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1. 緒言 

 障害者スポーツは、余暇活動やリハビリテーシ

ョンとして普及し、現在ではパラリンピックにみ

られるような競技スポーツとして行われる状況に

まで発展している。しかし、こうした流れから、

障害者スポーツというと身体障害者を対象とする

スポーツをイメージする傾向があり、知的障害者

スポーツは身体障害者スポーツに比べ、実質的に

20 年以上遅れている１)と言われている。特別支援

学校在学中は、体育の授業に加え校内のスポーツ

イベントや運動部活動によって日常的または継続

的に運動やスポーツを行う機会が確保されている

が、卒業後の運動実施状況やスポーツ環境は十分

とは言い難いと考える。 

知的障害者の高齢人口は増加傾向にあり２)、中澤
３)は、多くの知的障害者が健常者に比肩する余命を

有する今日、老後の健康および体力を維持し、生

活の質（QOL）を維持する上で、定期的な身体運動

が必要であると指摘している。 

 本研究では、知的障害者本人、保護者に加え、

特別支援学校や就労福祉施設の関係者にインタビ

ュー調査を行うとともに、就労福祉施設利用者の

保護者へのアンケート調査を実施し、さらに現地

調査として実際のスポーツ活動に参加することで、

知的障害者スポーツの現状と課題を把握し、今後

の普及・振興に役立てることを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 アンケート調査 

対象者は茨城県内にある 4 つの就労福祉施設利

用者の保護者 124 名および A 親の会に加入してい

る保護者 9 名の計 133 名とした。質問内容は、（1）

お子様自身に関すること、（2）学校在学中の運動・

スポーツ活動について、（3）お子様の現在の運動・

スポーツ活動について、（4）障害がある方が運動

やスポーツに参加しやすくなるための課題（自由

記述）であり、質問数は計 19 項目である。 

2-2 インタビュー調査 

 対象者は茨城県内にある就労福祉施設の施設長

3 名、職員 4 名、特別支援学校教員 2 名、特別支援

学校管理職 1 名、就労福祉施設利用者の保護者 1

名、利用者本人 12 名、障害児教育専攻学生 2 名の

計 25 名とした。時間は 60～90 分とし、半構造化

面接法を基本として、緊張感の少ない雰囲気の中

で行った。障害者本人へのインタビューに関して

は、施設指導員の立会いの下、心身の負担を考慮

し、2 名ずつ時間を 10～15 分として行った。実際

とは異なる発言等をした場合は、指導員の方が随

時訂正をした。 

2－3 現地調査 

 茨城県障害者スポーツ指導者協議会委員の方が

主催するスポーツ教室に参加し、知的障害者やそ

の保護者と共に活動を行った。参加者は 10名（う

ち 4 名は保護者）であり、指導員 4 名のもと、コ

ミュニティーセンターを活動場所とし、休憩等を

含め 2時間の活動を行った。 
 

3. 結果及び考察 

3－1 保護者に対するアンケート調査からみた障

害者スポーツ 

 対象者 133名中 90名から回答が得られ、回収率

は 67.7%であった。 

（1）対象者の特性 

 年齢は 18～29 歳が全体の 74.4%と多く、男女比

は 6:4と男性が多かった。療育手帳区分４)に関して

は、「常時特別の介護」または「常時介護」を必要

とするとされている最重度及び重度の人が全体の

38.9%となっていることから、比較的障害の重い人

も含まれている。 

（2）学校在学中及び現在の運動・スポーツ 

 特別支援学校在学中に運動部活動に所属してい

た人は 90名中 44名（48.9%）であった。また、在

学中に学校外でスポーツ活動を行っていた人は 90

名中 18 名（20.0%）であった。現在のスポーツ活

動に関しては、90 名中 52 名（57.8%）が行ってい

ると回答した。運動部活動に所属していた 44名中

28名（63.6%）は現在も何らかのスポーツ活動を行

っていると回答し、学校外で活動を行っていた 18

名中 15 名（83.3%）も現在もスポーツ活動を行っ

ていると回答した。このことから、在学中の運動

部活動に加え、学校外でのスポーツ活動が卒業後

のスポーツ実施に影響を与えることが考えられる。 

（3）今後の運動・スポーツに関する希望 

 90 名中 55 名（61.1%）が、今後の運動・スポー

ツの希望として「非常にある」または「ある」と

回答していることから、知的障害者スポーツへの

ニーズは高いと考える。活動頻度としては、「ほぼ

毎日」、「週に数回」、「週に 1 回程度」と回答する

人を合わせると全体の 84.4%となることから、日常

的な活動を望んでいることが明らかとなった。 

（4）運動・スポーツを支える条件 

 活動場所までの移動手段を複数回答で回答して

もらったところ、保護者送迎が 60.0％と最も多い

結果となった。移動を支援してくれる民間委託も

存在するが、11.1%と低く、課題があるものと考え

られる。1 回あたりの費用に関しては、「無料」や

「500 円程度」と挙げた人を合わせると全体の

62.2%となり、安い費用を望む傾向があった。一緒

に活動したい人として、「保護者」を挙げる人が

14.4%と少ないことから、支える条件として保護者

以外の介助者の必要性が窺えた。運動・スポーツ

に関する情報については、情報化社会の進展に伴

い、インターネット等を介した情報収集が普及し

ていると考えたが、現状としては、「インターネッ

ト等」を情報源としている人は全体の 5.6%しかお

らず、インターネット上での情報発信が十分に行

われていないのではないかと考える。 

（5）望ましい指導者 



 望ましい指導者像として挙げられたのは、「障害

児教育を専門とし、障害者を理解した上で指導し

てくれる人」であり、71.1%と高い割合となった。

運動やスポーツに関する専門的な知識よりも、障

害理解をもち、適切な対応のできる人材が求めら

れている。 

（6）運動・スポーツの目的及び阻害要因 

 目的としては、「健康増進や体力向上」が 65.6%、

「肥満予防」が 56.7%となっており、健康を考えた

意見が多かった。その他に「ストレスの発散」な

どの精神面での効果も期待されていることが窺え

た。阻害要因としては、「参加しやすいスポーツ教

室がない」が 28.9%と最も高く、次いで「保護者に

時間がない」が 26.7%となっていた。費用に関して、

安い費用を望む傾向があったが、「費用が高い」と

回答した人は 2.2%と低く、現在の活動において、

費用の面では満足していることが考えられる。 

 

3－2 知的障害者スポーツの現状と課題 

 アンケートの自由記述及びインタビュー調査、

現地調査から得られたことを KJ法に準じてカテゴ

リー化し、項目ごとの現状と課題を明確にすると

共に、アンケート調査の結果も合わせ、考察した。 

（1）保護者へのサポートの必要性 

 保護者の年齢が高くなるにつれて、成人した知

的障害者とともに歩行などの運動を行うことが困

難となったり、保護者同伴の活動に参加すること

が負担になることが増え、活動参加に消極的傾向

がみられた。一緒に活動したい人として保護者を

挙げる人が少なかったのは、こういった理由から

であると考えられる。移動手段としても「保護者

送迎」が全体の 6 割を占めていたが、本人に運動

意欲があっても、保護者の都合で送迎できず、休

まざるを得ないこともある。知的障害者スポーツ

の普及・振興のためには、保護者へのサポートが

必要不可欠であると考える。 

（2）就労福祉施設での取り組みと課題 

 施設側としても運動による体力向上や健康の保

持増進は課題としており、特に保護者からは肥満

を予防・解消するような運動を求める声が多かっ

た。廃品回収分別作業や農作業等で運動量を確保

していることに加え、毎日職員がスポーツ施設ま

で引率し、水泳やダンス等の活動を行っていたり、

作業終了後に定期的に活動の時間を設けている施

設もある。しかし、施設によって作業内容は異な

り作業による運動量確保が難しい場合や、職員の

ゆとり不足から運動やスポーツにまで力をいれる

ことが難しい施設もある。就業後の運動は利用者

にとっては余暇活動だが、施設職員にとっては勤

務となり時間確保が難しい。 

（3）障害者スポーツを支えるための要件 

 指導者やボランティアの不足、スポーツ施設の

不足、情報の不足等が挙げられた。特に、指導者

やボランティアに関しては、保護者からも就労福

祉施設からも不足が指摘され、知的障害者スポー

ツの普及・振興を妨げている大きな要因であるこ

とが考えられる。スポーツ施設に関しても、「スポ

ーツ施設が近くにない」、「空いている時間が少な

い」といった意見が多かった。情報に関しては、

保護者同士のつながりに依存していることが多か

った。情報自体は不足しており、HP 等の充実を求

める声があることから、その普及の必要性が考え

られる。 

（4）保護者の思いと障害者本人の希望 

 知的障害者本人へのインタビューからは、友人

や仲間に会えること、記録や成績の向上、自分た

ちが中心となってできること、が運動やスポーツ

の促進要因として挙げられた。しかし、保護者と

しては、健康面での効果を期待する傾向があり、

双方の間に運動やスポーツに対する考え方や捉え

方の違いがみられた。生涯スポーツを推進するに

あたっては、知的障害者本人の運動欲求を把握し、

適切な機会を設けることが重要であると考える。 

（5）スポーツ指導者の派遣－障害者スポーツの普

及を目指して－ 

 知的障害者スポーツを普及するために、具体的

振興策として「スポーツ施設」、「スポーツ団体」、

「就労福祉施設」への指導者派遣の３通りを検討

した。一般の利用者の多いスポーツ施設への派遣

は共生社会実現につながるけれども、移動や費用

等を考えると、保護者への負担は大きくなる。ス

ポーツ団体への派遣も、保護者への負担は変わら

ず、同じ障害をもつ仲間だけが集まってしまう傾

向もあり、共生社会の実現は難しいと考える。就

労福祉施設への派遣は、保護者の負担が軽減され

るとともに、日常的に継続しやすく、仲間を得や

すいこと、参加者の障害特性の理解について施設

側の支援を期待できること等からも最も具体的な

スポーツ振興策と考えられる。施設では HPを作成

しているところも多く、地域に密着した活動が行

われていることから、そういった場で活動報告を

行うことで周囲の理解も得やすく、共生社会の実

現にもつながると考える。 

 

4．今後の課題 

 本調査は、就労移行支援事業または就労継続支

援事業のサービスを受け、将来一般就労を目指す

比較的能力の高い知的障害者を対象としたもので

ある。一般就労を目指すことが困難な、または既

に一般就労をしている知的障害者は今回の調査対

象に含まれていない。そういった知的障害者の運

動・スポーツの現状等を把握し、具体的振興策を

検討することが今後の課題である。 
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