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１ 役員会等の開催

(1)　副会長会

第１回 平成31年4月14日(日)　 会場：皇子山陸上競技場　会議室

議題 ○ 理事の選任について

○ 役員の改選について

第2回 令和元年5月10日(金)　 会場：滋賀県農業教育情報センター　会議室

議題 ○ 平成３０年度事業報告について

○ 平成３０年度決算について

第３回 令和元年６月２８日(金) 会場：滋賀県農業教育情報センター　会議室

議題 ○ 法人化の検討状況について

第４回 令和元年９月５日(金) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

議題 ○ 知事懇談会のテーマについて

第５回 令和元年11月28日(木) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

議題 ○ 来年度以降の県大会について

○ 2024を目指した協会事業について

○ 協会表彰の見直しについて

第６回 令和２年１月17日(金) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 来年度の主要事業について

第７回 令和２年２月19日(水) 会場：滋賀県農業教育情報センター　会議室

議題 ○ 令和元年度補正予算（案）について

○ 令和２年度事業計画（案）について

○ 令和２年度予算(案)について

(2) 理事会・評議員会

① 理事会

第１回 平成31年4月20日(土) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 副会長の選任について

○ 専務理事の選任について

第２回 令和元年5月23日(木)　定例　会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 平成30年度事業報告について

○ 平成30年度決算について

第３回 令和２年3月11日(水)　新型コロナウイルス感染防止のため書面議決

議題 ○ 令和元年度補正予算（案）について

○ 令和２年度事業計画(案)について

○ 令和２年度予算(案)について

○ 表彰規程の一部改正（案）について

② 評議員会

第１回 令和元年6月1日(土) 会場：滋賀県立武道館　会議室

議題 ○ 平成30年度事業報告について

○ 平成30年度決算について

○ 理事の選任について

第２回 令和２年3月16日(月)　新型コロナウイルス感染防止のため書面議決

議題 ○ 令和元年度補正予算（案）について
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○ 令和２年度事業計画(案)について

○ 令和２年度予算(案)について

(3) 強化委員会

第１回 平成31年4月20日(土) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 委員長および副委員長の互選について

○ 候補選手からの県推薦について

○ 第19回全国大会選手団役員について

○ 今年度強化費配分の基本的な考え方について

○ 前年度強化費決算および今年度配分可能額について

第２回 令和元年12月12日(木) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 令和元年度団体競技強化費（年間）の決定について

○ 令和２年度の強化事業について

(4) 競技力向上委員会

第１回 平成31年4月20日(土) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 委員長および副委員長の互選について

○ 各競技専門部長の互選について

○ 強化委員会に推薦する全国大会および近畿予選会出場選手の決定について

○ 強化練習会および県大会への出席について

第２回 令和元年11月24日(日) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 出場選手の選出予定人数について

○ 候補選手・育成選手の選出について

○ 各競技別トレーニング計画について

○ 次年度の競技別練習会について

コーチング講座 11月24日(日) 会場：県立スポーツ会館　会議室

参加者　：　　　２９名　　＜３３名＞  ＜　＞は前年度

内容 ○ 講義　障害者スポーツにおけるリスクマネジメント

兵庫県障害者スポーツ協会

　　　　障害者スポーツ推進専門員　増田　和茂　氏

○ 報告　第19回全国障害者スポーツ大会および団体競技近畿予選会の結果について

(5) 専門委員会

① 専門部長会

　　第１回 平成31年4月20日(土) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 委員長および副委員長の互選について

○ 各専門部会の開催時期および実施回数等について

○ 各専門部会の事前検討内容について

　　第２回 令和元年12月12日(木) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 ○ 令和元年度事業結果等について

○ 令和２年度事業について

○ 今後の県大会運営について

② フライングディスク部会

第１回 令和元年５月１６日(木) 会場：県立スポーツ会館　会議室

③ アーチェリー部会

第１回 令和元年４月２５日(木) 会場：県立スポーツ会館　会議室

④ スペシャルスポーツカーニバル部会

第１回 令和元年６月２０日(木) 会場：県庁北新館　多目的室

⑤ ボウリング部会

第１回 令和元年７月４日(木) 会場：県立スポーツ会館　会議室
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⑥ 水泳部会

第１回 令和元年８月２日(金) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

⑦ 陸上部会

第１回 令和元年９月５日(木) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

⑧ 団体競技部会

令和元年10月１日(火) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

令和元年10月２日(水) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

令和元年10月４日(金) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

⑨ 卓球部会

第１回 令和元年10月８日(火) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

⑩ グラウンド・ゴルフ部会

第１回 令和元年７月２日(火) 会場：県立障害者福祉センター　会議室

※　②から⑩までの各部会において、各大会の運営方法等について協議した。

(6)　指導員会 令和２年１月19日(日) 会場：ラピュタボウル彦根

参加者　：　４４名 ＜４６名＞ ＜　＞は前年度

議題 ○ 令和２年度事業方針等について

○ 令和２年度事業日程（案）について

実技 ○ ボウリング

(7) 表彰選考委員会 令和２年２月１９日(水) 会場：滋賀県農業教育情報センター　会議室

議題 ○ 令和２年度会長表彰にかかる被表彰者の選考について

　　　　　選考結果　：功労賞３名、奨励賞１名、優秀指導者賞２名

２ 第５７回滋賀県障害者スポーツ大会の結果

(1) 個人競技 ＜　＞は前年度

 ① アーチェリー競技 　令和元年5月19日（日） 会場：県立障害者福祉センター　アリーナ、射場

参加申込者数　：５２名  　（身体障害者）　

　＜参加申込者数　：５８名  　（身体障害者）+福井から3名＞

 ② フライングディスク 　令和元年6月2日(日) 会場：水口スポーツの森陸上競技場

競技 参加申込者数　：１４１名　（身体障害者９５名、知的障害者４６名）

　＜参加申込者数　：１８１名　（身体障害者１３３名、知的障害者４８名）＞

 ③ ボウリング競技 　令和元年7月28日(日) 会場：ラピュタボウル彦根

　　 参加申込者数　：５７名  　（知的障害者）

　＜参加申込者数　：５７名  　（知的障害者）＞

 ④ 水泳競技 　令和元年8月25日(日) 会場：県立障害者福祉センター　プール

参加申込者数　：５８名  　（身体障害者２６名、知的障害者３２名）

　＜参加申込者数　：６６名  　（身体障害者３３名、知的障害者３３名）＞

 ⑤ 陸上競技 　令和元年9月29日(日) 会場：布引運動公園陸上競技場

荒天予報のため開催中止

　　 参加申込者数　：２１８名　（身体障害者１２６名、知的障害者９２名）

　＜参加申込者数　：２６９名　（身体障害者１５５名、知的障害者１１４名）＞

 ⑥ 卓球競技 　令和元年11月3日(日) 会場：草津市立総合体育館

参加申込者数　：１８７名（身体障害者９３名、知的障害者８４名、精神障害者１０名）

　＜参加申込者数　：１８９名（身体障害者１０７名、知的障害者７０名、精神障害者１２名）＞

優勝＝大津市　　準優勝＝栗東市　　３位＝高島市

※　県大会　　 参加申込者総数　：７１３名（身体障害者３９２名、知的障害者３１１名、精神障害者１０名）　

　＜参加申込者総数　：８２０名（身体障害者４８６名、知的障害者３２２名、精神障害者１２名）　＞

総合成績 :優勝＝大津市　　準優勝＝東近江市　　３位＝栗東市

精神バレー

バスケ

サッカー・ソフト
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参加者実数　　：　７０８名　　＜７５７名＞

(2) 団体競技

 ア 知的障害者の部

①サッカー 令和元年11月10日(日) 会場：野洲川歴史公園サッカー場　ビッグレイク
参加　：　３チーム・５２名 優勝＝FC滋賀

②バスケットボール 令和元年11月10日(日) 会場：守山市民運動公園　体育館
（男子） 参加　：　６チーム・５７名 優勝＝Ratel

　バスケットボール 令和元年11月10日(日) 会場：守山市民運動公園　体育館
（女子） 参加　：　２チーム・２０名　　　　  優勝＝ラリーガールズ

③ソフトボール 令和元年11月10日(日) 会場：守山市民運動公園　ソフトボール場

参加　：　６チーム・７８名 優勝＝ミラクルスターズ

 イ 精神障害者の部

①バレーボール 令和元年11月9日(土) 会場：県立障害者福祉センター　アリーナ

参加　：　３チーム・３８名 優勝＝しろやまスピリッツ

※　団体競技県大会　参加申込者総数　：２４５名　（知的障害者２０７名、精神障害者３８名）＞

　　　　　　　　　　　　 ＜参加申込者総数　：２３５名　（知的障害者２０３名、精神障害者３２名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 第３８回滋賀県スペシャルスポーツカーニバルの開催

　令和元年7月6日(土） 会場：長浜バイオ大学ドーム 参加申込者数　：２９５名　＜３４７名＞

　

４ 全国障害者スポーツ大会出場選手強化練習会、候補選手・育成選手合同練習会の開催等

(１) 滋賀県選手団役員会

第１回 令和元年5月24日(金) 会場：県立スポーツ会館　会議室

議題 選手強化方針について　　　

議題 各競技別トレーニング計画について 参加：２７名　＜２７名＞

(2) 個人競技(身体・知的障害者) 

① 出場選手合同記録会

第１回 令和元年5月25日(土)会場：水口スポーツの森陸上競技場、障害者福祉センター 他

第２回 令和元年6月22日(土)会場：水口スポーツの森陸上競技場、障害者福祉センター 他

　～第３回   　　　　　6月23日(日)会場：水口スポーツの森陸上競技場、障害者福祉センター 他

※　この他、全国大会に向けて競技別練習会を各競技ごとに９回程度実施

② 候補選手養成事業

○ 第１９回全国大会記録会（候補選手・育成選手）

第１回 　平成31年4月14日(日) 会場：皇子山陸上競技場、障害者福祉センター、ﾗﾋﾟｭﾀﾎﾞｳﾙ彦根

○ 第２０回全国大会合同記録会（候補選手・育成選手）

第１回   令和２年1月25,26日(土日) 会場：水口スポーツの森陸上競技場、障害者福祉センター 他

第２回   令和２年2月15日(土) 会場：水口スポーツの森陸上競技場、障害者福祉センター 他

第３回   令和２年3月15日(日 　　 ※　新型コロナウイルス感染防止のため中止

(3) 団体競技(身体・知的・精神障害者)

　全国障害者スポーツ大会に団体競技で出場を目指す下記競技について、各チームが独自に開催する練

習会・交流試合等の通年強化事業を補助し、競技力の強化を図った。



5

身体障害者 車椅子バスケットボール(76回)、グランドソフトボール(15回)

聴覚障害者 バレーボール(30回)※男女合同

知的障害者 サッカー(33回)、ソフトボール(28回)、男子バスケットボール(48回)・女子バスケットボール(20回

精神障害者 バレーボール(42回) 以上８競技

　　

5 第19回全国障害者スポーツ大会近畿予選会の開催

　令和元年茨城県で開催される第19回全国障害者スポーツ大会団体競技のバスケットボール競技について、

近畿予選会を滋賀県で開催した。

　　日程 　　　令和元年6月9日(日)会場：滋賀県立体育館（ウカルちゃんアリーナ）

男子優勝　　大阪市

女子優勝　　堺市

５ 第１９回全国障害者スポーツ大会への選手団派遣

　茨城県で開催される予定であったが、台風第19号の直撃予報により直前に大会全体が中止となった。

　一部選手団については現地入りしていたため、現地での天候の回復を待って帰県した。

(１) 結団式 令和元年9月19日(木) 会場：ピアザ淡海大ホール

(2) 日程説明会 令和元年10月5日(土) 会場：県立障害者福祉センター　アリーナ

(3) 選手団派遣 令和元年10月10日(木)～10月15日(火) 会場：茨城県（笠松運動公園  他）

※上記の予定であったが、大会中止により、１日早く１４日（月）に帰県した。

派遣選手団 選手：個人競技 ２９名　　　　　　　　　　　　役員：３０名　　計５９名

　　＜　　　　　　　２６名　　　団体１３名　　　　　　３３名　　　７２名　＞　　　　　　　　

成績なし 　　　   　 ＜金１４個　　 銀１８個　　 銅９個　  合計４１個＞

　

６ 協会主催大会（会員交流大会）の開催

(1) 第１５回グラウンド・ゴルフ選手権大会　 令和元年7月20日(土)　会場：長浜バイオ大学ドーム

参加申込チーム数　：　71チーム・２３９名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜７１チーム・２２５名＞

団体の部

優勝＝長浜市Ａ　２位＝大津市G　３位＝長浜市Ｂ　４位＝草津市B　５位＝高島市A

　　　 　　 　ホールインワン賞　２５名　＜３９名＞

(２) 第２２回ボウリング大会 令和２年2月29日(土) 会場：浜大津アーカスラウンドワン

※ 新型コロナウイルス感染防止のため中止

参加申込者数　：　１２１名　　＜１２４名＞

７ 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ための事業として実施。

昨年からの大津会場に加え、東近江市でも5回を開催し、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。

大津会場：大津市におの浜ふれあいスポーツセンター

令和元年５月18日（土）　　参加者114名

　　　　  　８月31日（土）　　参加者110名

　　　　  　10月26日（土）　　参加者104名

　　　　  　12月28日（土）　　参加者75名

令和２年２月22日（土）　　 　参加者97名計500名 ＜年間5回　計228名＞

東近江会場：市立五個荘体育館
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令和元年６月29日（土）　　参加者113名

　　　　  　９月14日（土）　　参加者68名

　　　　  　10月19日（土）　　参加者95名

　　　　  　11月９日（土）　　　参加者64名

　　　　　　12月21日（土）　　 参加者89名計429名

8 障害者スポーツ啓発事業

○　大会等のパネルを県立スポーツ会館エントランスホールに展示するとともに、必要に応じ貸し出しを行い、

　 協会および障害者スポーツのＰＲに努めた。

令和元年６月４日（火）　　会場：皇子山陸上競技場

 　　第４２回滋賀県中学校交歓スポーツ大会　　８２校 ８５４人　　

車いすスラローム・ジャベリックスロー競技補助、ＰＲブース設置：プロジェクター・チラシ配付

○　会員募集チラシを作成し会員を募集するとともに、協会のＰＲに努めた。

○　ホームページを設け、インターネットを通じて広く協会事業等の周知を行った。

　　　　　 　 　 　　　　　　　年間訪問者数　： ６，１７６名　（令和２年３月３１日現在累積者数　５２，２８３名）

８ 会報等の発行

○ 協会要覧の発行 令和元年11月発行 発行部数　1,000部

○ 会報の発行

　　第１０９号 令和元年１２月発行 発行部数　2,７00部

　　第１１０号 令和２年３月発行 発行部数　2,７00部

９ 国体・障スポ関係会議、その他関係団体会議等出席

○　国体・全スポ滋賀県開催準備委員会（倉谷、中村、﨑山、原、赤井、太田各副会長）

○　競技力向上対策本部（倉谷副会長）

○　競技力向上対策委員会（井上事務局長）

○　競技力向上対策本部　障害者スポーツ専門委員会（原副会長、井上事務局長、伊勢坊主査）

○　滋賀県スポーツ協会理事会（倉谷副会長）

○　滋賀県スポーツ推進審議会（太田副会長）

○　総務企画専門委員会（太田副会長、伊勢坊主査）

○　広報・県民運動専門委員会（吉成副主幹）

○　競技運営専門委員会（伊勢坊主査）

○　全国障害者スポーツ大会専門委員会（伊勢坊主査）

○　障害者スポーツ推進事業実行委員会（伊勢坊主査）

○　輸送・交通専門委員会（井上事務局長）

○　募金・協賛推進特別委員会（井上事務局長）

○　パラスポーツチャレンジプロジェクト実行委員会（小林アドバイザー）

○　ワールドマスターズゲームズ2021関西・滋賀実行委員会（倉谷副会長）

○　ワールドマスターズゲームズ2021関西・滋賀実行委員会幹事会（井上事務局長）

○ びわ湖アリーナ整備促進協議会（井上事務局長）

○ ＪＲ堅田駅、ＪＲ近江八幡駅国体・障スポ街頭募金活動（事務局職員）

○ イオンモール草津街頭啓発（県社会参加推進協・事務局職員）

○ 滋賀県立障害者福祉センター運営協議会（倉谷副会長）

○ 滋賀県障害者社会参加推進協議会（井上事務局長）
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