滋賀県障害者スポーツ協会

平成３０年度 スポーツ振興基金特別会計事業報告

１ 顕彰事業
(1) 大臣表彰
文部科学大臣表彰
地域又は職域におけるスポーツの健全な普及発展に貢献し、もって地域におけるスポーツの振興に顕著
な功績をあげた者
平成３０年１０月５日（金） 中央合同庁舎第７号館３階講堂
「生涯スポーツ功労者」 倉谷 義数
厚生労働大臣表彰
身体障害者等の社会参加の促進のため率先して障害者対策を実施し、その内容が顕著であると認められる者
平成３０年１２月７日（金） 中央合同庁舎第５号館低層棟２階講堂
「身体障害者等社会参加促進功労者」 四塚 康則
(2) 平成３０年度協会会長表彰
平成３０年６月３日（日）水口スポーツの森で開催した、第５６回滋賀県障害者スポーツ大会 フライングディスク
競技の開会式において、協会長から次の者を表彰した。
① 功労賞

冨山幸治（甲賀市)

渡邉孝宏（彦根市）

② 優秀指導者賞

林 義夫（近江八幡市）

③ 優秀選手賞

藤井由美子（甲賀市） 近藤寛子（栗東市）
宇田秀生（甲賀市） 福家育美（守山市）
福井香澄（野洲市） 宮路満英（湖南市）
田辺 凪（彦根市） 田中ゆかり（長浜市）
福井昂孔（近江八幡市）

岡嵜眞理恵（守山市）

伊藤町子（高島市）
清水千浪（長浜市） 北田千尋（湖南市）
江上陽子（栗東市） 井上舞美(守山市)
常石勝義（草津市） 田中浩二（長浜市）
寺村真美子（湖南市）

２ スポーツ普及振興事業
(１) スポーツクラブの育成
平成３０年度において当協会のクラブ会員となった次のクラブに対し、補助金を交付し育成強化を図った。
1
2
3
4
5
6
7
8
９

滋賀チャレンジドアスリートクラブ
ＢＩＷＡＫＯ．ＡＣ
滋賀友泳会
滋賀県障がい者卓球連盟
滋賀県障害者フライングディスク協会
滋賀県障害者ボウリング連盟
ＬＡＫＥＳＨＩＧＡバスケットボールクラブ
滋賀県ボッチャ協会
滋賀県ビームライフルクラブ

10
11
12
13
14
15
16
17
18

トップシャトル滋賀
車椅子ツインバスケットボールクラブＩＮＦＩＮＩ
ＦＣ・ＬＵＴＥＳＴＡＲ ＳＨＩＧＡ
滋賀県スポーツ吹き矢協会
大津市障害者スポーツ協会
彦根市身体障害者スポーツクラブ
東近江市身体障害者スポーツクラブ
守山市障害者スポーツクラブ
日野町身体障害者スポーツクラブ

(２) 各地区スポーツ大会等祝い金
平成３０年度において地区大会を開催し結果報告があった、下記の大会に対し祝い金を交付した。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

栗東市心身障がい児・者スポーツ大会（栗東市の知障）
東近江市身体障害者厚生会ミニスポーツ大会(東近江市の身障)
スポーツカーニバル＆アート２０１８「野洲の風に集う」（野洲市の知障）
湖北しょうがい者スポーツカーニバル（長浜市・米原市の身障・知障）
草津市いきいきふれあい大運動会(草津市の知障)
彦根市障害者スポーツカーニバル（彦根市の身障・知障）
近江八幡市身体障害者厚生会グラウンドゴルフ大会(近江八幡市の身障)
高島市身体障害者グラウンドゴルフ大会(高島市の身障)
大津市身体障害者更生会パラスポーツ交流会（大津市の身障・知障）
愛知犬上地区身体障害者スポーツ大会（愛知犬上支部の身障）
近畿・東海・北陸障害者スポーツ大会（バレーボールの精障）
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３

障害者スポーツアドバイザー設置事業
平成２７年度から障害者スポーツアドバイザー２名を設置し、スポーツ体験事業や相談業務等を実施した。
(１) 障害者スポーツ相談事業の実施
障害者スポーツアドバイザーを中心に、障害者スポーツに関する様々な相談に応じるとともに、依頼等に
応じてアドバイザーの派遣を行った。
相談件数 ：１７件
(2) 平成３０年度滋賀県特別支援学校 夏休みスポーツ交流大会への参加
平成３０年８月９日（木）
会場：野洲市総合体育館 ９校
卓球、卓球バレー、バスケットボール、フライングディスクが実施された。
(3) 障害者スポーツの啓発
県内の小・中学校や養護学校、県民に対してチラシを配付し、身近な地域で障害者スポーツを楽しむ「広場」
や障害者スポーツアスリートを支援する「教室」に参加する児童・生徒の勧誘を行った。
・チラシ作成 ５，５００枚
また、ジュニア層の選手発掘と裾野を広げるため、県大会において体験会を実施した。
・陸上 中止、ＦＤ６名、水泳５名
啓発パンフレットの増刷
７，０００部
(4) スポーツ用具の購入・貸し出し
特別支援学校や協会指導員等の依頼に応じて、協会スポーツ用具の貸し出しを行った。
ボッチャ競技一式、フライングディスク競技一式
各種トレーニング用具 etc

４

障害者スポーツ指導者養成事業
（公財）日本障がい者スポーツ協会公認の初級指導員養成講習会を開催し、スポーツ推進員や地域スポーツ
クラブなど関係者への資格取得を進めた。
日程 ： 平成３０年７月１４日（土）・１５日（日）・１６日（祝）の３日間
会場：県立障害者福祉センター
修了者 ： ３３名 累計２８７名 ＜４６名＞

５

障害のあるアスリート支援事業
(1) アスリートの育成事業
選手の競技力向上のため、競技力向上委員等を全国大会や近畿大会に派遣し、選手強化に役立てた。
派遣人数 ： 全国大会１名、近畿大会 名
(2) アスリート等への大会遠征費補助
東京パラリンピックや国際大会の出場を目指し、全国規模で行われる選手権大会等に出場するアスリートおよび
団体の大会遠征費の補助を行った。
補助 ：アスリート延47名、４団体
(3) 補助事業
全国大会、国際大会につながる競技者を育成するため、受け皿となる競技クラブを立ち上げ、新規加入部員
の申請があった次の６クラブに対し補助した。
① しろやまアトムス（精神バレーボール） ３名
② 彦根シャトークラブ（ボウリング）
１名
③ 滋賀県デフバレーボールクラブ（聴覚バレーボール） ３名
④ Ratel（知的バスケットボール）
１名
⑤ 滋賀県障がい者卓球連盟（卓球）
２名

６

指導者育成事業
選手発掘、育成、強化に携わる指導者の手話でのコミュニケーションスキルアップのための研修を行った。
日程 ： 平成３１年１月３０日（水）、２月６（水）、２月２０日（水）、３月６日（水）、３月２０日（水）
参加者 ： ３０名
会場 ：草津市立市民交流プラザ
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滋賀県障害者スポーツ協会

平成３０年度 その他の会計事業報告

１ 善意基金特別会計
(1) 国際大会に出場した下記の者に対し、祝い金を贈った。
○ ＩＴＵ世界パラトライアスロンシリーズ（2018/カナダ・エドモントン）
ＩＴＵ世界パラトライアスロンシリーズ（2018/イタリア・イゼーオ）
宇田 秀生（甲賀市）
○ ＣＰＥＤＩ イーバーヘルンパラ馬術大会（ドイツ・イーバーヘルン）
ＣＰＥＤＩ ワレヘムパラ馬術大会（ベルギー・ワレヘム）
宮路 満英（湖南市）
○ ロンドンマラソンワールドカップ（イギリス・ロンドン）
藤井由美子（甲賀市）
○ 2018Ｗｏｒｌｄ Ｐａｒａ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｉｅｓ（イギリス・シェフィールド）
インドネシア2018アジアパラ競技大会（インドネシア・ジャカルタ）
福井 香澄（野洲市）
○ コンチネンタルクラッシュ2018車いすバスケットボール（イギリス・シェフィールド）
インドネシア2018アジアパラ競技大会（ジャカルタ）
清水 千浪（長浜市）
○ 第９回ダウン症水泳世界選手権（カナダ・トゥルーロ）
藤本
陽（大津市）
○ 2018世界デフテニスチーム選手権・ドレセマエレ杯（トルコ・アンタルヤ）
今井 悠翔（草津市）
○ インドネシア2018アジアパラ競技大会（ジャカルタ）
森﨑 可林（守山市）
…パワーリフティング
田中 浩二（長浜市）
…シッティングバレーボール
田中 ゆかり（長浜市） …シッティングバレーボール
福家 育美（守山市）
…バドミントン
木村 敬一（栗東市）
…水泳
井上 舞美（守山市）
…水泳
北田 千尋（長浜市）
…車いすバスケットボール
○ 2019アジアインドアローイング選手権大会（タイ・バンコク）
丸本拓郎（大津市）
○ パラ卓球コスタブラバ スペインオープン2019（スペイン・コスタブラバ）
宇野正則（草津市）
(2) スポーツ用具の購入
公益財団法人ダイトロン福祉財団から助成を受け、2024年に滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会
に向けた選手の強化に必要なスポーツ用器具の購入を行った。（９８９千円）
ローイングエルゴメーター、ボッチャ競技用具、フライングディスク競技用具
テント一式３張り

２ 日障協委託事業特別会計
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催する「平成３０年度地域における障がい者スポーツの振興事業」
に申請し、次の事業を行った。 （１，０００千円）
(1) 障害者スポーツ広場事業
障害者が身近な地域で気軽にスポーツに親しむ機会の創出と、地域で障害者スポーツ指導員が活躍できる場
を提供することにより、滋賀の障害者スポーツの裾野を拡大していく。
フライングディスク、ボッチャ、卓球バレー、風船バレー、レクレーションスポーツなどを実施した。
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平成３０年１０月２０日（土）
１０月２７日（土）
１１月１０日（土）
１２月８日（土）
平成３１年１月５日（土）

参加者６名
参加者２８名
参加者２９名
参加者９１名
参加者７４名

会場：大津市におの浜ふれあいスポーツセンター

(2) 競技別チャレンジスポーツ教室の開催
外部講師等を招いて、将来の全国大会やパラリンピックにつながる障害者スポーツ選手を育成していく。
特に５年後に滋賀県で開催される全国大会を成功させるため、小・中学生を対象に競技力向上を図る競技別教室
を開催する。
平成３０年１２月８日（土）
１２月９日（日）
１２月９日（日）

卓球競技参加者１１名
陸上競技参加者１５名
水泳競技参加者１０名

会場：県立障害者福祉センター（アリーナ）
会場：立命館大学ＢＫＣグラウンド
会場：県立障害者福祉センター（プール）
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