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１．調査の目的 

本調査は、わが国の障害者スポーツ専用施設、および優先施設（以下、「障害者専用・優先ス

ポーツ施設」の設置状況とその概要、利用者数等を明らかにし、障害者スポーツの普及、振興状

況を把握するための基礎資料とすることを目的に実施した。 

 

2．  調査方法 

１）文献調査  
 文献調査（インターネットによる情報収集を含む）により、障害者専用・優先スポーツ施

設の要件を満たす施設候補をリストアップした。  
 
２）質問紙調査  
 障害者専用・優先スポーツ施設の抽出、施設概要、運営状況等について、それぞれ質問紙

調査を行った。  
 
３）調査期間  
 2021 年 11 月～12 月  
 
3．  調査の実施体制 

本調査は、以下の学識者と笹川スポーツ財団の共同研究により実施した。  
日本福祉大学 スポーツ科学部  教授         藤田 紀昭  

〃          准教授         安藤 佳代子  
〃          准教授        兒玉 友  

公益財団法人笹川スポーツ財団 政策ディレクター    小淵 和也  
〃          シニア政策ディレクター 澁谷  茂樹  
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4．主な調査結果 

（１）障害者専用・優先スポーツ施設の定義  

藤田らと笹川スポーツ財団は、「障害者スポーツ施設に関する研究」（2010 年度、2012 年度、

2015 年度、2018 年度）において、障害者の運動・スポーツ活動のために、整備・運営されている施

設について、設置根拠となる法律や整備のための財源に基づき整理した。2018 年度調査では、全

国の障害者専用・優先スポーツ施設は 141 ヵ所となっている。本調査で対象とした施設は以下のと

おりである。 

①身体障害者福祉センター（A 型） 

②旧 勤労身体障害者体育施設 

③旧 勤労身体障害者教養文化体育施設（サン・アビリティーズ） 

④身体障害者福祉センター（B 型） 

⑤都道府県および政令指定都市リハビリテーションセンター 

⑥障害者更生センター 

これらの他にも、各地に障害者が専用で利用する施設や優先的に利用できる施設があることか

ら、障害者専用・優先スポーツ施設の要件を以下の 2 点とした。 

 

■要件 1 体育館、またはプールのいずれかを所有している 

■要件 2 利用を希望する個人、および団体に施設を貸し出している 

（障害者の個人利用と団体利用がある） 
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（２）障害者専用・優先スポーツ施設の設置状況 

 わが国には 150 の障害者専用・優先スポーツ施設が存在することが確認された。2018 年度調査

からの施設数の推移は図表 1 の通りである。150 施設の一覧を図表 2 に示した。 

 

図表 1 障害者専用・優先スポーツ施設数の推移 

 

施設数 備考

141

閉鎖した施設 0

上記要件を満たさなくなった施設
（障害児・者の専用、または優先の利用実績が確認
できなかった施設）

0

141

新規に設置された施設 5

上記要件を満たした施設
（新たに障害児・者の専用、または優先の利用が確
認された施設）

4

1502021年度調査後の施設数

2018年度調査時の施設数

（－）

2018年度調査からの継続施設

（＋）
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図表 2 障害者専用・優先スポーツ施設一覧 

 

 

都道府県 番号 名　　　　　称 住　　　　　所 備考

1 サン･アビリティーズくしろ
〒084-0905

北海道釧路市鳥取南7-2-20

2 札幌市身体障害者福祉センター 
〒063-0802

北海道札幌市西区二十四軒2条6丁目

3 苫小牧市福祉ふれあいセンター
〒053-0045

北海道苫小牧市双葉町3-7-3

4 函館市総合福祉センター
〒040-0063

北海道函館市若松町33-6

5 旭川市障害者福祉センター おぴった
〒078-8391

旭川市宮前1条3丁目3番7号

6
青森県身体障害者福祉センター

(ねむのき会館)

〒030-0122

青森県青森市大字野尻字今田52-4

7 八戸福祉会館
〒031-0001

青森県八戸市類家4-3-1

8 弘前市身体障害者福祉センター 
〒036-8057

青森県弘前市大字八幡町1-9-17

9 ふれあいランド岩手
〒020-0831

岩手県盛岡市三本柳8地割1-3

10 岩手県勤労身体障がい者体育館
〒020-0122

岩手県盛岡市青山4-12-31

11
障がい者ふれあい交流施設

サン・アビリティーズ一関

〒021-0821

岩手県一関市三関字桜町36-3

12 宮城県障害者総合体育センター
〒983-0836

宮城県仙台市宮城野区幸町4-6-1

13 元気フィールド仙台
〒983-0039

宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1

14 宮城県障害者福祉センター 
〒983-0836

宮城県仙台市宮城野区幸町4-6-2

15 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター
〒010-1602

秋田県秋田市新屋下川原町2-4

16
大館市立中央公民館

（旧 サンアビリティーズ大館）

〒017-0822

秋田県大館市桜町南45-1

17 秋田県心身障害者総合福祉センター
〒010-0922

秋田県秋田市旭北栄町1-5

山形県 18 山形市福祉体育館
〒990-0021

山形県山形市小白川町2-3-33

19 いわきサン･アビリティーズ
〒972-8321

福島県いわき市常磐湯本町上浅貝5-1

20 福島県勤労身体障がい者体育館
〒961-8061

福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原29-3

21 郡山市障害者福祉センター 
〒963-8833

福島県郡山市香久池1-15-15

茨城県 22 水戸サン・アビリティーズ
〒310-0913

茨城県水戸市見川町2563-705

23 宇都宮市サン･アビリティーズ
〒321-0112

栃木県宇都宮市屋板町251-1

24
とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター

（わかくさアリーナ）

〒320-8508

栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号

25 足利市民プラザ身体障害者スポーツセンター
〒326-0823

栃木県足利市朝倉町264

26 群馬県立ふれあいスポーツプラザ
〒379-2214

群馬県伊勢崎市下触町238-3

27
ハーモニー高崎ケアセンター

（高崎市心身障がい者体育センター）

〒370-0035

群馬県高崎市柴崎町1746-1

28 前橋サン・アビリティーズ
〒371-0816

群馬県前橋市上佐鳥町539-2

29 群馬県立ゆうあいピック記念温水プール
〒377-0006

群馬県渋川市行幸田3011

30 埼玉県障害者交流センター
〒330-8522

埼玉県さいたま市浦和区大原3-10-1

31 所沢サン・アビリティーズ
〒359-0025

埼玉県所沢市大字上安松1286-7

32 埼玉県総合リハビリテーションセンター
〒362-0057

埼玉県上尾市西貝塚148-1

33 戸田市立心身障害者福祉センター 
〒335-0015

埼玉県戸田市川岸2-4-8

34 福祉の里体育館
〒352-0013

埼玉県新座市新塚1-4-5

35
千葉県障害者スポーツレクリエーションセンター

（サン・アビリティーズ千葉）

〒263-0016

千葉県千葉市稲毛区天台6-5-1

36 千葉市障害者福祉センター 
〒260-0844

千葉県千葉市中央区千葉寺町1208-2

37 千葉市療育センターふれあいの家 
〒261-0003

千葉県千葉市美浜区高浜4-8-3

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

福島県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県
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都道府県 番号 名　　　　　称 住　　　　　所 備考

38 東京都多摩障害者スポーツセンター
〒186-0003

東京都国立市富士見台2-1-1

39 東京都障害者総合スポーツセンター
〒114-0033

東京都北区十条台1-2-2

40
全国身体障害者総合福祉センター

（戸山サンライズ）

〒162-0052

東京都新宿区戸山1-22-1

41 港区立障害保健福祉センター （ヒューマンぷらざ）
〒105-0014

東京都港区芝1-8-23

42 八王子市東浅川保健福祉センター 
〒193-0834

東京都八王子市東浅川町551-1

43 三鷹市北野ハピネスセンター
〒181-0003

東京都三鷹市北野1-9-29

44
障害者スポーツ文化センター

（横浜ラポール）

〒222-0035

神奈川県横浜市港北区鳥山町1752

45
障害者スポーツ文化センター

（ラポール上大岡）

横浜市港南区上大岡西1-6-1

ゆめおおおかオフィスタワー6F～8F
2020年新設

46
藤沢市太陽の家

（心身障がい者福祉センター）

〒251-0037

神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-6-12

47
サン・アビリティーズ相模原

（けやき体育館）

〒252-0236

神奈川県相模原市中央区富士見6-6-23

48
新潟県障害者交流センター

(新潟ふれ愛プラザ)

〒950-0121

新潟県新潟市江南区亀田向陽1-9-1

49 上越市勤労身体障害者体育館
〒943-0805

新潟県上越市木田1-17-33

50 富山市勤労身体障害者体育センター
〒939-3521

富山県富山市水橋畠等298-2

51 サン・アビリティーズ滑川
〒936-0023

富山県滑川市柳原1537-2

52 富山市障害者福祉センター 
〒939-8222

富山県富山市蜷川15

53 小松サン・アビリティーズ
〒923-0302

石川県小松市符津町念仏ケ2-7

54 白山市身体障害者・福祉センターこがね荘 
〒924-0863

石川県白山市博労二丁目50

55
金沢市障害者高齢者体育館

（駅西むつみ体育館）

〒920－0025

金沢市駅西本町2丁目3－27

福井県 56 福井県社会福祉センター
〒910-8516

福井県福井市光陽2-3-22

山梨県 57 あけぼの医療福祉センター
〒407-0046

山梨県韮崎市旭町上条南割3251-1

58
長野県障がい者福祉センター

（サンアップル）

〒381-0008

長野県長野市下駒沢586

59 長野市立障害者福祉センター
〒381-0904

長野県長野市大字鶴賀276番地10

60 サンスポート駒ヶ根
〒399-4117

長野県駒ヶ根市赤穂1694長野県看護大学プール棟

61 勤労身体障害者等市民プール
〒503-0804

岐阜県大垣市仲之江3-1-3

62 岐阜県福祉友愛プール
〒500-8368

岐阜県岐阜市鷺山向井2563-18

63 岐阜県福祉友愛アリーナ
〒502-0931

岐阜県岐阜市則武1816-1
2019年新設

64 静岡県身体障害者福祉センター
〒420-0856

静岡県静岡市葵区駿府町1-70

65 静岡市清水みなとふれあいセンター 
〒424-0905

静岡県静岡市清水区駒越西2-10-10

66
浜松市発達医療総合福祉センター

はままつ友愛のさと

〒434-0023

静岡県浜松市浜北区高薗775-1

67
地域障がい者総合リハビリテーションセンターアリー

ナ

〒433-8558

静岡県浜松市北区三方原町3453
2019年新設

68 名古屋市障害者スポーツセンター
〒465-0055

愛知県名古屋市名東区勢子坊2-1501

69
名古屋市総合リハビリテーションセンター

（福祉スポーツセンター）

〒467-8622

愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山1-2

70 愛知勤労身体障害者体育館
〒495-0001

愛知県稲沢市祖父江町祖父江寺西14-5

71 サン・アビリティーズ豊田
〒471-0062

愛知県豊田市西山町5-2-6

72
春日井市福祉文化体育館

(サン・アビリティーズ春日井）

〒486-0857

愛知県春日井市浅山町1-2-61

73 安城市総合福祉センター 
〒446-0046

愛知県安城市赤松町大北78番地１

74 刈谷市心身障害者福祉会館
〒448-0024

愛知県刈谷市下重原町3丁目32番地

75 碧南市身体障害者福祉センター 
〒447-0869

愛知県碧南市山神町8-35

76 豊田市障がい者総合福祉会館　障がい者福祉会館 
〒471-0062

愛知県豊田市西山町5丁目2番地6

77 豊橋市障害者福祉会館　さくらピア
〒440-0812

愛知県豊橋市東新町15

神奈川県

東京都

新潟県

富山県

石川県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県
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都道府県 番号 名　　　　　称 住　　　　　所 備考

78 三重県身体障害者総合福祉センター
〒514-0113

三重県津市一身田大古曽670-2

79 四日市市障害者体育センター
〒510-0943

三重県四日市市西日野町4070-1

80 滋賀県立障害者福祉センター
〒525-0072

滋賀県草津市笠山8-5-130

81 信楽体育館
〒529-1851

滋賀県甲賀市信楽町長野1310

82 野洲市なかよし交流館
〒520-2351

滋賀県野洲市冨波甲1339-24

83 京都市障害者教養文化・体育会館
〒601-8155

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37-4

84 京都市障害者スポーツセンター
〒606-8106

京都府京都市左京区高野玉岡町5

85
府立心身障害者福祉センター

（サン･アビリティーズ城陽）

〒610-0113

京都府城陽市中芦原

86 大阪府立稲スポーツセンター
〒562-0015

大阪府箕面市稲6-15-26

87 大阪市長居障がい者スポーツセンター
〒546-0034

大阪府大阪市東住吉区長居公園1-32

88
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター

（アミティ舞洲）

〒554-0041

大阪府大阪市此花区北港白津2-1-46

89
大阪府立障がい者交流促進センター

(ファインプラザ大阪)

〒590-0137

大阪府堺市南区城山台5-1-2

90 堺市立健康福祉プラザスポーツセンター
〒590-0808

大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1

91 八尾市立障害者総合福祉センター
〒581-0081

大阪府八尾市南本町8丁目4番5号

92 枚方市立総合福祉会館　ラポールひらかた
〒573-1191

大阪府枚方市新町2丁目1-35

93 高石市障がい者ふれあいプラザ
〒592-0014

大阪府高石市綾園4-5-28

94 兵庫県立障害者スポーツ交流館
〒651-2181

兵庫県神戸市西区曙町1070

95 オージースポーツ神戸福祉スポーツセンター
〒651-0086

兵庫県神戸市中央区磯上通3-1-32

96 しあわせの村
〒651-1106

兵庫県神戸市北区1番1号

97 西宮市総合福祉センター
〒662-0913

兵庫県西宮市染殿町8-17

98
勤労者体育館

（サン・アビリティーズにしのみや）

〒662-0912

兵庫県西宮市松原町2-41

99 神戸市障害者福祉センター
〒650-0016

兵庫県神戸市中央区橘通3-4-1

100 神戸市立王子スポーツセンター
〒657-0805

兵庫県神戸市灘区青谷町1丁目1-1

101
伊丹市立障害者福祉センター

（アイ愛センター）

〒664-0015

兵庫県伊丹市昆陽池2-10

102 尼崎市立身体障害者福祉センター
〒661-0024

兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号

103 芦屋市保健福祉センター
〒659-0051

芦屋市呉川町14番9号

104 明石市総合福祉センター　本館
〒673-0037

明石市貴崎1丁目5-13

105 明石市総合福祉センター　新館
〒673-0037

明石市貴崎1丁目5-46
2019年新設

106 姫路市立障害者体育館
〒670-0806

姫路市増位新町二丁目37　総合福祉通園センター

107 奈良県心身障害者福祉センター
〒636-0344

奈良県磯城郡田原本町宮森34-4

108 奈良市総合福祉センター
〒631-0801

奈良県奈良市左京5-3-1

109
奈良市勤労者総合福祉センター

（サン・アクティブ奈良）

〒630-8106

奈良市佐保台西町115

110 天理市障害者ふれあいセンター
〒632-0052

奈良県天理市柳本町719

和歌山県 111 和歌山県子ども･女性・障害者相談センター
〒641-0014

和歌山県和歌山市毛見1437-218

112 鳥取県立障害者体育センター
〒680-0947

鳥取県鳥取市湖山町西3-129

113 米子サン・アビリティーズ
〒683-0003

鳥取県米子市皆生3-16-20

114 鳥取ユニバーサルスポーツセンター　ノバリア
〒680-0944

鳥取県鳥取市布勢146-1
2020年新設

115 島根県立はつらつ体育館
〒690-0015

島根県松江市上乃木7-1-27

116 サン・アビリティーズいずも
〒693-0002

島根県出雲市今市町北本町3-1-20

岡山県 117 岡山市障害者体育センター
〒700-0843

岡山県岡山市北区二日市町56

兵庫県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

奈良県

鳥取県

島根県
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注1） 番号が白抜きの 26 施設は、（公財）日本パラスポーツ協会の「障がい者スポーツセンター協議会※」に加盟。 

※障がい者スポーツセンター協議会は、施設の運営における諸問題等に関する意見交換や交流の場として

1984 年に「身体障害者スポーツセンター協議会（現・障がい者スポーツセンター協議会」として発足した。 

注２） 番号34、92、93、109 の施設は、新たに障害児・者の専用、または優先の利用が確認された施設。 

 

 

都道府県 番号 名　　　　　称 住　　　　　所 備考

118 広島市心身障害者福祉センター
〒732-0052

広島県広島市東区光町2-1-5

119
広島県立障害者リハビリテーションセンター

スポーツ交流センター

〒739-0036

広島県東広島市西条町田口295-3

120 福山市障害者体育センター
〒721-0964

広島県福山市港町1-11-10

121 下関市障害者スポーツセンター
〒751-0823

山口県下関市貴船町3-4-1

122 サン・アビリティーズ光
〒743-0075

山口県光市室積沖田6-1

123 山口県身体障害者福祉センター
〒753-0092

山口県山口市八幡馬場36-1

徳島県 124 徳島県立障がい者交流プラザ
〒770-0005

徳島県徳島市南矢三町2-1-59

香川県 125 かがわ総合リハビリテーション福祉センター
〒761-8057

香川県高松市田村町1114

126 愛媛県身体障がい者福祉センター
〒790-0843

愛媛県松山市道後町2-12-11

127 サン・アビリティーズ今治
〒799-1502

愛媛県今治市喜田村2-1-10

高知県 128 高知県立障害者スポーツセンター
〒781-0313

高知県高知市春野町内ノ谷1-1

129
福岡市立障がい者スポーツセンター

(さん・さんプラザ）

〒815-0031

福岡県福岡市南区清水1-17-15

130 クローバープラザ
〒816-0804

福岡県春日市原町3-1-7

131 北九州市障害者スポーツセンター　アレアス
〒802-0061

北九州市小倉北区三郎丸3丁目4番1号

132 サン・アビリティーズいいづか
〒820-0011

福岡県飯塚市柏の森956-4

133 サン・アビリティーズおおむた
〒836-0004

福岡県大牟田市大字手鎌1380-3

134 早良障がい者フレンドホーム 
〒814-0001

福岡県福岡市早良区百道浜1丁目4-1

佐賀県 135 勤労身体障害者教養文化体育館
〒840-0851

佐賀県佐賀市天祐1-8-5

136
長崎市障害福祉センター

(もちまちハートセンター）

〒852-8104

長崎県長崎市茂里町2-41

137 諫早市新道福祉交流センター
〒854-0045

長崎県諫早市新道町999-1

138 サン・アビリティーズ佐世保
〒857-0852

長崎県佐世保市干尽町3-100

139
熊本県身体障がい者福祉センター

（熊本勤労身体障害者体育館）

〒861-8039

熊本県熊本市長嶺南2-3-2

140
宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設

（希望の里サン・アビリティーズ）

〒869-0524

熊本県宇城市松橋町豊福1786

141
あすぴあおおいた

（大分県身体障害者福祉センター）

〒870-0907

大分県大分市大津町2-1-41

142 別府市身体障害者福祉センター
〒874-0835

大分県別府市大字鶴見4310-2

143
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局

別府重度障害者センター

〒874-0904

大分県別府市南荘園町2組

144 宮崎市身体障がい者体育センター
〒880-0916

宮崎県宮崎市大字恒久字西原5132

145
都城市勤労身体障害者教養文化施設

（サン・アビリティーズ都城）

〒885-0094

宮崎県都城市都原町3369

146 サン・アビリティーズ川内
〒895-0005

鹿児島県薩摩川内市永利町4107-2

147 鹿児島県障害者自立交流センター
〒890-0021

鹿児島県鹿児島市小野1-1-1　ハートピアかごしま3F

148
心身障害者総合福祉センター

（ゆうあい館）

〒890-0067

鹿児島県鹿児島市真砂本町58番30号

149 知的障害者福祉センター　ふれあい館
〒891-0102

鹿児島市星ヶ峯2丁目1-1

沖縄県 150
浦添市身体障がい者福祉協会

（サン・アビリティーズうらそえ）

〒901-2126

沖縄県浦添市宮城4-11-1

広島県

山口県

愛媛県

福岡県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県
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