
平成２２年度　障害者スポーツ支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

①　障害者スポーツの育成・強化に関する事業

（例） ・　選手、競技団体、指導者等の育成・強化を図る事業

・　競技力向上のための研究開発・調査研究事業

所在地 団体名 事業名

東京都 全日本視覚障害者ボウリング協会 視覚障害者ボウリング選手・指導者育成事業 3,214

神奈川県 日本車いすテニス協会 車いすテニス選手の体力測定評価と指導事業 4,454

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 障害者競技スポーツ科学的サポート事業 7,360

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 障害者スポーツ特別振興事業 34,258

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２２年度障害者競技スポーツ強化事業 88,685

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２２年度障害者スポーツ人材養成事業 9,730

兵庫県 日本身体障害者野球連盟 障害者野球の国際大会開催と育成強化事業 5,000

東京都 社団法人日本精神保健福祉連盟 競技性を重視した精神障害者スポーツの啓発研究事業 1,905

東京都 日本チェアカーリング協会 世界選手権予選大会（チェコ）における強化事業 1,200

東京都 特定非営利活動法人日本デフゴルフ協会 スポーツでの社会参加と文化交流強化事業 1,730

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

神奈川県 日本脳性麻痺７人制サッカー協会 ＣＰサッカー選手の育成・強化事業 4,400

東京都 日本ハンディキャップサッカー連盟 ２０１０知的障害者サッカー世界選手権の日本代表育成・強化事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人日本盲人マラソン協会 盲人マラソン伴走者養成事業 1,000

青森県 日本ろう者スキー協会 ろう児のジュニアスキー競技選手育成事業 924

大阪府 日本ろう者テニス協会 ろう者テニス育成強化・親睦交流事業 932

東京都 特定非営利活動法人アダプティブワールド 知的障害児者への運動指導者育成・研究事業 5,000

青森県 青森県車いすテニス協会 車いすテニスの普及と選手強化事業 1,173

福島県 福島県シッティングバレーボール協会 福島県シッティングバレーボール普及事業 1,076

埼玉県 埼玉県障害者スポーツ協会 世界にはばたけ！彩の国選手育成強化事業 1,935

埼玉県 埼玉県障害者バレーボール協会 精神障害者バレーボール育成・強化事業 500

東京都 東京都知的障害者サッカー連盟 知的障害者サッカー強化・育成事業 1,970

新潟県 新潟県障害者スポーツ協会 トップアスリート継承・育成事業 2,000

福井県 福井県障害者フライングディスク協会 障害者スポーツ指導者及び選手養成事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

長野県 長野県ＦＩＤバスケットボール連盟 知的障害者バスケットボール強化普及事業 2,000

大阪府 ＨＥＡＴ ウィルチェアーラグビーの普及・強化事業 1,745

岡山市 スペシャルオリンピックス日本・岡山 知的発達障害者のスポーツ大会参加支援事業 2,000

福岡県 ＮＰＯ法人九州視覚障害ゴルファーズ協会 視覚障害者ゴルフ国際親善・選手強化事業 500

佐賀県 スペシャルオリンピックス日本・佐賀 知的発達障がい者の競技会参加支援事業 1,964

193,65528事業



平成２２年度　障害者スポーツ支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

②　スポーツを通じた障害者の社会参加を推進する事業

（例） ・　スポーツ大会等開催事業

所在地 団体名 事業名

東京都 財団法人全日本聾啞連盟 ろう学校等におけるデフリンピック啓発事業 5,984

神奈川県 日本ＦＩＤバスケットボール連盟 平成２２年度ＦＩＤジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会事業 1,300

大阪府 特定非営利活動法人日本移植者スポーツ協会 第１９回全国移植者スポーツ大会 1,500

埼玉県 日本ウィルチェアーラグビー連盟 第１２回日本選手権大会　第１回国際交流大会事業 2,442

東京都 特定非営利活動法人日本車いすダンススポーツ連盟 全日本車いすダンススポーツ大会事業 2,500

東京都 日本車椅子バスケットボール連盟
『Ｄ－ＮＵＧＧＥＴＳ　ＣＵＰ　２０１０全国ジュニア選抜車椅子バスケットボール大会ｉｎ愛
知』事業

1,886

東京都 日本車椅子バスケットボール連盟
第２１回全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会兼第１４回全国シニア選抜車
椅子バスケットボール大会事業

1,743

京都府 日本ゴールボール協会 ２０１０日本ゴールボール選手権大会事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟 第２５回全日本視覚障害者柔道大会事業 800

東京都
特定非営利活動法人日本障害者クロスカントリース
キー協会

障害のある児童のためのクロスカントリースキー教室事業 1,640

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

東京都 特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 障害者スキー普及講習会事業 1,963

東京都 財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２２年度ジャパンパラリンピック開催事業 31,500

東京都 日本障害者フライングディスク連盟 全日本障害者フライングディスク競技大会の開催事業 1,600

大阪府 日本身体障害者水泳連盟 第２７回日本身体障害者水泳選手権大会事業 4,500

神奈川県 日本チェアスキー協会 ２０１１全日本チェアスキーチャンピオンシップＩＮ志賀高原事業 2,925

東京都 日本知的障害者水泳連盟 ２０１０年第１３回日本知的障害者水泳選手権大会事業 1,600

東京都 特定非営利活動法人日本知的障害者スキー協会 日本知的障害者アルペンスキー選手権大会・講習会事業 2,600

東京都 特定非営利活動法人日本知的障害者スポーツ連盟 知的障害のある人と地域で楽しむスポーツ振興事業 3,470

神奈川県 日本知的障害者卓球連盟 ２０１０ＦＩＤジャパン・チャンピオンシップ卓球大会事業 1,536

千葉県 特定非営利活動法人日本知的障害者陸上競技連盟 ２０１０年日本ＩＤ陸上競技選手権大会開催事業 2,500

愛知県 特定非営利活動法人日本デフバスケットボール協会 第９回全国デフバスケットボール選手権大会（通称ミミリーグ福岡大会）事業 1,000

滋賀県 日本フロアバレーボール連盟 ＪＦＶＡクラブ日本一決定戦事業 350

東京都 日本ボッチャ協会 第１２回日本ボッチャ選手権大会事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

千葉県 日本ろうあ者卓球協会 第３３回全国ろうあ者卓球選手権大会事業 2,815

神奈川県 日本ろう者水泳協会 第５回日本ろう者水泳選手権大会事業 1,204

埼玉県 特定非営利活動法人バラエティクラブジャパン パラリンピアによる身体障害児（肢体不自由児）へのサマースポーツキャンプ事業 3,681

北海道 スポーツネットはこだて インクルーシブ・スポーツコーディネーター事業 1,500

青森県 ＲＥＡＬＩＺＡＲ　Ｃｌｕｂ　ｄｅ　Ｆｕｔｂｏｌ 知的障がい児・者サッカー普及事業 1,413

仙台市 仙台市障害者スポーツ協会 ニュースポーツと障害者スポーツの普及事業 2,000

茨城県 特定非営利活動法人育泳会 友愛スポーツ事業 2,000

群馬県 ハンドドライブ協会 障害者と健常者の共生への啓発事業 1,327

千葉県 ＮＰＯ法人ＩＣＣ 障害者のためのバリアフリースポーツ事業 2,000

千葉県 千葉ボッチャ協会 ゆめ半島千葉大会でのボッチャ公開競技事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人トラッソス 知的障害児・者デリバリーサッカー教室事業 2,000

石川県 松任はまなす海洋クラブ 障害者シンクロナイズドスイミングチーム設立事業 446

山梨県 山梨ブラインドサッカークラブ 視覚障害者サッカー普及事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

長野県 信州スルーネットピンポン協会 スルーネットピンポン啓発普及事業 1,793

岐阜県 特定非営利活動法人じょう保会 ぎふ清流大会オープン競技準備事業 1,283

静岡県 日本車いすダンススポーツ連盟静岡県支局 車いすダンスの普及と育成事業 1,471

京都府 京都障害者スポーツ振興会 京都障害者陸上競技体験会・記録会事業 1,883

兵庫県 特定非営利活動法人健康まちづくり推進協会 ユニバーサルスポーツ体験講習会事業 950

和歌山県 和歌山県キャンプ協会 生涯スポーツ促進・障害者社会参加支援事業 2,000

島根県 特定非営利活動法人出雲スポーツ振興２１ デジタルスポーツピストル普及選手育成事業 2,000

岡山県 聴覚・サポートかけはし 聴覚障害児・者交流卓球大会事業 1,096

山口県 山口県障害者フライングディスク協会 障害者フライングディスク普及・強化事業 2,000

徳島県 徳島県知的障害者福祉協会 ゆうあいスポーツ四国・徳島大会事業 2,000

香川県 香川県オリエンテーリング協会 トレイル・オリエンテーリング普及啓発事業 2,000

香川県 社団法人香川県ろうあ協会 聴覚障害者スポーツ選手育成・強化事業 831

福岡市 社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会 肢体不自由児者海水浴応援事業 1,383



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

大分県 大分県障害者フライングディスク協会 新スポーツ普及及び指導者育成事業 1,851

鹿児島県 特定非営利活動法人鹿児島ボランティアバンク 障害児者フットサル大会の開催事業 1,980

128,24651事業



平成２２年度　障害者スポーツ支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

③　その他障害者スポーツに関する事業

所在地 団体名 事業名

神奈川県 神奈川県エアロビック連盟 アダプテッドエアロビックＤＶＤ作成事業 4,916

東京都 特定非営利活動法人ＮＰＯゆきわりそう 障害者乗馬インストラクター養成事業 2,000

大阪府 特定非営利活動法人オーシャンゲート　ジャパン 障がい者海洋リハビリスポーツ推進事業 2,000

大阪市
特定非営利活動法人アダプテッドスポーツ・サポートセ
ンター

障害者スポーツ普及・啓発事業 2,000

兵庫県 障害者スポーツネットひょうご 「障害者スポーツ・ガイドブック」作成事業 1,985

大分県 特定非営利活動法人ホースセラピー・パル 障害者乗馬支援事業 1,785

14,6866事業

決定額
（千円）



平成２２年度　障害者スポーツ支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

①　障害者スポーツの育成・強化に関する事業

（例） ・　選手、競技団体、指導者等の育成・強化を図る事業

・　競技力向上のための研究開発・調査研究事業

所在地 団体名 事　　業　　名

埼玉県 日本ウィルチェアーラグビー連盟 世界選手権（カナダ）における強化事業 6,042

埼玉県 日本聴覚障害者ラグビー連盟 国内強化合宿事業 1,327

東京都 日本知的障がい者サッカー連盟 知的障害者サッカー日本代表チーム派遣事業 14,604

東京都 日本電動車椅子サッカー協会 第２回ＦＩＰＦＡワールドカップ事業 3,153

神奈川県 日本脳性麻痺７人制サッカー協会 国際脳性麻痺障害者サッカー大会開催事業 2,800

神奈川県 日本ろう者サッカー協会 日本ろう者代表強化合宿事業 1,280

大阪府 日本アイススレッジホッケー協会 ホッケーカナダチャレンジカップ参加事業 6,500

大阪府 日本身体障害者陸上競技連盟 ＩＰＣ世界陸上競技大会選手強化・派遣事業 17,656

兵庫県 特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟 障害者射撃強化合宿事業 1,179

54,541

決定額
（千円）

9事業



平成２２年度　障害者スポーツ支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

②　スポーツを通じた障害者の社会参加を推進する事業

（例） ・　スポーツ大会等開催事業

所在地 団体名 事　　業　　名

岩手県 岩手県障がい者フライングディスク協会 フライングディスク指導者養成・用品調達事業 1,780

東京都 特定非営利活動法人アダプティブワールド 五者連携型障害者アウトドアキャンプ事業 5,400

東京都 特定非営利活動法人日本盲人マラソン協会 第１３回全国視覚障害者駅伝大会開催事業 639

神奈川県 Ｅｓｐｅｒａｎｚａ 肢体不自由児・者サッカー活動促進事業 1,345

京都府 京丹後市身体障害者団体連合会 第２回京丹後市車いす駅伝事業 519

島根県 特定非営利活動法人浜田フットサルクラブ 障害者フットサル教室・交流大会事業 1,046

10,729

決定額
（千円）

6事業



平成２２年度　障害者スポーツ支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

③　その他障害者スポーツに関する事業

所在地 団体名 事　　業　　名

鳥取県 ｗｈｅｅｌｅｒｓ車いすバスケットボールチーム 車いすバスケで障害者と健常者の共生事業 2,546

2,5461事業

決定額
（千円）


