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障害があってもなくても、手をとり
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とちぎナイスハート推進マス
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●障害者とは（障害者基本法第２条）

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心
身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により
継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ
るものをいう。

はじめに

障害者福祉施策の方向性：

『障害者の自立と社会参加』
障害者一人ひとりが、社会を構成する一員として
その人権が尊重され、障害の有無に関わらず県民
誰もが共に支え合う「共生社会」を実現する。

※ 障害者総合支援法の対象となる難病等 359疾病（H30.4～）



障害者とは
障害者とは
身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、難病などにより障害
のある人で、社会がつくり出している壁（社会的障壁）により、学校で学
ぶ、仕事をする、買い物をする、余暇を楽しむ、電車やバスに乗ることな
どに相当な制限を受けている人のこと

障害者差別解消法における障害者とは・・・
× 障害者手帳を持つ人
○ 障害と社会的障壁により生活に相当の制限を受けている人

（社会モデル）

障害及び社会的障壁により
生活に相当な制限を受けている人

＝「障害者」

各種手帳を
持っている人
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社会モデルの考え方

○階段しかないと車いすでは
２階に上がれない。

○エレベータが設置されれば
車いすでも２階に上がれる。

⇒社会モデルでは障害が解消された。

障害がある
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社会的障壁とは
社会的障壁とは

障害のある人が日常の様々な活動や社会参加をする上で妨げとなる、 社
会における事物、制度、慣行、観念などのもの

建物に入るとき、ドアを手で開けて中に入る
⇒開けづらいドア：多くの人が、手でドアを開閉できることが前提

契約をするとき、書類に本人のサインを求められる
⇒サインするルール：多くの人が文字の読み書きをできることが前提

説明をするとき、言葉や声を出して説明する
⇒言葉を声に出して説明する習慣：多くの人が、声を聞くことができて、

言葉の意味が理解できることが前提

「障害者は誰かに面倒をみてもらわなくてはならない」という思い込みがある
。
⇒思い込み：一人の人間として障害者と向き合っていない場合があること

障害や社会的障壁は一人ひとり異なる
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障害者の数について

○ 障害者数（推計） ９３６．６万人（参考値：複数の障害を併せ持つ者もいるため）

○ 総人口 １億２６９３．３万人

うち 栃木県 １９６．６万人（全国１９位）

※人口推計
※平成28年10月１日現在

約 ７．４％

◇ 栃木県 手帳交付件数 １０１，５７１ （９９，８０５）件 （ ）内：前年同期の件数

〈内訳〉

• 身体（平成３１年４月 １日現在） ７０，５０５（ ７０，２３６ ）件

• 知的（平成３１年４月 １日現在） １７，５４６（ １７，０４３ ）件

• 精神（平成３１年３月３１日現在） １３，５２０（ １２，５２６ ）件

【２８，４３０人】 ：入院（4,209人）＋精神通院（自立支援医療）（24,221人） （H31.3.31現在）

《参考》 難病 （特定医療費（指定難病）受給者証所持者／平成３１年３月３１日現在） １３，２６１件

約５．２％

〈内 訳〉
合 計

うち在宅者
（精神は外来患者）

うち施設入所者
（精神は入院患者）

備 考

身体障害児・者 ４３６．０万人 ４２８．７万人 ７．３万人 平成２８年調査（一部平成２７年調査）

知的障害児・者 １０８．２万人 ９６．２万人 １２．０万人 平成２８年調査（一部平成２７年調査）

精神障害者 ３９２．４万人 ３６１．１万人 ３１．３万人 平成２６年調査

合 計 ９３６．６万人 ８８６．０万人 ５０．６万人

〈参考〉65歳以上の人口
3,459.1万人（27.3％）

※平成28年人口推計

※厚生労働省調査（平成28年生活のしづらさなどに関する調査等）
※四捨五入をしているため、合計が一致しない場合がある

栃木県人口
１９４．３万人

※ 県毎月人口推計
※ H31.4.1現在



障 害 者 施 策 の 歴 史

１
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「ノーマライゼーション」理念の浸透

障害者施策の歴史

障害者基本法
（心身障害者
対策基本法
として1970年
制定） S45

身体障害者
福祉法（1949
年制定） S24

知的障害者
福祉法（精神
薄弱者福祉
法として1960
年制定） S35

精神保健福祉
法（精神衛生
法として1950
年制定） S25

国

際

障

害

者

年

【1981】
S56

「障害者施策に関する
長期計画」

（1983-1992）

「障害者対策に関する
新長期計画」
（1993-2002）

「障害者基本計画」
（2003-2012）

三次計画
（2013-2017）

精神衛生法から
精神保健法へ
（社会復帰施設

の法定化）

【1987】
S62

精神保健法

から精神保健
福祉法へ（手帳
制度の創設）

【1995】 H7

精神薄弱者福祉
法から知的障害

者福祉法へ

【1998】 H10

精神保健医療福祉の
改革ビジョン

（入院医療中心から
地域生活中心へ）

【2004】H16

【
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
】

【2000】

支
援
費
制
度
の
施
行

【2003】H15

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

【2013】H25

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

【2006】H18障害者基本法成立
（1993） H5

措置から
契約へ

３障害

共通の
制度へ

発達障害者支援法（2004制定）

難病対策要
綱（1972年
制定） S47

難病法
(2014
年制定)
H26

障害者差別解消法成立
（2013） H25

改
正
障
害
者
総
合
支
援
法
成
立

【2016】
H28
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障害者の権利に関する国際的な動き

・障害当事者→条約の締結（批准）に先立ち国内法の整備を進めるべき
・2009（平成２１）年、政府が「障がい者制度改革推進本部」を設置し、集中的に制度改革を
進めることとした

世界で１４１番目

9

◯1975（昭和５０）年 「障害者の権利宣言」が国連で採択

◯1981（昭和５６）年 「国際障害者年」

◯1982（昭和５７）年 「国連・障害者の十年」（1983~1992年）決議

◯2001（平成１３）年 「障害者の権利及び尊厳を保護・促進する
ための包括的・総合的な国際条約決議案」を採択

◯2006（平成18）年 「障害者権利条約」が国連総会で採択

◎2007（平成19）年 日本が、条約に署名

☆2014（平成26）年 日本が、条約を批准



障害者に関する初めての国際条約 「障害者の権利に関する条約」

障害者権利条約の批准
《平成26年1月》

障害者の人権や基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳
の尊重を促進するため，障害者の権利を実現するための措置等を規
定しています。

◆障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮※の否定を含む。）を禁止

※合理的配慮；障害者の人権と基本的自由を確保するための「必要かつ適当な

変更及び調整」であって、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」

◆障害者が社会に参加し、包容されることを促進

◆条約の実施を監視する枠組みの設置 等

世界で１４１番目

障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されることが期待さ
れます。
⇒ 「平等・無差別と合理的配慮」、「自立した生活・地域社会への包容」、

「教育（※inclusive education system）や労働の権利」等が定められています。
10



障害者権利条約批准と国内法の整備

・障害者基本法の改正（平成23年８月施行）
《障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する基本原則を定めている法律》

障害の定義に「心身の機能の障害」を追加、「社会的障壁」を定義、「差別の禁止」を規定 など

・障害者総合支援法の制定（平成25年４月施行）
障害の定義に「難病」を追加 など

・障害者虐待防止法の制定（平成24年10月施行）

・障害者優先調達推進法の制定（平成25年4月施行）
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保

・障害者雇用促進法の改正（平成30年4月施行）
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止 及び 障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置

（合理的配慮の提供義務）を規定

※障害者法定雇用率【義務★共生社会の実現】

民間企業の場合 １．８％ ⇒ ２．０％（平成25年４月施行）

２．０％ ⇒ ２．２％（平成30年４月施行）※精神障害者も対象

・障害者差別解消法の制定（平成28年4月施行）

◆障害者権利条約の批准に向け、国では、様々な国内法の整備を
行ってきました。
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障 害 者 優 先 調 達

２
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障害者優先調達推進法の概要

【法律の趣旨】
障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基
盤を確立することが重要です。

このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、
障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも
必要です。

このような観点から、これまで障害者就労施設等へ仕事の発注に関し、
民間企業をはじめ国や地方公共団体等において様々な取組が行われてきま
した。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法
律（障害者優先調達推進法）」は、国や地方公共団体等が率先して障害
者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じるこ
とを定めたものです。
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県内の障害者優先調達の実績

■ 主な調達品目（県発注）

□物品→ 食品類（8,227千円）、記念品（1,853千円）、普及・啓発用品（246千円）等

□役務→ 印刷物（9,437千円）、機密文書細断（5,725千円）、除草・清掃（1,611千円）等

令和元(2019)年5月公表

（単位：千円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 対前年比

目標額 － 12,500 13,500 14,500 21,000 24,000 28,000 116.7%

実績額 7,462 10,927 13,872 21,033 23,637 26,445 30,248 114.4%

目標額 － 35,074 48,049 54,317 59,601 62,917 61,453 97.7%

実績額 20,060 38,197 49,911 52,835 60,142 59,296 63,622 107.3%

27,522 49,124 63,783 73,868 83,779 85,741 93,870 109.5%実績額合計

県

市町
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～栃木県内の工賃向上計画対象施設（就労継続Ｂ型事業所）における工賃実績の推移～

区分 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 備 考

対象施設数
〔カ所〕

98 107 120 133 142 153 162

工賃支払総額
（Ａ） 〔円〕

351,328,831 364,548,706 411,044,056 473,224,036 532,201,505 594,418,457 675,041,544

対象者延人数
（Ｂ） 〔人〕

25,895 25,168 27,766 30,627 33,841 36,791 40,635 各月の利用者数の総計

工賃平均額
（Ａ／Ｂ）
〔円／月〕

13,567 14,485 14,804 15,451 15,727 16,157 16,612 

増減額
〔円〕

246 918 319 647 276 430 455

対前年比
〔％〕

1.9% 6.8% 2.2% 4.4% 1.8% 2.7% 2.8%

【参考】H29年度実績（円／月） 最高額 66,143.0円 最低額 3,214.7円

福祉的就労の充実（工賃実績の把握・公表）
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障 害 者 差 別 解 消 の 推 進
● 障害者差別解消法・条例

● ヘルプマーク

3
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障害者差別解消法の枠組み
１ 差別解消の推進に関する基本方針

基本方針の策定（政府）

対象分野は日常生活及び社会生活全般（労働分野を除く）

２ 行政機関等における差別の禁止

不当な差別的取扱いの禁止（義務）

合理的配慮の提供（義務）

職員が適切に対応するために必要な対応要領を策定

３ 事業者における差別の禁止

不当な差別的取扱いの禁止（義務）

合理的配慮の提供（努力義務）

事業者が適切に対応するため主務大臣が対応指針を策定

４ 必要かつ合理的な配慮を的確に行うための環境の整備

施設構造の改善及び設備の整備、関係職員への研修など 17



法及び条例の目的・理念

法及び条例の目的

障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もっ
て共生する社会の実現を図る。

条例の基本理念

◆障害の有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人と

して尊厳が重んぜられ、権利が尊重されること。

◆全ての県民が、障害及び障害者に関する理解を深めるこ

と。

◆地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力するこ
と。

18



法・条例の対象及び分野

制度 対象 分野

障害者差別解消法 行政機関、事業者 サービス等全般
※労働分野を除く

栃木県障害者
差別解消推進条例

県、
県民（事業者含む）

サービス等全般

行為 県
（法は行政機関）

事業者
※条例は県民を含む

不当な差別的取扱い 禁止 禁止

合理的配慮の提供 義務 努力義務※

※ 改正障害者雇用促進法
事業者（雇用主）の従業員に対する合理的配慮の提供は義務 19



不当な差別的取扱いとは

不当な差別的取扱いとは
正当な理由なしに、障害があることだけを理由として、

障害者をそうでない人よりも不利に対応すること

具体例（いずれも、正当な理由が無い場合）
障害があることを理由に、物を売らない、施設を利用さ
せない、アパートを貸さないこと

身体障害者補助犬の同伴を理由に、入店を拒否すること

付添いを条件にする、時間や場所を制限すること など

◆合理的配慮をするため、必要な範囲でプライバシーに配慮し、障害

の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに当たらないこと

※「不公平なことは、しないようにしよう！」
20



合理的配慮とは

合理的配慮とは
その時の状況に応じて、障害者が、そうでない人と同じように社会参加

する上で困っていることを伝えられたとき、

過重な負担のない範囲で、困っていることをなくすための取組をすること

具体例（いずれも、過重な負担が無い場合）
（物理的環境への配慮）

段差にスロープを渡すことで、車いすでも通ることができる
（意思疎通の配慮）

手話や筆談、電光掲示などを使うことで、情報が伝わる
（ルール・慣行の柔軟な変更）

順番を待っている時、周囲の理解を得た上で、別室や席を用意する、また、携
帯を使って呼び出したり等の工夫をする。

※「たのまれたら、手伝おう！」

21



合理的配慮の提供事例①
行政①：視覚障害者からの意思の表明

フォーラム当日のパンフレット配付では、何が書いてある
のか読めないので、内容が分かりにくくなってしまう。

（配慮の提供：意思疎通の配慮）

事前に連絡があり、またパソコンの読み上げ機能を使える
ということだったので、パンフレットのデータを提供した。

行政②：精神障害者からの意思の表明

申請書類の記入に長い時間を要するので、役所へ行ってか
らその場で記入するのは気が引けてしまう。

（配慮の提供：ルール・慣行の柔軟な変更）

外部に持ち出しても問題の生じない内容であったことから、
事前に申請書類を送付して、役所に来るときに記入済みのも
のを持参してもらった。 22



合理的配慮の提供事例②

行政③：聴覚障害者からの意思の表明

会議の傍聴時にパソコンによるノートテイクを行いたいが、
パソコンの持込みが禁止されている。

（配慮の提供：ルール・慣行の柔軟な変更）

一律にパソコンの持込みを禁止するのではなく、個別に判
断して必要と認められる場合には持ち込めるようにした。

行政④重症心身障害者からの意思の表明

来庁者用の駐車場が玄関から離れていて、重度の障害によ
り長距離の移動に負担なため、玄関近くに駐車させて欲しい。

（配慮の提供：物理的環境への配慮）

庁舎玄関の近くにある空きスペースにカラーコーンを置い
て、臨時の駐車場とすることで、駐車場から玄関までの距離
が短くなるようにした。 23



環境の整備
不特定多数を対象として行われる事前的改善措置

個別の場面で行われる合理的配慮を的確に行うためのもの

ハード・ソフト両面が含まれる

施設等のバリアフリー化、情報アクセシビリティの向上、
職員への研修 等

エレベーターの設置
→ 大勢で持ち上げていたのが一人の支援でよくなる

手話が出来る人の常時配置
→ 手話通訳者を探す時間・手間がなくなる

合理的配慮をするための職員研修
→ 色々な場面で、適切な対応ができるようになる

行政機関・事業者は努力義務（法第５条）

差別解消に向けた取組として計画的に推進されることが望ましいこと 24



栃木県障害者差別解消推進条例の枠組み①

1 条例の目的

障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県
民が、共生する社会の実現に資することを目的とする。

2 条例の基本理念

障害の有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人として尊厳
が重んぜられ、権利が尊重されること

全ての県民が、障害及び障害者に関する理解を深めること

地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力すること

3 障害者差別対応指針の策定

県内の事例等を基にした県民が適切に対応するために必要な
指針を策定する →「障害者差別解消のための道しるべ」

（平成29年3月）
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栃木県障害者差別解消推進条例の枠組み②

4 障害者差別解消の推進

啓発活動の実施、教育・学習の推進、表彰の実施

5 相談及び紛争防止のための体制整備

相談窓口の設置、相談では解決が図れない、事業者による不当な
差別的取扱いについて「あっせん」「勧告」「公表」を実施

6 栃木県障害者差別解消推進委員会の設置

◆関係機関によるネットワークとして、相談事例の共有等を

通した紛争解決に向けた対応力向上と、効果的な啓発活動

の実施（差別解消法の障害者差別解消支援地域協議会に相当）

◆学識経験者、障害者又はその家族、福祉・医療関係者、事

業者、関係行政機関から組織（30名以内）

26



障害者差別解消に向けた取組（H30)

１ 普及・啓発

・栃木県障害者差別解消推進委員会の実施 6/13

・県政出前講座の充実 栃木県商工会連合会等へのＰＲ

２ 知事表彰「共生社会とちぎづくり表彰」

・条例に基づき、県民の模範となる取組への事業者表彰

３ ヘルプマークの普及促進

・H29に2万個を作成し、県庁や出先機関等において配布

４ 課題等の把握

・関係団体からのヒアリング 9/4,5

５ 相談体制

・相談件数 30件（平30.4.1～平31.3.31）

27



相談事例から①

◆ストーマ装着での公衆浴場の利用について◆

（内 容）

オストメイトの父親が公衆浴場を利用した際に、従業員か
ら利用を断るような発言を受けたことについて、制度的なこ
とを教えて欲しいと娘からの相談であった。

（対 応）

相談を傾聴し、不当な差別的取扱いなど法制度のこと及び
浴場との調整も可能であることを説明した。相談者からは、
今後も父親が利用することを踏まえて現時点での調整は必要
なく自分で対応したいとのことであった。対応の結果、何か
問題が生じた際には再度相談して欲しい旨を伝えて終了し
た。

（ポイント）

・オストメイト及びストーマに関して理解不足があること

・衛生上問題のないことなど従業員等に理解が必要なこと

28



相談事例から②
◆介助犬を同伴しての美術館の利用について◆

（内 容）

介助犬を同伴して車いすで美術館に行ったところ、利用に
際して職員の同行を伝えられた。これは、障害を理由に職員
の同行を条件にした差別ではないかとの相談であった。

（対 応）

美術館に確認し、館内は暗く狭い場所があり職員の同行は
安全上の配慮であることや自由な見学を妨げるものではない
ことが分かった。但し、受付においてコミュニケーションが
上手くできなかったことが確認できた。相談者には差別に当
たらないことを伝え、美術館には、対応について助言した。

（ポイント）

・職員の同行はやむを得ないとしても、美術館の考えが十分
に伝わらなかったこと。事前の職員研修等が必要なこと。 29



障害者差別対応指針

「障害者差別解消のための道しるべ」の主な内容

１ ポイント

2 障害者差別解消に向けた心がけ
全ての県民が取り組むことが大切です

その人や場面・状況に応じて考え、工夫していくことが大切です

その人の意思を尊重することが大切です

３ 障害者差別の解消が進むと
差別解消の取組が日常的に広く行われることによって、障害者の社会

参加が進み、私たちが住む地域社会は、より活力あるものとなります。

「障害者差別解消を推進するための基本
的な考え方」や「障害に関する基礎的な知
識」を前提として、障害者と「対話する」
「相互に理解する」「協力して工夫する」
ことによって、障害者差別解消が推進され
ます。

障害に関する基礎的な知識
障害者差別解消を推進するための

基本的な考え方

協力して工夫する相互に理解する

対話する
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職員対応要領（栃木県）
第1条（目的）

この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律第10条第1項の規定に基づき（中略）栃木県職員が適切
に対応するために必要な事項を定めるものとする。

第2条（不当な取扱いの禁止）

職員は、（中略）不当な差別取扱いをすることにより、障
害者の権利利益を侵害してはならない。

第３条（合理的配慮の提供）

職員は、（中略）社会的障壁の除去の実施について必要か
つ合理的配慮の提供をしなければならない。

第5条（職務上の義務違反等）

職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、
（中略）合理的配慮の提供をしなかった場合、その態様等に
よっては、職務上の義務違反となることに留意する。 31



県庁スタンダード➀

職員対応要領に基づく取組をより確かなものとするため、
県の全職員が実践すべき取組を記載。

1 来庁者への対応

⑴ 障害者の来庁に備えて

➀ 筆談・代読・代筆等による対応が可能なことを明示

② 車椅子スペースの確保

⑵ 障害者の来庁に当たって

➀ ゆっくり、丁寧な説明の徹底

② 誘導時の配慮

③ ヘルプマークの携帯者への対応
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県庁スタンダード②

２ 会議、イベント等における対応

⑴ 会議、イベントの開催に備えて

➀ 配慮の要否を事前確認

② 開催に配慮した情報発信

③ 会議、イベントにおける情報保証

⑵ 会議、イベントの開催に当たって

➀ ゆっくり、丁寧な説明等の徹底

② スタッフにおける情報共有

＊Ｈ３０からは全職員を対象に、eラーニング

を実施
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ヘルプマークの導入について

県では、栃木県障害者差別解消推進条例に掲げる合理的配慮の浸透・定着を図っている。

平成29年度から、外見からは分かりにくい、聴覚障害者や高次脳機能障害者、難病患者等への合理的配慮を促

すヘルプマーク※を配布している。

※ ヘルプマーク・・・平成24年度に東京都が作成し、全国的な普及に向けて取り組んでいる。

（北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、長野県、岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県、沖縄県（34都道府県）において導入済（H30年度末））

１ 趣旨

２ ヘルプマークの配布

(1) 配布時期 平成29年８月1日から

(2) 配布場所 県及び市町等の窓口

(3) 配布方法 窓口において希望者に配布

今後、市町が作成・配布するヘルプカードとの相乗効果によ

り、合理的配慮のより一層の浸透・定着を図っていく。

ヘルプマーク ヘルプカード

※ヘルプカード・・・栃木県内の導入市町（Ｈ30年度末 21市町）
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、
益子町、茂木町、市貝町、野木町、高根沢町、那須町
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ヘルプマーク活用イメージ
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障 害 者 ス ポ ー ツ

４

～「いちご一会とちぎ大会」に向けた取組～

36



国内最大の障害者スポーツの祭典が

２０２２年に栃木県で開催します！
愛 称

スローガン

マスコットキャラクター

とちまるくん
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○ 目 的
障害のある選手が、障害者スポーツの全国的な祭典であるこの大会に参加し、競技等を通じスポー

ツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加の推進に
寄与することを目的としています。（開催基準要綱）

○ 主催者
文部科学省、（公財）日本障がい者スポーツ協会、開催地都道府県、政令指定都市等の共催

全国障害者スポーツ大会の概要（１）
2022年第22回大会 栃木県開催
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国民体育大会 全国障害者スポーツ大会

開催期間 ９月中旬～10月中旬の11日間以内 国体（本大会）直後に原則として３日間

参加選手団 都道府県選手団 都道府県及び政令指定都市選手団
（平成30年度現在：全67選手団）

参加者数
（選手・役員）

約22,000～23,000人 約5,500人

参加資格 原則として中学３年生以上 13歳以上の身体・知的・精神障害者

実施競技数 ・正式競技 37競技
・特別競技 １競技
・公開競技 ５競技
・デモンストレーションスポーツ
（開催県の特色を生かしたもの等）

・正 式 競 技 13競技
・オープン競技 ２～３競技
（広く障害者スポーツを普及する観点から有
効と認められる競技）

総合成績 参加得点及び競技得点で天皇杯・皇后杯
を競う

主催者から選手団ごとのメダル数が発表され
るが、選手団ごとの順位付けは行わない

予選は行わず、各競技種目の区分（障害種別や程度、年齢等により細分）の組ごとに１位から３位までの
選手に金・銀・銅メダルを授与します。また、１組の競技者は８名を超えてはならないとされています。
【例】 陸上100ｍ競走知的障害の部に80人が参加 ⇒ 10組に分けて出走しそれぞれの組ごとに表彰

国民体育大会と全国障害者スポーツ大会の比較

全国障害者スポーツ大会の表彰の特色

全国障害者スポーツ大会の概要（２）
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障害者スポーツ選手等育成・強化事業2022栃木大会

５８名

２０名

３名

２０（２）名

２３名

１３名

６名

２４(１２・１２)名

１２名

１５名

１５名

２４(１２・１２)名

２４(１２・１２)名

１２名

１６名

１５名

競技種目 障害区分 H30福井大会

個
人
競
技

陸上 身体、知的 １８名

水泳 身体、知的 ４名

アーチェリー 身体 １名

卓球（ＳＴＴ）
（精神は2019茨城から）

身体、知的、
精神

４（１）名

フライングディスク 身体、知的 ３名

ボウリング 知的 ２名

ボッチャ
（2021三重から）

身体 －名

団
体
競
技

バスケットボール 知的（男女別） 予選敗退

車いすバスケットボール 身体 予選敗退

ソフトボール 知的 予選敗退

グランドソフトボール 身体（視覚） 予選敗退

バレーボール

身体（聴覚・男
女別）

予選敗退

知的（男女別） 予選敗退

精神 H30ﾁｰﾑ設立

サッカー 知的 予選敗退

フットベースボール 知的 予選敗退

本
県
大
会
で
は

本
県
大
会
で
は

個人競技裾野拡大事業
体験会や地域ごとのスポーツ大会を開
催し、全国障害者スポーツ大会の競技
種目で 裾野拡大を目指す

団体競技チーム設立・強化支援事業
設立したチームの定着・競技力向上を
目指す

指導員養成事業・指導者資質向上事業

特別支援学校等スポーツ活動支援事業
特別支援学校、特別支援学級等に在籍
する障害のある児童・生徒に障害者ス
ポーツ体験の場を提供し、裾野拡大を目
指す

出場32名 出場300名

3年後強化指定選手・
チームの育成

とちぎチャレンジ
プランによる
育成・強化計画

2022栃木大会の選手数は
・先催県の実績による見込数
・団体競技は控えも含めた最大数

強化指定選手育成事業【新規】
本県を代表する選手を強化指定選手と
して任命し、強化練習会を実施すること
で選手の取組意欲向上及び競技力向上
を目指す

個人競技のメダル
獲得目標70％

栃木県の障害者スポーツ選手等育成・強化
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障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）について(1)

障害のある方が気軽に利用することができ、障害者スポーツを通して地域の方々と交流ができ
る環境を整え、本県障害者スポーツ活動の拠点として活用を図るため、平成28(2016)年８
月に障害者スポーツセンターを整備しました。

◇整備場所 とちぎ福祉プラザ南（宇都宮市若草１丁目）
◇施設名称 障害者スポーツセンター
◇愛 称 わかくさアリーナ
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