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緒言

高度経済成長

2020東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたって・・・

日本の障害者スポーツ関係予算

約26億円 約43億円

障害者スポーツの年間予算は増えている！

平成27年度 平成28年度
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緒言

2020東京パラリンピックにおける種目別の直接観戦希望率

車椅子バスケットボールの直接観戦希望率が最も高い！

スポーツライフ・データ2014より
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緒言
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車椅子バスケットボールは
障害者スポーツの中では知名度が高い競技

誰もが知っている競技とは言えない



緒言

海外の車椅子バスケットボールリーグ

ドイツ

ブンデスリーガ
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緒言
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ブンデスリーガ(Bundesliga)
・1部リーグは全10チーム
・ホーム＆アウェイ方式

・男女混合
・シーズン：9月下旬～2月下旬

ラン・ディルというチームには125社のスポンサー、年間予算約9000万円

ラン・ディルのマーケティング担当 アンドレアス・ヨネック
「障がい者スポーツではなく、サッカーのようなプロスポーツとして観客に

見せるよう努力してきた。」
朝日新聞GLOBEより引用

・健常者も参加
・多国籍チームもある
・プロリーグではなく外国人選手が
個人でプロ契約している

例 プロ契約している日本人選手
香西 宏昭選手



緒言
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第二次世界大戦で負傷した軍人の身体機能訓練（リハビリ）の一環として発端

1956年 軍人のリハビリの保障
1974年 すべての障害者への保障の適用

ドイツ ～障害者スポーツの歴史～

医師の処方によってスポーツ活動に保険が下りるのは

ヨーロッパではドイツのみ

リハビリテーションスポーツ

生涯スポーツ

競技スポーツ



緒言
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ドイツ ～保険の仕組み～

リハビリテーションスポーツ

生涯スポーツ

競技スポーツ

医療機関 スポーツクラブ

患者

提携

処方箋提出診察・処方箋

リハビリの提供受診



緒言
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ドイツ～総合型地域スポーツクラブの形成・確立～

アルバベルリン(Arba Berlin)
ドイツプロバスケットボールチーム
下部組織・ジュニアチーム・複数の車椅子バスケットボールチームが所属

アルバベルリン車椅子バスケットボールコーチ
「プロバスケットボールチームと同じロゴのユニフォームを着ることで、
車椅子バスケットボールチームの選手たちにも、同じクラブ員としての自信と誇りが生まれる」

安井 友康(2008) ドイツ・ベルリン市州における障害者の地域スポーツ活動より引用

ドイツ・ベルリン市州



緒言

高度経済成長

車椅子バスケットボール

集客力があるのでは…
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緒言

高度経済成長

しかし実際には、

全国で統一されたリーグは行われていない
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研究の方法・結果

インタビュー対象者

・障害者スポーツ関係者数名

・葦原 一正氏

・矢部 次郎氏
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奈良クラブ 理事長兼ゼネラルマネージャー

B.LEAGUE 理事/事務局長



研究の方法・結果

方法①

障害者スポーツ関係者数名へ
の聞き取り調査

14



A.車椅子バスケットボール連盟は地域ごと
に運営を行っており、それぞれの団体が
ほぼボランティア等の少人数の運営となって
おり、全国統一でのリーグを運営するほど
人数がいない。

Q.なぜリーグ化されな
いのか？

Q.リーグ化をした
際の試合会場に
ついて

A.現在借りている体育館は減免措置を受
けているがリーグ化を行い入場料を取った
運営を行うとかなりの使用料がかかってし
まう。

障害者スポーツ関係者数名への聞き取り調査
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研究の方法・結果

障害者スポーツ関係者数名への聞き取り調査から考えたこと

少人数での運営 全国的なリーグ化
は厳しい？

リハビリとして発祥 世間からも福祉的
な見方なのでは？

車椅子での移動
費用も時間も
かかる？
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研究の方法・結果

リーグ化をした際にかかる体育館の使用料

例）府民共済SUPERアリーナ（大阪エヴェッサホームスタ
ジアム）
メインアリーナをアマチュアスポーツで入場料あり土日祝
で使用する場合
「午後」枠で借り試合を行うと会場費だけで246,200円
かかってしまう。
他にも人件費や運営費等を考えると収益を出すにはかな
りの観客数が必要なのではないか。



研究の方法・結果

現在の車椅子バスケットボールの課題としては・・・
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人員

費用

福祉

移動



研究の方法・結果

人員

車椅子バスケットボールは地域ごとの連盟で運営を行っている。
それぞれの団体がボランティア等による少人数での運営なので全国

統一でのリーグ運営は難しい。

障害者スポーツは元々福祉として始まっているので、世間からの目も

福祉的な見方となっているのではないか。

福祉
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研究の方法・結果

費用

現在体育館は減免措置により、低コストで利用できているが、

入場料を取るリーグ戦を開催する場合、多額の使用料がかかって
しまう。

移動

各地で試合を行う際、車椅子での移動となるため長距離の移動が難
しい。北海道と沖縄のような移動は不可能に近いのではないか。
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研究の方法・結果

対策が必要！！
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研究の方法・結果

方法②

B.LEAGUEへのインタビュー

奈良クラブへのインタビュー
奈良クラブ 理事長/ジェネラルマネージャー 矢部 次郎氏
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B.LEAGUE 理事/事務局長 葦原 一正氏



葦原氏へのインタビュー

Q.リーグ化を行うことで収益を
得ることは可能であるか？

A.最大の観客数が約3.000人であれば
通常の試合では1,000人入れるのも難
しい。今障害者スポーツに注目が集まっ
ているのはわかるが、まだビジネスとして
リーグ化を考えられるほど車椅子バスケ
ットボールにコンテンツとしての魅力は
ない。収益を得るのは難しい。

Q.プロバスケットボールチームと
車椅子バスケットボールチームの
共同経営について

A.今年新たにBリーグが誕生して、
どのチームもまだ探りの状態なので現段階で
車椅子バスケットボールを保有することに
踏み切るのは難しい。
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研究の方法・結果

Ⅱ. 葦原氏へのインタビュー

コンテンツとしての魅力

車椅子バスケットボール
チームの保有

結論：共同経営は難しい
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研究の方法・結果
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障害者スポーツ関係者数名への聞き取り調査結果

葦原氏のインタビュー結果

総合型地域スポーツクラブの中に
車椅子バスケットボールのチームをつくる！



研究の方法・結果

奈良クラブ

1991年 都南クラブ 創設

2014年 JFL（日本フットボールリーグ）入会

2010年 NPO法人 奈良クラブ 設立
総合型地域スポーツクラブとして認定
ソシオ制度 発足

2008年 奈良クラブ 改称

2009年 電動車椅子サッカー部門
「VICTORY ROAD」 設立

勝ち負けより大切なものがある。
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矢部さんへのインタビュー

Q.総合型地域スポーツクラブが障害
者スポーツを取り入れることによるク
ラブ側のメリットについて

A.クラブへの注目が高まる。さらに、
トップチーム等を応援していたサポーターが
障害者サッカーにも目を向け、応援して
くれるようになる。選手も応援を受けて
モチベーションにもなり、サポーターも
障害者スポーツを知るきっかけになる。

Q.総合型地域スポーツクラブが障
害者スポーツを取り入れることによ
る障害者スポーツ側のメリットにつ
いて

A.障害を抱えているという理由から
スポーツから遠ざかっている障害者が
スポーツに触れるきっかけ作りになる。
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研究の方法・結果

Ⅲ.奈良クラブ理事矢部氏へのインタビュー

奈良クラブ

障害者スポーツ

ク
ラ
ブ
へ
の
注
目

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
応
援
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政策提言

関西２府４県での総合型地域
スポーツクラブによる車椅子
バスケットボールリーグ「Wリーグ」
を設立する！

29



政策提言

Wリーグとは？
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「車いすバスケットボール」は
英語で「Wheelchair basketball」

「Wheelchair basketball」の頭文字である
WからWリーグと名付けた。



政策提言

関西２府４県の総合型地域スポーツクラブ具体案

大阪：セレッソ大阪スポーツクラブ
京都：アミティエ・スポーツクラブ
奈良：奈良クラブ
兵庫：ヴィッセル神戸スポーツクラブ
滋賀：BIWAKO SPORTS CLUB
和歌山：ソラティオーラ和歌山
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政策提言

⑴見せるスポーツへの移行

⑵障害者へのスポーツ機会の提供

リーグ化を行うことによるメリット
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政策提言

⑴見せるスポーツへの移行

現在は関係者や家族の観戦者が多い

見せるスポーツとして成り立っていない！
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研究の方法・結果

総合型地域スポーツクラブと組み合わせると・・・

地域の人々、クラブの人々に知ってもらうことが
できる！

• 地域レベルでの知名度の向上

観客が来て、横断幕を掲げ、応援してくれる！

• 福祉やリハビリからの脱却、選手のモチベーション向上
による競技レベルの向上
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政策提言

⑵障害者へのスポーツ機会の提供

スポーツ白書2014より

総合型地域スポーツクラブで障害者が参加している（参加していた）種目

障害者スポーツが含まれていない！！
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政策提言

過去または現在の総合型地域スポーツクラブへの障害者の参加状況

スポーツライフ・データ2014より

約半数が参加していない！！
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政策提言

障害者スポーツを取り入れると・・・

障害者スポーツに対しての理解が深まり、
良い印象が与えられる！

障害者にスポーツの機会を提供できる！

• 多くの障害者にスポーツをするきっかけを与えられる

健常者が障害者スポーツに触れる機会が増える！

• 障害者スポーツの認知度の向上
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まとめ
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ご清聴ありがとうございました。
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