
障がい者スポーツ選手雇用センター C’s Athlete
の取組について

平成25年10月8日
シーズアスリート運営事務局

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

CO954042
長方形

CO954042
タイプライターテキスト
資料６



はじめに

• 障がい者スポーツ選手雇用センター C’s Athlete(以下、シーズアスリート)は、
障がい者の新しい雇用開発と障がい者スポーツの振興を目的にして、

2005年5月に福岡市で設立されました。

• 障がい者アスリートにとっては、仕事と競技活動の両立、遠征費の捻出等、
克服しなくてはならない課題が多く、夢半ばで諦めざる得ないケースも少なく
ありません。

• シーズアスリートはこれらの課題と向き合い、障がい者アスリートを支援する
仕組みであり、地場の企業や個人が中心となり会費を出し合い、選手の雇用
の場を作り、活動費を支援する全国初の取り組みです。



C’s Athlete (シーズアスリート)のCには

わたしたちは前進する挑戦者
（challenger＝チャレンジャー）
であり続けたい、という想いが
込められています。

欧米では障がいをマイナスと捉えるのではなく

「神様から挑戦するという使命や課題、
挑戦するチャンスや資格を与えられた人」

という捉え方で、チャレンジド（the challenged）
と表されています。



理念
シーズアスリートは、障がい者アスリートが仕事と競技活動を両立できる

新たな仕組づくりに取り組んでいます。

パラリンピックでのメダル獲得を目標とするアスリートに対する

現役時代だけに限ったスポンサーではなく、
現役中から引退後も含め生涯社会人として
社会参画し続けることができる 仕組みづくりが目的です。

競技活動以外の仕事として 様々な活動内容があるなかで、
地域の企業・学校においては 講演活動・障害体験・競技体験などを開催し、
障がい者・健常者の相互理解に努めています。

その結果、 企業における障がい者雇用の促進を啓蒙するとともに、
アスリート自らが「良き社会人」として後進の目標となり、
子ども達や障がい者や高齢者の方々の 「成長」や「自立」の一助になることで
社会貢献したいと考えています。



会員の皆様に支えられています

• シーズアスリートは、自らの障害を乗り越え、仕事と競技活動の両立を

目指すパラリンピック選手を中心に運営されており、

法人・個人会員の皆様には、現役選手としてパラリンピックを目指す

選手たちへの多大なるご理解とご協力をいただいています。

• この組織は3種類の会員制度によって支えられており、企業が選手を雇用
してシーズアスリートに出向させる形式の特別会員、年会費36万円の法人
会員、年会費1万円の個人会員があります。

●特別法人会員3社 ●法人会員60社 ●個人会員約400名

○所属アスリート7名 ○事務局 ＊2013.10.1現在



選手紹介． 浦田理恵 （ゴールボール女子

「私だから伝えられることを話したい！」

教師になる夢を胸に福岡にやってきました。
しかし、急な視力低下で教師になる夢を諦めざるを
得ませんでした。
夢や希望を失い一度は自暴自棄にもなりましたが、
家族や友達の暖かい支えのお陰で立ち直ることが

できました。

一度しかない人生を再び輝かせたい！
幸せは自分自身で掴みとることができる！
勇気を出して一歩踏み出せば、
そこには広がる世界があります。



浦田 理恵（うらた りえ）

○Profile
1977年7月1日 熊本県生まれ、福岡県在住。20歳過ぎて急激に視力低下し､網膜色素変性症と判明。
左目の視力はなく､右目も視野が95％欠損しており強いコントラストのものしか判別できない｡
2012年ロンドンパラリンピックにて団体競技として史上初の金メダルを獲得。 2012年厚生労働大臣賞、
福岡県民スポーツ栄誉賞、福岡市民スポーツ栄誉賞、くまもと｢夢づくり賞｣、熊本南関町町民栄誉賞

○競技記録
2012年ロンドンパラリンピック金メダル

2010年広州2010アジアパラ競技大会銀メダル、世界選手権大会(イギリス･シェフィールド)6位、アジア選手権大会優勝
2009年日本選手権大会２位
2008年北京パラリンピック7位、日本選手権大会3位
2007年IBSA世界選手権大会最終予選(サンパウロ)銅メダル、日本選手権大会3位
2006年IBSA世界選手権大会一次予選(アメリカ)ベスト8、フェスピック大会(クアラルンプール)3位、日本選手権大会優勝
2005年日本選手権大会優勝

○講演テーマ
＜モチベーションアップ＞･自立することで広がる自由 ･やる気は生きる源 ･積極的な自己犠牲はリーダーの

必須条件 ･プラス発言で､できる発想回路へ ･自分のウィークポイントは最大の強み

＜チームワーク強化＞･仲間は自分の分身 ･協調性と周囲に迎合することの違い

＜コミュニケーション＞･相手のニーズを想像する大切さ ･場の雰囲気を自分が作り出そう

＜自己肯定の大切さ＞･勝利の女神の手繰りよせ方 ･運を引きよせる ･自分が変われば出会いも変わる

･魅力ある人になる

＜人生観＝ビジョンを立てる＞・“できる脳”になろう ・“壁”の乗り越え方 ･一度しかない人生を最大限輝かせる為





「できる幸せ、夢が持てる喜び」

障害を持ったことで少なからず心に傷を負いました。

しかしその経験により「できる幸せ・夢が持てる喜び」
を知ることができました。
夢や幸せは言葉に出し行動することが大切。
自分次第で手に入ると思います。

選手紹介． 小宮正江 （ゴールボール女子

私を支えてくれる方々に感謝し、恩返ししたいからこそ
私は夢に向かい挑戦していきます。スポーツを通して
得られた感動や感謝の心。これらを伝えていくことが
私のこれからの使命。

講演やゴールボール体験を通じて、たくさんの方々に
メッセージを届けたいです。



小宮 正江（こみや まさえ）

○Profile
1975年5月8日 福岡県生まれ。小学生の時､網膜色素変性症を発症。大学卒業後､一般企業に就職するが、視力低下
により退職。国立福岡視力障害センターで､マッサージや点字などを学び､ここでゴールボールに出会う。センター卒業後
地元企業に就職するが、練習に専念する為退職。アテネパラリンピックで銅メダルを獲得。
2012年ロンドンパラリンピックにて団体競技として史上初の金メダルを獲得。2012年厚生労働大臣賞、福岡県民スポー
ツ栄誉賞、福岡市民スポーツ栄誉賞、2004年厚生労働大臣賞、福岡市民スポーツ栄誉賞、福岡県民スポーツ栄誉賞

○競技記録
2012年ロンドンパラリンピック金メダル
2010年広州2010アジアパラ競技大会銀メダル、世界選手権大会(イギリス･シェフィールド)6位、アジア選手権大会優勝
2009年日本選手権大会2位
2008年北京パラリンピック７位、日本選手権大会3位
2007年IBSA世界選手権大会最終予選(サンパウロ)銅メダル、日本選手権大会3位
2006年IBSA世界選手権大会一次予選(アメリカ)ベスト8、フェスピック大会(クアラルンプール)3位、日本選手権大会優勝
2005年日本選手権大会優勝
2004年アテネパラリンピック銅メダル
2002年ワールドゴールボールチャンピオンシップ（ブラジル）出場
2001年日本選手権初出場優勝

○講演テーマ
｢挑戦｣～私にできること～
｢自分の可能性を信じて｣～世界一への挑戦～
「8歳で将来失明するといわれて」
「普通の人になるために創意工夫してきた日々と見えなくなる恐怖」
「私を変え､成長させた人との出会い｣～障害も一つの個性と思えるようになったきっかけ～
「両親･家族は私の支柱。毎日ありがとう」
「人生を変えたゴールボール､恩師との出会い」





「不可能なんてない、思い続ければ夢はかなう」

何も不自由のない日々から一転、19歳のとき病気によ
り視覚障がい者になりました。 人生で初めての挫折を
味わい、夢や希望を失った時もありました。

今、元気に生きていけてるのは支えてくれる家族や
仲間達のお陰です。

障がい者であり一児の親になった自分だからこそ
気付けたこと、伝えられることがあると思います。

選手紹介． 工藤力也 （ゴールボール男子

今まで、多くの方々に支えられ生きてこれました。
これからは自分も誰かの支えになりたい。
日々、目標を持ち仕事と競技に打ち込める素晴らしさ。

より自分を磨き成長し、地域や社会に貢献したい。
スポーツから学んだ感動や感謝の心。

講演やゴールボール体験を通じて、たくさんの方々に
メッセージを届けたいです。



工藤 力也（くどう りきや）

○Profile
1981年6月11日 福岡県生まれ。19才でレーベル病になり､視力低下。現在の視力0.02 (矯正不能)。
21才でマッサージ､鍼、灸の資格取得の為、国立福岡視力障害者センターに入所。部活でゴールボールと出会う。

○競技記録
2012年 日本選手権3位(得点王獲得)、岐阜ゴールボール大会優勝
2011年 IBSA世界選手権大会最終予選(トルコ)出場、日本選手権準優勝、京都大会優勝
2010年 アジア選手権大会４位、広州2010アジアパラ競技大会４位
2008年 福岡大会優勝
2007年 グットラック北京出場、日本選手権4位、IBSA世界選手権大会最終予選(サンパウロ)出場
2006年 マレーシアフェスピック大会銅メダル、モントリオールオープントーナメント(カナダ)出場

○講演テーマ
「目標を持って生きる素晴らしさ」
「思い続ければ､夢はかなう
「自分の可能性を信じて
「順風満帆な人生から一転､視覚障がい者へ」～受け入れきれない医師の言葉～
「失意の底に落とした大学教師の一言」
「夢や希望を失い､真っ暗闇の引きこもり生活へ」～母の悲しい言葉と涙～
「世界で一番不幸なのは自分だという勘違いを打ちのめされた障害者達との出会い」
「日々に目標と夢を持たせてくれたゴールボールとの出会い」
「結婚式で父が見せた初めての涙」
「人生を変えたシーズアスリートとの出会い」～仕事と競技ができる喜び～
「日本男子チーム､悲願のパラリンピック出場を目指して」～勝つまで諦めない～



「この環境に感謝して打ち込む」

盲学校で出会ったゴールボール。
仲間と共に勝つ喜びにのめり込みました。
しかし、社会人となってからは
競技と生活の両立ができず何度も代表を辞退
しなければなかったこともありました。

選手紹介． 信沢用秀 （ゴールボール男子

これからは、この環境を与え
ていただいた事に感謝し、
ゴールボールの素晴らしさを
伝えていきたいと思います。



信沢 用秀（のぶさわ ようしゅう）

○Profile
1986年７月4日東京在住
先天性網膜芽細胞腫で生まれ、現在の視力は右は0.01左は0。
16歳のときに高校の部活でゴールポールと出会い競技を始める。
現在､2016リオデジャネイロパラリンピック出場を目指し日本代表強化指定選手として活動中。

○競技記録
2012年 日本ゴールボール選手権大会優勝 (ＭＶＰ･最優秀選手賞獲得)
2011年 ロンドンパラリンピック出場権をかけ

トルコ世界選手権大会出場 出場権獲得ならず
2007年 日本ゴールボール選手権大会優勝

北京パラリンピック出場権をかけブラジル世界選手権大会出場 出場権獲得ならず
2006年 日本ゴールボール選手権大会優勝

カナダ･モントリオール大会出場(日本代表として初の海外遠征)
2002年 高校の部活をきっかけにゴールボール競技を始める



「障がいを持った時、 人の役に立てるなんて思わなかった」

事故での入院生活で車いすテニスというスポーツを知りました。ロンドンパラリンピックでは多くの
人の支え、応援があり出場することができ、たくさんの方々から「感動した」「勇気が出ました」など
の言葉をいただきました。車いすテニスというスポーツで様々な人にメッセージを伝えたい。
そのために、常に目標を持ち挑戦していきます。

選手紹介． 川野将太 （車いすテニス



川野 将太（かわの しょうた）

○Profile
1985年9月16日 福岡在住
17歳の時交通事故で頚椎を損傷し胸から下と手を麻痺。
20歳から車いすテニス（クワードクラス）を始め、2012ロンドンパラリンピック出場ダブルス4位。
現在2016リオデジャネイロパラリンピック出場を目指し活動中。

○競技記録
2013年 カナダバーミンガムカナディアンホイールチェアテニスクラシック 優勝

2012年 オーストラリア アデレードオープンシングルス準優勝
2012年 韓国・ワールドチームカップ出場 4位
2012年 ロンドンパラリンピック出場 ダブルス4位
2011年 全日本選抜選手権 優勝
2011年 広島国際大会 シングルス 優勝
2011年 大阪国際大会 シングルス 優勝
2011年 スイスオープン シングルス ベスト4
2011年 カナダ インターナショナルチャンピオンシップ ダブルス 優勝
2010年 日本ランキング1位
2009年 全日本選抜選手権 優勝
2008年 スウェーデン・ワールドチームカップ出場 日本代表
2005年 車いすテニスを始める



『走る事』が、自分の人生を大きく変えてくれました。

障害者になり、沢山の事をあきらめました。

そんな中で出会った車いすマラソン。
私は「障害者なのに頑張っている」ということを

伝えたい訳ではありません。

選手紹介． 副島正純（車いすマラソン、トライアスロン

１人の人間として、副島正純として、自
分の人生を後悔なく生きて行きたい。
その為に頑張ることは『楽しい』
という事を伝えたいと思います。



副島 正純（そえじま まさずみ）

○Profile
1970年8月31日 長崎県生まれ、長崎県在住。23才の時、家業の鉄工所内で鉄板落下の事故で下半身不随になり
車いす生活となる。1996年 初レース。毎年5大メジャーマラソン大会を中心に多くのマラソン大会に出場。ボストンマラ
ソン、ベルリンマラソン、ホノルルマラソンの優勝をはじめ好成績を残している。2004年 福岡県民スポーツ栄誉賞、
内閣総理大臣賞、厚生労働大臣賞、福岡市スポーツ栄誉賞

○競技記録
2012年 ロンドンパラリンピックマラソン4位(日本人最高位)
2011年 世界選手権(ニュージーランド)マラソン銅メダル、東京マラソン優勝、ボストンマラソン優勝
2010年 ベルリンマラソン優勝、JALホノルルマラソン2010優勝(6連覇)
2009年 東京マラソン優勝(3連覇)、JALホノルルマラソン2009優勝(5連覇)
2008年 東京マラソン優勝(2連覇)、リスボンハーフマラソン3位(日本新記録)、パドヴァマラソン2位(日本新記録樹立)、

北京パラリンピックマラソン12位、第28回大分国際車いすマラソン3位、JALホノルルマラソン2008優勝(4連覇)
2007年 第一回東京マラソン優勝、ボストンマラソン優勝(日本人初)、 ソウル国際車いすマラソン2位(日本新記録)、

世界陸上(大阪)1500ｍ銀メダル、ベルリンマラソン優勝(日本人初)、JALホノルルマラソン2007優勝(3連覇)
2006年 ソウル国際車いすマラソン大会2位(自己新記録)、JALホノルルマラソン2006 優勝(大会新・2連覇)
2005年 JALホノルルマラソン2005 優勝(大会新)
2004年 アテネパラリンピック 4×400ｍリレー 銅メダル
2002年 アジアフェスピック釜山大会 マラソン 金メダル

○講演テーマ
「挑戦」～今、私にできること～
「両親への思い」～母との約束～
「出会い」～障害者からの脱出～
「誰よりも好きな自分」
「車いす体験」



スポーツ競技以外にも様々な活動内容がある
なかで「ヘルスキーパー」では、
会員の皆様の心身リフレッシュを担っています。

ヘルスキーパーとは企業内理療師のことで

産業・労働衛生分野に理療の技術を活用する
もので、理療の国家資格を持つものが、企業
等に雇用されその従業員等を対象にして施術
等を行う者の呼称です。

選手紹介． 草野剛 （ブラインドサッカー

1983年長崎県生まれ
先天性「網膜色素変性症」

主にヘルスキーパーとして活動し
ブラインドサッカーにも取り組んでいます。



2009年4月

地域への恩返しの想いを込めて
学校・自治体・企業における講演・障害体験・
競技スポーツ体験等を本格的に開始しました。

地域への恩返し

障がい者・健常者の相互理解を実現する
ユニバーサル社会を
目指しています。



障がい者雇用・一般就労の促進を
啓蒙するとともに、
自ら「良き社会人」として後進の目標となり、
障がい者の方や障がいを持つ子ども達の
「自立」への一助になることを目指しています。



●地域への恩返しをする上で感じている課題や希望2点

1、障がい者アスリートによる講演・競技体験活動を通じた教育・学修活動
わたしたちは、日本の未来を担う子供たちの健やかな成長のお役にたちたい、と願っています。

障がい者アスリートが学校など出向いて 、子どもたちに対する教育の機会として
講演や競技体験を行うことがありますが 独自で企画運営したり予算組みができる学校は少ないです。

また、官庁・自治体等が関連するような事業を企画していただいたりすることもありますが、
単発的であり数が少ないうえに、事業毎に「（福祉総合）学習」もしくは「（体育スポーツ）教育」の二つに大きく

路線が分かれるために、結果として障がい者アスリートの登場機会が少なくなっているかもしれません。

障がい者アスリートは 、子どもたちに接しやすい学校において、
福祉総合学習や情操教育と、健康増進や体力づくりを、統合して同時に実現できる可能性があります。

継続的かつ全国的にわたり、 子どもたちの健やかな成長のお役に立てるような機会を頂けましたら幸いです。

2、障がい者アスリートと高齢者の健康増進・病気予防
わたしたちは、高齢者の方々の健康増進・病気予防でお役に立ちたい、と願っています。

障がい者アスリートは、それぞれ障害や体力等に合った個別のペースで創意工夫を行い、
エクササイズ、トレーニングなどを通じて 体力づくり、健康管理に取り組んでいます。
その手法を高齢者の方々の健康管理・病気予防に役立てられないかと試行錯誤しています。

介護利用以前の比較的お元気な高齢者の方々が健康増進や体力維持や病気予防を目的として
定期的に障がい者アスリートの指導をうけ、明るく快活に運動できるような先進的な取組に対して
実証実験の場の提供など、 ご支援を頂けましたら幸いです。






