
1 

 

 

滋賀県障害者スポーツ協会  令和２年度事業報告 

【一般会計】 

1.役員会等の開催       

(１) 副会長会 

 月日・場所 主な議題 

第１回 令和２年５月１３日（水） 

農業教育情報センター 

〇令和元年度事業報告について  

〇令和元年度決算について 

〇専務理事の選任について 

〇令和２年度第１回理事会、評議員会の運営について 

第２回 令和２年７月１５日（金） 

農業教育情報センター 

〇滋賀県障害者スポーツ協会の法人化について 

〇９月以降の第５８回滋賀県障害者スポーツ大会等の

実施判断について 

第３回 令和２年９月２０日（日） 

皇子山陸上競技場（役

員室） 

〇今後の県大会・SSC（県委託事業）について  

〇今後の協会主催事業について 

〇県議会国スポ障スポ特別委員会公開ヒアリングにつ

いて 

第４回 令和２年１１月７日（土） 

県立武道館 

〇令和３年度事業日程について  

〇役員改選に伴う専門委員および競技力向上委員に

ついて 

〇令和３年度基金事業について 

第５回 令和３年２月１５日（月） 

農業教育情報センター 

〇令和２年度補正予算について 

〇令和３年度事業計画について 

〇令和３年度当初予算について 

〇規程の見直し・制定について 

〇法人化について 

〇役員の改選について 

 

(２)理事会 

 月日・場所 議 題 

第１回 令和２年５月２０日（新型

コロナ感染防止のため書

面評決）  

〇令和元年度事業報告について  

〇令和元年度決算について 

〇専務理事の選任について 

第２回 令和２年１０月１４日(水)

農業教育情報センター 

〇滋賀県障害者スポーツ協会の法人化について 

〇（報告事項）今後の県大会・SSC と会員交流事業に

ついて検討状況 

第３回 令和３年３月４日（木） 

農業教育情報センター 

〇令和２年度補正予算（案）について 

〇令和３年度事業計画（案）について 

〇令和３年度予算(案)について 

〇規程の見直し・制定について 

〇法人化について 

〇役員の改選について 
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（３）評議員会 

 月日・場所 議 題 

第１回 令和２年６月１日（新型コ

ロナ感染防止のため書

面評決） 

〇令和元年度事業報告について  

〇令和元年度決算について 

〇理事の選任について 

第２回 令和２年１１月７日 (土 )  

県立武道館 

〇理事の選任について 

〇滋賀県障害者スポーツ協会の法人化について 

〇（報告事項）今後の県大会・SSC と会員交流事業に

ついて検討状況 

第３回 令和３年３月１３日（土） 

大津市ふれあいプラザ 

〇令和２年度補正予算（案）について 

〇令和３年度事業計画（案）について 

〇令和３年度予算(案)について 

〇会長の選任、役員の選任同意について 

 

（４）強化委員会  

 月日・場所 議 題 

第１回 令和２年４月１９日（新型

コロナ感染防止のため中

止・書面確認） 

〇候補選手からの選抜について  

〇第２０回全国大会の選手団役員について 

〇強化費配分の基本的な考え方について 

〇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２年１２月１１日(金)  

県立スポーツ会館 

〇令和２年度 団体競技強化費の決定について 

〇令和３年度の強化事業について 

第３回 令和３年３月２７日 (土 )  

県立スポーツ会館 

〇候補選手からの選抜について  

〇第２１回全国大会の選手団役員について 

 

(５)競技力向上委員会         

 月日・場所 議 題 

第１回 令和２年４月２８日（新型コロ

ナ感染防止のため書面確認） 

〇知的障害出場選手枠の増員について  

〇５月の強化練習会の実施判断について 

第２回 令和２年１１月２２日(日)  

皇子山陸上競技場（役

員室） 

〇個人競技出場選手の選出予定人員について 

〇候補選手・育成選手の選出について 

〇各競技別練習会での反省点と課題について 

〇今後の日程および変更について 

ボッチ

ャ部会 

令和２年１１月２２日(日)  

皇子山陸上競技場（役

員室） 

〇競技力向上委員会について 

〇部長の互選について 

〇候補選手・育成選手の選出について 

〇今後の日程および変更について 

スポー

ツコー

チング

講座 

令和２年１１月２２日(日)  

皇子山陸上競技場（役

員室） 

 

参加者 ３０名 

〇２０２５全国障害者スポーツ大会にかかる 

・「大会概要について」 

 講師：県国スポ・障スポ大会課 川嶋正臣氏 

・「競技力向上にかかる取組について 

 講師：県スポーツ課競技力向上対策室 川瀬俊治氏  

第３回 令和３年３月２７日 (土 )  

県立スポーツ会館 

〇候補選手からの選抜について  
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（６）専門委員会 

①専門部長会 

 月日・場所 議 題 

第１回 令和２年 12月 11日（金） 

県立スポーツ会館 

〇令和２年度事業結果等について 

〇令和３年度事業について 

 

 ②各部会 

部会名 開催月日 開催場所 

陸上部会 令和２年８月２５日（火） 県立障害者福祉センター 

水泳部会 令和２年７月３０日（木） 県立障害者福祉センター 

アーチェリー部会 実施せず  

卓球部会 令和２年１０月２０日（火） 県立障害者福祉センター 

フライングディスク部会 実施せず  

ボウリング部会 実施せず  

ボッチャ部会 令和２年６月１９日（金） 県立障害者福祉センター 

グランドゴルフ部会 実施せず  

団体競技部会 

（バスケット、ソフトボール、

精神バレー、サッカー）    

 

実施せず 

 

スペシャルスポーツカ

ーニバル部会 

実施せず  

 

（７）指導員会 

月日 場所 内 容 

令和３年 

１月１６日（土） 

におの浜ふれあいスポ

ーツセンター 

〇令和３年度事業方針について 

〇令和３年度事業日程案について 

〇実技 ゴールボール 

     

（８）表彰選考委員会 

月日 場所 内 容 

令和３年 

２月１５日（月） 

農業教育情報センター 〇令和３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 

 優秀指導者賞 ２ 名 

 

 

２.第５８回滋賀県障害者スポーツ大会の結果 

（１）個人競技 

競技名 開催日・場所 参加申込者数

（人） 

前年度申

込者 

① 

アーチェリー競技 

令和２年５月１７日（日） 

県立障害者福祉センター 

３５  

新型コロナ感染

防止のため中止 

５２ 

 身 52 
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② 

フライングディスク競技 

令和２年６月７日（日） 

水口スポーツの森 

８９ 

新型コロナ感染

防止のため中止 

１４１ 

 身 95 

 知 46 

③ 

ボッチャ競技 

令和２年 7月１２日（日） 

守山市民運動公園アリーナ 

４９ 

同上 

- 

④ 

ボウリング競技 

令和２年８月２日（日） 

ラピュタボウル彦根 

２０ 

同上 

５７ 

 知 57 

⑤ 

水泳競技 

 

令和２年８月２３日（日） 

県立障害者福祉センター 

３１ 

同上 

５７ 

 身 26 

 知 32 

⑥ 

陸上競技 

令和２年９月２０日（日） 

皇子山陸上競技場 

    ８１ 身 36 

       知 45 

２１８※中止 

身 126 

知 92 

⑦ 

卓球競技 

令和２年１１月１日（日） 

草津市立総合体育館 

    ９３ 身 33 

       知 57 

       精 3 

１８７身 93 

 知 84 

  精 10 

※１ ①～⑤については、新型コロナ感染防止のため、県民総スポーツの祭典としての開催を

中止し、別途、下表のとおり全国障害者スポーツ大会への参加希望者のみを招集し、候補選

手選考会を実施した。 

※２ ⑥については、新型コロナ感染防止のため、全国障害者スポーツ大会への参加希望者 

（５８名）のみを招集し、1種目のみの記録計測により実施した。 

※３ ⑦については、新型コロナ感染防止のため、全国障害者スポーツ大会への参加希望者 

（６３名）のみを招集し、ブロック別トーナメント戦で実施した。 

 

県大会に替わる候補選手選考会 

競技名 開催日・場所 参加申込者数 備 考 

① 

アーチェリー競技 

令和２年１０月１１日（日） 

県立障害者福祉センター 

９ 

   身 9 

 

② 

フライングディスク競技 

令和３年１月２４日（日） 

水口スポーツの森 

 １７ 

 身 11  知 6 

 

③ 

ボッチャ競技 

令和２年 7月１２日（日） 

守山市民運動公園アリーナ 

 

９ 

   身 9 

 

④ 

ボウリング競技 

令和２年８月２日（日） 

ラピュタボウル彦根 

８ 

 知８ 

 

⑤ 

水泳競技 

令和２年８月２３日（日） 

県立障害者福祉センター 

２５  

身 10  知 5 
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（２）団体競技 

競技名 開催日・場所 参加申込者数

（人） 

前年度申

込者 

知的障害① 

サッカー 

令和２年１１月８日（日） 

野洲川歴史公園ビックレイク 

新型コロナ感染 

防止のため中止 

３チーム 

５２人 

知的障害② 

バスケットボール（男子） 

令和２年１０月４日（日） 

守山市民運動公園アリーナ 

 

同上 

  ６ 

５７ 

知的障害②（２） 

バスケットボール（女子） 

令和２年１０月４日（日） 

守山市民運動公園アリーナ 

 

同上 

  ３ 

２０ 

知的障害③ 

ソフトボール 

令和２年１０月４日（日） 

守山市民運動公園ソフトボール場 

 

同上 

  6 

７７ 

精神障害① 

バレーボール 

令和２年１１月７日（日） 

県立障害者福祉センター 

 

同上 

  ３ 

３８ 

※新型コロナ感染防止対策の徹底が難しいことから中止し、中止となった令和２年度の近畿大

会出場予定選手を、引き続き候補選手とすることとした。諸事情で候補選手として継続できな

い場合などの対応は、競技力向上委員会で追加を行った。 

 

３．第３９回滋賀県スペシャルスポーツカーニバル 

令和２年７月４日（土）開催を予定していたが、感染症防止対策の徹底が難しいことから中止した。 

 

４.全国大会出場選手強化練習会等の開催 

(１)滋賀県選手団役員会  新型コロナウイルス感染防止のため中止 

（２）個人競技 

①第２０回全国大会出場選手合同記録会 

 日     程 会     場 備 考 

第１回  令和２年５月 23.24.30 日

（土・日・土） 

水口スポーツの森ほか 中 止 

第２回  令和２年６月２７日（土） 水口スポーツの森ほか 中 止 

第３回 令和２年６月２８日（日） 水口スポーツの森ほか  

※第１・２回の中止に伴い、「おうちでトレーニング」動画を Facebookに掲載 

※この他、全国大会にむけて競技別練習会を各競技ごとに実施 

 

②第２０回全国大会記録会（候補選手・育成選手） 

 日     程 会     場 備 考 

第１回 令和２年４月 11.12（土日） 皇子山陸上競技場ほか   中 止 

  

③第２１回全国大会合同記録会（候補選手・育成選手）     

 日     程 会     場 備 考 

第１回  令和３年１月 23.24 日（土・

日） 

水口スポーツの森ほか  

第２回  令和３年２月 14日（日） 水口スポーツの森ほか  
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第３回 令和３年３月 20.21 日（土・

日） 

水口スポーツの森  

 

(３)団体競技 

 全国大会への出場を目指す団体競技は、コロナ禍の中、各チームができる範囲で感染症

対策を講じながら練習会、交流試合を実施した。 

 ・身体障害者：車椅子バスケットボール（48回）、グランドソフトボール（6回） 

 ・聴覚障害者：男子バレーボール、女子バレーボール（22回） 

 ・知的障害者：サッカー（12回）、ソフトボール（15回）、男子バスケット（39回）、 

女子バスケット（-回） 

 ・精神障害者：バレーボール（-回）                  

    

５.第２０回全国大会近畿予選会の開催 

令和２年６月１４日(日)に全国大会鹿児島大会団体競技（ソフトボール競技）の近畿予選会

を滋賀県で開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染防止のため中止した。 

 

６.第２０回全国大会への選手団派遣 

第２０回全国大会鹿児島大会は令和５年（２０２３年）に延期となったため、全国大会に関わ

る行事は中止となった。 

 (１)選手団結団式 令和２年９月２４日(木)  中止           

 (2)日程説明会   令和２年１０月１７日(土)  中止 

 (3)選手団派遣 令和 2年１０月２２日（木）～１０月２７日（火） 中止 

           

７.障害者スポーツコーディネーター設置事業 

 障害者スポーツコーディネーターが、障害者支援施設や障害者雇用企業等を訪問して、

運動・スポーツのニーズの把握や協会事業の情報提供を行い、運動・スポーツに親しむ障

害者のすそ野の拡大や県大会への参加の誘引、２０２５全国大会への機運醸成を図った。 

（コーディネーター訪問活動状況） 

 訪問日 訪問先 

令和２年 

９月１４日 

働き暮らし応援センターりらく（守山市） 

９月１６日 県社会就労事業振興センター（草津） 

９月２４日 県障害者自立支援協議会（近江八幡市） 

９月２８日 湖西地域働き暮らし応援センター（高島市） 

１０月５日 長浜米原しょうがい児者期間相談調整センター（長浜市） 

１０月５日 働き暮らし応援センターこほく（長浜市） 

１０月１５日 大津働き暮らし応援センター（大津市） 

１０月１６日 高島市障がい者相談支援センター コンパス（高島市） 

１０月２２日 東近江圏域 働き暮らし応援センター テキトー（近江八幡市） 

１０月２７日 電気硝子ユニバーサポート（株）（大津市） 

１０月２８日 県南部健康福祉事務所（草津市） 

１１月１２日 高島市障害者自立支援協議会 評議員会（高島市） 

１１月２６日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会就労支援部会（長浜市）  

                                     訪問箇所 １３か所 
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８.会員交流大会の開催 

大会名 開催日・場所 備考 

第１６回グランドゴルフ大会 令和２年１１月２１日（土） 

長浜バイオ大学ドーム 

中止 

 

第２３回ボウリング大会 令和２年１２月１９日（土） 

浜大津アーカスラウンドワン 

中止 

 

第２４回ボウリング大会 令和３年３月１９日（土） 

ラピュタボウル彦根 

参加申込 

     ６７人 

 

９.顕彰事業 

（１）令和２年度協会会長表彰 

令和2年2月19日に開催した表彰選考委員会で障害者スポーツの振興に貢献のあった方々

の表彰を決定、伝達した。（表彰式は新型コロナウイルス感染防止のため中止） 

区分 受賞者（敬称略・順不同） 

功労賞  小泉浩三（守山市） 伊藤優子（豊郷町） 菅野充二郎（湖南市） 

奨励賞 西村秀樹（守山市） 

優秀指導者賞 藤川 進（大津市） 中塚 薫（大津市） 

 

１０.障害者スポーツ啓発事業 

（１）特別支援学校や協会指導員等の依頼に応じて、競技用具、展示用写真パネル、障害者

スポーツ啓発の CDや図書、ルールブック等の貸し出しを行った。 （３８件） 

（２）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。 

（３）ホームページやフェイスブックを設け、広く協会事業等の周知を行った。 

   HP年間訪問者数 ： 6，471件 （令和３年３月３１日現在累積者数 58，754件）  

（４）「滋賀の障害者スポーツガイドブック（平成 29 年）」を更新・再編集し、県内の障害者スポー

ツクラブの情報提供に努めた。 

 

１１.会報等の発行 

第 111号   令和２年１２月発行 発行部数 2,７00部 

第 112号   令和３年４月発行 発行部数 2,７00部 

 

１２.協会の法人化に向けた取組       

組織運営の透明性を高めるとともに、社会的信用を確保していくことも目的として任意団体

である「滋賀県障害者スポーツ協会」を法人化するため必要な調査を行ない、理事会、評議

員会等での意見交換を踏まえて令和３年度中に一般社団法人へと移行する方針を取りまと

めた。 

      

１３.諸会議等の出席 

 滋賀県や各市、関係団体が主催する諸会議に出席し、障害者スポーツ振興の立場から発

言するとともに、情報提供および情報収集を行った。 

○ 国体・全スポ滋賀県開催準備委員会 

○ 同 各専門委員会（総務企画、広報・県民運動、競技運営、全国障害者スポーツ大会、 

輸送・交通、式典・会場）、募金・協賛推進特別委員会 

〇 競技力向上対策本部 

○ 同 競技力向上対策委員会、障害者スポーツ専門委員会 
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○ 障害者スポーツ推進事業実行委員会 

○ 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 

○ 滋賀県スポーツ推進審議会 

○ パラスポーツチャレンジプロジェクト実行委員会 

〇 滋賀県スポーツ協会理事会 

○ 滋賀県立障害者福祉センター運営協議会 

○ 滋賀県障害者社会参加推進協議会 

 

 

【スポーツ振興基金特別会計】 

 

１.障害者スポーツアドバイザー設置事業 

障害者スポーツアドバイザー２名を設置し、チャレンジスポーツ教室や相談業務等を実施し

たほか、県内の小中校を対象に障害者スポーツ選手発掘を目的としたアンケートを行い、その

結果を踏まえて、学校を訪問し、県大会等への参加を誘引するとともに、担当教諭等と障害者

スポーツに関する意見交換、情報収集を行った。 

 

(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等が障害者スポーツに関する様々な相談に応じた。  

相談件数 ：１２件 

 

（２）生涯スポーツ振興事業 

  障がい者スポーツ指導員・市町スポーツ推進員・地域総合型スポーツクラブなどの協力のも

とに、地域における身近なスポーツの機会を増やしてスポーツ人口の増加を図るとともに、生

涯スポーツ活動につなげるための取組を展開した。 

 ①スポーツ広場事業の開催 

会場 開催日（全て土曜日） 参加者 参加 

スタッフ 

参加者 

合計 

大津会場 

（におの浜ふれあいス

ポーツセンター） 

９月２６日、１２月１９日、

１月１６日 

 

１３７ 

 

８２ 

 

２１９ 

栗東会場 

（栗東市民体育館 

８月２２日、９月５日、 

１０月３日、１２月２６日、 

１月３０日、２月２０日 

 

１６９ 

 

 

１５８ 

 

３２７ 

東近江会場 

（五個荘体育館） 

９月１２日、１０月１７日、 

１１月２８日、１２月５日 

 

 

１９７ 

 

９９ 

 

２９６ 

 

合計 

 

  

１３日間 

 

５０３ 

 

３３９ 

 

８４２ 

    ※6月6日、6月20日、8月１日は新型コロナウイルス感染防止のため中止した。 

 

②地区別身体・知的障害者スポーツ大会祝金の交付・・・１団体に交付した。 
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（３）競技スポーツ振興事業 

①競技別チャレンジスポーツ教室の実施 

2025年の全国大会滋賀大会に向けてジュニア層や中途障害者の選手発掘・育成を図るとと

もに指導者の資質向上を図った。  

競技名 開催日 開催場所 参加者数 

水泳 8月9日、9月13日11

月15日、12月20日 

能登川プール 8  

卓球 7月12日、9月13日 県立障害者福祉センター １３ 

フライングディスク 6月28日、3月20日 水口スポーツの森陸上競技場 ５ 

ボウリング 8月22日、9月5日 ラピュタボウル彦根 ４ 

陸上 1月24日、2月14日 

3月20日  

水口スポーツの森陸上競技場 ７ 

5競技 １３日  37  

 

②障害者スポーツに関する学校アンケート  

 県内の小中学校に対して障害のある児童生徒のスポーツ実施状況等についてアンケート調

査を行い、若手選手発掘のための学校訪問の基礎データを収集した。 

学校 アンケート対象校 アンケート回収校 

小学校 ２２２校 ９０校 

中学校 １０６校 ４８校 

 計 ３２８校 １３８校 

           

③選手発掘・すそ野拡大のための学校訪問 

 アンケートを踏まえ、アドバイザーが学校を訪問し、将来にむけた選手発掘や障害者スポーツ

の裾野の拡大を目的とした情報収集や事業ＰＲを行なった。   

学校    訪問校 備考（訪問の成果） 

小学校 ２９校 スポーツ広場への参加（４校）、チャレンジスポーツ教

室への参加（１校） 

中学校 ２５校 チャレンジスポーツ教室への参加（２校） 

 計 ５４校  

           

④指導者のスキルアップ研修補助 

 協会指導員の資質向上を図るため、日本障害者スポーツ協会が開催する研修会や会議に

指導員を派遣し、その経費の一部を助成した。 

派遣研修名 派遣者 備考 

全国障害者スポーツ大会障

害区分判定研修 

１名 主催：（公財）日本障がい者スポーツ協会 

 

⑤障害者スポーツクラブ補助事業 

 ア．競技クラブ設立にかかる補助 

未登録の競技でクラブを設立する場合に、設立年度の活動に補助・・・・実績なし 
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イ．強化指定クラブ補助 

２０２５全国大会にむけて発掘した選手の育成を担うクラブを強化指定クラブとし、経費の

一部を補助した。・・・・1クラブ（対象選手４名） 

 

 ウ．クラブ活動費補助 

協会のクラブ会員として登録しているクラブの活動を支援するため補助金を交付した。 

なお新型コロナウイルス感染対策のため活動を休止、縮小したクラブもあった。 

     （交付団体） 

滋賀友泳会 

滋賀県障がい者卓球連盟 

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 

トップシャトル滋賀  

ＦＣ・ＬＵＴＥＳＴＡＲ ＳＨＩＧＡ 

滋賀県スポーツウエルネス吹き矢協会 

大津市障害者スポーツ協会 

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              以上 11団体  

        

 

２.障害のあるアスリート支援事業 

  全国規模の大会に出場する選手および指導者の活動を支援したが、支援対象となる大会

の中止が見られた。 

 

（１）アスリート等への大会遠征費補助・・・・1クラブ（対象５名） 

 

（２）全国障害者スポーツ大会への視察補助・・・大会延期のため実績なし。 

 

３．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。（新型コロナウイルス感染防

止対策のため人数を絞って募集した） 

〇日程 ： 令和２年８月8日（土）～１０日（祝）の３日間  

〇会場：県立障害者福祉センターほか  

〇修了者 ： ２７名 

         主な受講者：スポーツ推進員、総合型地域スポーツクラブ、           

障害者支援施設、市町福祉担当課、体育施設、養護施設・学

校などから              

       

   

 

【善意基金特別会計】 

     国際大会に出場した者に対して祝い金を贈呈。・・・実績なし 


