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とは？

2020年には世界規模のスポーツの祭典が東京で開催され、世界中の注目とさまざま国の
人々が集まります。同祭典を通して、障がい者スポーツにも注目が集まるでしょう。近年の企
業や団体では障がい者スポーツに対する理解を促進する取組みが見受けられるようになりまし
た。
障がい者スポーツに関する取組みはさまざまです。障がい当事者だけではなく、健常者、高齢
者、さらには外国人など、多様な人々が障がい者スポーツを経験することにより、それぞれの立
場で他者を思いやる価値観を構築することが可能になります。「ダイバーシティ・パーク」は、い
ろいろな立場や考え方をもつ人々が一堂に会し、混ざった状態で互いの“個性”を理解し、そ
して共存していくためのきっかけ作りになることを願って開催される障がい者スポーツイベントです。
本イベントは2016年10月、新宿中央公園にて第１回が開催され、2017年に第2回、そし
て本年度はそれに続く第３回としてさまざまな方面からご期待を寄せられています。



2

開催にあたって≪実行委員会ご挨拶≫

21世紀に入り今年で18年目、ますます社会はグローバル化し、同時に我が国においても人々の価
値観やライフスタイルは多様化の一途をたどっております。
こうした潮流の中、社会的課題を解決する概念の一つが、「ダイバーシティ（多様性の受容）」であ
りましょう。

年齢、性別、国籍、障がいの有無や価値観など、従来人々の属性に応じて整えられてきた枠組み
としての「住み分け」的な発想を覆し、「違い＝個性」が自然に混ざりあう機会を創出し、さまざまな
共助の関係から「楽しさ」や「思いやり」、そして「夢やあこがれ」が芽生える・・・誰もが自由に利用で
きる公園という環境において、こうしたアプローチを続けることにより、「ダイバーシティ」の概念は磨かれ
ていくものと、わたくし達は考えております。

本イベントは2016年10月、その第１回として首都機能直下に位置する「新宿中央公園」を舞台
に、数多くの団体様、企業様からご協賛並びにご協力、ご後援に支えられ開催させて頂きました。
今年度は3回目として同じ新宿中央公園での開催となります。前回の評価と反省に基づき、より本
格的に「心のバリアフリー化」の追求をしてまいります。
是非とも本イベントの趣旨にご関心を寄せて頂き、ご協賛、ご出展ならびにご協力を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。

２０１８年４月吉日

ダイバーシティ・パーク2018 in 新宿 実行委員会

委員長 越川 淳
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実施概要

名称 ダイバーシティ・パーク２０１８in 新宿

期間 平成３０年９月２９日（土）～９月３０日（日） ２日間
AM１０：００～PM５：００

場所 新宿区立新宿中央公園
水の広場、芝生広場、ちびっこ広場、多目的運動広場

運営団体 ダイバーシティ・パーク in 新宿実行委員会
（新宿中央公園パークアップ共同体・・・新宿中央公園指定管理者）
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実施エリア（暫定）

新宿中央公園全域を５つのゾーンに分けて 個性的なイベントを展開しました

バリアフリーアクセスルート

園内全域を使用し、イベントを通して来場者と“個性”が気軽に出会える会場作り
を目指しました。
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実施目的

イベントの目的 今世紀、社会のグローバル化進展に伴い我が国におい
ても人々の価値観やライフスタイルは多様化の一途をた
どっています。

こうした潮流の中、社会的課題を解決する概念の一つが、
「ダイバーシティ（多様性の受容）」と捉え、本イベントを実
施した。国籍、年齢、性別、障がいの有無や価値観など、
従来人々の属性に応じて整えられてきた枠組みとしての
「住み分け」的な発想を覆し、「違い＝個性」が自然に混ざ
りあう機会を創出しました。

また、誰でも公平に利用できる公園という環境において、
さまざまな共助の関係から「楽しさ」や「希望」が芽生える
ことを目的として開催しました。
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実施概要

イベントの特徴 「心のバリアフリー化」に寄与していくという構想に基づき、
誰にでもチャレンジできるよう工夫された多種多様なスポー
ツ（車椅子バスケットボール、ボッチャ等の障害者スポーツ
を含む）や、ハンドバイク・電動車椅子などの体験ができる３
５の出展ブース（４１団体）を設置します（一部有料）。

また、水の広場メインステージでは日本プロ野球名球会の
会員やパラスポーツ選手などのアスリートをはじめ約２０名
のゲストや舞踊団体などが登場し、さまざまなメッセージを
発信し、パフォーマンスを披露します。

最終コンテンツとして、２日目の午後３時半から午後５時に
かけて、「スポーツＧＯＭＩ拾い大会in新宿」を開催し、事前登

録者に当日来園した一般参加者が加わり総勢３１名で園内
のゴミ拾いを行ない、イベントで発生したゴミを園内から一掃
し、きれいな公園に戻して終了する予定です。

イベントスタッフには知的・精神障害者たちも加わり、
彼らの就労体験の「場」として社会との調和を目指しました。



メインステージゾーン①

車椅子ソフトボール

福祉車両展示

車椅子バスケットボールバスケットボール

キッズテニス＆車椅子テニス
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ボッチャ体験

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



メインステージゾーン②

スポーツGOMI拾い大会

チェアスキーシミュレーター 雪上スキー体験雪上チェアスキー体験

雪上ソリ体験

キッズスキー（パンダルマン）
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障害者スキー展示

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



ステージプログラム①

ALS患者・武藤将胤氏斉藤りえ氏（北区議 聴覚障がい者） ヤセ騎士のお笑いダ
イエット＆健康講座

手話ﾀﾞﾝｽ（ポプラ）

スキーヤー トークショー

琉球舞踊 目で見ることば・手話で話そう

片腕のマジシャンHAKU
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ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況
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ステージプログラム②

チアリーディング バスケットボールトークショー ヤセ騎士お笑いダ
イエット＆健康講座

琉球舞踊ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾝﾀﾞｰによるﾄｰｸｼｮｰスキーヤートークショー

野球・ｿﾌﾄドリームトークショー

手話ﾀﾞﾝｽ（ひまわり）

加藤健人選手トークショー

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



KRCダイバーシティカップ

キッズゾーン
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電車模型展示・
知的障がい者サッカー日本代表応援グッズ販売

大らくがき＆ぬりえ＜シャボン玉＞

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



スポーツゾーン

ダイバーシティカップブラインドサッカー体験

ハンドバイク体験セグウェイ体験５０ｍ走
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スポーツドリンク提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



Baneインソール体験

ランニング教室

電動車いす体験AED体験

アミューズメントゾーン
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ネイル体験

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



グリーンゾーン①
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②キャッチボール①ラグビー

③新宿中央公園からの挑
戦状（キッズ向け）

④パラ謎（大人向け）

⑤やさしい手話教室

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況
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パークヨガ

ツリークライミング®

グリーンゾーン②

国際交流日本文化体験

西洋占星術 性格診断

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・写真は昨年の
実施状況



写真は昨年の実施状況飲食コーナー
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特徴的な取組みと成果

本イベント開催時だけでなく
次につながる「何か」残すことで、永続的な活動へと育てていきます。

※上記出演者はステージプログラムの一部です。

■イベントスタッフには障がい者たちも加わり、就労体験の「場」を創出します。

■クロージングに「スポーツＧＯＭＩ拾い大会」を開催し、きれいな公園に戻します。

■イベント全体から得られた「気づき」を有用な情報として地域にフィードバックし続けます。
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昨年の活動データ 総来場者数 ５，３６９名

■１日目・・・来場者数 １，９２０名
天気：晴れ 気温２４℃／１８℃（最高／最低）

参加スタッフ 日建総業５９名、学生ボランティア４４名、一般ボランティア８名、就労体験者（障害者）
１０名、新宿中央公園管理事務所

≪出展ブース≫

メインステージゾーン（水の広場及び周辺

雪上チェアスキー・スキー＆そり体験、キッズテニス＆車椅子テニス、キッズスキー、チェアスキー体
験シミュレーター、ボッチャ体験、バスケットボール、韓国PR展示、福祉車両展示、ステージ（ゲスト
トークショー登壇者７名・出演４団体３５名）、キッチンカー４店舗

グリーンゾーン（芝生広場及び周辺）

ラグビー体験、キャッチボール、新宿中央公園からの挑戦状（キッズ向け）、パラ謎（大人向け）、や
さしい手話教室、国際交流日本文化体験、西洋占星術性格診断、ヨガ、ツリークライミング、物販５
店舗、キッチンカー２店舗

アミューズメントゾーン （区民の森）

ランニング教室、AED体験、Baneインソール体験、電動車椅子体験、ネイル体験

キ ッ ズ ゾ ー ン （ ち び っ こ 広 場 ）
KRCダイバーシティカップ、大らくがき＆ぬりえ、電車模型＆段ボール滑り台・知的障害者サッカー日
本代表応援グッズ販売

スポーツゾーン （多目的運動広場）

ブラインドサッカー体験、５０ｍ走、セグウェイ体験、ハンドバイク体験、協賛ドリンク配布
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参加スタッフ 日建総業４５名、学生ボランティア４２名、一般ボランティア５名、就労体験者（障害者）
１０名、新宿中央公園管理事務所

≪出展ブース≫

■２日目・・・来場者数 ２，４４９名
天気：晴れ 気温２５℃／１６℃（最高／最低）

開設エリア内全域において傷病者は発生せず、概ね安全な運営がなされました。

KRCダイバーシティカップ、大らくがき＆ぬりえ、電車模型＆段ボール滑り台・知的障害者サッカー日
本代表応援グッズ販売

キ ッ ズ ゾ ー ン （ ち び っ こ 広 場 ）

ランニング教室、AED体験、Baneインソール体験、電動車椅子体験、ネイル体験

アミューズメントゾーン （区民の森）

ダイバーシティカップ、５０ｍ走、セグウェイ体験、ハンドバイク体験、協賛ドリンク配布

スポーツゾーン （多目的運動広場）

ラグビー体験、キャッチボール、新宿中央公園からの挑戦状（キッズ向け）、パラ謎（大人向け）、やさ
しい手話教室、国際交流日本文化体験、西洋占星術性格診断、ヨガ、ツリークライミング、物販５店舗、
キッチンカー２店舗

グリーンゾーン（芝生広場及び周辺）

雪上チェアスキー・スキー＆そり体験、車椅子ソフトボール、キッズスキー、チェアスキー体験シミュ
レーター、バスケットボール＆車椅子バスケットボール、福祉車両展示、ステージ（ゲストトークショー
登壇者１５名・出演４団体３５名）、キッチンカー４店舗

メインステージゾーン（水の広場及び周辺
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出演メデ ィ ア

※ J-WAVE： スポット３０秒コマーシャル約１５本 / HPイベント情報への掲載

※ J-WAVE 「WITH」
９月２９日金曜２６：３０～２７：００

出演：越川淳実行委員長（日建総業（株））

※ J-WAVE 「WITH」
９月２２日金曜２６：３０～２７：００

出演：加藤健人（ブラインドサッカー選手）

※ 調布FM 「午後のカフェテラス」
９月２７日水曜日１２：００～ 14：00～ゲストコーナー
出演：・細田智也（入間市議会議員）

・村山桃佳（パラアルペンスキー選手）
・山森信子実行委員会事務局（日建総業㈱）

昨年の実施状況
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掲 載 媒 体 等

ｽｷｰジャーナル１０月号（９月１０日発売）

２０１７年９月２６日（火） 掲載

２０１７年１０月３日（火） 掲載

昨年の実施状況
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ポ ス タ ー 印 刷 物 等

ポスター

パンフレット

ポストカード

昨年の例
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昨年ご協賛 ご後援 ご協力頂いた団体の皆様（順不同）

後援

新宿区 新宿区教育委員会 東京都 オーストリア大使館商務部 在大韓民国
日本国大使館 公益財団法人新宿未来創造財団 社会福祉法人新宿区社会福祉協
議会 特定非営利活動法人日本障がい者サッカー連盟 特定非営利活動法人日本障
害者スキー連盟 株式会社J-WAVE

協力

協賛

株式会社ICI石井スポーツ 市ヶ谷ひもろぎクリニック ウイニングワン株式会社 株式
会社オーチュー 株式会社置環 軽井沢プリンスホテルスキー場 株式会社スキー
ショップジロー 株式会社タクロウ管理工業 株式会社TAT 東京キリンビバレッジサー
ビス株式会社 日産自動車販売株式会社 一般財団法人日本造園組合連合会東京都
支部 株式会社別大産業 堀江車輌電装株式会社 株式会社ラリアンス

アラスキッチンカー協会 アメアスポーツジャパン株式会社 神奈川リハビリテーション
病院 Kids Riders Cup実行委員会 クロイツェル 株式会社芸文社・月刊スキーグラ
フィック コロンビアインターナショナルスクール 埼玉ブラインドサッカー協会 在日本
大韓民国民団 在日本大韓体育会 新宿ラグビーフットボール協会・新宿ｽﾄﾗｸﾞ 特定
非営利活動法人手話ダンスYOU&I スキージャーナル株式会社 一般社団法人セン
ターポール TNZQ 大東文化大学・渡辺雅之研究室 特定非営利活動法人聴覚障害
教育支援大塚クラブ・聴覚障害児を支援する会 ツリークライミングⓇジャパン 株式会
社デボルターレ 東京サンレーヴス 東京富士大学イベント社会工学研究所 日本ス
ポGOMI連盟 日本体育大学雪上スポーツ研究室 一般社団法人 日本プロ野球名球
会 Hand Bike Japan 株式会社パンダルマン 株式会社日比谷アメニス 特定非営利
活動法人ピープルデザイン研究所 PIZZA Ktarou 特定非営利活動法人Football 
Community千代田 ブルクレネイル＆UTU“R nail HEADJapan Relax Slow Yoga レー
ルダルメディカルジャパン株式会社 Y･Y･G･Brewery&Beer Kitchen



24

お問い合わせ

■ダイバーシティ・パーク in 新宿 実行委員会（日建総業株式会社 新宿支店 内）

・委員長 ：越川 淳 （日建総業株式会社 代表取締役)

・所在地 ：〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-3 5F 

・担当 ：事務局（伊藤）

・TEL ：03-3269-1100

・FAX ：03-3269-0990

・Mail ：pdf＠nikken.ne.jp

■実行委員会について

新宿区立新宿中央公園の指定管理者である「新宿中央公園パークアップ共同体」の構成 企業３者を中心に、障がい
者スポーツの普及・発展を通じてダイバーシティを理念や目的に掲げる諸団体のサポートにより構成されております。

尚、「ダイバーシティ・パーク2016 in 新宿」は、指定管理者の自主事業として企画・運営されるイベントです。
平成２８年（２０１６年）～平成３２年（２０２０年）にかけて毎年開催予定です。

※新宿中央公園パークアップ共同体
一般財団法人公園財団 株式会社昭和造園 日建総業株式会社


