のオンライン化等学習方法の改革など）

など多くのことを実施した。スキー部では小さなコミュニティながら共生社会が

生まれ、そこで学生が切磋琢磨する環境が生まれた。これらの経験により、共生

社会の実現には、人々の障害者への「気づき」が大切であることを実感した。そ

うした「気づき」により、学生の意識、大学運営の意識も変わったと思う。 

 

竹村）日本福祉大学では、福祉スポーツを核の一つにして共生社会の実現に寄与できる

人材を養成しており、スポーツ科学部の卒業生全員が、「初級障がい者スポーツ指

導員」資格を取得できる。 

学修内容として「車いすスポーツ（車いすバスケットボール、車いすバドミント

ンなど）を学ぶ機会がすべての学生に保証されており、「アダプテッドスポーツ」

にも力を入れている。アダプテッドスポーツを通して、オリンピック種目であっ

ても、ルールを工夫することにより障害の有無にかかわらず、誰もが一緒にスポ

ーツを楽しめることを学んでおり、共生社会を考える大きな場となっている。 

（注）アダプテッドスポーツ（特定の競技やルールを実施するのではなく、一人ひとり 

の発達状況や身体の状況にスポーツを適応（adapt）させること） 

 

（一人ひとりの意識と小さなコミュニティから、コンプライアンスの視点から） 

増島）昨年、東京パラリンピック男子車いすバスケットボール HC（ヘッドコーチ）を務

めた京谷和幸氏（50 歳、元 J リーガー、交通事故で車椅子生活、1994 年浦安市の

車椅子バスケットボールの関係者に誘われ選手に転向。2000 年シドニー大会から

2012 年ロンドン大会まで４大会連続でパラリンピックに出場。2008 年は日本選手

団の主将）が、以下２点を提起している。 

①体育館を使用できない⇒スポーツ基本法に定められたスポーツをする権利は

守られているか？ 

②自治体やスポーツ施設の貸し出しを決定する組織内に、車いす使用者や障害

者がいない⇒組織の在り方というガバナンスの視点で適切か？ 

    スポーツ基本法では、前文で「文化としてのスポーツ、スポーツの権利」につ

いて、第 5 条では「障がい者のスポーツへの配慮」について述べられているが、
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この提起についてどう考えるか。 

 

竹村）スポーツ施設の管理者側には、貸し出しできない理由を探す傾向があると思われ

る。ハード面での問題よりも、ソフト面（つまり貸し出す側の人の考え方）での

問題が大きいと考える。 

倉田）加えて言えば、電車内でのプライオリティシートで座席を譲れるか否かといった

例がある。障害者や高齢者に心配り・配慮できるか、気持ちがあるか、であろう。

共生社会の実現には「配慮する」ことが出発点である。障害者や車いすスポーツ

に対しても同様の配慮が必要と考える。 

電車での障害者や高齢者への心配り・配慮による座席ゆずりの例にみられるよう

に、共生社会の実現には「配慮する」ことが出発点である。障害者や車いすスポ

ーツに対しても同様の配慮が必要と考える。 

 

増島）世界的に見れば、日本では、エレベーターなどのハード面での配慮は進んでいる

方ではないかと思う。 

 

竹村）差別意識のない無意識な偏見が生成されている。「事実判断」から⇒「価値判断」

は導出できない（例：「高齢者である」⇒「高齢者らしくふるまうべきである」と

いった導出は否定される）ので、「気づき」がないのではないか。 

   また、“無意識のうちに「ある障害者像」をもってはいないか？”“無意識な偏見・

先入観がないかどうか”自問する必要がある。 

   この状況を改善するには、教育活動の地道な継続が重要である。 

 

（まとめ） 

○「少しだけ自身の意識を変える努力」が重要である。 

・ハードを変える（整備する）ことはコストも時間もかかるが、ハート（ソフト）は意

識すればコストをかけずに変えられる。 

・パラリンピックは、「ハードのバリアフリー」だけでなく「心のバリアフリー」を考え

る大きなきっかけである。 

・一朝一夕にすべてが世界のスタンダードに追いつくことはできないが、「国が悪い」、「あ

いつが悪い」と、嘆くのではなく、まず、“少しだけ自身の意識を変える努力をしてみ

ませんか”と呼びかけることが求められる。 
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（4）第 3 部 総合質疑・自由討論 

 

質問と回答の概要は以下の通りである。 

 

１ 質問 本日のご講演の資料は、後日、入手可能でしょうか？ 

回答 この成果報告会の発表資料そのものはお渡しできませんが、後日、報告書として当機構

ホームページに公開しますので、概要はそれをご覧ください。 

 

２ 質問 日常用と競技用の車いすは同じですか。車いすで外から体育館に入る場合、タイヤを拭

いたりするのでしょうか。 

回答 普段使用する車いすと競技用では使い分けています。体育館に入る場合は、アルコール

消毒をしている。電動車椅子は、普段は前のボールをキックするフットガードの部分は

取り外し、競技の時だけ取り付けています。 

 

３ 質問 使わなくなった競技用車いすを活用している事例はありますか。市のホストタウン相手

国（リベリア共和国）で普及を目指している車いすバスケットボールにお手伝いできる

かことがないか考えています。選手に合わせて調整が必要であれば、車いすを提供する

ことは難しいでしょうか。アドバイスいただける方がいたら教えてください。 

回答 国内では、少し補修をして次の選手に譲ったりしているし、体験用に再利用することは

可能です。競技用車いすの入れ替え時に有効活用したらよいでしょう。ただし、発展途

上国などに競技用車いすを提供（支援）した場合、その国に修理施設がなければ廃棄と

なってしまうので、現実的には難しい面があります。 

 

４ 質問 電動車椅子サッカーの方のお話で、アクリルたわしでタイヤ痕が落ちるという話があり

ましたが、床の塗装面も少し削れるのではないか気になります。スポーツ施設協会の方

で知見がありましたら教えていただけますと幸いです。 

回答 頻繁に“たわし”を使って清掃すると、床面の塗装面が傷ついたり、摩耗したりするこ

とはあると思いますが、できればラバー痕を落とすラバークリーナーを使用すると良い

です。 

 

５ 質問 パラスポーツの競技人口はどのくらいでしょうか？全体観が知りたいです。 

回答 2021 年度のパラスポーツ協会の登録団体の障害者の会員数では、パラリンピック競技の

平均は 260 名（最小 9 名／最多 759 名）、デフリンピック競技の平均は 106 名（最小 17

名／最多 276 名）及びパラリンピック委員会以外の登録団体の平均は 367 名（最小６名

／最多 1554 名）です。登録されている競技アスリートは全体で 25,700 人です。 

 

６ 質

問 

「車いすとスポーツ施設の現状と課題」の中で床のメンテナンスについてのお話がありま

した。実際に傷がついてしまった場合の補修費用はどれくらいで、費用負担は誰がするも

のかとお考えでしょうか？ またこの費用負担に対する保険などはあるのでしょうか？ 

回

答 

・補修キット（税込 5,280 円） 
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・補修に関しては、損傷の程度によりますが、上記内容を確認していただき、日々の軽

微な補修をすることで、定期的な改修まで維持管理できると思われます。なお、経費

に関しては、床面の材質と改修内容により異なるので（表面の研磨、フローリングの

ユニット交換等）、施行工業社に確認していただくと良いです。 

・現在、床面等に関しての賠償責任保険や施設維持管理保険等はありません。 

・ただし、団体利用の際の利用申請時に交わす書類に利用者側の責任により損傷した場

合、団体側が修理等をするという規程があれば請求できると思います。しかし、その

ような規程があるかどうかを把握していません。 

 

 

７ 質問 学校の部活動の民間移行が今後推進され、クラブチームでの活動が主になります。指導

者の確保、資格取得、活動場所など、大きな課題があります。パラスポーツに関してど

う取り組んでいけばよいのでしょうか。 

回答 障がい者スポーツの指導者養成校があるので、そこで資格を取得できます。パラスポー

ツ関連協会（団体）で体験教室や研修会を実施していますし、クラブやサークルの拠点

づくりを推進しています。パラスポーツ関連団体へ問い合わせすれば、情報が得られま

すので、その上で、さまざまに取り組んでみてください。 

 

８ 質問 「車いすスポーツの現状と課題」の中で、競技用の車いすが高価であることの問題点が

指摘されています。日常用の車いすで可能なスポーツの普及を考えるのも一つの手段だ

と思いますが、いかがでしょうか？ 

回答 「ボッチャ」などは、日常用車いすでも十分可能です。他のスポーツも日常用車いすで

出来るように工夫し、普及して行きたいものです。 
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９ 質問 初級指導員の資格を取るまでは良いですが，地域でその資格を活かす場面，競技会が少

ないと思います．コロナ禍でなおさらその機会が減っている中でどのように関わること

が障害者スポーツ発展に寄与できるでしょうか？ また，若い人たちに関わってもらえ

るようにするために、どのように働きかけるのが良いでしょうか？ 

回答 パラスポーツの指導においては、選手に医学的サポートができる若手ドクターの育成が

課題となっています。また、パラスポーツ選手として継続して活動するのが難しく、継

続できるかどうかはコーチ次第といえますので、優れたコーチの養成も必要です。こう

した課題を解決し、パラスポーツを発展させるには、法的な支援が大切です。パラスポ

ーツへの支援は、厚生労働省から文科省・スポーツ庁へと移管されたので、スポーツ庁

にパラスポーツの専門家を配置されるよう強く願っています。 

 

（5）【総括／閉会挨拶】 

櫻井 康史 

（当機構理事・事務局長／晴海パートナーズ法律事務所 弁護士） 

 

閉会に当たり櫻井康史が、「長時間にわたり熱心に聴講された参加者の皆さん、ご挨拶い

ただいたスポーツ庁障害者スポーツ振興室長・助川 隆氏、報告者として登壇された委員

の方々に、心からの感謝を申し上げたい。ご意見や将来への提言は学ぶことが多く、また、

総括質疑の内容は興味深いものであった。障害者スポーツをめぐる諸課題については、今

後のスポーツ・コンプライアンス教育の内容に盛り込んで、当機構の発展・充実につなげ

ていきたい。」との趣旨の挨拶を行った。 
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2.5 啓発冊子、資料集の作成 

2.5.1 啓発冊子の作成 

障害者スポーツ団体へ車いすスポーツに関する情報を提供するため、啓発冊子を作成し

た。 

 

 

 

内容は、以下の通りである。 

 

【車いすとは】 

 Ｑ１．車いすって誰が使うの？  

    Ｃｏｌｕｍｎ １ …メガネと車いす 

 Ｑ２．車いすってどんな形と構造をしているの？ 

    Ｃｏｌｕｍｎ ２ …ハンドサイクルとは 

Ｑ３．車いすの支給の仕組みは？ 

 Ｑ４．スポーツ用車いすの形と構造は？ 

Ｃｏｌｕｍｎ ３ …電動車いすの機能 

 Ｑ５．スポーツ用車いすには、どんな種類と特徴があるの？  

    ５－１．陸上競技、バスケットボール、テニス、バドミントン 

    ５－２．ラグビー、サッカー、その他の競技 

 

【車いすスポーツ】 

Ｑ６．車いすスポーツの歴史は？ 

Ｑ７．車いすスポーツには、どんな競技があるの？ 

   Ｃｏｌｕｍｎ ４ …車いすのスピード 

Ｑ８．車いすスポーツの競技規則のポイントと特徴は？ 

   Ｃｏｌｕｍｎ ５ …車いすバスケットボールで試合後に立って歩いている人がいる 

Ｑ９．車いすスポーツを体験できるクラブ・組織はどこにあるの？ 
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Ｑ10．車いすスポーツは、一般の公共スポーツ施設や陸上競技場でもできるの？ 

Ｑ11．車いすは室内スポーツ施設や屋外コートなどの床面に傷がつくので使用が難しい

って本当？ 

Ｑ12．車いすスポーツが総合型地域スポーツクラブなどで実施されている事例はある

の？  

Ｑ13．車いすスポーツの競技団体のコンプライアンス・ガバナンス推進上の課題は？  

 

【車いすアスリート】 

Ｑ14．車いすアスリートがスポーツを始めたきっかけは？ 

Ｑ15．日本及び世界の車いすアスリートの現状は？  

Ｑ16．日本の車いすアスリートの競技成績は？  

Ｑ17．車いすアスリートの「クラス分け」とは？ 

   Ｃｏｌｕｍｎ ６ …クラシファイア（クラス分け専門官）とは 

Ｑ18．車いすアスリートの健康管理・医事管理のポイントは？ 

   Ｃｏｌｕｍｎ ７ …褥
じょく

瘡
そう

（床ずれ）とは 

Ｑ19．車いすアスリートの重大事故にはどんなものがあるの？  

Ｑ20．車いすアスリートの水分補給の仕方は？ 

Ｑ21．車いすアスリートのドーピング検査の方法と課題は？  

Ｑ22．車いすアスリートのサポートや接遇などで不適切な事例は？  

   Ｃｏｌｕｍｎ ８ …こんなことがありました。（経験談） 

Ｑ23．車いすスポーツの効果と価値は？  

 

2.5.2 資料集の作成 

障害者スポーツ団体へ車いすスポーツに関する情報を提供するため、資料集を作成した

（巻末の「資料集」を参照）。 
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2.6 効果検証 

2.6.1 事業成果報告会の効果検証 

1. 事後アンケートの作成 

事業成果報告会の事後アンケートを作成した。事後アンケートは、下表の通りである。 

 

 

Q1 成果報告会は参考になった。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q2 前問の理由をご記入ください。 

 

 

Q3 成果報告会で学んだことは、業務に役に

立つと思う。 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q4 前問の理由をご記入ください。 

 

 

Q5 車いすスポーツの課題について理解で

きた。 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q6 車いすスポーツの課題解決策について

理解できた。 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q7 成果報告会のご感想を自由にご記入ください。 

 

 

 

 

2. 事後アンケート集計結果 

申込者：79名 

参加者：63名 

回答者：37名 
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Q1 成果報告会は参考になりましたか？ 

 

（回答率：100％） 

 

 
「ややそう思う」「大変そう思う」を合わせると、97.3%である。 

 

Q2 前問の理由をご記入ください。 

（回答率：100％） 

⚫ 判りやすい発表であったから。 

⚫ 幅広い分野からの報告であったため。 

⚫ 施設側の問題点や懸念事項などを初めて知ったこと。 

⚫ パラスポーツの実状を知ることができました。 

⚫ スポーツもそうですが、医療の現場でも、同意の中で行っていくのも、もちろんです

が、医療者の一方的な解釈になったりすることが多々あるので、お互いの意見を尊重

するという共生の部分でとても勉強になりました。 

⚫ パラスポーツの周りを取り巻く環境やパラアスリートの医学的問題が大変勉強になり

ました。 

⚫ 車いす（仕組みや素材）や床の材質など、これまであまり考えていなかった部分の知

識が増えました。 

⚫ 判りやすい発表であったから． 

⚫ 幅広い分野からの報告であったため 

⚫ 施設側の問題点や懸念事項などを初めて知った事 

⚫ パラスポーツの実状を知ることができました。 

⚫ 普段接している障害者スポーツ団体等とは少し違った切り口での報告となっており、

新鮮だった。 

⚫ いろいろな分野からの意見、提案等があった。 

⚫ 障害者スポーツ団体の連携が支援事業名に入っているが、知的障害者にスポーツの場

を提供するスペシャルオリンピックス日本との連携はどうなっているのか触れていた

だきたかった。 
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⚫ 車いすスポーツの関わり方について参考になった部分があった。 

⚫ 床のタイヤ痕の話等、これまで気に留めていなかったことに気づけたため。 

⚫ スポーツ・コンプライアンスの理解の拡大に必要だと思う。 

⚫ 障害者、車いすスポーツの当事者であるので、今後の活動に活かすことができるから

です。 

⚫ 体育館の利用などにおいての問題点が明確になり、今後の課題が整理されていたと思

います。 

⚫ 今まで知らなかった競技や障害の詳細を知ることができた。永岡さんの話はとくに素

晴らしかった。スポーツはすべての人々のためにあることを再認識させられた。彼女

の考え方は万人に共通するスポーツの本質である。 

⚫ 各方面でご活躍の先生から車いすスポーツの現状を学ぶことができたため。 

⚫ 知らないことが多く勉強になりました。 

⚫ 車いすスポーツについて多角的な視点から情報提供があったため。 

⚫ スポーツ用車いすについて素人ですが、車いすの種類や当事者の声を伺うことができ、

大変勉強になりました。 

⚫ 自分は「中級障がい者スポーツ指導員資格」をもっている。数多く講習会やボランテ

ィアの経験を持っているが、新しい内容とさらに具体的なテータや情報を得ることが

できた。 

⚫ 車いすについて、まだまだ知らないことがたくさんあり、まだまだいろいろな可能性

があるとわかったので。 

⚫ 車いすなどの知らなかった歴史を学ばせていただきました。そして今現在もチャレン

ジし続けているアスリートの方々の想いや活躍を知ることができて、改めてパラスポ

ーツの持つ無限の可能性を感じることができました。 

⚫ 今まで知らなかったことを聞くことができたため。今後スポーツを通じて障害者の理

解が深めることを期待しています。 

⚫ 車いすスポーツに関する理解が進んだから。 

⚫ パラスポーツに初めて触れたから。 

⚫ 車いす競技についての多くの情報を聴くことができた。 

⚫ 中森さんの包括的なデータは有用であった。 

⚫ 車いすスポーツの現状が把握できました。また、地域での展開にさまざまな面からの

バリアへの対策が具体的に示され、かつ、医学的管理からのアプローチやその専門家

の育成など、総合的に取り組める仕組みが必要不可欠であると理解いたしました。 

⚫ 現在重点的に取り組んでいるのが、スポーツにおける暴言・虐待・ハラスメントなの

で・・・。 

⚫ 東京パラリンピックの開催後の問題点と今後の対応についての検討は大変参考になり

ました。 

⚫ 車いすスポーツの現状と課題について理解を深めることができました。 

⚫ 施設利用時の具体的な影響などを知ることができた。 

⚫ 知らない知識もあり、補填できた。また、アスリートの直接の声を聴くことができた。 

⚫ そこから得たことが、将来に役立つと思うからです。 

⚫ パラ選手の育成を積極的に進めたいと考えていたところだったので、参考になった。 
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Q3 本会で学んだことは、業務に役に立つと思いますか？ 

（回答率：100％） 

 
 

「ややそう思う」「大変そう思う」を合わせると、91,9%である。ただし、「そう思わない」

という回答もあった。理由は、直接業務と関連がないためと思われる。 

 

Q4 前問の理由をご記入ください。 

（回答率：100％） 

⚫ 具体的な内容があったから。 

⚫ 電動車椅子競技が競技の選択肢の一つになる可能性を周知できるため。 

⚫ まだ、本格的に関わりを持っておらず、今後は役立つと思います。 

⚫ 常に尊重を考えて、共生社会を目指していく。 

⚫ 障害者の診察をより幅広い視点で実践できると思います。 

⚫ 大学教員として、今後の教育・研究活動に役立てていきたいと思います。 

⚫ 現在当たり前と思っていることが違うことや、別の視点から見ても同じ結論が出てく

る点などが面白く感じた。 

⚫ 今後の企画開催に参考にしたい。 

⚫ 業務では車椅子スポーツに関わりがないため。 

⚫ 地域のパラスポーツ支援に役立てます。 

⚫ 障害者、車いすスポーツの活動で共生社会に関する活動をする時に活かすことができ

ることや、大学での授業、今後の人生にとても役立つと思います。 

⚫ 選手の体調管理について今後の参考になりました。 

⚫ 本協会の中にパラ陸上競技協会を組織の中に組み入れている。さらに連携を密にして

発展させていきたい。 

⚫ 医療系大学に勤めており、障害者スポーツの現状を学生にも伝えていきたいと思いま

す。 

⚫ 勤務先の大学においても障害者スポーツの研究・教育に力を入れようとしていますの

で役立てていきたく思います。 

⚫ スポーツ施設における対応について参考になったため。 

⚫ 「相手の声に耳を傾ける」「車いすは体の一部」ということを学べました。一人でも多
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くの方に外に出る機会を提供し、パラスポーツを市内でもっと普及したいきたいと思

いました。 

⚫ 健常者のみの指導をしているので、なかなか障害者スポーツには行けない。 

⚫ 車いすの海外への「技術協力プロジェクト」展開など、競技だけでなく共生社会とし

て、日本が世界にリードしていくための「のびしろ」がまだまだあると感じました。 

⚫ 会社の中で障害者スポーツ推進担当の役職をいただいて仕事していますが、まだまだ

知らないことがたくさんあるので、パラスポーツの歴史やその基盤となっている車い

すのことを改めて振り返るとともに、道具があってこそのパラスポーツなので、物を

大事にしながら、よりパラスポーツを普及させるために頑張らなければと再認識でき

ました。 

⚫ 多くの講師をまとめてこのような説明会を行っていることが大変参考になりました。 

⚫ 車いすスポーツ関連業務は現時点でそこまで多くないが、今後、必要性が生じた際の

参考になるため。 

⚫ 現状で接点がありません。 

⚫ 現在、パラ競技には関わっていないが、将来的に関わる可能性があるため。 

⚫ 種目別参加国など、未知のデータがあった 

⚫ "スポーツを活用したリハの現場で、地域活動や社会参加を意識した取り組みに活用で

きると考えております。 

⚫ また、専門家の育成などにも努めたいと思います。" 

⚫ オフィサーになって、スポーツ・コンプライアンスの講話依頼が増えて、仕事の半分

を占めるようになった。 

⚫ オフィサーになって、仕事の 50%くらいがスポーツ・コンプライアンス講話の依頼にな

り、ここでの研修は他では学べないことが多いから。 

⚫ 車いす以外の種目にも大変参考になりました。 

⚫ 地域で障害者スポーツを普及するうえで大変参考になりました。 

⚫ 施設利用や体調管理に役立てたい。 

⚫ 当連盟の中長期計画策定中であるが、そちらにとても参考になった。 

⚫ 患者様（当事者）の立場や考えの人と議論を交わしたりできるようになるかもしれな

いからです。 

⚫ パラ選手自身のスポーツ活動における問題、施設側の問題等、課題を明確にし、それ

を一つひとつ克服することで、共生社会への前進となる。 
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Q5 車いすスポーツの課題について理解できましたか？ 

（回答率：100％） 

 

 

「ややそう思う」「大変そう思う」を合わせると、100%である。 

 

Q6 車いすスポーツの課題解決策について理解できましたか？ 

（回答率：100％） 

 

「ややそう思う」「大変そう思う」を合わせると、89.1%である。課題解決策についての

理解度は、車いすスポーツの課題と比べやや低い。課題の解決のためにはさまざまなハー

ドルがあるためと思われる。 
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Q7 成果報告会のご感想を自由にご記入ください。 

（回答率：100％） 

⚫ とても良い会でした。 

⚫ 今後の活動にむけて大変参考になりました。ありがとうございました。 

⚫ 大変勉強になりました。お疲れ様でした。 

⚫ 問題点など現在の実情を知ることができ、ありがとうございました。 

⚫ 日本で車いす競技が浸透しているのかと思っていたが、そんなことなく、また、メン

テナンスも満足にできないところに驚愕しました。 

⚫ パラスポーツのすそ野がさらに広がっていくことにより、よりインクルーシブな社会

の実現につながっていくことが実感されました。 

⚫ まだ議論すべき課題も多いかと思いますので、今後も持続的に開催されることを願い

ます。 

⚫ 視点の違いが感じられて大変有意義であった。 

⚫ 実現できるように努力したい。 

⚫ まだまだこれからの分野で、定着するためにはもっと多くの人に関わってもらう必要

があると改めて感じました。 

⚫ 今年とちぎ大会があり、理学療法士として関わるため、大会成功に尽力することと、

障害者スポーツに関わる若い人たちを一人でも多く求めたいと思います。大会後に続

くそんな機会にしたいと、現在、理学療法士協会と障がい者スポーツ協会と一緒に奔

走しております。本日はありがとうございました。 

⚫ ありがとうございました。 

⚫ 成果報告会の継続を希望いたします。 

⚫ 知っているようで知らないことが数多くあり、目から鱗のような内容もありました。

今後の人生に活かしていきたいと思います。 

⚫ パラスポーツ普及のためには、現状の競技を主体とする方法では限界があると思いま

す。 

⚫ 健常者であればウォーキングなどの軽度なスポーツの入り口があります。パラスポー

ツにおいても気軽に手軽にできるスポーツの普及を考えることが必要だと思います。 

⚫ 有意義な機会でした。報告書をアップするとのことですが、資料がいただけないもの

かというのが要望です。 

⚫ 非常に勉強になりました 

⚫ またこのような機会がありましたら、ぜひ参加させていただきたいと思います。 

⚫ 大変ありがとうございました。 

⚫ さまざまな面で課題がありますが、解決策については一筋縄ではいかないものも多々

含まれていると感じました。一つずつ進められればと思いました。 

⚫ 質問に回答していただき、ありがとうございました。どこに聞いたらいいのかと悶々

としていましたので、いいヒントが得られ、また考える機会をいただきました。 

⚫ 福祉大学などで若者にカリキュラムや演習などの実践も大事だし、初級指導員資格を

とらせることも良い。関心を持つことや知ることは重要である。しかし、その以降の

活動に繋がる環境や仕事はなかなか厳しいし、難しい状況にある。 

⚫ 地方と中央との格差は酷い！障害者スポーツ人口も少なく、練習や大会参加も厳しい

状況。 

⚫ ユニバーサルスポーツなどを通じて障害を持っている方や健常者、年齢、性別に関係

なく、みんなが楽しくスポーツができる環境づくりこそ共生社会、共存社会であると

考えられるし、課題であると思う。ありがとうございました。 
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⚫ とても濃厚な半日を過ごさせていただきました。もっと情報をオープンにしつつ、そ

の付加価値を高めると、スポーツをきっかけに、世界のみんながよりよく生きられる

世の中がつくれると感じました。 

⚫ 誰もが平等かつスポーツマンシップに則り、よりパラスポーツの発展のために努力す

ることにより、人の心を動かすことができる。人の心が動けば、思考が変わり、人の

行動が変わる。そのインパクトを忘れることなく、努力していこうと今回のようなプ

ロジェクトに参加すると思えるので、また参加したいです。 

⚫ 車いすスポーツについていろいろな観点の報告を聞けて、非常に理解できたと認識し

ております。障害者の対応を含めて、今後の社会貢献について考えさせられましたこ

とに感謝申し上げます。 

⚫ 仕事の都合で最後まで参加できず残念であったが、パラスポーツのなかの車いすを使

用する競技の現状と課題の概要を知識として得ることができ、よい学びとなりました。 

⚫ スポーツが生きがいになる最も顕著な例がパラであると思いました。競技としてより

も草野球的な広がりができれば素晴らしいと感じました。 

⚫ 車いす競技の問題点を大まかに理解できた。他の障害者競技についても同様の報告会

を開催してほしい。 

⚫ パラスポーツの普及には、トップだけでなく、裾野を広げることが重要とは、ずいぶ

ん前からいわれているし、東京パラリンピックの一つの目標だったが、あまり変わっ

ていない。 

⚫ 今後も、継続的に、現状を明らかにし、車いすスポーツを通じた障害者の社会参加と

その専門家の育成に参考となる調査・報告をお願いいたします。 

⚫ 最前線で普及活動等に取り組んでいる方々の実践事例がもっとあるとよかった。最前

線で普及活動等に取り組んでいる実践事例をもっと知りたい。 

⚫ 大会・競技会運営のセミナーもぜひ開催をお願い致します。 

⚫ 身近な場所で車いすスポーツを楽しめる環境づくりに向け、「ハード」より「ハート」、

まずは人々の意識変革が大事ということが再確認できました。有意義な機会に参加さ

せていただきありがとうございました。 

⚫ 再確認できるよう報告書が出来ましたら、リリース情報をいただければ助かります。

今後も有意義な調査をお願いいたします。ありがとうございました。 

⚫ 大変参考になりました。こういう切り口でまた多くの団体の実績をお聞きしたいです。

（特にスポーツガバナンスコードにおける中長期計画） 

⚫ 貴重な機会を頂き、ありがとうございました。 

⚫ 障害の範囲は、車椅子に限らずたいへん広く、様々な障害についての理解を深めて行

きたいと思った。 

 

3. アウトカム、数値目標 

車いすスポーツに関する情報の共有、課題の共有をアウトカムとした。 

事業成果報告会のアンケート集計結果から、参加者と車いすスポーツに関する情報の共

有、課題について、参加者と共有することができた。 

事業成果報告会の理解度、満足度についても、80％を超えており、当初の目標を達成す

ることができた。 
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2.6.2 資料集の効果検証 

1. 資料集のアンケート作成 

資料集の満足度、理解度を測るため、以下の通りアンケートを作成した。 

 

Q1 資料集に満足した。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q2 資料集はわかりやすかった。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q3 資料集の内容について理解できた。 

 

 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q4 資料集は業務に役に立つと思う。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q5 資料集を活用したい。 

 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q6 もっと知りたい情報があれば、ご記入ください。 

 

 

 

 

Q7 改善した方がよいと思う点があれば、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

2. アンケートの送付先 

以下のスポーツ団体にアンケートを送付し、協力をいただいた。 

・一般社団法人日本車いすラグビー連盟 

・一般社団法人日本車いすテニス協会 

・一般社団法人日本パラ水泳連盟 

・一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

・一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 

・一般社団法人日本ボッチャ協会 
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3. アンケート集計結果 

Q1 資料集に満足した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 資料集はわかりやすかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 1 14.3%

ややそう思う 2 28.6%

大変そう思う 4 57.1%

7 100.0%

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 1 14.3%

ややそう思う 1 14.3%

大変そう思う 5 71.4%

7 100.0%
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Q3 資料集の内容について理解できた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 資料集は業務に役に立つと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 1 14.3%

ややそう思う 2 28.6%

大変そう思う 4 57.1%

7 100.0%

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 1 14.3%

ややそう思う 3 42.9%

大変そう思う 3 42.9%

7 100.0%
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Q5 資料集を活用したい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6 もっと知りたい情報があれば、ご記入ください 

 

・コンプライアンス・ガバナンスについての資料にも事例等が載っており分かりやすい

と思いました。 

 

Q7 改善した方がよいと思う点があれば、ご記入ください。 

 

○（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟） 

 資料集の１～５と６～９別冊にする方がいいのかなと個人的には思いました。 

○（一般社団法人日本パラ水泳連盟） 

・QA の Q 項目は興味を引く、良い視点と思うが、A の方は難しい言葉が多く、読みづ

らい。 

・専門的過ぎて活用しづらい。 

・難しい言葉や車いす専門用語は、説明が欲しい。 

 

  

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 1 14.3%

ややそう思う 3 42.9%

大変そう思う 3 42.9%

7 100.0%
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4. 資料集の効果測定 

下表のようにアウトカム、評価指標を設定した。 

 

アウトカム 評価指標 数値目標 

・資料集に関する満足 

・業務への活用 

・資料集に対する満足度 

・理解度チェック 

・業務への活用度 

・資料集に対する満足度  

80% 

・内容についての理解度 80% 

・業務への活用度 85% 

 

・資料集に対する満足度は、85.7%である。 

・内容についての理解度は、85.7%である。 

・業務への活用度は、」85.8%である。 
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2.6.2 啓発冊子の効果検証 

1. 啓発冊子のアンケート作成 

啓発冊子の満足度、理解度を測るため、以下の通りアンケートを作成した。 

 

Q8 冊子に満足した。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q9 冊子はわかりやすかった。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q10 冊子の内容について理解できた。 

 

 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q11 冊子は業務に役に立つと思う。 □1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q12 冊子を活用したい。 

 

□1 まったくそう思わない。 

□2 そう思わない。 

□3 ややそう思う。 

□4 大変そう思う。 

Q13 もっと知りたい情報があれば、ご記入ください。 

 

 

 

 

Q14 改善した方がよいと思う点があれば、ご記入ください。 
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2. アンケート集計結果 

Q8 啓発冊子に満足した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9 啓発冊子はわかりやすかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 0 0.0%

ややそう思う 2 28.6%

大変そう思う 5 71.4%

7 100.0%

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 0 0.0%

ややそう思う 2 28.6%

大変そう思う 5 71.4%

7 100.0%
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Q10 啓発冊子の内容について理解できた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11 啓発冊子は業務に役に立つと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 0 0.0%

ややそう思う 3 42.9%

大変そう思う 4 57.1%

7 100.0%

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 0 0.0%

ややそう思う 2 28.6%

大変そう思う 5 71.4%

7 100.0%
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Q12 啓発冊子を活用したい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13 もっと知りたい情報があれば、ご記入ください。 

○（一般社団法人日本ボッチャ協会） 

 ・各競技の IF 登録国数と、競技参加者数 

・全体の競技者数があって、比較参考となるので、あると助かります。 

○（一般社団法人日本車いすラグビー連盟） 

 ・パラスポーツのことが凝縮されているのでとても良いと思いました。 

 

3. 啓発冊子の効果測定 

下表のようにアウトカム、評価指標を設定した。 

 

アウトカム 評価指標 数値目標 

・啓発冊子に関する満足 

・業務への活用 

・啓発冊子に対する満足度 

・理解度チェック 

・業務への活用度 

・啓発冊子に対する満足度  

80% 

・内容についての理解度 80% 

・業務への活用度 85% 

 

・啓発冊子に対する満足度は、100%である。 

・内容についての理解度は、100%である。 

・業務への活用度は、」100%である。 

 

  

まったくそう思わない 0 0.0%

そう思わない 0 0.0%

ややそう思う 3 42.9%

大変そう思う 4 57.1%

7 100.0%
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資料集 

 

目次・構成 

１．日常用車いすの基本構造（名称と役割） 

２．車いすの変遷 

１）車いすの歴史的変遷 

  ２）現在の車いす（手動車いす、電動車いす、バギー型車いす） 

３．スポーツ用車いすの進歩・生活用車いすによる競技 

  １）スポーツ用車いすの進歩 

  ２）生活用車いすによる競技（ボッチャ、卓球等） 

４．スポーツ用車いすの競技による特徴 

  １）陸上競技（レーサー） 

  ２）車いすバスケットボール 

  ３）車いすラグビー（攻撃型・守備型） 

４）車いすフェンシング 

５）車いすテニス 

  ６）バドミントン 

  ７）電動車いすサッカー 

  ８）卓球 

  ９）ボッチャ 

  10）トライアスロン 

  11）その他の種目 

５．スポーツ用車いすメーカー 

  １）日本のメーカー 

  ２）世界のメーカー 

  ３）競技別の代表的なメーカー 

６．障害者スポーツ団体・組織のガバナンスとは何か 

７．障害者スポーツ団体における法務～コンプライアンス・ガバナンスを中心に～ 

８．障害者スポーツ団体のガバナンス強化・推進－会計不祥事の防止と会計管理 

９．一般社団法人日本褥瘡学会「車いすアスリート支援委員会地区委員名簿」 

10．日本パラスポーツ協会（JPSA）・日本パラリンピック委員会（JPC）の加盟協議団体

一覧 

11．よくある質問と回答例（Q&A） 
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１．日常用車いすの基本構造（名称と役割） 

日常生活用車いすには、障害の種類や程度に合わせいろいろな種類のものがあります。

その中で一番多く使用されている手動型の車いすの各部の名称と機能を紹介します。 

 

１）フレーム 

車いすの骨格になる部分です。折り畳み式と固定式がありますが、日本では、折り畳み

式が主流で、材質はアルミニウム製の物が多くなっています。 

 

２）シート 

人が座る座面です。布やビニールレザーの物があり、そのまま座る場合もありますが、

障害者の多くは、褥瘡予防のためクッションを上に乗せて使用しています。 

 

３）アームサポート 

車いすのひじ掛けです。車いすからの移乗や褥瘡予防の除圧時にも使用します。移乗時

に邪魔にならない跳ね上げや着脱タイプも存在します。 

 

４）バックサポート 

車いすの背もたれです。布やビニールレザーの物があります。障害者は体幹を保持する

ために調整式を多く使用しています。障害によってはリクライニングなどの機能がある場

合や、車などへの搭載のための背折れ機能付きなどもあります。 

 

５）レッグサポート 

足がフットサポートから落ちることを防ぎます。ベルトや布の物やパットが付いている

タイプもあります 

 

６）フットサポート 

車いすの足台です。障害 の程度や移乗の仕方によって跳ね上げられるタイプもあります。 

8)キャスター 



57 

 

７）ブレーキ 

車いすを停止しておくためのブレーキです。車や自転車のようにスピードをコントロー

ルするための物ではなく停車のための機構です。 

 

８）キャスター 

車いすの前輪です。車いすのほとんどは後輪を駆動し前進・後進・旋回を行います。前

輪は自在輪で、後輪の動きに合わせて向きが変わるものが使用されます。 

 

９）車輪 

車いすの駆動輪になります。体格や座り方に合わせいろいろなサイズが存在します。自

転車と同様に空気の入ったチューブ式が主流ですが環境に合わせノーパンクタイプもあり

ます。 

 

10）ハンドリム 

車いすを漕ぐときにつかむ部分です。素材も金属製や樹脂製などがあります。握力の無

い人用に突起が付いているタイプやビニールのコーティングをしたものもあります。 

 

11）ティッピング・転倒防止バー 

ティッピングは介助者が段差などを越えるために踏み、車いすの前輪を浮かします。転

倒防止バーは、車いすが後方に転倒するのを防止します。転倒防止バーがあると前輪が上

がらず段差が越えられないことを回避する折り畳み式も存在します。 

 

12）手押しハンドル 

介助者が後ろから車いすを操作するためのハンドルです。介助者の使用しやすい高さに

調整できるタイプや、車などへの搭載しやすくなる折り畳も存在します。 

（山口高司） 
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２．車いすの変遷 

【世界の車いすの歴史】 

・最初の車いすについては諸説あり、車いすの定義を含めあいまいです。2500 年前のギ

リシャの壁画や中国の記録が取り上げられますが確証はありません。 

・下肢障害者の初めての車いすとして有名なのはスペイン王 Felipe2 世（1527～1598）

の椅子。人に押してもらう乗り物だったようです。 

・17 世紀に使用車自身が駆動する物が作られるようになりますが、クランクを上肢で回

すタイプでした。 

・18 世紀になると、大車輪を上肢で駆動する物に変化してきました。 

・19 世紀は傷病者が温泉地で使用できるバスチェアーが目立つようになりました。 

・19 世紀終わり頃から Wheelchair という用語が使われるようになりました。車輪も木

製からワイヤースポークなり折り変わっていきました。1933 年に現在の車いすと同じ

ようなの車いすがアメリカで発売されました。 

 

【日本の車いす】 

人が車輪付きの台で移動していたことを鎌倉時代の資料に見ることができます。 

江戸時代には北斎漫画に描かれているような「下肢が不自由な人が使用する車」が使わ

れていたようです。 

 

国産の車いすが登場するのは大正時代でクランクを回すタイプでした。 

北島藤次郎商店が、現在の使われ方に近い車いすを昭和初期に製造しています。 

第二次世界大戦後に国立箱根療養所で車いす使用者が増え、北島藤次郎商店で箱根式を

製作します。 

第二次世界大戦後に国立箱根療養所で車いす使用者が増え、北島藤次郎商店で箱根式を

製作しました。 

 

【現在の車いす】 

現在日本で販売（レンタル）されている車いすは、障害の内容・程度・体格などに応じ

て多岐にわたります。購入方法も、自立支援法による給付や介護保険によるレンタル、現

金による購入などがあります。ここでは車いすの種類の説明を主にしています。 

 

（１）手動式車いす 

手動車いすには大きく分けて介助用と自走用があり自走式はハンドリムを使い使用者が

漕げる車いすで、介助用は介助者が介助を押すことを前提として後輪にハンドリムがなく、

小径な場合が多いです。 

成人・児童用は制度・判定する場所の違いや、メーカーが便宜上で分けていますが、機

能的には違いがなく、サイズの違いだけです（12 歳の児童が 140 ㎝の場合は大人の小さい

車いすを使用する場合もあります。）。 

価格は機能デザインにより大きく変わり、病院や商業施設に置いてある車いすの 1 万円

程度のものからデザインや素材にこだわった海外製は 100 万円程度のものもあります。 

公費の場合は医師からの意見書をもとに車いすの種類や付属する機能ごとに基準額が決
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められており、手動式の場合 10 万～20 万円、介助式は 8 万～50 万円（介助用使用者は重

度傷害者が多くティルトやリクライニング・座位保持部品などが必要なケースが多い。）が

助成されます。 

 

（２）電動式車いす 

電動車いすは、大きく分類するとセニアカー・普通型電動・簡易型電動に分類されます

が、ここではセニアカーの説明は省きます。 

普通型電動は、バッテリーの量も大きく、長い距離の移動が可能で、重度障害者が必要

なティルト・リクライニング機構が必要な方に向いています。 

簡易型は、基本の骨格は手動と同じで、車輪の位置に電動ユニットを取り付けた機種で、

座位が比較的取れやすく、上肢にも障害があり手動での生活が困難な人が使用します。 

児童用と成人用の考え方は手動と同じです。 

金額は日本製だと 40 万～90 万位のものが多く、公費により賄えるケースも多く、その人

の身体状況に応じてリクライニングやティルト・座位保持部品などを医師の意見書をもと

に決めます。 

海外製の中には、100 万～300 万の車いすもあり、公費以外に自己負担するか、障害によ

りどうしても基準に収まらないケースは、基準外として全額公費で賄えるケースもありま

す。 

（山口高司） 
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３．スポーツ用車いすの進歩・生活用車いすによる競技 

車いすを使用したスポーツが本格的に始まったのは、第二次世界大戦後にイギリスのス

トーク・マンデビル病院でリハビリにスポーツを取り入れたことによります。 

1964 年のパラリンピック東京大会では、まだ日常車いすをそのまま使用したり一部を改

良したりした車いすでスポーツをしていました。 

1981 年の大分車いすマラソンの頃になると、競技ごとに専用の車いすが増え始めますが、

日常車を長くしたようなものです。1988 年の大分車いすマラソンの頃になると、現在と同

じ 3 輪タイプの車いすが出始めてきます。 

1990 年代前半になると現在とほぼ同じ形状になってきます。 

近年は、幅広い障害への適応やプレースタイルの多様化に合わせ、競技毎に素材や機能

などを開発し、競技レベルの向上に対応しています。 

 

（１）車いすテニス 

1992 年頃は、プレースタイルが確立しておらず、調整式が好まれていました。 

1994 年ごろから前方ボールにラケットが当たらない 3 輪タイプも人気で、小回りが利く

タイヤ径の小さめで座面が低い車両で多くの人がプレーしていました。 

2000 年ごろから車いすテニスでもパワーテニスがトップ選手の間では主流となり、高い

打点や高い位置からのサーブを多用するために座面が高くなり、3 輪より転倒リスクが低い

4 輪タイプが主流となりました。 

 

 

（２）車いすバスケットボール 

1992 年頃、プレースタイルが確立しておらず、調整式が好まれていました。 

1990 年代後半からは、バンパーや転倒防止などレギュレーションの変更に合わせたもの

やプレースタイルの確立により、調整式に比べ強度や軽さに勝る固定式が主流となってき

ます。 

2000 年頃からは、ハイポインターからのさらなる強度の向上を受け、素材の見直しやパ

イプの形状の見直しなどを行い、壊れにくい車両となっていきました。 
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（３）車いす陸上 

1995 年、アルミ製の車両で細いパイプを組み合わせて強度を出している車両が多い時代

でした。 

2000 年代初期は大径や異形のアルミパイプが主流となり、軽量化はもちろん、選手の漕

ぐ力を効率よく推進力に変えられる研究や、コーナーでタイムをロスしないように強度を

上げる開発が進められました。 

2020年台に入るとメインパイプや車両全体のCFRP化が進み軽量化はもちろん空気抵抗

削減や疲労の軽減までも考慮したフレームが主流となってきます。 

（山口高司） 

 
 

写真提供 株式会社オーエックスエンジニアリング 
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４．スポーツ用車いすの競技による特徴 

スポーツ用車いすは、パラリンピック大会当初は日常用車いすを使用し、より速く、ま

た、より動きやすくなるように、競技ごとに少しの改良・工夫が行われてきました。現在

は、競技の特性に応じた車いすが改良されてきており、陸上競技用、車いすバスケットボ

ール用、車いすテニス用など競技ごとの車いすが開発・販売されています。トップの一部

選手には、スポンサー企業が数千万以上の開発費を掛けた車いすの提供も行われています

が、通常のパラリンピック選手が使用している競技用車いすの特徴と価格は次の通りにな

ります。 

 

（１）陸上競技用車いす（レーサー） 

陸上競技用車いすは、規則で車輪の大き

さと数が決まっていますが、写真のような

3 輪タイプが主流となっています。トップ

選手が使用する車いすのホイールはスポー

クのない写真のようなディスクタイプを使

用しています。 

空気抵抗や軽量化などの開発が盛んで、

長距離用は CFRP 製のメインフレームに

アルミのシートを乗せたハイブリットやフ

ル CFRP 製の車いすが増えています。短距離用はアルミ製のフレームを使用している選手

も多くいます。 

価格は、ホール付きだとアルミ製で 60 万円前後、カーボンとアルミニウムのハイブリッ

トタイプの場合 100 万円前後、フルカーボン製の場合 200～300 万円になります。 

 

（２）バスケットボール用車いす 

バスケットボール用車いすは、機動性と安定性が

求められ、車輪がハの字になっているほか、障害の

軽い選手から重い選手でチームが構成されているた

めに、障害の状況により、車いすのセッティングは

異なっています。リヤキャスターは１輪が主流です

が、2 輪の選手も増えています。また、障害の軽い

選手は高さが求められることが多く、障害の重い選

手は座位バランスがとれないので、安定したプレー

のため、背もたれやサイド部分を高くするなど工夫

しています。 

規則により座面の高さやバンパーの高さ・リヤキ

ャスターの位置などの規制があります。車いす同士の接触が起こるために、同じ位置（高

さ）で衝突するように、前輪キャスターの前にバンパーを取り付けています。 

転倒や接触の危険があるため、修理もしやすいアルミニウム製の車いすをほとんどの選

手が使用しています。 

価格はホイール付きで 40～60 万円位です。 
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（３）テニス用車いす 

テニス用車いすは、機動性と安定性が求められ、車輪がハの字になっているほか、転倒

防止用リアキャスター付いているアルミニウム製が主流となっています。最近は、CFRP

製や軽量なマグネシウム製の車いすを一部の選手が使い始めています。 

車いすの規則の縛りが少なく、ホールベース・

座面の高さ・リアキャスターの長さなど自由度が

高く、キャンバー（車輪の傾き）もほかの競技と

比べ大きめ（20 度前後）が多いです。 

2000 年ごろから、トップ選手の間ではパワーテ

ニスが主流となり、高い打点や高い位置からのサ

ーブを多用するために座面が高くなり、3 輪より転

倒リスクが低い4輪タイプが主流となっています。 

価格は日本製のホイール付きで 40～60 万前後

で、海外製はホイール付きで 80 万円前後と高価と

なっています。 

 

（４）バドミントン用車いす 

バドミントンは、東京 2020 大会から正式種目

に採用されました。バドミントン用車いすは、前

後の素早い動きが求められ、他競技以上に軽さが

求められています。体重を車いすの後部にかけ、

背後のシャトルをクリアするために、リアキャス

ターは他競技より後方に長く、２輪が主流となっ

ています。 

車いすバスケットボールと異なり、転倒や接触

がないために、アルミ製が主流ですがマグネシウ

ム製の超軽量モデルや CFRP 製のモデルを使用する選手も増えています。 

価格はホイール付きで 40～60 万円位です。 

 

（５）ラグビー用車いす（攻撃型・守備型） 

ラグビー用車いすは、四肢麻痺など重い障害がある人を対象としたチームスポーツとし

て考案され、発展してきました。しかし、重い障害があるとは想像できないほど、そのプ

レーは素早く機敏で、さらに車いす同士のぶつかる衝撃音は観客を驚かせ魅了します。ま

た、激しくぶつかるために攻撃的な選手は、１試合平均 2〜4 回パンクが起きます。タイヤ

がパンクしたときは、スタッフが素早くスペアの車輪（スペアは常時 2 本以上）と付け替

えます。 

車いすラグビーを販売している国内メーカーはなく、主に海外の 3 社のものが主流で、

価格はアルミ製で 130 万円以上、チタン製で 180 万円以上になります。 

 

① ラグビー用車いす（攻撃型） 

競技能力が高い（速く動いたり、バランスが良か

ったり、手や腕がよく動く）選手は、コンパクトで

丸みにある攻撃型車いすを使用します。相手選手に

動きを止められない（車いすの密着により動けない

ようにする)よう、コート内を自由に動き回り、また、
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ボールを持ってゴールするために相手ブロックにアタック（ぶつかって）し進路を確保し

たり、すり抜けたりします。 

三肢または四肢切断のベテラン選手は、動きを止められそうになったとき、体幹の力を

うまく使い、相手の車いすを押し分け、すり抜けたりします。 

 

② ラグビー用車いす（守備型） 

競技能力が低い（動きが遅かったり、バランスが

悪かったり、手や腕がよく使えない）選手は、守備

型車いすの飛び出したフロント部分をうまく使い、

攻撃型選手の動きを抑えたり（複数で動けなくす

る）、進路を妨害したりします。 

 

（６）サッカー用電動車いす 

サッカー用電動車いすは、2012 年頃から写真の

ストライクフォース（ Powersoccer shop.com 社・

アメリカ製）という電動車いすが主流となっていま

す。 

プレーをする際、ボールを蹴るためにスパイクの

代わりとして足元にフットガードという四角い鉄

のガードを装着します。 

多くの選手は重度の障害があり、筋ジストロフィ

ー、SMA（脊髄性筋萎縮症）、脳性麻痺など、手動

の車いすを自分で操作することが難しい人が、ジョイスティック型コントローラーを指・

足・顎で操作します。 

最高速度時速 10 キロというルールで、重い障害があるとは想像できないほどスピーディ

ーで、シュートをする際には車いすを 360 度回転し、遠心力を活かしてボールを蹴ります。

また安定性を考慮し、転倒等を防ぐために低重心になっています。 

価格は、100 万円前後（フットガードを含む）ですが、障害の種類により電動リクライニ

ング・ティルト、身体を固定するベルトや座位保持器具などを付けたり、シーティング改

造を含めると 100〜150 万円になります。 

 

（７）その他の競技用車いす 

卓球や車いすフェンシングで使用する車いすは、前記のテニス用やバスケットボール用

のスポーツ車いすの使用が基本で、上半身が自由に動けるような構造になっています。ま

た、上体が自由に動くことでバランスが崩れないように脚部をベルトで固定したり、ラケ

ットや剣を持たない手で車いすをつかめるよう工夫しています。 

その他、ボッチャ、射撃やアーチェリーでは、日常用車いすやスポーツ用車いすを使用

していますが、競技力を高めるために、それぞれが障害特性や競技特性に応じ、上半身の

動きを広くしたり、フォームを固定する方法などを工夫しています。 

 

写真提供 株式会社オーエックスエンジニアリング 有限会社エックスワン 

 

（中森邦男） 
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５．スポーツ用車いすメーカー 

（１）日本のメーカー 

日本には、車いすを製作しているメーカーは大小合わせるとたくさんあります。とくに

工房と呼ばれる児童や重度障害者用の車いすを一人ひとりに合わせて製作している小規模

なメーカーもたくさんあります。下図で紹介しているメーカーは、手動車いすと電動車い

すを製作している日本の代表的なメーカーです。 

 

メーカー名 手動車いす 
電動車いす 

スポーツ用車いす 
簡易型 普通型 

日進医療器㈱ 〇 〇  〇 

㈱松永製作所 〇 〇  〇 

㈱ミキ 〇 〇  〇 

㈱カワムラサイクル 〇 〇   

㈱ティグ 〇 〇  〇 

㈱オーエックスエンジニアリング 〇 〇  〇 

㈱今仙工業  〇 〇  

㈱ヤマハ発動機  〇   

スズキ㈱   〇  

 

（２）世界のメーカー 

世界にも多くの車いすメーカーが存在していますが、日本に輸入されている代表的なメ

ーカーをご紹介します 

・クイッキー（アメリカ） 手動車いす・電動車いす・スポーツ用車いす 

・オットボック（ドイツ） 手動車いす・電動車いす・スポーツ用車いす 

・パンテーラ（スウェーデン） 手動車いす 

・ペルモビール（スウェーデン） 電動車いす 

など 

 

（３）競技別の代表的なメーカー 

陸上競技（レーサー） トップエンド（アメリカ）・ドラフト（イギリス） 

八千代工業（日本）・OX（日本）など 

車いすテニス RGK（イギリス）・クイッキー（アメリカ） 

OX （日本）など 

車いすバスケットボール RGK（イギリス）・クイッキー（アメリカ） 

松永製作所（日本）・OX （日本）など 

バドミントン用車いす 松永製作所（日本）・OX （日本）など 

車いすラグビー Melrose Wheelchairs（ニュージーランド） 

Vesco Wheelchairs（アメリカ）・schmicking（ドイツ） 

電動車いすサッカー Powersoccer shop.com 社（アメリカ） 

（山口高司） 
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６．障がい者スポーツ団体・組織のガバナンスとは何か 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 
 

 



83 

 

 
 

 

 
 

 



84 

 

 
 

 

 
 

 



85 

 

 
 

 

 



86 

 

７．障害者スポーツ団体における法務 

～コンプライアンス・ガバナンスを中心に～ 
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８．障害者スポーツ団体のガバナンス強化・推進 会計不祥事の防止と会計管理 

スポーツ団体での会計不正といえば、２018 年の日本ボクシング連盟の使途不明金支出事

件が記憶に新しいですが、その後も国内のスポーツ団体・スポーツ関係者に関する会計不

祥事は後を絶ちません。他方、スポーツ庁の「障害者スポーツ推進プロジェクト」予算額

は年々大幅に増加傾向にあり、健全な組織運営、資金利用への透明性の確保の重要性が高

まっています。スポーツ団体の会計不正の多くは、経費を偽造することによる助成金・補

助金の不正受給であり、不正の手口としては極めて単純です。個人的な不正利用を目的と

したものありますが、不正受給した補助金・助成金を本来の目的外ではあるものの、対象

となるスポーツ競技に関係する用途で使用している（と主張する）ケースも見受けられま

す。 

 

【スポーツ関連団体の会計不祥事】 

 

No. 発生年 対象団体 不正の内容・手段 

１ 2014年 日本障害者バドミントン協会 架空経費による助成金不正受給 

２ 2016年 JOC 加盟 6 団体、JPC 加盟 5 団体 補助金の目的外利用、経費の二重支給

等 

３ 2018年 日本ボクシング連盟 助成金の不正流用 

４ 2018年 福島県クレー射撃協会 補助金不正受給 

５ 2019年 福島県アイスホッケー連盟 補助金の不正受給 

６ 2020年 佐賀県ボート協会 国体派遣費不正受給 

７ 2020年 富山県サッカー協会 事務局長による資金横領 

８ 2020年 日本レスリング協会 補助金の不正受給 

９ 2021年 福井ハンドボール協会 補助金不正受給 

10 2021年 玉野市スポーツ振興財団 使途不明金支出 

（報道各社記事から筆者が抜粋） 

 

これらの原因としては、スポーツ団体の特徴に原因があると考えられます。まず、スポ

ーツ団体は補助金や寄付金などの不安定な収入により、限られた予算内での活動を余儀な

くされます。また、スポーツ団体の重要な意思決定者が、対象団体のスポーツ経験者や指

導者といった、会計・ガバナンスに比較的明るくない者により構成され、常勤スタッフの

確保も困難であることが多いのが現状です。このような特徴から、補助金・助成金の不正

受給を悪意なく継続してしまっていることや、意思決定者へのチェック機能が機能しない

ことが原因のひとつであると推察されます。 

また、スポーツ団体のなかでも障害者スポーツ団体は、競技人口が限られていることも

あり（登録料収入等が少ない）、寄付金や補助金等の外部資金への依存度が高く、より高い

レベルでの管理体制と明瞭性の確保が求められます。自主財源が限られていることから組

織内の体制強化・改善への予算配分も限られており、厳しい環境下にあります。このよう

な環境下では、トップ・マネジメントの影響力は極めて重要であり、高い誠実性、倫理観

を保持する必要があります。過去の不正事例でも、トップ・マネジメントが直接関与、あ

るいは看過してきたと考えられる事件が多いです。また、会計ルールを簡素化することで、

スポーツ団体の構成員の事務負担を軽減することも有用です。たとえば、スポーツ団体は

非常勤の構成員が多数関与しており、会計事務に明るくない者が事業報告や会計報告をす



110 

 

ることが少なくないですが、クラウド会計ツールやマニュアルの整備により、各構成員の

作業量と判断量を極限まで少なくすることで、精度の高い会計管理が容易になります。今

後もコンプライアンスへの社会の期待は高まる一方で、経営資源は限られており、より効

果的、効率的な経営資源の配分が求められます。 

 

令和元年、2019年のラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の開催を前に、スポーツ庁によりスポーツ団体の適切な組織運営を行う原則・

規範としてスポーツガバナンスコードが策定されました。これにより、令和 2 年度以降、

中央競技団体はスポーツ団体ガバナンスコード（中央競技団体向け）の遵守状況について

年１回の自己説明及び公表を行うことが求められることとなり、その他のスポーツ団体に

ついてはスポーツ団体ガバナンスコード(一般スポーツ団体向け)への対応が求められてい

ます。いずれにおいても、財務・経理の重要性が示されており、スポーツ団体のガバナン

スにおいて会計管理・報告制度が重要視されていることがわかります。スポーツ団体では、

内部管理目的や年に１度の決算のほか、各種補助金の調達時にも会計情報は活用され、適

切な決算財務報告プロセスの構築は、収入を支えるための重要な手段でもあるといえます。

また、スポーツ団体の多くは非営利目的の団体であることが多く、営利企業のように「売

上高」「利益」といった会計指標の重要性は必ずしも高くありません。しかし、限られた予

算のなか、「普及」や「強化」といったスポーツ団体の事業活動を評価・測定し、無駄なく

効果的な活動を継続的に実施するためには、会計報告制度の整備・運用は、今後のスポー

ツ界の拡大・成長のためにも必須事項であると考えられます。 

 

 

 

〈参考情報１〉 

日本財団パラスポーツサポートセンターが行う「パラリンピック競技団体・アスリート支

援-競技団体支援」では、事務局人件費や共通業務を集約して効率的な団体運営を推進する

バ ッ ク オ フ ィ ス 機 能 な ど を 協 議 団 体 向 け に 提 供 し て い る 。

https://www.parasapo.or.jp/program/  

 

〈参考情報２〉 

スポーツ団体等へ寄付金を支出した時の税制対応 

スポーツ団体ガバナンスコード（中央競技団体向け） 

原則６ 法務、会計等の体制を構築すべきである。 

(１)法律、税務、会計等の専門家サポートを日常的に受けることができる体制を構築すること 

(２)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること 

(３)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守する

こと 

スポーツ団体ガバナンスコード（一般スポーツ団体向け） 

原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 

(１)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を順守すること 

(２)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守する

こと 

(３)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備すること 

https://www.parasapo.or.jp/program/
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国税庁 HPhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm  

 

公認会計士 税理士           

スポーツ・コンプライアンス・オフィサー 

佐々木 大祐 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
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９．一般社団法人日本褥瘡学会「車いすアスリート支援委員会 地区委員名簿」 

日本褥瘡学会では、「日本褥瘡学会 車いすアスリート支援委員会」を立ち上げています。

活動としては、各競技団体からの要請に応じて、競技会場や練習会場に赴き、坐骨部の状

態をチェックし、皮膚の性状や深部組織の性状から褥瘡の有無や発症の危険性を検討し、

必要であれば日常生活における留意点を指導する等を計画しています。 

全国各地区に計 38 名の地区委員が存在します。アドバイスなどを希望される場合は、各

地区委員に問い合せることができます。（工藤保子） 

  

1 北海道 村尾　尚規 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 tonanhsp@tonan.gr.jp

2 青森県 漆舘　聡志 弘前大学医学部附属病院 urushi@hirosaki-u.ac.jp

3 岩手県 樋口　浩文 岩手県立中部病院 higuchihirobumi@gmail.com

4 秋田県 進藤　吉明 社会医療法人明和会　中通総合病院 yoshiaki401223@gmail.com

5 宮城県 館　正弘 医療法人社団赤石会　赤石病院 hirotachi21@gmail.com

6 山形県 片岡　ひとみ 山形大学 hkataoka@med.id.yamagata-u.ac.jp

7 福島県 柴崎　真澄 サンセイ医機株式会社 masumi.s@bg7.so-net.ne.jp

8 地区責任者 松岡　美木 埼玉医科大学病院 mikiwoc@saitama-med.ac.jp

9 静岡県 水島　史乃 藤枝市立総合病院 fumin@mtf.biglobe.ne.jp

10 愛知県 鳥山　和宏 名古屋市立大学病院 toriyama@med.nagoya-cu.ac.jp

11 岐阜県 加納　宏行 岐阜市民病院 https://gmhosp.jp/

12 三重県 島田　隆明 三重大学付属病院 shimadapt@gmail.com

13 富山県 塚田　邦夫 高岡駅南クリニック ekinan@p1.coralnet.or.jp

14 石川県 紺家　千津子 石川県立看護大学 ckonya@ishikawa-nu.ac.jp

15 福井県 高橋　秀典 福井勝山総合病院 hidetak@u-fukui.ac.jp

16 滋賀県 伊藤　文人 彦根市立病院 f-itou@municipal-hp.hikone.shiga.jp

17 奈良県 天内　陽子 奈良県総合医療センター amayou@ares.eonet.ne.jp

18 京都府 澤田　由紀子 京都第一赤十字病院 yukiko-sawada@kyoto1-jrc.org

19 和歌山県 神人　正寿 和歌山県立医科大学 mjin@wakayama-med.ac.jp

20 大阪府 正壽　佐和子 社会医療法人大道会　森之宮病院 fwne1153@nifty.com

21 兵庫県 日高　正巳 兵庫医療大学 hidaka@huhs.ac.jp

22 岡山県 青木　久尚 倉敷中央病院 ha7534@kchnet.or.jp

23 鳥取県 八木　俊路朗 鳥取大学 yagishun@med.tottori-u.ac.jp

24 広島県 茂木　定之 広島国際大学 s-shigek@hirokoku-u.ac.jp

25 島根県 池野屋　慎太郎 松江赤十字病院 ikesin09201225@yahoo.co.jp

26 山口県 田中　マキ子 山口県立大学 maki@n.ypu.jp

27 徳島県 安倍　吉郎 徳島大学 y.abe@tokushima-u.ac.jp

28 香川県 山本　由利子 高松赤十字病院 etyuriko@mb.pikara.ne.jp

29 高知県 中川　宏治 高知赤十字病院 knakagawa0115@gmail.com

30 愛媛県 中川　浩志 愛媛県立中央病院 hnakagawa@diary.ocn.ne.jp

31 福岡県 春日　麗 春日クリニック urarakasuga@gmail.com

32 佐賀県 上村　哲司 佐賀大学 uemurat@cc.saga-u.ac.jp

33 長崎県 田中　克己 長崎大学 katsumit@nagasaki-u.ac.jp

34 大分県 清水　史明 大分大学医学部附属病院 fumi@oita-u.ac.jp

35 熊本県 牧野　公冶 熊本医療センター nhokmc12@gmail.com

36 宮崎県 成田　幸代 宮崎大学 yukiyo_narita@med.miyazaki-u.ac.jp

37 鹿児島県 松下　茂人 鹿児島医療センター shigeto0302@gmail.com

38 沖縄県 清水　雄介 琉球大学大学院 yyssprs@gmail.com

九州 沖縄

東北

※上記ページに掲載されている連絡先にお問い合わせ下さい。

出典：一般社団法人日本褥瘡学会HP　http://www.jspu.org/jpn/about/wheelchair.html（参照日:2022年2月10）

表●　一般社団法人日本褥瘡学会「車いすアスリート支援委員会 地区委員名簿」

北海道

関東 甲信越（茨城県，栃木県，群馬県，千葉県，埼玉県，東京都，神奈川県，新潟県，長野県，山梨県）

中部

近畿

中国 四国
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10．日本パラスポーツ協会（JPSA）・日本パラリンピック委員会（JPC）の 

加盟協議団体一覧 

 

【日本パラリンピック委員会(JPC)加盟競技団体】 

 No 法人格 団体名 設立 法人
格 

パ
ラ
夏
季 

1 公益社団法人 日本ボート協会（JOC 団体） 1964  1964  
2 一般社団法人 日本車いすバスケットボール連盟（男女） 1975  2013  
3 一般社団法人 日本身体障害者アーチェリー連盟 1976  2017  
4 一般社団法人 日本肢体不自由者卓球協会 1981  2017  
5 特定非営利活動法

人 
日本ブラインドマラソン協会 1984  1999  

6 一般社団法人 日本パラ水泳連盟 1984  2013  
7 特定非営利活動法

人 
日本視覚障害者柔道連盟 1986  2008  

8 一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟 1989  2014  
9 一般社団法人 日本車いすテニス協会 1989  2015  
10 一般社団法人 日本パラサイクリング連盟（JOC 団体） 1990  2012  
11 一般社団法人 日本ゴールボール協会（男女） 1994  2015  
12 一般社団法人 日本障害者カヌー協会 1995  2017  
13 一般社団法人 日本障害者乗馬協会 1995  2009  
14 特定非営利活動法

人 
日本障害者スポーツ射撃連盟 1995  2002  

15 特定非営利活動法
人 

日本知的障害者陸上競技連盟 1996  2005  

16 一般社団法人 日本ボッチャ協会 1997  2015  
17 一般社団法人 日本パラバレーボール協会（男女） 1997  2014  
18 一般社団法人 日本車いすラグビー連盟 1997  2015  
19 NPO法人 日本車いすフェンシング協会 1998  2015  
20 特定非営利活動法

人 
日本パラ・パワーリフティング連盟 1999  2013  

21 公益社団法人 日本トライアスロン連合（JOC団体） 1999  2012  
22 一般社団法人 日本知的障害者水泳連盟 1999  2014  
23 一般社団法人 日本知的障害者卓球連盟 1999  2016  
24 特定非営利活動法

人 
日本ブラインドサッカー協会 2002  2015  

25 一般社団法人 全日本テコンドー協会（JOC 団体） 2005  2014  
26 一般社団法人 日本パラバドミントン連盟 2015  2016  

パ
ラ
冬
季 

27 一般社団法人 日本パラアイスホッケー協会 1999  2016  
28 特定非営利活動法

人 
日本障害者スキー連盟 
 ●アルペン ●ノルディック ●スノーボ
ード 
 （パラ団体ではない ●知的アルペン/●知
的ノルディック） 

2001  2003  

29 一般社団法人 日本車いすカーリング協会 2015  2015  

デ
フ
リ
ン
ピ
ッ
ク 

30 一般社団法人 日本ろうあ者卓球協会 1995  2012  
31 特定非営利活動法

人 
日本デフゴルフ協会 1997  2009  

32 一般社団法人 日本ろう者サッカー協会（男女） 1998  2015  
33 一般社団法人 日本デフバレーボール協会（男女） 1998  2010  
34 一般社団法人 日本デフバドミントン協会 2002  2018  
35 一般社団法人 日本デフ陸上競技協会 2002  2016  
36   日本ろう者ボウリング連合 2002    
37 一般社団法人 日本ろう者水泳協会 2002  2016  
38 一般社団法人 日本ろう者テニス協会 2003  2017  
39 一般社団法人 日本ろう自転車競技協会 2010  2018  
40 一般社団法人 日本デフビーチバレーボール協会 2017  2017  
41 一般社団法人 日本ろう者柔道協会 2019  2019  
42 一般社団法人 日本ろう者スキー協会 ●スノーボードフリ

ースタイル 
1998  2013  
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●アルペンスキー ●アルペンスノーボード 
●カーリング 

そ
の
他 

43 特定非営利活動法
人 

日本ローンボウルズ日本 1986  2008  

44 特定非営利活動法
人 

日本障害者セーリング協会 1990  1990  

45 一般社団法人 日本 FIDバスケットボール連盟 1999  2017  
46 特定非営利活動法

人 
日本知的障害者サッカー連盟 1999  2016  

47 一般社団法人 日本 CP サッカー協会 2001  2016  
48 一般社団法人 全日本視覚障害者ボウリング協会 2004  2016  

統

括

団

体 

49 一般財団法人 全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 1947  1950  
50 一般社団法人 日本知的障害者スポーツ協会 2017  2017  

【JPC 以外の日本パラスポーツ協会登録競技団体】 

競

技 

団
体 

51 公益社団法人 全日本柔道連盟（JOC団体・知的） 1945 1988 

52 一般社団法人 日本車いすツインバスケットボール連盟 1988  2019  

53   日本ブラインドテニス連盟 1990    

54 特定非営利活動法人 日本障害者ゴルフ協会 1991  2014  

55 特定非営利活動法人 日本身体障害者野球連盟 1993  2016  

56 特定非営利活動法人 日本視覚障害者ゴルファーズ協会 1994  2008  

57 一般社団法人 日本電動車椅子サッカー協会 1995  2015  

58   日本パラアーティスティックスイミング協会 1996    

59 特定非営利活動法人 日本バリアフリーダイビング協会 1997  2009  

60 特定非営利活動法人 日本障害者フライングディスク連盟 1998  2018  

61   全日本グランドソフトボール連盟 1998    

62   日本視覚障害者卓球連盟 1998    

63 一般社団法人 日本スポーツウェルネス吹矢協会 1998  2007  

64   日本フロアバレーボール連盟 1998    

65   全日本車椅子空手道連盟 2000    

66 特定非営利活動法人 日本車椅子ビリヤード協会 2000  2002  

67   日本 IDバレーボール連盟 2002    

68 一般社団法人 日本車椅子ハンドボール連盟 2003  2017  

69   日本卓球バレー連盟 2008    

70 特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会 2009  2013  

71 特定非営利活動法人 日本聴覚障害者ラグビーフットボール連盟 2012  2016  

72 一般社団法人 日本車椅子ソフトボール協会 2013  2013  

73 特定非営利活動法人 日本ソーシャルフットボール協会 2013  2013  

74 NPO法人 日本ソーシャルバスケットボール協会 2014  2019  

75   全国アダプテッドエアロビック協議会 2014    

76   日本知的障害者フットベースボール連盟 2014    

77   日本知的障害者ソフトボール連盟 2015    

78 一般社団法人 日本ろう空手道協会 2017  2017  

79 一般社団法人 日本パラダンススポーツ協会 2019  2019  

統

括
団

体 

80 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合スポーツ協議会 1985  1985  

81 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本 1994  2011  

82 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 

1999  1999  

 

日本パラスポーツ協会（日本パラリンピック委員会）に登録（加盟）している競技団体

のホームページは、下記リンクを調べてください。 

 team_conference_220111.pdf (parasports.or.jp) 

（中森邦男） 

https://www.parasports.or.jp/about/pdf/team_conference_220111.pdf
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11．よくある質問と回答例（Q&A） 

１ 車いすスポーツをやってみたいのですが、どこで体験できますか？ 

年齢、性別関係なく、 車いすスポーツを教えてもらえるクラブ 、コーチはいます

か？ 

 障害者専用（交流）スポーツセンターが、指定都市を中心に全国 26 ケ所に開設さ

れ、障害者が使用しやすいようバリアフリーの設計で、各施設に配置されるスポー

ツ指導員により、障害に応じ丁寧な対応（説明、指導他）が行われています。スポ

ーツ用車いすも準備され、そのスポーツの説明や実際に車いすに乗って、いろいろ

な動作を体験することができます。 

日本パラスポーツ協会の下記リンク１で最寄りのスポーツセンターを調べてくだ

さい。同リンクでは、県別障害者スポーツ協会と指導者協議会も掲載していますの

で、参照してください。 

リンク１ 公益財団法人 日本パラスポーツ協会（JPSA）｜指導者養成概要 

(parasports.or.jp) 

日本パラスポーツ協会に登録している競技団体は、ホームページを開設していま

すので、希望する競技団体に連絡する方法もあります。ただし、オリンピック競技

のように、身近な場所で車いすスポーツが活動していないことがあります。 

競技団体を調べる場合は、下記リンク２を調べてください。 

リンク 2 team_conference_220111.pdf (parasports.or.jp) 

２ 車いすスポーツは、体育館の床に傷がつくので使用が難しいと聞きますが、実情は？ 

 車いすバスケットボールや車いすラグビーなどで、試合中の激しい接触によって

転倒し、金属部分が床に接触することや車いすが壁にぶつかることで、床や壁に傷

がつくことが考えられます。日常の練習では、ほとんど転倒や壁への衝突は起きま

せん。いずれの場合でも、転倒が発生したときは、床や壁を確認し、傷が生じた場

合は、応急処置をする。体育館が使用できなくなるような傷の発生はほとんどなく、

応急処置で対応できます。 

床の傷の補修については、下記リンク 3 の「床メンテナンスキット」による体育

館床補修の動画を参考にするとよいでしょう。 

車いすの転倒がほとんど発生しない、ボッチャ、テニス、バドミントンや電動サ

ッカーなどのスポーツは、体育館入場の際、車いすの汚れを落とすことで清潔に使

用することができます。 

リンク３ 床メンテナンスキット（木部床 木製フローリング 体育館 補修用） | パジ

ョリス (pajolis.com) 

３ 車いすスポーツは、体育館の床に汚れがつくので使用が難しいと聞きますが、実情は？ 

 車いすスポーツ（バスケットボール、車いすラグビー、テニス、バドミントンな

ど）で床にタイヤ痕がつくことがあります。タイヤ痕は、タイヤと床の摩擦熱で生

じ、速いスピードからの急ストップや急な方向転換で起こります。また、指の力が

マヒしている選手が多い車いすラグビーでは、ボールの滑りを抑えるために松やに

https://www.parasports.or.jp/leader/leader_qualified_council.html
https://www.parasports.or.jp/leader/leader_qualified_council.html
https://www.parasports.or.jp/about/pdf/team_conference_220111.pdf
https://www.pajolis.com/c/kit/wd-440
https://www.pajolis.com/c/kit/wd-440
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を使用しており、汚れの原因になっています。 

タイヤ痕の除去は、ラバークリーナーのスプレー後、乾いた布でふき取ることができ、

使用後の清掃をまめに行うことが大事です。 

ボッチャなどのあまり動きの少ない車いすスポーツでは、床が汚れることはなく、体

育館入場の際、車いすの汚れを落とすことで清潔に使用することができます。 

４ 車いすスポーツが地域総合型スポーツクラブなどのカテゴリーで実施されているところ

はありますか？ 

 地域総合型スポーツクラブで、車いすスポーツを実施しているケースは少なく、

主なクラブを 3 つ紹介します。 

・福岡県久留米市 桜花台クラブ：バスケ、ボッチャ、テニスなど 車いすの貸し

出し 

・千葉県柏市 スマイルクラブ：バドミントン   学校への出前教室 

・埼玉県志木市 クラブシッキーズ：バスケットボール  

５ スポーツ用車いすはどうして車輪はハの字になっているの？（バスケットボール、テニ

ス、バドミントン） 

 車いすの車輪がハの字になっている理由の一つは安定性で、速いスピードで曲が

ったり、相手と接触したりしたとき、転倒を防ぐ役割があります。二つ目は機敏性

です。車いすが前に進んでいるとき、右の車輪は、右側に傾いているので常に左に

曲がろうと働き、反対の左側の車輪は常に右側に曲がろうと働いています。 

左右の車輪を同じ力で同じ方向に同時に力を加えないと、車いすは真っすぐに進

んでくれません。少しでも左右の車輪を押す力が異なると曲がっていきます。真っ

すぐ進んでいるときに、どちらかの車輪を抑えると、抑えた車輪側に回転してしま

います。 

このように、簡単に左右に曲がることを利用し、車いすを押したり、止めたりす

ることで自由に車いすを操作します。代表レベルの上達した選手では体重を左右に

かけることで進路を変えることも可能になります。 

６ スポーツ用車いすのリアキャスターの役割は？（バスケットボール、テニス、バドミン

トン） 

 前後や左右に素早く動き回ったり、車いす同士が接触したりすることで、車いす

のバランスが大きく崩れたときに、後方への転倒を防ぐ役割があります。テニスや

バドミントンでは、サーブやラリー中、安心してリアキャスターに体重をかけてプ

レーすることができます。 

７ 車いすラグビーの車いすはどうして 2 種類あるの？（攻撃用と守備用） 

 ラグビーは、重い障害の中でも、競技能力が高い（速く動いたり、バランスが良

かったり、手や腕がよく動く）選手と競技能力が低い（動きが遅かったり、バラン

スが悪かったり、手や腕がよく使えない）選手が、一緒のチームで競技できるよう

にルールで決められています。 

障害の軽い選手は、コート内を自由に相手より機敏に速く動けるように、車いす

のフロント部分が丸い（凹凸がない）攻撃型車いすを使用します。反対に障害の重

い選手は、飛び出したフロント部分で相手が動けないよう守備型車いすを使用しま

す。 

８ 陸上競技用レーサーのスピードは、時速何キロ？ 

 レーサーはタイヤの外側に取り付けたハンドリム（実際に漕ぐときに押すところ）

を押して進みます。ハンドリムはタイヤの 3/5 ぐらいの大きさで、スタート時の車い
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すは遅く、徐々にスピードが出てくる自転車と同じように加速がついて、加速がつ

いているときはヒトよりも速く進むことができます。 

男子の世界記録を比較すると、スタートから 400m 手前まではヒトが速く、それ

以上の距離からは車いす選手の方が速く走ることができます。マラソンでは、オリ

ンピック選手の 2/3 の時間で走ることができます。 

 

 オリンピック パラリンピック 

100m 9秒 58（時速 37.58km） 13 秒 63（時速 26.41㎞） 

400ｍ 43 秒 03（時速 33.47ｋｍ） 43 秒 46（時速 33.13㎞） 

マラソン 2 時間 01 分 39 秒（時速 20.81km） 1 時間 20 分 14 秒（時速 31.60㎞） 

     

９ 一般の陸上競技場で、スポーツ用車いす（レーサー）の利用ができますか？ 

 東京都のスポーツ施設では、障害者のスポーツ施設利用促進マニュアルを作成し、

スポーツ施設管理者に障害者が楽しく安全に利用できるようにしています。 

町田市と江戸川区の陸上競技場では、車いす使用者がトラックを使用している場

合、場内放送で利用中であること、コースを横切るときの安全確認などを促してい

ます。 

10 車いすスポーツで使う 特別な車椅子には 、各種補助金などの制度はありますか？ 

 手動式車いすの場合、公費の場合は医師からの意見書をもとに、車いすの種類や

部品ごとに基準額が決められています。手動式の場合 10 万～20 万円、介助が必要

な車いすは 8 万～50 万円、電動車いすの場合は 40 万～90 万円位が助成されます。 

スポーツ用の車いすの場合は、ほとんど認められていませんが、スポーツ参加（体

育）に必要とされれば、貸与が認められることも過去にありました（全国大会開催

県の選手強化の関係など）。 

11 陸上競技用レーサーの車輪にディスクタイプは有効？ 

 車いすを使用した陸上競技の中で、短距では重量の軽いスポークホイールや

CFRP 製でもディスクタイプでない車いすを大勢の選手が使用しています。中距離

やマラソンなど距離の長い種目では、ディスクタイプを多くの選手が使用していま

す。ディスクタイプは空力に優れていますが、車いすの陸上競技のスピードでは、

自転車競技ほどのメリットがあるわけではありません。ディスクタイプの最大のメ

リットは回り続けようとする力が大きいことです。車いす陸上競技ではハンドリム

をキャッチしてから回して離し、またキャッチして回す動作を繰り返します。自転

車のようにペダルを回し続けるような漕ぎ方はできません。そこでホイールが回り

続けようとしてくれるディスクホイーは有効なのです。 

12 バケットシート（選手の臀部に合わせた）とは？ 

 車いすを使用した 1 部の競技でバケットシートを使用しています。とくに冬季の

スキー競技では多くの選手が使用しています。バケットシートは使用する選手に合

わせ、腰のあたり全体を包み込むように製作されるので、競技用車いすと一体感が

生まれるメリットがあります。しかし体の動きを抑制し、体への負担が大きくなり

ます。 

いろいろな競技で試されていますが、バケットシートの特性をうまく使いこなし

プレーできる選手は非常に限られます。レザーと呼ばれる布製のシートは、自分の

体形やプレースタイルに合わせて調整できるメリットがあり、多くの選手はこちら

を選択しています。 
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13 競技によってアルミ製とチタン製の使いやすさは変わるの？ 

 チタン合金は強度に優れ、鉄に比べ非常に軽く、腐食にも強い非常に優れた金属

です。しかし、アルミニウムに比べると重い金属です。アルミニウムと同等の軽さ

にするためには、パイプの径を細くしたり、肉厚を薄くしたりする必要があります。

金属ごとの特性を理解して上手に設計すれば、アルミでもチタンでも良い車いすを

製作することは可能です。現在は、加工性や修理のしやすさなど、トータルで使い

やすいアルミニウム製の車いすが大部分を占めています。 

（山口高司） 
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