福岡県ホストタウン交流特派員ニュース
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第4号となる今回は、飯塚市を紹介します。
県の中部に位置し、筑豊地区で最大の人口を擁する
都市である飯塚市。1985年から開催を続けている、飯
塚国際車いすテニス大会で南アフリカ共和国の選手
が活躍していることから誘致をすすめ、「車いすテニス
競技」と「パラリンピック水泳競技」の事前キャンプ地に
決定しました。

飯塚市 ✕ 南アフリカ共和国
昨年8月、東京パラリンピックに向けた、南アフリカ共和国
車いすテニスチームの事前キャンプを受け入れました。
キャンプ中は、ボランティアによるサポートスタッフの皆さん
に関わっていただき、選手の皆さんとの交流を深めました。
また、飯塚市が車いすテニス競技のナショナル強化拠点に
指定されていることから、JWTA*次世代育成強化指定選手
との交流試合が実現しました。
（*JWTA＝一般社団法人日本車いすテニス協会）
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共生社会ホストタウンの取組

バリアフリーまち歩き点検

パラリンピック競泳金メダリスト
河合純一さんによる講演

共生社会ホストタウンサミットin飯塚での集合写真

飯塚市はパラリンピアンとの交流を契機に共生社会
の実現を目指す「共生社会ホストタウン」に登録され
ており、市全体で共生社会の実現に向けた取組を
行っています。
昨年10月には、全国サミットを開催し、パラリンピアン
の講演やパネルディスカッション、バリアフリーまち歩
き点検をとおし、共生社会実現に向けた啓発を行いま
した。

南アフリカ共和国
面積
122万㎢（日本の約3.2倍）
人口
5,672万人（2017年）
公用語
英語ほか全11言語
福岡県スポーツ局スポーツ企画課

お問い合わせ： spokikaku@pref.fukuoka.lg.jp
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The 4th issue focuses on Iizuka City.
Located in the center of Fukuoka Prefecture, Iizuka City
has the biggest population in Chikuhou area.
Iizuka City has invited South African team as Paralympic
training camp because of their brilliant play in Iizuka
Wheelchair Tennis Tournament which has been held
since 1985. Iizuka City became training base of South
African Wheelchair Tennis Team and Para-Swimming
Team for Tokyo Paralympic Games.

Iizuka City ✕ Republic of South Africa
Last August, Iizuka hosted a training camp for wheelchair
tennis players from South Africa. During the training camp,
civil volunteer staff supported their training and had close
relationships with them.
Exhibition matches
In addition, South African Team and Japan Team* enjoyed
the exhibition matches, which was realized because Iizuka
has been designated as National Training Center for wheelchair
tennis.
Training Camp
*Young players of Japan Wheelchair Tennis Association

Host Towns of a Harmonious and Inclusive Society

Barrier-free walking inspection

Lecture by Paralympian
JUNICHI KAWAI

Host Towns of Harmonious and Inclusive Society Summit

Iizuka City is designated as Host Town of a Harmonious
and inclusive Society which aims to establish a
coexistent society where anyone can live life to the
fullest.
Last October, Iizuka hosted nationwide summit
themed on “Harmonious and Inclusive Society” to
raise awareness for the realization of a coexistent
society through lecture by Paralympian , panel
discussion, and barrier-free walking inspection.

Republic of South Africa
Total Area
1.22million ㎦
（About 3.2 times that of Japan）
Population
56.72million people（as of 2017）
Official languages
11 Languages including English
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