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２０１７年度事業報告 
（２０１７年４⽉１⽇から２０１８年３⽉３１⽇まで） 

 
２０１７年度は、２０１３年４⽉８⽇に「⼀般社団法⼈⽇本⾝体障がい者⽔泳連盟」を設⽴し、社会

的に認められた組織として活動を開始してから５年度⽬となった。この 5 年という節⽬に、東京２０２０年以
降の在り⽅も含め、当連盟の⽅向性を定めるビジョンづくりを⾏うこととし、選⼿及び役員に対してアンケートなど
を実施するとともに、「パラ⽔泳 PI/VI 中・⻑期計画（2017〜2024）――東京２０２０レガシーと新たな
共⽣社会からの⾶躍を⽬指して――」を策定、２０１８年 2 ⽉に公表した。（注 PI:肢体不⾃由、VI:視覚障がい） 

２０１７年度はリオ２０１６パラリンピックの翌年でもあり、東京２０２０パラリンピック競技⼤会に向けて、
気持ちを切り替えて取り組みを始める節⽬の年でもあった。 

本年度の最⼤の事業は、９⽉３０⽇から開催される「メキシコシティ 2017 年世界パラ⽔泳選⼿権⼤会」
であったが、⽇本時間９⽉２０⽇午前３時１４分にマグニチュード 7.1 のメキシコ中部地震が発⽣し、メキシ
コシティで⼈的被害を含め、多⼤の被害が発⽣した。これによりこの⼤会は延期を余儀なくされた。⽇本代表チ
ームは事前合宿のため既に現地⼊りをしており、まさしくその地震に遭遇をしたが、怪我などもなく緊急対応を⾏
い、無事帰国した。この世界選⼿権⼤会は１２⽉に再開されたが、⽇本チームは余震リスク及びコンディショニ
ングの問題から参加を⾒送った。 

⼀⽅、１２⽉８⽇から開催された若⼿の育成⼤会でもあるアジアパラユースにおいては、当連盟から１５名
の選⼿を派遣し、⾦１４、銀７、銅８、計２９のメダルを獲得するという好成績を収め、⽇本のメダルランキン
グ１位に⼤きな貢献をした。 
 

当連盟を取り巻く環境は、他の競技と同様東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けて、⼤き
く変化が続いている。障がい者スポーツの取り組みがスポーツ庁の所管となって以降、オリンピック競技⼤会と同
様の制度に向けて⼤きく変化し、強化事業を始めとして制度が充実してきている。⼀⽅、組織のガバナンスなど
求められることも増えており、当連盟の業務は増⼤してきている。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
れた使命であるという考えの下、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。）委託事業の活⽤など選⼿の強化に積極的に取り
組んだ結果、⾼地での海外事前合宿費⽤など助成⾦を超える海外遠征費⽤の増⼤もあり、⼤幅な費⽤⽀
出となった。 

このため、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、かろうじてほぼ単年度収⽀均衡に相成った。 

 
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３４回⽇本⾝体障がい者⽔泳選⼿権⼤会｣を千葉県総合国際プールで実施し、合わせて東京
２０２０年パラリンピック競技⼤会の競技役員養成のため、国際 L２審判員資格取得講習会も開催し３０
名の資格者を得た。また、競技⼒向上を⽬指して、スポーツ庁指定の競技別強化拠点として、⽴教池袋プー
ルを指定し、⽇常の練習環境改善を図ったほか、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、JSC 事業委託事業として有望選⼿海外強化事業にも取り組んだ。２０１８年にオ
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ーストラリアで開催のパンパシフィックパラ⽔泳競技⼤会（以下「パンパシパラ⽔泳競技⼤会」）、インドネシア
２０１８アジアパラ⼤会⽇本代表選⼿選考のため、２０１８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、⽇本代表選⼿等を選考した。 

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公益財団法⼈⽇本スポーツ協会
（旧⽇本体育協会）の J-STAR 事業に取り組み奈良県を拠点県とするなど積極的な取り組みを進めた。 

また､選⼿を⽀える指導者を育成する研修会や当連盟の体制基盤強化のための⼈員の増強、スポンサー対
応としてのパラ⽔泳のブランド化なども推進した。 

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板橋事務所
の開設運⽤を⾏うなど、選⼿強化拠点の明確化と選⼿強化体制の強化も図った。 
 
＜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。 
２０１７年６⽉３⽇（⽇） 第２７回東北⾝体障がい者選⼿権⽔泳競技⼤会 
２０１７年６⽉１８⽇（⽇） 第３１回関東⾝体障がい者⽔泳選⼿権⼤会 
２０１７年７⽉２⽇（⽇） 第２４回中部障がい⽔泳選⼿権⼤会 
２０１７年７⽉２⽇（⽇） 第２８回近畿⾝体障がい者⽔泳選⼿権⼤会  
２０１７年５⽉２１⽇（⽇） 第２３回中国四国⾝体障害者⽔泳選⼿権⼤会 
２０１７年６⽉１８⽇（⽇） 第２８回九州障がい者⽔泳選⼿権⼤会 

 
２．２０１７ジャパンパラ⽔泳競技⼤会の共催とメキシコシティ２０１７世界パラ⽔泳選⼿権⼤会⽇本代

表壮⾏会 
２０１７年９⽉２⽇・３⽇、東京⾠⺒国際⽔泳場で開催、役員派遣や⼤会運営に寄与するとともに、
東⽇本⼤震災復興⽀援及び、メキシコシティ２０１７世界パラ⽔泳選⼿権⼤会⽇本代表の壮⾏会を
実施した。この⼤会には、⽇本代表選⼿との対抗できる海外選⼿を招待し、スペイン、ニュージーランドのト
ップ選⼿らが参加した。 

また、２０１８年⼤会は、東京２０２０パラリンピックを視野に関東圏での開催を模索、横浜国際プ
ールでの開催を進めることとした。 

 
３．第３４回⽇本⾝体障がい者⽔泳選⼿権⼤会の開催等 

２０１７年１１⽉１８⽇・１９⽇ 千葉県国際総合⽔泳場で開催 
⼥⼦１８６⼈、男⼦３３１⼈、合計５２２⼈の参加 

昨年に引き続き世界パラ⽔泳連盟（以下「WPS」という。）の公認⼤会とし、ドバイ２０１７アジアユ
ースパラ⼤会代表選⼿の壮⾏会とした。⼤会では、アジア新記録４、⽇本新記録２０、⼤会新記録６
２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 4,324,000 円の助成⾦を受けた。 

また、⽇本選⼿権⼤会の開催地確保への取り組みを推進し、第３５回⼤会を⽇本パラ⽔泳選⼿権
⼤会と名称を変更し、三重県スポーツの杜鈴⿅⽔泳場で開催することに決定した。 
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４．２０１８パラ⽔泳春季記録会の開催―パンパシパラ⽔泳競技⼤会⽇本代表選⼿選考会及びインドネ
シア２０１８アジアパラ⼤会⽇本代表推薦候補選⼿選考会 
２０１８年３⽉４⽇(⼟)・５⽇（⽇）の２⽇間開催  静岡県富⼠⽔泳場 
参加者数２５４⼈（男⼦１７８⼈、⼥⼦７６⼈）、メディア関係者１８社、約５０⼈ 
記録会終了後 選考委員会を開催 パンパシパラ⽔泳競技⼤会派遣標準記録を突破した⾝体障がい
選⼿は男⼦５名、⼥⼦５名、計１０名を決定。インドネシア２０１８アジアパラ⼤会⾝体障がい⽇本
代表推薦候補選⼿は男⼦１４名、⼥⼦１５名、計２９名。 

 
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、

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、知的障がい者⽔泳競技⼤会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・育成選⼿合宿 
(1)強化・育成代表選⼿合宿 
＜メキシコシティ 2017 世界パラ⽔泳選⼿権⽇本代表選⼿合宿＞ 
第１回 ２０１７年４⽉１３⽇（⽊）〜１６⽇（⽇） JISS プール 
第２回 ２０１７年６⽉２０⽇（⽕）〜２５⽇（⽇） JISS プール 
第３回 ２０１７年８⽉７⽇（⽉）〜１９⽇（⼟） JISS プール 
第４回 ２０１７年９⽉１⽇（⾦）〜３⽇（⽇）  東京⾠⺒国際⽔泳場 
＜海外遠征対応合宿＞ 
⾼地トレーニング合宿① ２０１７年４⽉２９⽇（⼟）〜５⽉１３⽇（⼟）アメリカ・フラッグスタッフ 
⾼地トレーニング合宿② ２０１７年８⽉５⽇（⼟）〜２１⽇（⽉）スペイン・グラナダ 
メキシコ⼤会直前合宿  ２０１７年９⽉１５⽇（⾦）〜（２９⽇（⾦）予定）メキシコシティ 

＊地震発⽣のため、20 ⽇以降順次 帰国 
＜ドバイ 2017 アジアユースパラ⽇本代表選⼿合宿＞ 
第１回 ２０１７年１０⽉１３⽇（⾦）〜１５⽇（⽇） スイムピア奈良 
第２回 ２０１７年１１⽉２４⽇（⾦）〜２６⽇（⽇） スイムピア奈良 
 
(2)強化選⼿合宿 
第１回 ２０１７年１１⽉２３⽇（⽊）〜２６⽇（⽇） JISS プール 
第２回 ２０１７年１２⽉２０⽇（⽔）〜２４⽇（⽇） JISS プール 
 
(3)強化・育成選⼿選抜合宿 
 ２０１７年５⽉３⽇（⽔）〜６⽇（⼟） 神⼾しあわせの村・⾃衛隊 
○⼥⼦３４Ｐ／４９P リレー合宿 

 ２０１７年１２⽉２５⽇（⽇）〜３０⽇（⼟） JISS プール 
 

(4)育成選⼿合宿 
○育成全体合宿 
第１回 ２０１７年４⽉１４⽇（⾦）〜１６⽇（⽇） スイムピア奈良 
第２回 ２０１７年６⽉１０⽇（⼟）〜１１⽇（⽇） しあわせの村・ポーアイプール 
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第３回 ２０１８年２⽉２⽇（⾦）〜４⽇（⽇） 神⼾しあわせの村 
第４回 ２０１８年３⽉１６⽇（⾦）〜１８⽇（⽇） スイムピア奈良 
○育成選抜合宿 

２０１７年６⽉３０⽇（⾦）〜７⽉２⽇（⽇） 神⼾市⽴⼯業⾼等専⾨学校 
 
(5)発掘選⼿ 
○JPC 発掘事業 
 第１回 ２０１７年７⽉１７⽇（⽉） ⼤阪市⻑居障がいスポーツセンター ⽔泳セレクト０⼈ 
第２回 ２０１８年２⽉４⽇（⽇） 埼⽟障がい者交流センター ４名測定セレクト０⼈ 

○Ｊ－STAR プロジェクト 
 第１回 ２０１７年７⽉３０⽇（⽇） 東北⽂化学園⼤学 ３名参加、２次通過０⼈ 
第２回 ２０１７年８⽉１３⽇（⽇） 京都市障害者スポーツセンター ８名参加、通過３⼈ 

 第３回 ２０１７年８⽉１６⽇（⽇） ⾄学館⼤学 ７名参加、２次通過３⼈ 
 第４回 ２０１７年９⽉１０⽇（⽇） 横浜ラポール ９名参加、２次通過１⼈ 
 第５回 ２０１７年９⽉１８⽇（⽉） 福岡⼤学 １０名参加、２次通過１⼈ 
  ３次ステージ８名のうち、覚悟のある選⼿２名を選出 

 
２．海外⼤会等への派遣 
(1) イギリスオープン⼤会 

＜開催地＞ イギリス・シェフィールド 
＜派遣期間＞ ２０１７年４⽉２３⽇（⽇）〜５⽉２⽇（⽕） 
＜参加⼈数＞ 選⼿３⼈、スタッフ６⼈ 
＜メダル獲得数等＞ 銅１個、アジア新１ 

(2) ドイツオープン⼤会 
＜開催地＞ ドイツ・ベルリン 
＜派遣期間＞ ２０１７年７⽉１⽇（⼟）〜１１⽇（⽕） 
＜参加⼈数＞ 選⼿１５⼈、スタッフ１５⼈ 
＜メダル獲得数等＞ ⾦５，銀２，銅３，世界新３、アジア新６  

(3) ドバイ２０１７アジアユースパラ⼤会 
＜開催地＞ UAE・ドバイ 
＜派遣期間＞ ２０１７年１２⽉６⽇（⽔）〜１２⽉１５⽇（⾦） 
＜参加⼈数＞ 選⼿１５⼈、スタッフ１１⼈ 
＜メダル獲得数等＞ ⾦１４、銀７、銅８ 

(4) メキシコシティ２０１７世界パラ⽔泳選⼿権⼤会（不参加） 
＜開催地＞ メキシコ・メキシコシティ 
＜開催期間＞ ２０１７年９⽉３０⽇（⼟）〜１０⽉６⽇（⾦） 
＜参加⼈数＞ 選⼿１２⼈、スタッフ１６⼈ 

現地で事前合宿中の９⽉１９⽇（現地時間）に発⽣したメキシコ⼤震災のため中⽌となり帰国、
その後１１⽉ 27 ⽇から 12 ⽉ 7 ⽇に延期開催となったが、⼤会に参加しないことに決定したため不
参加。 
※上記１〜２の事業に対し、発掘選⼿事業とドバイ２０１７アジアユースパラ⼤会を除き、独⽴⾏
政法⼈⽇本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）の競技⼒向上事業の選⼿強化活動事業として、
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44,474,000 円、次世代アスリート育成強化事業として 3,077,000 円の助成⾦を受けた。 
 

３．会議等の開催 
(1) ２０１７強化・育成・発掘担当者会議 

２０１７年４⽉１⽇（⼟）〜２⽇（⽇） 神⼾市⺠福祉交流センター 
(2) メキシコシティ 2017 世界パラ⽔泳選⼿権⼤会スタッフ会議 

２０１７年７⽉２３⽇（⽇）          味の素ナショナルトレーニングセンター 
(3) 東京２０２０強化推進拡⼤会議 

２０１７年１１⽉３⽇（⼟）       味の素ナショナルトレーニングセンター 
(4) 東京２０２０強化推進会議 

第１回 ２０１７年５⽉２６⽇（⾦） 三宮研修センター 
第２回 ２０１７年８⽉２⽇（⽊） 三宮研修センター 
第３回 ２０１８年２⽉６⽇（⽕） 味の素ナショナルトレーニングセンター 

(5) ⼤会におけるレース分析 
ジャパンパラ⼤会  ２０１７年 9 ⽉１⽇（⾦）〜３⽇（⽇）    東京⾠⺒国際⽔泳場 
⽇本選⼿権⼤会 ２０１７年１１⽉１７⽇（⾦）〜１９⽇（⽇）千葉県国際総合⽔泳場 

(6) ⽇本選⼿権⼤会アジアユースパラ選⼿評価 
  ２０１７年１１⽉１７⽇（⾦）〜１９⽇（⽇） 千葉県国際総合⽔泳場 

※上記３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
業の体制整備事業として、5,364,000 円の助成⾦を受けた。 

 
４．アスリートパスウェイ戦略的⽀援事業（２０１６年８⽉１⽇〜２０１８年３⽉３１⽇） 

実⾏委員会の開催、合宿型育成プログラムの実施、巡回指導事業の実施、パラアスリートの育成環
境の整備、ブロック育成プログラムの実施を⾏いパラ⽔泳のパスウエイ構築に取り組んだ 

(1) 総合育成教育キャンプ  スイムピア奈良を中⼼に４回実施 
① 7 ⽉ 8 ⽇ 22 ⼈、②10 ⽉ 21 ⽇ 22 ⼈、③12 ⽉ 23 ⽇ 28 ⼈、④2 ⽉ 17 ⽇ 35 ⼈ 

(2) 東エリア育成教育キャンプ 
第１回 ２０１７年６⽉２５⽇（⽇）   ⽴教⼤学プール   ７⼈参加 
第２回 ２０１８年１⽉２７⽇（⼟）   ⽴教⼤学プール   １０⼈参加 
巡回指導  ５選⼿ ３コーチ 

(3) ⻄エリア育成教育キャンプ 
第１回 ２０１７年６⽉１０⽇（⼟）   スイムピア奈良     １３⼈参加 
第２回 ２０１７年１２⽉２⽇（⼟）   スイムピア奈良     １１⼈参加 
巡回指導  ６選⼿ ３コーチ、４トレーナー 

(4) 南エリア育成教育キャンプ 
第１回 ２０１７年５⽉２０⽇（⼟）  福岡市障がい者スポーツセンター  １１⼈参加 
第２回 ２０１７年１０⽉７⽇（⼟）  福岡市障がい者スポーツセンター   ８⼈参加 
巡回指導  ７選⼿ ３コーチ 

(5) 選抜総合育成教育キャンプ  スイムピア奈良を中⼼に４回実施 
２０１８年３⽉１０⽇（⼟）   スイムピア奈良    ９⼈参加 
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５．２０１７年度有望アスリート海外強化⽀援 
⼀ノ瀬ﾒｲ選⼿をオーストラリアのトップ選⼿エリーコール選⼿との練習機会を作り、学ぶことを⽬的に、サ
ンシャインコースト⼤学へ練習会参加、海外トレーニング活動を計画策定、実施した。 

 
６．海外会議派遣 

WPS ⽔泳スポーツフォーラム出席 １⼈ 
２０１７年１２⽉４⽇（⽉）〜８⽇（⾦） 
メキシコ・メキシコシティ 

 
７．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１8 ⼈、育成選⼿３１⼈、合
計４９⼈（２０１８年４⽉１⽇現在） 
WPS ライセンス登録者数６３⼈（２０１８年３⽉１⽇現在） 

強化育成選⼿教育研修会 
２０１８年１⽉２８⽇（⽇）保護者同伴研修、強化育成選⼿登録制度の説明、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 

 
Ⅲ 指導者研修会の開催と普及 

１、指導者研修会 
２０１８年１⽉２０⽇（⼟）〜２１⽇（⽇） 
神⼾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３１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、競技別指導者講習会（公認競技役員養成研修会） 
２０１７年１２⽉１６⽇（⼟）〜１７⽇（⽇） 
名古屋市障害者スポーツセンター 参加者数２４⼈ 

 
３、国際レベル２競技役員研修会 

東京パラリンピック及びその後を⾒据えて，世界パラ⽔泳競技規則に基づく⼤会運営に対応できる国
内の競技役員を養成するため，WPS より Susan Prasad ⽒を招聘し，WPS 競技規則及び競技会運
営について理論（座学）と実際の競技運営を実地で学ぶこととし、第３４回⽇本⾝体障がい者⽔泳選
⼿権⼤会に併せて開催した。 
２０１７年１１⽉１７⽇（⾦）〜１９⽇（⽇） ３⽇間  幕張セミナーハウス及び千葉県国際総
合⽔泳場  各県⽔泳連盟から推薦された３０⼈が参加 

 
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、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」などの活⽤を⾏いブラン
ド化を図り、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 
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２．組織体制の強化･充実 
(1) ２０１７年度競技会参加会員数 

⼥⼦２１７⼈、男⼦４６８⼈、合計６８５⼈ 
団体登録数１０２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 
２０１８年３⽉３１⽇現在、６７⼈が登録 

(3) 正会員 ６名 
(4) 役員（２０１８年３⽉３１⽇現在） 

理事１８名（うち理事⻑１名、常務理事６名） 
(5) 事務局（２０１８年３⽉３１⽇現在） 

本部事務所 6 名 
東京オフィス（板橋事務所含む） ３名 

 
３．総会・理事会など 
(1) 理事会（決議の省略） 

２０１７年５⽉１０⽇ 
＜決議事項＞ 
第１号議案 コンプライアンス規程違反事象に関する審査対象者の処分決定について 

(2) 第１回理事会 
２０１７年６⽉１７⽇（⼟） 神⼾・三宮研修センター会議室 
＜決議事項＞ 
第１号議案 平成２８年度事業報告について 
第２号議案 平成２８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 任期満了に伴う理事１８名の選任ついて 
第５号議案 任期満了等に伴う監事３名の選任ついて 
第６号議案 ２０１７年度定時総会の招集について 

＜報告事項＞ 
報告１ ２０１７年度事業計画及び予算の進捗状況について 
報告２ 連盟ビジョンと中期計画の策定について 
報告３ 東京パラリンピック２０２０に向けて選⼿強化及び⼤会運営の⽅向性について 

(3) 定時総会 
平成２８年６⽉２４⽇（⼟） 連盟本部事務所 
＜報告事項＞ 
報告１ 連盟ビジョンと中期計画の策定について 
報告２ 東京パラリンピック２０２０に向けて選⼿強化及び⼤会運営の⽅向性について 
＜議決事項＞ 
第１号議案 平成２８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 任期満了に伴う理事１８名の選任ついて 
第４号議案 任期満了等に伴う監事３名の選任ついて 
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(4) 第２回理事会 
平成２８年６⽉２４⽇（⼟） 連盟本部事務所 
＜議決事項＞ 
役職理事の選定について 

(5) 第３回理事会 
２０１８年２⽉１０⽇（⼟） 神⼾・三宮研修センター会議室 
＜決議事項＞ 
第１号議案 ２０１７年度収⽀補正予算案（決算⾒通しを含む。） 
第２号議案 ２０１８年度事業計画案 
第３号議案 ２０１８年度収⽀予算案 
第４号議案 パラ⽔泳 PI/VI 中・⻑期計画（2017〜2024）の策定について 

（会員アンケート結果の報告を含む。） 
第５号議案 規程の制定及び⼀部改正について 

① アンチ・ドーピング規程の制定 
② 処分規程の⼀部改正 
③ コンプライアンス規程の⼀部改正 
④ 国際⼤会強化指定選⼿規程の⼀部改正 
⑤ ユース等育成選⼿規程の⼀部改正 

第６号議案 臨時総会の招集について 
＜報告事項＞ 
報告１ 国際パラリンピック委員会⽔泳部⾨(IPC-SW)の名称変更に伴う関係規程の⼀部改正につい 
報告２ メキシコ世界選⼿権⼤会及びアジアユースパラ⼤会の報告と東京２０２０パラリンピックに向けた 

今後の取り組みについて 
報告３ ２０１７年度事業の進捗状況報告（昨年１２⽉まで）について 
報告４ ２０１８年１〜３⽉の事業⾒通しについて 
報告５ ２０１８年度の⽇程概要について 

(6) ２０１７年度臨時総会 
２０１８年２⽉１７⽇（⼟） 連盟本部事務所 
＜報告事項＞ 
報告１ ２０１７年度収⽀補正予算案（決算⾒通しを含む。） 
報告２ ２０１８年度事業計画案 
報告３ ２０１８年度収⽀予算案 
報告４ パラ⽔泳 PI/VI 中・⻑期計画（2017〜2024）の策定について 

（会員アンケート結果の報告を含む。） 
報告５ メキシコ世界選⼿権⼤会及びアジアユースパラ⼤会の報告と東京２０２０パラリンピックに向け 

た今後の取り組みについて 
(7) 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。 


