
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

令和４年 12 月６日（火）に一般社団法人広島県インクルーシブフットボール連盟が「障害者
の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰（奨励賞）を受賞するとともに，受賞者（全国 56
件）のうち，特に優れた模範となる取組として文部科学大臣の前で事例発表を行った。 
このことについて，一般社団法人広島県インクルーシブフットボール連盟坂光会長等が，知事

を訪問し表彰受賞等を報告する。 
 
 
 

 
 【概 要】 
１ 日時・場所 

令和４年 12 月 12 日（月） 
午後３時 30 分～３時 50 分 県庁北館２階第一会議室 
 

２ 出席者 
一般社団法人広島県インクルーシブフットボール連盟 
坂光 徹彦（さかみつ てつひこ）会長   
小野本 渉（おのもと わたる） 副会長  
先本 賢司（さきもと けんじ） 理事   
松本 由香（まつもと ゆか）  理事   

協力団体 A-pfeile 広島 AFC 
谷口 正典（たにぐち まさのり）選手 

 広島県  湯﨑 英彦 知事 
 
３ 主な内容 
 （１）坂光会長 受賞報告・あいさつ 
 （２）湯﨑知事 あいさつ（お祝いメッセージ） （３）歓談  （４）記念撮影 
 

 

 

 

 

 

 

資 料 提 供 
令和 ４年 12 月 ８ 日 

課  名：スポーツ推進課 
担 当 者：田口 
内  線：2640 
直通電話：082-513-2646 

（一社）広島県インクルーシブフットボール連盟会長等の知事表敬訪問！ 
～文部科学大臣表彰受賞 特に優れた取組の事例発表～ 

～令和４年 12 月 12 日（月）午後３時 30 分～ 場所: 県庁北館２階第一会議室～ 

■（一社）広島県インクルーシブフットボール連盟（Hiroshima Inclusive Football Federation (HIFF)） 
障害の有無に関らず，「誰もが」「共に」スポーツの価値を享受し，活力ある共生社会を目指し， 

H30 年４月に，全国に先駆けて県内の７つの障がい者サッカーの統括団体として設立（活動内容は別紙参照）。
https://hiff.football/ 

 
■「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰（R4．12.6 表彰式） 
生涯を通じてスポーツなどの機会に親しみ豊かな人生を送ることができるよう，障害者の 

多様な学習を支える活動を行う個人又は団体に対しその功績をたたえ文部科学大臣が 
行う表彰。長期に渡る活動の功績を讃える「功労者表彰」と今後の発展や他への普及 
が大いに期待される「奨励者表彰」がある。ＨＩＦＦは奨励者表彰受賞。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00002.html 

（上）インクルーシブフットボールフェスタ 
R4.７月広島開催 

（下）西日本アダプティッドフットボール 
フェスティバル 

表彰式と事例発表の様子 
（Ｒ4.12．6 文部科学省） 

～受賞のポイント～  
当連盟は，県内７つの障害者サッカー団体の統括組織を，全国に先駆けて結成し，パラスポーツを通して 
活力ある共生社会の実現を目指す組織的な活動が特に評価され，優れた取組の事例として選出された。 
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坂光 徹彦会長

一般社団法人

広島県インクルーシブフットボール連盟

「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 事例発表 2022.12.6

理事(広報)

理事(事務局)

角 直幸

松本 由香
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1.（一社）広島県インクルーシブフットボール連盟の概要

名称 一般社団法人 広島県インクルーシブフットボール連盟
英語表記Hiroshima Inclusive Football Federation (ＨＩFF)

設立 2018年4月17日

会長(代表理事) 坂光 徹彦

副会長 小野本 渉

専務理事 藤木 壮介

理事 小林 拓未、先本 賢司、松本 由香、

角 直幸、花矢 加織

監事 岩藤 斉治

インクルーシブ(inclusive)とは？

「包括的、物事の全体を包み込む」という意味。

福祉や教育の場面で用いられる言葉
3

広島県における障がい
者サッカーの統括団体

地方としては全国初‼️
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委員会

アンプティサッカー委員会

ブラインドサッカー委員会

電動車椅子サッカー委員会

ろう者（デフ）サッカー委員会

知的障がい者サッカー委員会

CP（脳性麻痺)サッカー委員会

ソーシャルフットボール委員会

インクルーシブフットボール普及委員会

医事委員会

日本障がい者サッカー連盟

(JIFF)

7つの障がい者サッカー

ウォーキングフットボール，

Flame footballなど
今後ハンドサッカーなど拡大予定
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2. 設立経緯

A-pfeile広島

 弊社会長坂光が2013年に設立(現在6チームが所属)
 7つの障がい者サッカーチームを作る
→選手にも家族にもスタッフにも笑顔と居場所をつくることを目的に設立

AFC

（2013年発足）

PFC

（2017年発足）

BFC

（2015年発足）

WFC

（2019年発足）

FFC

（2022年発足）

SFC

（2022年発足）
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A-pfeile広島単独で普及・発展させていける？

 A-pfeile広島以外の障がい者サッカーチームが既に

広島に存在している（知的障がい者サッカーなど）

 広島県内で各団体間の交流や情報交換の機会はない

 任意団体で社会的信頼の問題

障がい者サッカーの統括的組織が必要ではないか？

2018年4月

（一社）広島県インクルーシブフットボール連盟

設立
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ＨＩＦＦの理念

7

障がいのあるひとの活動の機会や社会参加のきっかけをつくり

障がいのあるひともないひとも関係なくともに生きる

「共生社会」の実現をサッカーを通じて実現していく

HIFFはそのための架け橋となるべく活動しています

地域との
連携

活動の場
の創出

みんな
一緒に
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参加 承認

アクティビティの機会の提供
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結果
結果を認める

行動
行動を認める

存在
存在を認める

「優勝できたね」
「ゴールを決めたね」
「君がいたおかげでチームが勢いづいたよ」

「大きな声を出せたね」
「整列を手伝ってくれて有難う、助かった」
「あのパスは良いチャレンジだったね」

「君には力があるよ」
「試合に来てくれて有難う、嬉しいよ！」

承認の3つのステージ
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主な事業内容

1. 障がい者サッカー大会・普及イベントの開催またはサポート

2. 障がい者サッカー普及啓発のための情報収集および発信事業

3. 障がい者サッカーチームの組成や援助

4. 広島県や広島県パラスポーツ協会等との窓口業務
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3. HIFFの活動実績

西日本アダプテッドフットボールフェスティバル

アンプティサッカー

ブラインドサッカー

電動車椅子サッカー

交流大会

 各種競技体験

 遊びを通した障がい者

に関する体験学習

体験イベント

『誰もがともに楽しめるスポーツ』として，
障がいの有無や，年齢に関わらず，

同じフィールドの上で皆が楽しめるイベント

 前駆団体時から2016年より開催

 2018年よりHIFF主催で開催
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西日本アダプテッドフットボールフェスティバルの様子

12

アイマスクde迷路車椅子体験

電動車椅子サッカー ブラインドサッカー アンプティサッカー
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タイアップ

13

サンフレッチェ広島

森﨑和幸氏

HIPPY氏

「君に捧げる応援歌」

アンプティサッカー ブラインドサッカー

映画「蹴る」上映会

電動車椅子サッカー
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西日本アダプテッドフットボールフェスティバルの特色

14

 障がいの有無を問わず，同じフィールドでサッカーを楽しむ

 運営側も「サポート」ではなく学びながら楽しめる運営方針

 行政，広島県障害者スポーツ協会，日本障がい者サッカー連盟，日本ブラインドサッカー協会，
Jリーグクラブなどとの連携

「サンフレッチェ広島」「広島県，広島県パラスポーツ協会，広島大学，NPO法人STANDの四者協定」との連携，
「広島県，広島市，坂町」の後援など

 大学生との連携
広島大学，県立広島大学，広島国際大学，広島経済大学，朝日医療専門学校広島校，広島修道大学、他

 100社近くにおよぶ協賛
企業及び個人の方々

 各種メディアの露出
報道期間取り扱い：テレビ局・・・広島の民法テレビ3局で5番組で放送／ラジオ局・・・広島FMで事前告知

新聞社・・・地元中国新聞朝刊掲載／経済誌・・・広島経済レポート・経済レポートの2誌で掲載
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ウォーキングフットボールの活動
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4. 日本障がい者サッカー連盟との活動

-インクルーシブフットボールフェスタ in 広島の主管-
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•初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

•ヒューマンフェスタひろしま

•中国運輸局と「心のバリアフリー」で連携し、イベントの進行

•広島県福山市の「公益財団法人福山市スポーツ協会」との連携

•2023年から広島県との共催になる「インクルーシブフットボールフェスタ広島2023」

など

17

地方自治体との連携
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競技団体との連携
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•広島県サッカー協会との連携

•広島県や広島県パラスポーツ協会とスポーツを通して障がい者の社
会進出を支援

•障がいの有無に関係なくスポーツを楽しめる機会の提供

•スポーツに参加することで障がいに対する正しい理解と交流を促進

•様々な障がい者サッカーのつながりをさらに促進し、普及、発展に
努める

•一歩踏み出す勇気を後押しできるような団体

19

展望
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ＨＩＦＦのスローガン

20

サッカーが、
みんなとつながる
架け橋になる。

この想いに共感いただくことが

大きな勇気になり、

誰もが、共に、スポーツを楽しむ

環境づくりにつながるものと

信じています。


