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平成２８年度事業報告書 
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで） 

 
 平成２８年度は、平成２５年４月８日に「一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟」を設立、社会的
に認められた組織として活動を開始してから４年度目となった。当連盟を取り巻く環境は、平成２５年９月７
日に東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定されて以降大きな変化が続いている。 
平成２７年１０月１日にスポーツ庁が発足し、障がい者スポーツの取り組みがスポーツ庁としての取り組みとな
り、オリンピックと同様の制度に向けて大きく動き出した年でもあった。 
  本年度最大の事業であったリオ２０１６パラリンピック競技大会においては、金メダル２個を含め、メダル取
得８個を目指したが、結果は銀メダル２個、銅メダル３個、計５個という結果に終わった。水泳以外の各競技
ともロンドン以降の諸外国の取り組みとの差が歴然とした結果であった。 
 これらの結果を踏まえて、スポーツ庁長官のいわゆる鈴木プラン「競技力強化のための今後の支援方針——
—２０２０年以降を見通した強力で持続可能な支援体制の構築———関係者の覚悟と挑戦」が発表され、
様々なことが東京２０２０パラリンピック競技大会に向けて加速されている。この変化は、歓迎すべき点も多々
あるが、実態として多くの献身的なボランティアに支えられた当連盟のような未成熟な組織にとっては、依然厳し
いものがある。 
 しかしながら、東京２０２０パラリンピック競技大会に向けて、またその後に向けて選手の強化や大会運営へ
の準備など早期・着実に取り組むことは障がい者スポーツ競技のさらなる発展という視点からも、当連盟に課せら
れた使命であると考え、各種事業を進めた。 
特に、競技力向上基盤整備助成事業に加えて、戦略的助成事業である独立行政法人日本スポーツ振興

センター（以下「ＪＳＣ」という。）委託事業の活用、選手負担の軽減など積極的に取り組みを進めた結果、
一時は費用の増大もあり、法人運営に支障が出るのではないかと懸念されたが、公益財団法人日本財団パラ
リンピックサポートセンターからの支援や協賛企業の獲得・支援もあって、昨年度の資金不足も解消し、実質的
な赤字を解消し、十分とは言えないまでも黒字決算とすることができた。 
 具体的な事業として、地域連盟による地域大会開催への支援や「ジャパンパラ水泳競技大会」の共催を行っ
たほか「第３３回日本身体障がい者水泳選手権大会｣を福岡市立総合西市民プールで実施した。また、競
技力向上を目指して、リオ２０１６パラリンピック競技大会に向けての合宿及び選手育成・強化のため、国
内・海外合宿や海外派遣などを実施した。また、２０１７年のメキシコシティで開催されるワールドパラ水泳世
界選手権日本代表選手選考のため、２０１７パラ水泳春季記録会を選考戦として静岡県富士水泳場で
開催し、１３人の日本代表選手を選考した。 
 さらに、選手の発掘から強化に至るパスウエイの明確化と構築に取り組むため、パスウエイ構築事業を展開し
たほか、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会主催の発掘イベントやＪＳＣ主催の発掘事業に参加する
など選手育成強化に積極的に取り組んだほか、有望アスリート海外強化支援事業にも取り組み、メダルポテン
シャルアスリートの育成にも尽力した。 
 また､強化専任スタッフの配置や選手を支える指導者を育成する研修会、当連盟の体制基盤強化のための
人員の増強、パラ水泳のブランド化、２０１９年に利用開始されるＪＳＣハイパフォーマンスセンター第２プー
ルとの連携を見据えて当連盟板橋事務所の開設準備を行うなど、選手強化拠点の明確化と選手強化体制
の強化及び選手・スタッフ等のデータベースシステムの改良など事務体制機能の拡充にも取り組んだ。 
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＜主な取り組み＞ 
Ⅰ 競技会の開催及び支援･後援事業 
１．地域連盟による大会開催支援 

競技運営指針などを示すとともに､連盟からの助成金制度の創設、役員派遣などを行った。 
平成２８年６月５日（日） 第２６回東北身体障害者選手権水泳競技大会 
平成２８年６月１１日（土） 第３０回関東身体障害者水泳選手権大会 
平成２８年７月３日（日） 第２３回中部障がい水泳選手権大会 
平成２８年６月１９日（日） 第２７回近畿身体障害者水泳選手権大会  
平成２８年６月５日（日） 第２２回中国四国身体障害者水泳選手権大会 
平成２８年６月１２日（日） 第２７回九州障がい者水泳選手権大会 

 
２．２０１６ジャパンパラ水泳競技大会の共催とリオ２０１６日本代表壮行会 

平成２８年７月１７日・１８日横浜国際プールで開催、役員派遣や大会運営に寄与するとともに、リ
オ２０１６パラリンピック日本代表の壮行会を実施した。 
また、２０１７年大会は、東京２０２０オリンピック・パラリンピックを視野に東京辰巳国際水泳場での
開催を進めることとした。 

 
３．第３３回日本身体障がい者水泳選手権大会の開催等 

平成２８年１１月１２日・１３日 福岡市立総合西市民プールで開催 
女子１５２人、男子２９９人、合計４５１人の参加 
昨年に引き続きワールドパラ水泳連盟の公認大会とし、リオ２０１６パラリンピック競技大会の報告大会
とした。大会では、アジア新記録２、日本新記録１８、大会新記録４７が樹立されるなどレベルの高い
大会となった。なお、本事業に対して独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）から
4,283,000円の助成金を受けた。 
また、日本選手権の開催地確保への取り組みを推進し、第３４回大会を千葉県千葉国際総合水泳場
と決定した。 
 

４．春季記録会の開催―ワールドパラ世界水泳選手権日本代表派遣選手選考戦 
平成２９年３月５日（日） 静岡県富士水泳場 
参加者数２０５人（男子１４３人、女子６２人）、メディア関係者２４社約５０人 
記録会終了後 選考委員会を開催 派遣標準記録を突破した男子４名、女子９名、計１３名を内
定。メディアはリオ選考戦の昨年と比して三分の一であった。 
 

５．公益財団法人日本水泳連盟加盟団体である日本障がい者水泳協会への参画と活動を展開したほか、
JＰC発掘事業、JSC発掘事業への参加、発掘選手へのフォロー、障がい者のシンクロナイズドスイミングフ
ェスティバルなど他団体開催事業への後援等を実施 

 
Ⅱ 競技力向上事業 
１．強化・育成選手中央合宿 

＜リオ２０１６パラリンピック日本代表選手合宿＞ 
第１回 平成２８年４月７日（木）～１０日（日） JISS プール 
第２回 平成２８年４月２９日（金）～５月８日（日） しあわせの村プール 
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第３回 平成２８年６月４日（土）～５日（日）  JISS プール 
第４回 平成２８年７月１７日（日）～１９日（火） JISS プール 
第５回 平成２８年８月１９日（金）～２１日（日） JISS プール 
 
＜海外遠征対応合宿＞ 
リオ・パラリンピック直前合宿 平成２８年８月２１日（日）～３０日（火）カナダ・トロント 

 
＜強化・育成選手合宿＞ 
○強化・育成総合合宿 
第１回 平成２８年５月２日（日）～５日（木）     海上自衛隊阪神基地隊プール 
第２回 平成２８年７月２７日（水）～３０日（土）  鈴鹿スポーツガーデンプール 
○強化・育成選抜合宿 
第１回 平成２８年４月１５日（金）～１７日（日） スイムピア奈良 
第２回 平成２８年５月２０日（金）～２２日（日） スイムピア奈良 
第３回 平成２８年８月５日（金）～７日（日）  スイムピア奈良 
第４回 平成２８年９月９日（金）～１１日（日） スイムピア奈良 
第５回 平成２８年１０月７日（金）～９日（日） スイムピア奈良 
第６回 平成２８年１１月４日（金）～６日（日） スイムピア奈良 
第７回 平成２９年１月６日（金）～８日（日）  スイムピア奈良 
第８回 平成２９年２月１７日（金）～１９日（日） スイムピア奈良 
第９回 平成２９年３月１７日（金）～１９日（日） スイムピア奈良 
 
＜種目別・障がい別合宿＞ 
○女子３４Ｐリレー合宿 
第１回 平成２８年１０月１４日（金）～１７日（月） スイムピア奈良 
第２回 平成２８年１２月２３日（金）～２６日（月） 長野アクアウイング 
第３回 平成２９年１月２６日（木）～２９日（日） JISS プール 
○視覚障がい者合宿 
平成２８年１２月２日（金）～５日（月）  帯広の森市民プール 
 
＜国立スポーツ科学センター（JISS）・立教大学プールの借り上げ＞ 
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 
２．地域エリア合宿の開催 

(1) 東エリア 
平成２８年５月２８日（土）～２９日（日） 筑波大学室内プール 

(2) 西エリア 
平成２８年６月１１日（土）～１２日（日） 海上自衛隊阪神基地隊プール 
平成２８年１２月３日（土）～４日（日） 海上自衛隊阪神基地隊プール 

(3) 南エリア 
平成２８年４月９日（土）～１０日（日） 福岡市障がい者スポーツセンター 
平成２８年１０月８日（土）～９日（日） 福岡市障がい者スポーツセンター 
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３．海外大会等への派遣 
(1) ブラジルオープン大会（リオ２０１６テストイベント） 

＜開催地＞     ブラジル・リオデジャネイロ 
＜派遣期間＞    平成２８年４月１７日（日）～２６日（火） 
＜参加人数＞    選手６人、スタッフ３人 
＜メダル獲得数等＞ 金５個、銀４個、銅５個、合計１４個 

(2) ドイツオープン大会 
＜開催地＞      ドイツ・ベルリン 
＜派遣期間＞    平成２８年６月５日（日）～１４日（火） 
＜参加人数＞    選手１２人、スタッフ９人 
＜メダル獲得数等＞ 銅５ 世界新１、アジア新１０ 

(3) ＩＷＡＳ－Ｕ２３世界選手権大会 
＜開催地＞   チェコ・プラハ 
＜派遣期間＞   平成２８年６月２７日（月）～７月４日（月） 
＜参加人数＞   選手４人、スタッフ７人 
＜メダル獲得数等＞   金５、銀３ 

(4) リオ２０１６パラリンピック 
＜開催地＞   ブラジル・リオ 
＜開催期間＞   平成２８年９月７日（水）～９月１８日（日） 
＜参加人数＞   選手１２人、スタッフ１２人 
＜メダル獲得数等＞  銀２ 銅３ 計 ５ 
銀メダル：木村敬一選手（５０m自由形、１００mバタフライ） 
銅メダル：木村敬一選手（１００m自由形、１００m平泳ぎ） 

山田拓朗選手（５０m自由形） 
入賞：鈴木孝幸選手（５０m平泳ぎ、１５０m個人メドレー） 

成田真由美選手（５０m自由形、１００m自由形、５０m背泳ぎ） 
小山恭輔選手（５０mバタフライ） 
中村智太郎選手（１００m平泳ぎ） 
女子３４Ｐ（池愛里・森下友紀・成田真由美・一ノ瀬ﾒｲ）  ４×１００ｍフリーリレー 

(5) メキシコジュニアパラ水泳大会 
＜開催地＞ メキシコ・メキシコシティ 
＜派遣期間＞ 平成２８年１１月１５日（火）～２９日（火） 
＜参加人数＞ 選手２人、スタッフ４人 
 
※上記１～３の事業に対し、独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）の競技力向上
事業（選手強化活動事業）として、54,004,000円の助成金を受けた。 

 
４．会議等の開催 

(1) ２０１６強化・育成・発掘担当者会議 
平成２８年４月２日（土）  神戸市民福祉交流センター 

(2) 東京２０２０パラ水泳強化推進拡大会議 
平成２８年１０月２９日（土） 日本財団ビル 
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(3) リオ２０１６パラリンピック関連会議 
平成２８年８月１２日（金）  味の素ナショナルトレーニングセンター 
平成２８年１０月８日（土）  天理教旭日大教会 

(4) 東京２０２０強化推進会議 
第１回 平成２８年５月１２日（木） 連盟本部事務所 
第２回 平成２８年６月１６日（木） 連盟本部事務所 
第３回 平成２８年１０月１３日（木） 三宮研修センター 
第４回 平成２８年１２月１９日（月） 三宮研修センター 
第５回 平成２９年２月２０日（月） 連盟本部事務所 

(5) 強化育成選手教育研修会 
平成２９年１月２９日（日）保護者同伴研修、鈴木プランの説明、強化育成方針、ソーシャル
ネットワークの扱い方、コンプライアンス等 
 
※上記４等の事業に対し、独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）の競技力向上事
業（体制整備事業）として、12,638,000円の助成金を受けた。 

 
５．強化指定選手制度・育成指定選手制度の運用 

暦年で指定しているこの制度については、東京２０２０年に向けて、パスウエイに基づく拠点化なども視
野において、大幅に基準を見直し、指定を行った。強化指定選手１５人、育成選手３２人、合計４７
人（平成２８年１２月３１日現在） 
ワールドパラ水泳連盟ライセンス登録者数６３人（平成２９年３月１日現在） 
 

６．選手強化等戦略的事業の実施 
独立行政法人日本スポ―ツ振興センターの委託事業へ企画提案を行い、次の事業を受託し、実施し
た。 
アスリートパスウエイの戦略的支援「ナショナルタレントハブの整備」事業 20,802,381円 
有望アスリート海外強化支援事業 8,996,897円 

 
Ⅲ 指導者研修会の開催と普及 
１．指導者研修会 

平成２９年１月２１日（土）～２２日（日） 
神戸市社会福祉協議会と共催、しあわせの村あおぞら会議室・プール 参加者数３７人 
受講を終了した者で希望者は指導者登録をし、登録証を渡している。（登録料４年間で１万円） 

 
２．競技運営研修会（公認競技役員養成研修会） 

平成２８年１２月１７日（土）～１８日（日） 
大阪府立障がい者福祉交流促進センター（ファインプラザ大阪） 参加者数３２人 

 
３．国際大会運営競技役員研修会 

２０２０年に開催される東京パラリンピックを見据えて，国際レベルの大会運営に対応できる国内の競
技役員を養成するため，国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）より Susan Prasad 氏を招聘し，ＩＰ
ＣSwimming競技規則および競技会運営について理論（座学）と実際の競技運営を実地で学ぶ。 
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２０１６年７月１５日（金）～１８日（月・祝） ４日間  横浜国際プール 
技術委員の中から指名された者および日本水泳連盟より推薦された公認競技役員等２７名が参加 

４．海外派遣研修 
１人 
世界パラ水泳公認国際クラス分け委員（レベル２） 
平成２９年３月５日（日）～３月７日（火） 
デンマークコペンハーゲン Bellahøj Svømmestadion 

 
Ⅳ 法人運営事業 
１．広報及び組織ブランド化事業 

ホームページの運用など広報事業の充実、日本代表「トビウオパラジャパン」・連盟マスコット「パラッシー」・
連盟名称など商標登録によるブランド化、バッチやシール制作 
日本選手権におけるユーストリーム配信 
ＪＰＣ発掘事業における連盟紹介など 

      
２．組織体制の強化･充実 

(1) 平成２８年度競技会参加会員数 
女子２１４人、男子４４８人、合計６６２人 
団体登録数８８団体 

(2) 技術支援会員 
４年間の会費８千円で制度として位置付け 
平成２９年３月３１日現在、６６人が登録 

(3) 正会員 ６名 
(4) 役員（平成２９年３月３１日現在） 

理事１９名（うち理事長１名、常務理事６名） 
(5) 事務局（平成２９年３月３１日現在） 

本部事務所  ５名 
東京パラサポオフィス  ３名 

 
３．総会・理事会など 
(1) 第１回理事会 

平成２８年６月１８日（土） 神戸・三宮研修センター会議室 
＜決議事項＞ 
第１号議案 平成２７年度事業報告について 
第２号議案 平成２７年度収支決算について 
第３号議案 基金の返還及び代替基金への積み立てについて 
第４号議案 各種規程の整備について 

① 事務分掌規程 
② 事務局規程 
③ 公印規程の一部改正 

第５号議案 監事１名の選任について 
第６号議案 定時総会の招集について 
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＜報告事項＞ 
報告１ 平成２８年度事業計画及び予算の進捗状況について 
報告２ スポーツ界におけるコンプライアンスの徹底について 
報告３ リオ・パラリンピック２０１６への派遣選手団について 
報告４ 東京オフィスの状況について 

 
(2) 定時総会 

平成２８年６月２５日（土） 連盟本部事務所 
＜報告事項＞ 
リオ・パラリンピック２０１６への派遣選手団について 
＜議決事項＞ 
第１号議案 平成２７年度事業報告及び収支決算について 
第２号議案 基金の返還及び代替基金への積み立てについて 
第３号議案 監事１名の選任について 

 
(3) 第２回理事会 

平成２９年１月２１日（土） 神戸しあわせの村野外活動センター会議室 
 ＜決議事項＞ 
第１号議案 平成２８年度収支補正予算案 
第２号議案 平成２９年度事業計画案 
第３号議案 平成２９年度収支予算案 
第４号議案 定款の一部変更 
第５号議案 規程の一部改正 

① 謝金支給に関する規程の一部改正 
② 競技者資格規程の一部改正 

第６号議案 臨時総会の招集について 
＜報告事項＞ 
報告１ リオデジャネイロ・パラリンピック２０１６の競技結果と東京パラリンピック 

２０２０に向けた今後の取り組みについて 
報告２ 平成２８年度事業の進捗状況報告（平成２８年１２月まで）について 
報告３ 平成２９年１～３月の事業見通しについて 
報告４ 平成２９年度の日程概要について 
報告５ 競技別強化拠点事業（スポーツ庁）について 
報告６ 地域大会の実施に向けて―助成の方向と協賛企業対応について― 

 
(4) 平成２８年度臨時総会 

平成２９年１月２８日（土） 連盟本部事務所 
＜報告事項＞ 
報告１ 平成２８年度収支補正予算案（決算見通しを含む。） 
報告２ 平成２９年度事業計画案 
報告３ 平成２９年度収支予算案 
報告４ リオデジャネイロ・パラリンピック２０１６の競技結果と東京パラリンピック２０２０に向けた今後
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の取り組みについて 
＜決議事項＞ 
第１号議案 定款の一部変更 

 
(5) 第３回理事会 

平成２９年１月２８日（土）連盟本部事務所 
＜決議事項＞ 
第１号議案 役職理事の選定について 
第２号議案 相談窓口設置規程の制定 
第３号議案 定款の一部変更等に伴う規程の一部改正 

① 事務分掌規程の一部改正 
② 専門委員会規程の一部改正 
③ コンプライアンス委員会規程の一部改正 
④ 競技者資格審査委員会規程の一部改正 
⑤ アンチ・ドーピング委員会規程の一部改正 
⑥ 選手選考委員会規程の一部改正 
⑦ 東京２０２０強化推進委員会規程の一部改正 
⑧ コンプライアンス規程の一部改正 
⑨ 処分規程の一部改正 
⑩ 個人情報保護についての取り扱い基本方針の一部改正 
⑪ 事務局規程の一部改正 
⑫ 文書管理規程の一部改正 
⑬ 公印規程の一部改正 
⑭ 特定個人情報等取扱規程の一部改正 
⑮ 会計規程の一部改正 
⑯ 旅費支給に関する規程の一部改正 
⑰ 謝金支給に関する規程の一部改正 

第４号議案 事務局長の任命に関する承認について 
 
(6) 第４回理事会 

平成２９年１月３１日（火）連盟本部事務所 
＜決議事項＞ 
役職理事の選定について 

 
運営委員会 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日の間 
専務理事・常務理事・事務局との打ち合わせをメールも含め、随時行った。 


