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第３章　　障がい者スポーツの振興

第１節
特別支援学校の取り組み

１　視覚障がい特別支援学校
　県立盲聾啞学校が分離し、鳥取聾学校と鳥取盲

学校が設置された昭和23（1948）年から、盲連陸

上競技大会を開催するなど、陸上、障がい者スポー

ツなどに力をいれてきた。近年は、中学部以上の

生徒を対象に、月に１回運動部が活動している。

活動の内容は、フロアバレーやサウンドテーブル

テニス、フライングディスク等である。

　平成27（2015）年度からは、文部科学省事業を

受託し、パラアスリートを学校に招き、フロアバ

レーやゴールボールなどの障がい者スポーツを通

した交流を進めている。青翔開智中学校生徒との

交流では、障がい者スポーツを通して、障がいの

ある子とない子が対等に活動する中で、子ども同

士の自然な関わりが生まれ、双方の生徒にとって、

同年代の仲間について共に学ぶ貴重な機会となっ

ている。

２　聴覚障がい特別支援学校
　鳥取聾学校では、昭和54（1979）年に高等学校

体育連盟に加入し、陸上競技、バレーボール、卓

球等の活動に取り組んでいる。

　中国地区体育ろう学校大会には、昭和26（1951）

年開催の第１回以降、継続的に参加し、平成29

（2017）年は、第67回尾道大会に参加している。

　平成15（2003）年には、第40回全国聾学校陸上

競技大会が鳥取（布勢総合運動公園）で開催され、

全国51校から287名の選手が参加した。

　これらの数々の大会は、体育活動の充実のみで

なく、親睦や交流の貴重な場となっている。

３　知的障がい特別支援学校
（１）知的障がい特別支援学校５校交流会

　平成２（1990）年に、県立米子養護学校、白兎

養護学校に高等部ができ、倉吉養護学校、白兎養

護学校、県立米子養護学校、鳥取大学附属特別支

援学校の高等部合同運動会が、倉吉養護学校を会

場として始まった。

　平成７（1995）年から手をつなぐスポーツ祭参

加のため中止となっていたが、平成10（1998）年

に高等部４校交流会として復活した。

　そして、平成25（2013）年に琴の浦高等特別支

援学校が交流会に加わり、以降、５校交流会とし

て開催されている。

（２）�知的障がい特別支援学校の部活動及び部活

動交流会

　平成15（2003）年に部活動がしたいという生徒

の強い思いから、倉吉養護学校で部活動が始まっ

た。その後、県立米子養護学校も運動部が設置さ

れ、全ての県内知的障がい特別支援学校に広がっ

ていった。

　平成29年度においては、高等部生徒を中心に陸

上部、卓球部、バドミントン部、バスケットボー

ル部、ダンス部などが活動している。

　知的障がい特別委支援学校間の部活動における

交流も、当初、倉吉養護学校と県立米子養護学校

の２校間で行われていたが、その後、白兎養護学

校、琴の浦高等特別支援学校、鳥取大学附属特別

支援学校が参加することとなった。

　年１回程度開催されており、各部活動に励む生

徒たちの目標のひとつとなっている。

４　病弱・肢体不自由特別支援学校
　鳥取県には、県立鳥取養護学校（病弱・肢体不

自由）、県立皆生養護学校（病弱・肢体不自由）、

県立倉吉養護学校（知的障がい・肢体不自由）が

あり、在籍する幼児、児童生徒の特性から、一般

的な体育、保健体育で実施される運動やスポーツ

に加え、車いすバスケットボールやフリスビー等
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が行われてきた。

　近年では、医療的ケアを必要とする児童生徒が

増加するなど、児童生徒の障がいの重度・重複化

が進み、車いすバスケットボール等の動きの激し

いスポーツに参加できる児童生徒は減少してき

た。

　しかし、令和元年度には皆生養護学校が鳥取県

代表として、東京で開催された第４回全国ボッ

チャ選抜甲子園に初めて出場するなど、病弱・肢

体不自由特別支援学校においても障がいの程度に

関わらず、運動、スポーツに親しむ機運は高まっ

てきている。

第２節
障がい者スポーツ協会の設立と

スポーツ大会等

１　障がい者スポーツ協会の設立
（１）設立の趣旨

　身体障がい者のスポーツへの取り組みは、機能

の回復と体力の維持増強を図り、自ら障がいを克

服して明るい希望と勇気を持ってたくましく生き

て行く能力を育てることにある。

　昭和60（1985）年、第21回全国身体障害者スポー

ツ大会「わかとり大会」が「わかとり国体」に引

き継ぎ本県で開催された。大会は幾多の感動と

数々の成果を収め、一般社会の身体障がい者に対

する理解と認識を深めるとともに、とりわけ、身

体障がい者に多大の自信と勇気を与えた。

　この大会を契機に、身体障がい者のスポーツへ

の関心が各地域に高まる中にあって、身体障がい

者のスポーツの一層の発展を図るため、社会福祉

法人鳥取県身体障害者福祉協会が鳥取県から補助

を受け「心身障害者スポーツ振興基金」を設置し、

以来、競技団体の協会発足が進められてきた。こ

のような動きの中で、障がい者がスポーツを通じ

て自信と希望をもって活力を得、自立更生を図る

ため全国に先がけ「鳥取県心身障害者スポーツ協

会」を設立した。

（２）設立の経過

年 月 日 内　　　容

60. 2.17 鳥取県身体障害者アーチェリー協会
の設立

60.11. 2 ～ 3 第21回全国身体障害者スポーツ大会
（わかとり大会）開催

61. 3. 9 鳥取県身体障害者卓球協会設立

61. 7. 2 鳥取県身体障害者福祉協会が鳥取県
から補助を受け心身障害者スポーツ
振興基金を設立

62. 3. 7 第１回設立準備委員会開催

62. 3.21 鳥取県車椅子バスケットボール協会
設立

62. 3.30 第２回設立準備委員会開催
鳥取県心身障害者スポーツ協会規約

（案）を決定

62. 5.12 鳥取県心身障害者スポーツ協会設立
総会開催

（３）鳥取県心身障害者スポーツ協会の設立

①総会の開催

　昭和62（1987）年５月12日、白兎会館で設立総

会が開催された。初代浜崎芳宏会長をはじめ、各

役員の方々と既に立ち上がっていた競技団体、鳥

取県車椅子バスケットボール協会、鳥取県身体障

害者卓球協会、鳥取県障害者アーチェリー協会、

鳥取県聴覚障害バレーボール、鳥取県盲人野球の

代表者の方々、各地区身体障害者福祉協会の方々

総勢50名が参集し、当協会が設立された。

②規約の制度

　鳥取県心身障害者スポーツ協会規約として、県

内の心身障害者のスポーツの振興を通じて、その

健康の増進と残存機能の向上を図り、もって心身

障害者の自立更生に寄与することを目的とし、⑴

各種心身障害者のスポーツ大会の開催及び後援　

⑵心身障害者のスポーツ競技団体の育成強化　⑶

心身障害者スポーツ指導員の育成　⑷心身障害者

に適切な各種競技の研究　⑸その他、会の目的を

達成するために必要な事業等を盛り込み総会で決

定した。
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③役員の選任

　役員は、会長１名、副会長３名、常務理事１名、

理事若干名、監事２名とし、会長及び副会長は理

事会において選任し、常務理事は、理事会の意見

を聞いて会長が委嘱し、理事・監事は、会員のう

ちから総会で選出することが規約に定められた。

初代会長・副会長等役員は次のとおりである。

【会長】　  浜崎芳宏（鳥取陸上競技協会長）

【副会長】

　竹本憲冶　（鳥取県身体障害者福祉協会長）

　太田実太郎（鳥取県社会福祉協議会長）

　田山喜久雄（鳥取県民生部長）

【常務理事】

　八木谷茂　鳥取県身体障害者福祉協会事務局長

④事務局体制の変遷

昭和62年　県心身障害者スポーツ協会事務局長を

県身体障害者福祉協会事務局長が兼務すること

で発足。（業務も身体障害者福祉協会職員が兼

務）

平成17（2006）年　心身に限らず、あらゆる障害

者を対象とすることから協会の名称を鳥取県障

害者スポーツ協会に改め、非常勤スポーツ指導

員を１名雇用

平成19年　常勤の参事を雇用（専任２人体制）

平成22（2010）年　圏域障がい者スポーツコーディ

ネーター２名を雇用（４人体制）

　（国の補助金により22・23年度の２年契約）

平成24年　障がい者スポーツ指導員兼事務職員２

名を雇用（４人体制）

　　県障がい者スポーツ協会を一般社団法人とし

て設立登記（事務局の充実が必要）

平成25年　障がい者スポーツ指導員兼事務職員１

名を雇用（５人体制、業務が多岐にわたり、事

業費も増額となり経理処理の適正化を図る必

要）

平成26年　「スペシャルオリンピックス日本・鳥

取」の活動充実を目指し、障がい者スポーツ指

導員兼事務職員１名を雇用（６人体制）

平成27年　障がい者スポーツの充実を目指し、次

長と指導員２名及びアドバイザー１名を雇用

（10人体制）

平成28年　アドバイザーが退任（９人体制）

平成30年　障がい者スポーツプロデューサーを採

用し、障がい者スポーツを支える、広める人材

（ガイド人材）の育成及び障がい者スポーツ拠

点の運営に向け、10人の新体制でスタート。

　今後、2020東京パラリンピックを見据え、地域

における障がい者スポーツの普及と競技力向上を

２つの柱とし、スポーツ大会開催や多くのボラン

ティア等の支援により、障がいの有無に関わりな

く、誰もがスポーツを楽しめる環境の整備や指導・

支援・繋げる人材の育成に取り組んでいく必要が

ある。

２　県体育協会の加盟競技団体との連携
　障がい者スポーツは、従来からの健康保持向上

や社会参加の観点でのスポーツ振興と同時に、ス

ポーツ本来の楽しさや生きがいの追及、さらには

競技力向上の取り組みも図られてきた。このよう

な中で、体育協会加盟競技団体との連携や支援の

下、障がい者スポーツ競技団体の設立を目指して

きた。

（１）�競技団体の県障がい者スポーツ協会への加

盟の経過

昭和62年　既に設立させていた車椅子バスケット

ボール協会・身体障害者卓球協会・身体障害者

アーチェリー協会・聴覚障害バレーボール・盲

人野球の５競技団体が加盟し、活動を始めた。

平成７年　わかとりスイミングクラブが加盟し、

６競技団体となった。

平成18年　わかとりスイミングクラブの退会によ

り５競技団体となった。

平成21年　鳥取県障害者水泳協会、鳥取県障害者

フライングディスククラブの２団体が加盟し、

７競技団体となった。

平成22年　鳥取県障害者陸上競技協会、鳩友会ス

ポーツクラブの２団体が加盟。９競技団体と
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なった。

平成23年　鳥取県サウンドテーブルテニス協会、

鳥取県フットベースボール協会の２団体が加盟

し、11競技団体となった。

平成24年　鳥取県ふうせんバレーボール協会、鳥

取県スポーツチャンバラ協会の２団体が加盟

し、13競技団体となった。

平成25年　鳥取県障がい者ボウリング協会が加盟

し14競技団体となった。

平成26年　鳥取県障がい者ソフトボール協会、鳥

取県精神障がい者バレーボール協会の２団体が

加盟し、16競技団体となった。

平成27年　鳥取県FIDバスケットボール連盟が加

盟し、17競技団体となった。

平成28年　鳩友会（米子養護学校のOB会）スポー

ツクラブが退会し、鳥取県卓球バレー協会が加

盟して、17競技団体となった。

平成29年　鳥取県ソーシャルフットボール協会が

加盟し、18競技団体となった。

平成30年　鳥取県ボッチャ協会及び鳥取県グラウ

ンド・ゴルフ協会が加盟し、20競技団体となっ

た。

（２）�鳥取県障がい者スポーツ協会の加盟国体と

競技団体との連携状況

　① 鳥取県車椅子バスケットボール協会（昭和62

年３月発足）

　　・ 他県チームを招いての鳥取県大会の運営を

行った。

　　・ 岡山県大会、島根県大会、広島県大会に参

加するための審判員を帯同した。

　　・ 第18回日本車椅子バスケットボール選手権

大会中国地区予選兼中国地区車椅子バス

ケットボール選手権大会に参加するため、

審判員を帯同した。

　　・県内練習会の技術指導支援を行った。

　　＊ 上記の内容等、全て発足当初より車椅子バ

スケットボール協会として独自の活動をし

てきた。

　　＊ 平成26年に鳥取県バスケットボール協会の

加盟団体となった。

　② 鳥取県身体障害者アーチェリー協会（昭和60

年２月発足）

　　・ 鳥取県身体障害者アーチェリー大会の大会

支援を行った。

　　・県内練習会の技術指導支援を行った。

　　＊ 鳥取県アーチェリー協会と協会発足当初よ

り連携し、指導・協力・支援を受けた。

　③ 鳥取県障がい者卓球協会（鳥取県身体障害者

卓球協会として昭和61年３月発足、平成24年

から鳥取県障がい者卓球協会となる。）

　　・鳥取県身体障害者卓球大会を開催した。

　　・ 鳥取県身体障害者交流卓球大会を開催し

た。

　　・県外の各種大会へ参加した。

　　＊ 発足当初から協会運営及び大会の運営を独

自で行っている。

　　＊ 鳥取県卓球連盟との正式な連携はない（近

年、スポレク祭での連携始まる。）が、レ

ディース部会の方々の支援を受け、審判を

依頼するなど試合・大会の運営の支援を受

けている。

　④ 鳥取県グランドソフトボール協会（鳥取県盲

人野球として昭和62年以前から活動、平成14

年から全国障害者スポーツ大会の競技種目が

グランドソフトボールとなったため、鳥取県

グランドソフトボール協会となる）

　　・鳥取盲人野球大会の大会支援を行った。

　　・県内練習会の技術指導支援を行った。

　　＊ 県内のチームは１チームなので鳥取盲学校

を中心に活動してきた。鳥取県開催の中国

地区予選会（平成27年）の大会前には、グ

ランドソフトボールの審判講習会を実施

し、大会の審判を鳥取県ソフトボール協会

に依頼した。

　　＊ 日常活動では、鳥取県ソフトボール協会と

の直接的な連携はない。

　⑤ 鳥取県聴覚障害者バレーボールクラブ（昭和

62年以前から活動）
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　　・県内練習会の技術指導支援を行った。

　　・ 県内の一般のバレーボールリーグ戦へ参加

した。県外チームとの練習試合及び大会参

加は独自の活動で実施してきた。

　　＊ 鳥取県バレーボール協会には加盟していな

いが、近年は連携が始まり、県内の高等学

校バレーボール部の協力を得て練習試合な

どを行っている。

　⑥ 鳥取県障がい者水泳協会（平成７年、わかと

りスイミングクラブ登録、平成18年退会。平

成21年、鳥取県障害者水泳協会として加盟登

録し、平成24年から鳥取県障がい者水泳協会

に名称変更）

　　・ 平成７年、第６回身体障害者水泳大会を開

催するため鳥取県水泳連盟の支援を受け

た。

　　＊ 平成28年から鳥取県水泳連盟の加盟団体と

なり、大会運営の支援及び競技力向上の指

導を受けている。

　⑦ 鳥取パラ陸上競技協会（平成28年、鳥取県障

がい者陸上競技協会から、鳥取パラ陸上競技

協会に名称変更）

　　・ 鳥取陸上競技協会には、車椅子マラソン大

会の第１回から、後援団体として運営協力

がある。また、全国障害者スポーツ大会の

第１回大会から、鳥取県選手団の監督を鳥

取陸上競技協会の役員が務めており、加え

て、身体障害者体育大会及び全国障害者ス

ポーツ大会鳥取県予選会陸上競技の部の競

技役員を依頼している。

　　＊ 平成27年から鳥取陸上競技協会の特別加盟

団体となっている。

　⑧ 鳥取県障害者フットベースボール協会

　　・ 全国障害者スポーツ大会の競技として実施

しているので、県予選会及び中国・四国予

選会（平成21年、平成24年、平成28年）の

前には、フットベースボールの審判講習会

を実施し、大会の審判を鳥取県ソフトボー

ル協会に依頼している。

　　＊ 鳥取県ソフトボール協会には加盟していな

い。

　⑨ 鳥取県スポーツチャンバラ協会

　　・ 平成24年、全国障害者スポーツ大会のオー

プン競技として実施が決定したので、県予

選会及び中国・四国予選会（平成15年、平

成27年）の審判を依頼している。

　　＊ 鳥取県スポーツチャンバラ協会は鳥取県体

育協会の登録団体でもある。

　⑩ 鳥取県障がい者ボウリング協会

　　・ 全国障害者スポーツ大会の正式種目なので、

県予選会を障がい者スポーツ協会が実施し

てきた。加盟団体として登録後は鳥取県障

がい者ボウリング協会が実施してきた。

　　＊ 鳥取県ボウリング協会には加盟していな

い。

　⑪ 鳥取県障がい者ソフトボール協会

　　・ 全国障害者スポーツ大会の正式種目なので、

中国・四国予選会（平成25年）の審判を鳥

取県ソフトボール協会に依頼した。鳥取県

障がい者ソフトボール協会への登録チーム

は１チームなので県予選会は実施していな

い。

　　＊ 鳥取県ソフトボール協会には加盟していな

いが、選手の中には個人的にソフトボール

協会の練習に参加している者もあり、連携、

協力を得ている。

　⑫ 鳥取県精神障がい者バレーボール協会

　　・ 平成14年、全国障害者スポーツ大会のオー

プン競技として実施が決定したので、県予

選会を実施し、以後毎年県予選会を実施し

ている。なお、中国・四国予選会も平成15年、

平成27年（知的バレーボールを含む）に鳥

取県で実施したが、その大会の審判も鳥取

県バレーボール協会に依頼した。また、鳥

取県ソフトバレーボール連盟の協力も得て

活動している。

　　＊ 鳥取県バレーボール協会には加盟していな

い。
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　⑬ 鳥取県FIDバスケットボール連盟（平成21年

より鳥取県知的障がい者バスケットボール協

会として活動を開始）

　　＊ 平成27年連盟発足と同時に、鳥取県バス

ケットボール協会の加盟団体として指導・

協力・支援を受けてきた。29年から女子チー

ムもでき、男女とも積極的な活動を続けて

いる。

　⑭ 鳥取県ソーシャルフットボール協会

　　・ 県内プロチームのガイナーレ鳥取と連携し

随時指導・支援を受けている。

　　＊鳥取県サッカー協会の加盟団体ではない。

　⑮ 鳥取県障がい者グラウンド・ゴルフ協会

　　＊ 鳥取県グラウンド・ゴルフ協会に加盟して

いる。

　※ なお、フライングディスク、サウンドテーブ

ルテニス、ふうせんバレーボール、卓球バ

レー、ボッチャの５競技は鳥取県体育協会加

盟団体に類似の競技はないが、種々の競技団

体からの協力は広がりつつある。

（３）総合型地域スポーツクラブとの連携

　障がいのある方々が、生活圏域でスポーツを楽

しむ機会を設けたいとの意図で、県内の総合型地

域スポーツクラブの活動に参加できる体制を整え

ていただく活動を平成27年度に実施した。幸いに

もNPO法人地域スポーツ推進協会、若桜クラブ、

一般社団法人山陰リンクの会、一般社団法人ほう

きスマイリースポーツクラブ、NPO法人南部町

総合型地域スポーツクラブスポnetなんぶの５団

体の協力により、障がい者指導の研修及び実技指

導実習を実施しており、障がい者も参加できるよ

うになった。今後は、受け入れクラブの増加と共

に参加者の参加交通手段の充実が大きな課題とな

る。

（４）鳥取県体育協会加盟競技団体との連携推進

　鳥取県障がい者スポーツ協会加盟の競技団体

が、協会運営の充実と競技力向上を目指すために、

鳥取県体育協会加盟の関係競技団体と連携し、支

援を受けることが必要であった。平成28年度には、

すでに県障がい者スポーツ協会への加盟の承認を

得ている陸上競技、水泳、バスケットボールの３

競技で障がい者指導の研修と実技指導実習を実施

し、名実共に連携することができた。さらに、ソー

シャルフットボール協会は県内プロチームのガイ

ナーレ鳥取と連携した活動を実施している。

　また、平成30年５月には第18回全国障害者ス

ポーツ大会中国四国地区予選会車いす及びＦＩＤ

バスケットボールを鳥取市で合同開催した。

　鳥取県バスケットボール協会のリードのもと鳥

取県車いすバスケットボール協会と鳥取県ＦＩＤ

バスケットボール連盟の連携により合同開催が実

現し、各参加県からの好評も得た。双方の選手や

役員、応援者が競技を観戦、応援する中で一層の

交流や理解が深まり、地域の方々からも多くの応

援があった。

　今後、鳥取県障がい者スポーツ協会加盟の各競

技団体が、鳥取県体育協会加盟の各競技団体と連

携を密にしていくことにより、競技団体の自立と

競技力の向上に努めると同時に、障がい者スポー

ツへの理解を広めていくことが重要である。

３　�鳥取県あいサポート・スポーツフェス
ティバル

　平成24（2012）年、誰でも気軽に参加し和気あ

いあいと楽しめるスポーツを体験し、人と人との

交流を深め、健常者・障がい者を問わずスポーツ

に親しむ機会として、併せて健康の保持増進を図

り、自立と社会参加を目指すことを目的とする事

業として、「鳥取県障がい者スポーツフェスティ

バル」が誕生した。

　発足に当たり、フェスティバルだから試合はふ

さわしくないとの考え方もあったが、人は目的が

はっきりしていないと動かない、企画しても参加

者がなくては事業の目的が達成できないという考

え方により、午前中は競技ごとに試合をし、表彰

もすることとした。午後はニュースポーツも含め

いろいろなスポーツが体験できる体験型イベント

とした。
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卓球バレー競技

ふうせんバレーボール競技

　回を重ねる度に参加者数も300人を超すように

なり、事業が定着してきた。そこで、第５回大会

からは「県民が共に暮らしやすい地域社会（共生

社会）を実現する」という、鳥取県の「あいサポー

ト」運動を体験できる場として、所期の目的を達

成する機会とした。そして、試合形式を見直して

参加型のみの事業として生まれ変わり「鳥取県あ

いサポート・スポーツフェスティバル2017」と名

称も変更して、新たなスタートを切った。

実施種目と参加者数

競技種目
第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

フライン
グディス
ク

24
人

52
人

37
人

38
人

交
流
14
種
目
　
319
人
　
交
流
・
ボ
ウ
リ
ン
グ
　
38
人

交
流
14
種
目
　
287
人
　
交
流
・
ボ
ウ
リ
ン
グ
　
59
人

ボッチャ 18
人

11
人

14
人

44
人

卓球バレ
ー

18
人

24
人

31
人

34
人

卓球 25
人

25
人

40
人

24
人

ふうせん
バレー

46
人

55
人

51
人

スポーツ
チャンバ
ラ

19
人

6
人

パ ッ ト
ゲームス
ター

48
人

30
人

交流種目 61
人

43
人

61
人

98
人

種目参加
人数

146
人

201
人

305
人

325
人

357
人

346
人

役員・ボ
ランティ
ア等人数

50
人

55
人

65
人

105
人

76
人

94
人

　合計 196
人

256
人

370
人

430
人

433
人

440
人

４　障害者体育センターの設置
　勤労障がい者のスポーツができる場所の提供及

び福祉の増進を図り雇用の安定に資する目的で、

昭和52（1977）年10月、鳥取市湖山町西三丁目に

「鳥取県勤労身体障害者体育センター」が設置さ

れた。この施設は、国が建設し鳥取県商工労働部

が所管することとなった。平成15（2003）年４月

には国が鳥取県に譲渡し、「鳥取県立障害者体育

センター」として県障がい福祉課の管理となった。

開設以来、社会福祉法人鳥取県厚生事業団が指定

管理者として運営している。（平成30年度現在）

　現在は、障がいのある方等がスポーツを通して、

健康の増進・機能回復・相互交流等を図る目的で

運営している。鳥取県障がい者スポーツ協会も毎

週スポーツ教室を開設し、加盟団体である鳥取県

フライングディスク競技
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タンデム自転車乗り方講習会

タンデム自転車を楽しむ

卓球交流の様子（米子サン・アビリティーズ）

車いすバスケットボール協会、鳥取県障がい者卓

球協会、鳥取県身体障害者アーチェリー協会及び

鳥取県聴覚障害者バレーボールクラブなどが大会

の開催や日常の練習会場として大いに活用してい

る。スポーツ教室では、特に近隣施設の方々の参

加を得て、内容も充実しながらスポーツを楽しん

でいる。

　最近では、タンデム自転車乗り方講習会を開催

し、多くの方々が体験している。

　地域の人や就労している人の健康保持及び生き

がいつくりの場として、なお一層の活用を図って

いくことが必要である。

【施設の広さ】

　体育館　フロアーは一面　715.56㎡

　　　　　バスケットボール１面　テニス１面

　　　　　バレーボール２面

　男女ロッカー・更衣室・シャワー室　

　多目的トイレ　　器具庫等

　グラウンド　　4,813㎡　　全面芝

　　　　　　　　ソフトボール・サッカー等可能

 

５　韓国江原道との障がい者スポーツ交流
　2013年スペシャルオリンピックス冬季世界大会

が江原道の平昌で開催された。江原道から招待が

あって、知的障がい者のスポーツ活動の実態と施

設等の取り組みを視察することとなり、「スペシャ

ルオリンピックス日本・鳥取」の平井りえ会長を

団長とする５名が訪韓した。

　その時の意見交換会で、県体育協会のスポーツ

交流が実施されているので、障がい者スポーツの

交流もしてはどうかと話題になった。過去に、鳥

取さわやか車いすマラソン大会の記念大会に３度

招待した実績があるので、平成25（2013）年の25

回大会に役員２名、選手３名の５名を招待したの

である。

ユニホックに挑戦する
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ボッチャ交流の様子（皆生養護学校）

平成29年度の両国選手団

　翌年の平成26年には、鳥取県から卓球の選手団

５名を派遣した。ロンドンパラリンピック出場の

韓国選手から、選手個々が指導を受けるなど有意

義な交流であり、また、帰国後の選手の成長が楽

しみである交流でもあった。

　平成27年度は鳥取県が受け入れ、卓球とニュー

スポーツの卓球バレーを交流種目として実施し、

競技成果と共に競技団体との交流も深めることが

できた。障がい者と健常者のスポーツ交流が盛ん

な韓国から学ぶ所も多く、本県の障がい者スポー

ツの推進に大いに参考となった。

　平成28年度は、ボウリングの選手団５名を派遣

した。個人戦・団体戦・合同練習会に加え、2018

年平昌冬季五輪広報体験館の見学等、有意義な交

流となった。

　平成29年度は鳥取県が受け入れ、パラリンピッ

ク種目として国内はもとより国際的にも認知度の

高いボッチャを交流種目として実施した。この時、

交流試合や講習会を行ったが、江原道側からは世

界ランク上位にも入る韓国代表選手が来日し、日

頃鍛えた技術を披露した。鳥取県側の参加者に

とっては、国際レベルの高い技術を目の当たりに

することで大いに刺激になった。また、この期間

中の協議で、交流に関わる両者間の協定締結、事

業規模の拡大（派遣人数増大・日本海沿岸地域も

絡めた交流）についても話題が挙がり、今後の交

流発展が期待される内容であった。

　平成30年度は、バスケットボール（知的障がい

の部）の選手団11人を派遣した。この交流におい

て初の団体競技を実施し、さらに鳥取県韓国江原

道障がい者スポーツ国際交流事業協定書を締結し

た。

　これにより、交流を継続して、日韓双方が障が

い者スポーツの発展と共生社会実現に向けた活動

の一助とするよう取り組みを進めていくことに

なったのである。

６　本県出身のパラ出場選手
（１）パラリンピック　

　冬季大会も含め、本県からはほぼ毎回選手を輩

出している。1992パラリンピック（バルセロナ大

会）へは森田正則選手（アーチェリー）が出場し、

見事８位入賞を果たした。2000年（シドニー大会）

続いて2004年（アテネ大会）には、福留史朗選手

がマラソンで出場し活躍した。シドニー大会では

５位入賞を果たし、後に、鳥取県障がい者スポー

ツ協会の会長として障がい者スポーツ振興のリー

ダー役となり現在に至っている。

　2006年からは、2006年トリノ大会、2010年バン

クーバー大会、2014年ソチ大会と３大会連続して

アルペンスキーの谷口彰選手が出場し、ソチ大会

谷口選手（鳥取県スポーツ顕彰受賞式）
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では見事７位入賞を果たした。近年では、2016パ

ラリンピック（リオデジャネイロ大会）に野田昭

和選手が陸上競技車いすに初出場し力走したこと

は記憶に新しいところである。

（２）デフリンピック

　聴覚障がい者の世界大会であるデフリンピック

の歴史は古く、本県選手の活躍も歴史を重ねてい

る。1989年の16回から2005年の20回大会までは、

バレーボールが連続して日本代表として出場して

おり、塚根隆選手、林則和選手、福本和巳選手、

福田かおり選手、西村秀正選手、福本智富美選手

が出場した。中でも、福本和巳選手は５回連続出

場している。また、卓球では房安京子選手が16、

17回大会と連続出場し、合わせて金メダル６個を

獲得する大活躍をした。21回大会は、陸上競技・

走り高跳びの前島博之選手、リレーの堰本将平選

手が出場し、入賞を果たした。前島博之選手は、

22回、23回大会と連続出場した。2017第23回大会

（トルコ）では、前島博之選手は陸上10種競技で4

位、走り高跳び5位、前島奈美選手はバレーボー

ルで優勝、初出場の中村開知選手もリレーで優勝

に輝いた。

（３）�フェスピックと世界ろう者陸上競技選手権

大会

　極東南太平洋身体障害者スポーツ大会は、フェ

スピックと称され、1975年５月に社会福祉法人太

陽の家創設者中村裕氏が提唱し設立されたフェス

ピック連盟が主催する大会である。第１回大会は

大分県で開催され、以降パラリンピック中間年に

1975年～ 2006年まで極東各地域で開催された。

　2006年に当連盟とアジアパラリンピック評議会

が合併し、アジアパラリンピック競技大会にその

歴史が引き継がれ現在に至っている。フェスピッ

ク大会をはじめ、世界ろう者陸上競技大会、アジ

ア太平洋ろう者大会など多くの競技大会が開催さ

れ、前島浩二選手、前島博之選手は兄弟出場・入

賞を果たし、2014年のアジアパラ競技大会（韓国

インチョン）には、寺坂真一選手がアーチェリー

競技で出場し活躍した。

　さらに、2018年インドネシア（ジャカルタ）で

のアジアパラ競技大会には、森卓也選手が出場し

砲丸投げで入賞を果たした。

７　全国障害者スポーツ大会への参加
　毎年、国民体育大会後に同じ開催県で同じ競技

会場を活用して「全国障害者スポーツ大会」が開

催され、鳥取県も毎年参加している。個人種目の

平成20（2008）年までの選手団編成は、参加希望

調査を実施し、東・中・西の各地区、一般、学生、

施設等に配慮しながら書類選考をしていた。平成

21年からは、鳥取県障がい者スポーツ大会を全国

大会の選手選考大会とした。県大会前には選手選

考基準を公表し、大会後は、各競技団体から選考

基準を突破した選手の中から代表選手を推薦し、

障がい者スポーツ協会が主催する選手選考会議で

決定し、県に推薦することとしている。団体種目

のブロック予選会への参加は、競技ごとに代表選

手選考会を実施し、その結果によりチームを編成

し、県に推薦することとしている。

　全国的動向をみると、初期の対応は鳥取県の選

手選考とほぼ同じで参加型の選手選考が主流で

あった。しかし、最近の各県の選手団編成の傾向

は、参加型に配慮しながらも好成績を目指す選手

団編成になっている。このことは、日本障がい者

スポーツ協会が、全国大会各参加団体のメダル獲

得率を公表することや、2020東京パラリンピック

の開催が影響しているといえる。国内最大のこの

大会は、より多くの選手が参加することが大きな

ユニホリオパラリンピックでの野田選手ックに挑戦する
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目的であり、鳥取県では、２年連続出場した選手

は次の年は出場不可として、多くの選手が出場す

る機会を配慮している。スポーツを通して、健康

の維持と生き生きとした生活を楽しんでいただき

たい。（参加団体は、都道府県及び政令指定都市

となっている。）

個人競技 　陸上競技、水泳、アーチェリー、卓

球、フライングディスク、ボウリング

団体種目 　バスケットボール、車椅子バスケッ

トボール、ソフトボール、グラウンドソフト

ボール、バレーボール、サッカー、フットベー

スボール

＊ 26 ～ 29年度は聴覚バレーボールが中･四国大会

で連覇し、全国大会に連続出場した。26年度か

らはオープン競技にも選手団を派遣している。

 
個人競技の平成18年からのメダル獲得状況

年 県 役員
（人）

選手
（人）

メダル獲得数

金 銀 銅 計

18 兵　庫 18 18 ５ ２ ３ 10

19 秋　田 18 18 ６ ４ 10 20

20 大　分 19 19 10 ２ ４ 15

21 新　潟 19 19 ７ 10 ６ 23

22 千　葉 18 18 ９ 10 ５ 24

23 山　口 27 27 ７ ８ ５ 20

24 岐　阜 18 18 ３ ８ ７ 18

25 東　京 19 18 ８ ７ ４ 19

26 長　崎 18 18 11 ６ ７ 24

27 和歌山 18 19 ７ 10 ３ 20

28 岩　手 20 16 ７ ７ ４ 18

29 愛　媛 29 39 13 10 6 29

30 福　井 21 17 6 6 8 20

８　日本パラ陸上競技大会等の開催
（１）�2011パラ陸上世界選手権大会事前合宿の

開催

　「ニュージーランドのクライストチャーチで開

催される2011世界選手権の事前合宿を鳥取で開催

していただけないか」と、日本パラ陸上競技連盟

の小林順一監督から依頼を受けたのが始まりであ

る。平成22（2010）年11月20日から23日の３泊４日、

69人の参加で実施した合宿は、日本パラ陸上競技

連盟としても初めての合同合宿だったので、不安

いっぱいだった。布勢陸上競技場を主会場とし、

車いすマラソンチームは一般道を使っての活動と

なった。宿舎は鳥取市内のホテルとした。鳥取市

からは、補助金の他にも車いす競技者の移動等の

支援をいただき、合宿成功の一助となった。多く

の方々の支援をいただき、初の合同合宿は好天に

も恵まれ実り多いものとなった。

（２）中国・四国身体障害者陸上競技大会の開催

　平成24（2012）年には、前述の小林順一監督か

ら「2013中国・四国身体障害者陸上競技大会」開

催の依頼を受けたので、鳥取県西部陸上競技協会

に競技運営を依頼して快諾を得た。そして平成25

年６月30日、記念すべき第１回大会を「どらドラ

パーク米子陸上競技場（米子市営東山陸上競技

場）」で開催することができた。翌年、2014大会

には日本陸上競技連盟の関幸生国際特任部長を技

術総務として迎え、競技運営の指導とともに投て

き競技の施設の充実等多大な成果が得られた。引

き続いて、2015大会も同競技場で実施し、次の大

会から他県に引き継ぐこととなっていたが、2016

大会も「日本パラ陸上競技選手権大会」を「コカ・

コーラウエストスポーツパーク陸上競技場（鳥取

県立布勢総合運動公園陸上競技場）」での開催が

決定したので、そのリハーサル大会として布勢陸

第18回「福井しあわせ大会」開会式で行進する県選手団
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上競技場で開催した。したがって、４大会を鳥

取県で開催し、次年度から他県で開催している。

2016大会から中国・四国パラ陸上競技大会と名称

変更している。

（３）�第11回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会

の開催

　鳥取県は国内大会で活躍する選手が多く、第１

回世界ろう者陸上競技選手権大会（トルコ）に日

本選手団30名の内２名が出場した。台北での第21

回デフリンピックに３名、第２回世界ろう者陸上

競技選手権大会（カナダ）にも２名出場している。

世界に羽ばたく選手が、前島浩二・博之兄弟の他

堰本将平・中村開知選手と続き、素晴らしい成果

を残してきた。

　平成22（2010）年夏には、30名の参加者で全国

聾者陸上競技合宿を鳥取市で開催し、翌23年には、

強化コーチを招いての研修会と実技講習会を実施

した。その実績を日本聴覚障害者陸上競技協会よ

り高く評価され、第11回日本聴覚障害者陸上競技

選手権大会の開催依頼を受けることとなった。

　鳥取県では、平成25年に「手話言語条例」が日

本で初めて制定され、聴覚障がいのある方々に

とって長年の希望が叶い、涙を流して感激し喜び

を感じている方もある一方、現実的には、まだま

だ手話の普及や手話通訳士人数不足など課題は多

く残っていた。そこで、日本聴覚障害者陸上競技

選手権大会を鳥取で開催することは、手話を学ぼ

うとしている多くの方々にとって、手話を学ぶ実

践の場として、手

話を通して聴覚に

障がいのある方と

の交流と障がいに

対する理解を深め

る絶好の機会とな

ることを期待し、

開催を承諾したの

である。

　 平 成26（2014）

年７月19日に「コ

カ・コーラウエススポーツパーク陸上競技場（県

立布勢総合運動公園陸上競技場）で開催した「第

11回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会」は、大

会前日の開会式から、県及び鳥取市から多大な支

援を受け、35種目に129名の選手が参加し、８個

の大会新記録が生まれた。スタンドからの声援も

多く、大きな感動を生み終えることができた。

（４）�第27回日本パラ陸上競技選手権大会兼リオ

2016パラリンピック選手選考会の開催

　2020東京大会の

開催が決定し、オ

リンピックとパラ

リンピックが並列

に思考されつつあ

る中で、日本パラ

陸上競技連盟の決

断により、日本パ

ラ陸上鳥取大会が

平成28年４月開催

された。県内の障

がい者スポーツを

支える障がい者競

技団体が、支援頼

みの活動から自立する絶好の機会と考えた。鳥取

パラ陸上競技協会が鳥取陸上競技協会と連携を密

にし、組織力に加えて競技力も向上させ、スポー

ツ界の一員としての力を培い、共生社会の実現に

向けたさらなる前進を願っての大会運営を意識し

た。結果として次に示すような成果を得ることが

できた。

【競技関係】

　①参加競技者　191種目　206名

　　オープン競技（リレー参加者）　247名

　②記録　世界新記録　　１

　　　　　アジア新記録　３

　　　　　日本新記録　　24

　　　　　日本タイ記録　１

　　　　　大会新記録　　43
やり投げで活躍する
前島浩二選手

日本新記録の森卓也選手
（新日本海新聞社提供）
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　③取材状況

４月30日 ５月１日

新 聞 社 22 社 21 社

テ レ ビ 19 社 14 社

【障がい者理解への配慮点】

　①特別支援学校による学校対抗

　　４×100ｍリレー参加　９チーム　

　②小学校及びクラブチームによる対抗

　　４×100ｍリレー参加　54チーム

　③ 日本知的障がい者陸上競技連盟推薦選手の参

加

　④あいサポートフェスタの同日開催

　⑤観客数　２日間で約５千人

【バリアフリー化】

　①ホテルへバリアフリー化の協力依頼

　② 公道の点字ブロックや段差等の確認と問題箇

所の解消

　③ 公共交通機関関係者へバリアフリー化の協力

依頼と広報

【競技場の改修点】

　①競技場内の縁石撤去

　②トラックのオーバーレイ

　③雨天練習場走路のオーバーレイ

　④ 館内雨天練習場のバリアフリー化と走路の改

修

　⑤ゴール付近のスタンドへの仮設階段の常設化

　⑥医務室の拡張と整備

　⑦ 補助競技場への階段に手すりの設置と視覚障

がい者対応の明示化

　鳥取県の大会は、日本パラ陸上競技選手権大会

が発生の地大阪を離れての初の大会であった。リ

オ2016パラリンピックの選手選考会も兼ねた大会

だったので大変盛り上がった。特に、スタンドの

観衆の多さと声援に助けられ、各選手が持てる力

を十二分に発揮することができたので、好記録が

連発した。このことは、共生社会の実現を目指す

鳥取県が、障がい者理解の推進とあいサポート運

動の体験の場ととらえての支援があったからこそ

の成果であった。日本パラ陸上競技連盟からは、

「国内の各都道府県が、鳥取県のような障がい者

理解を推進していく取り組みをしていただきたい

ものだ。」との称賛の言葉を受けた。

９　スペシャルオリンピックス日本・鳥取
　スペシャルオリンピックスの使命は、知的障が

いのある人たちに、年間を通じてオリンピック競

技種目に準じたさまざまなスポーツトレーニング

と競技の場を提供し、参加したアスリートが健康

を増進し、勇気をふるい、喜びを感じ、家族や他

のアスリートそして地域の人々と、才能や技能そ

して友情を分かち合う機会を継続的に提供するこ

とである。

　この使命を鳥取県で実施する団体として、スペ

シャルオリンピックス日本・鳥取設立準備委員会

を組織し、「SO日本・鳥取（設）」と略称するこ

ととした。

　設立までの経過と活動は次のとおりである。

【2004年（平成16年）】　2005年スペシャルオリン

ピックス冬季世界大会が長野県で開催されるに当

たり、この大会を盛り上げるための聖火リレーが

「500万人トーチラン」として全国各地で実施され

た。鳥取県も、11月27日、鳥取・倉吉・米子の三

か所で実施した。

【2006年】　スペシャルオリンピックス日本・鳥取

設立準備委員会を設立し、鳥取市で卓球とボウリ

ング、米子市で水泳と陸上のプログラムを開始し

た。日本新記録の安野祐平選手（新日本海新聞社提供）
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【2007年】　SO世界大会（上海）に水泳アスリー

ト１名を派遣した。

【2010年】　SOナショナルゲーム（大阪）にアス

リート７名を含む選手団12名を派遣した。「第５

回スペシャルオリンピックス日本・夏季ナショナ

ルゲームin大阪トーチラン鳥取」を10月17日に鳥

取市で実施し、県民文化会館をスタートし鳥取駅

前までのコースをアスリート50人を含む158人の

参加でつないだ。

【2011年】　SO世界大会（アテネ）に水泳アスリー

ト１名とコーチ１名の２名の選手団を派遣した。

【2013年】　2013年７月21日、SO日本・鳥取（設）

第１回夏季地区大会を東郷湖羽合臨海公園ハワイ

夢広場で開会式を実施し、当日の午後、鳥取市で

卓球を行った。８月４日には鳥取市でボウリング、

９月15日には米子市で水泳を実施した。

【2014年】　１月、中部地区の大平園体育館を活動

場所として、卓球プログラムが始まった。この事

により、鳥取県内三地区の全てでプログラムが実

施できるようになった。４月、スペシャルオリン

ピックス日本（SON）から正式に認証され「ス

ペシャルオリンピックス日本・鳥取（SON・鳥取）」

として活動が始まった。

　４月、米子市の米子産業体育館を会場として卓

球プログラムを開始した。11月、SOナショナル

ゲーム大会（福岡）に選手団14名を派遣した。

【2015年】　SO世界大会（ロサンゼルス）に水泳

コーチ１名を派遣した。

【2016年】　会員間で法人化への意思確認。

【2017年】米子市でバドミントンプログラムを開

始。特定非営利活動法人の承認を得る。

　2006年に発足した「SO日本・鳥取（設）」は、

鳥取地区と米子地区で設立準備委員会として各プ

ログラムの活動を着実に実施していた。その後、

2010年に平井りえ会長を迎えて鳥取市でトーチラ

ンを実施してから、「スペシャルオリンピックス

日本・鳥取」の承認へ向けての活動が活発となっ

た。スペシャルオリンピックス日本（SON）か

ら次に記すような活動内容が指示され、一つ一つ

確実に実施できる体制が整い実行してきた。

①総会及び評議員会を開催する。

②毎月運営委員会を開催する。

③ 前後期各８回のスポーツプログラムを実施す

る。

④ 各プログラムは、前後期それぞれにプログラム

の発表会としての大会か記録会を実施する。

⑤総合開会式を実施する。

⑥中部地区にプログラムを立ち上げること。

⑦ニュースレターを年２回以上発行する。

⑧経理処理を明確にする。

　毎月実施した運営委員会の議事録の報告及び各

事業の結果報告により、2014年「スペシャルオリ

ンピックス日本・鳥取」がSONの承認を得られ、

４月10日、鳥取市においてSON有森裕子理事長

を迎えて設立記念式典を実施した。2016年には、

藤井喜臣氏を会長（現在は理事長）に迎え、2017

年には、特定非営利活動法人スペシャルオリン

ピックス日本・鳥取となった。

①　会員数の動向

年度 個人 団体

2013年 72人 ７団体

2014年 97人 ４団体

2015年 118人 ７団体

2016年 110人 ７団体

2017年 106人 ５団体

「スペシャルおりんぴっくす日本・鳥取」の認証旗
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②　地区大会の参加状況

年度 実施競技 参加者数

2013年 卓球、ボウリング、水泳 141人

2014年 卓球、ボウリング、水泳、陸上 310人

2015年 卓球、ボウリング、水泳、陸上 266人

2016年 卓球、ボウリング、水泳、陸上 300人

2017年 卓球、ボウリング、水泳、陸上 243人

③　スポーツプログラムの活動状況

 （2018年４月現在）

地　区 種　目 会　場

鳥取 卓　球 高齢者福祉センター

ボウリング 鳥取スターボウル

倉吉 卓　球 ゆりはま大平園

サッカー ゆりはま大平園

米子 卓　球 米子産業体育館

陸　上 どらドラパーク

水　泳 皆生市民プール

バドミントン 米子サン・アビリティーズ

④　 世界大会及びナショナルゲーム出場アスリー

ト・コーチ等

【夏季世界大会】

年度 開催地 出場アスリート・コーチ

2007年 上海 米村充（水泳）

2011年 アテネ 手島阿友美（水泳）
勝原伊佐子（卓球コーチ）

2015年 ロサンゼルス 江口かおり（水泳コーチ）

【夏季ナショナルゲーム】
年度 開催地 出場アスリート・コーチ等

2010年 大阪府〈アスリート〉７人
〈コーチ等〉　５人

2014年 福岡県〈アスリート〉７人
吉野彩音（水泳）、岩吉敦美（陸上）、
瀬尾将也（陸上）、稲垣侑佳（ボウ
リング）、生田宏（卓球）、渋谷友
明（卓球）、上田翔子（卓球）

〈コーチ等〉７人
市原徹、江口かおり、田中義行、
岩吉清子、稲垣弘子、谷口洋次、
上田玲子

2018年 愛知県〈アスリート〉９人
但見龍太郎（水泳）、手島阿友美（水
泳）、荒嶋俊（陸上）、田中航平（陸
上）、安原幸喜（バドミントン）、佐々
木哲也（サッカー）、砂川竜司（卓
球）、安原駿平（卓球）、山口真代（卓
球）

〈コーチ等〉８人
岸本照之、但見淳一郎、江口かお
り、田中義行、安原浩樹、橋本泰治、
田中啓、砂川充子

10　鳥取さわやか車いすマラソン
　平成30（2018）年度に第30回（平成元年に第１

回を開催）を迎えた鳥取さわやか車いす＆湖山池

マラソン大会は、平成の幕開けと共に開催検討が

始まった。各福祉事務所や施設、スポーツ団体の

方々の合意により、鳥取陸上競技協会の支援も得

て、車椅子マラソン大会としてスタートした。全

国でも先駆的な取り組みと言えよう。

　第20回大会からは、車椅子マラソン部門と障が

いの有無にとらわれないマラソン部門を兼ね備え

た大会となり、第26回大会からウォーキング部門

地区大会卓球競技の様子（2017年）

力走する車いすマラソンランナーたち
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　第３章　　障がい者スポーツの振興　

も新設した。第30回は1,100名を超える参加者を

数え発展してきた。

（１）大会発足までの経過

①平成元年２月～３月　＊開催についての合意

　 各福祉事務所、各施設、各障害者スポーツ団体

による会議

②３月29日　＊本大会への配分額（35万円）決定

　 　「鳥取県心身障害者スポーツ振興基金配分運

営委員会」

③４月25日　「第１回打ち合わせ会」

　＊開催日時決定　平成元年10月15日

　　　　　　　　　スタート午前11時30分

　＊開催場所決定　東郷湖羽合臨海公園リハビリ

　　　　　　　　　スポーツ広場及び周辺道路

④５月30日　「第２回打ち合わせ会」

　＊実施要項、実行委員会等の原案の作成

⑤６月16日

　 　「鳥取県心身障害者スポーツ協会総会及び理

事会」

　＊ スポーツ協会として開催を正式決定。予算、

開催要綱を承認。

⑥７月21日　「第１回実行委員会」

　＊大会開催準備業務の分担、大会運営の検討等

⑦８月11日　「第１回幹事会」　

　＊ 大会運営、競技規則、プログラム等の原案の

作成。必要な用具の検討等

【第１回実行委員会の構成】

会　長　鳥取県心身障害者スポーツ協会会長

代表副会長　鳥取県身体障害者福祉協会会長

副会長　鳥取県車椅子バスケットボール協会

　　　　鳥取県身体障害者アーチェリー協会

　　　　鳥取県身体障害者卓球協会

　　　　全国脊髄損傷者連合会山陰支部

委　員　鳥取県車椅子バスケットボール協会

　　　　鳥取県身体障害者アーチェリー協会

　　　　鳥取県身体障害者卓球協会

　　　　全国脊髄損傷者連合会山陰支部

　　　　県社会課　県各圏域福祉事務所

　　　　各市福祉事務所　身体障害者更生相談所

　　　　身体障害者更生援護施設

　　　　（身体障害者更生指導所、みのり授産所）

　　　　鳥取県社会福祉協議会

　　　　羽合町社会福祉協議会　

　　　　鳥取陸上競技協会

幹　事　鳥取県車椅子バスケットボール協会

　　　　鳥取県身体障害者アーチェリー協会

　　　　中部福祉事務所　　倉吉市福祉事務所

　　　　身体障害者更生指導所

（２）　車いすマラソンの軌跡

　福祉関係機関や障がい者スポーツ団体等との合

意・協力の下、綿密な打ち合わせを重ねながら、

理事会・総会を経て開催を正式に決定した。第１

回さわやかマラソン大会がスタートしたのは、平

成元（1989）年10月15日である。

　第１回さわやかマラソン大会は、場所を東郷湖

羽合臨海公園リハビリ運動広場及び周辺道路と

し、３つのコース（１km、３km、５km）で開

催された。参加者は62人であった。第２回大会か

らは、会場を鳥取市の布勢陸上競技場に変更し、

招待選手も招へいし開催することとなった。第２

回大会は87人の参加となった。第５回大会は、記

念大会としてベルギー・韓国からの選手を招いた

国際大会とし、コースも鳥取駅前を走る市内コー

スに変更した。第19回まで、車いすマラソン大会

として５年ごとの記念大会を開催しながら歴史を

重ねた。

　第20回からは、共生社会実現を目指すという鳥

取県の取組の中、障がいの有無に関わりなく多く

ロードに繰り出す車いすランナー
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の選手が参加できる大会とし、マラソン部門を新

設した。参加者も80人～ 90人であった大会から

500人規模に及ぶ大会として生まれ変わった。そ

して、第30回記念大会には1,100人を超える参加

があった。

　車いすハーフマラソンと10kmコースは、公認

コースとして認定を受けていることもあり、当該

大会を公認記録更新の機会として位置付けている

選手も多い。全国でも恒例の大会として認識され

ており、さらに車いすマラソン大会が先行開催し、

後にマラソン部門やウォーキング部門が新設され

た大会は類を見ないところである。

　この歴史ある大会を一層充実し、障がいの有無

力走するマラソン部門のランナー

に関わらないスポーツの振興や交流の機会、更な

る競技力向上の機会として発展させていくことが

期待されている。




