滋賀県障害者スポーツ協会

令和３年度（４月～9 月）事業報告

昨年度に引き続き令和３年度もコロナ対策に万全を期して事業を実施したが、８月頃から医
療現場を含めた感染状況が厳しさを増し、８月２６日には滋賀県も緊急事態宣言の対象地域
となり、宣言が解除された９月３０日までの間に予定していた県障害者スポーツ大会（陸上競
技）など各種の事業は中止せざるを得なくなった。
更に、全国的な感染の爆発的な拡大の中、１０月に予定されていた三重県とこわか大会（第
２１回全国障害者スポーツ大会）が中止となり、茨城大会、鹿児島大会に続く３年連続の中止
という異例事態は出場予定選手に大きな失望を与える結果となってしまった。
コロナ禍は１０月以降、漸く沈静化の兆しが見え始め、１０月以降の県大会等は開催できる
状況である。
一方こうした中、８月２４日から開催された２０２０東京パラリンピックでは、滋賀ゆかりのアスリ
ート１２人が出場。木村敬一選手（水泳）や宇田秀生選手（パラトライアスロン）がメダルを獲得
したほか、それぞれの選手が３年後のパリパラリンピックにつながる健闘を見せ、県民の障害
者スポーツへの関心は大いに高まり、２０２５全国障害者スポーツ大会への気運の醸成にもつ
ながったものと考える。
また、昨年度から評議員会、理事会で諮ってきた協会の法人化については、１０月１日に一
般社団法人の設立登記が完了した。法人となった協会は、これまでの業績を継承し、障害者
スポーツの普及・振興に取り組むことを通じて、障害者の健康の保持増進と社会参加の促進
ならびに競技力の向上を図るとともに、活力ある共生社会の実現に貢献していく。
法人化前の滋賀県障害者スポーツ協会として令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで
に取り組んだ事業は下記のとおりである。

【一般会計】
1.役員会等の開催（４月～１１月）
(1) 正副会長会
日程
第１回/令和３年５月１１日（火）

第２回/令和３年７月３１日（土）
第３回/令和３年９月９日（木）

主な審議事項
（１）副会長、専務理事の選任案について
（２）令和２年度事業報告について
（３）令和２年度決算について
（４）法人化について
（５）専門委員会、競技力向上委員会等のあり方に
ついて
（６）その他
（１）法人の名称について
（１）法人への移行について
（２）令和３年度補正予算について
（３）その他

第４回/令和３年１１月１２日（金）

(2)理事会・評議員会
（理事会）
日程
第１回/令和３年５月１８日（火）

第２回/令和３年９月１７日（金）
（書面議決）
第３回/令和３年１１月１９日（金）

（１）令和３年度事業報告について
（２）令和３年度決算について

主な審議事項
（１）副会長、専務理事の選任について
（２）令和２年度事業報告について
（３）令和２年度決算について
（１）一般社団法人滋賀県障害者スポーツ協会設立
の決議について
（２）令和３年度９月補正予算について
（１）令和３年度事業報告について
（２）令和３年度決算について

（評議員会）
日程
第１回/令和３年５月２２日（土）

第２回/令和３年９月２５日（土）
（書面議決）
第３回/令和３年１１月２７日（土）

主な審議事項
（１）令和２年度事業報告について
（２）令和２年度決算について
（３）理事の選任同意について
（１）一般社団法人滋賀県障害者スポーツ協会設立
についての決議について
（２）令和３年度９月補正予算について
（１）令和３年度事業報告について
（２）令和３年度決算について

（３）強化委員会 （下期に実施予定）
（４）競技力向上委員会 （下期に実施予定）
（５）専門委員会 （下期に実施予定）
（６）指導員会 （下期に実施予定）
（７）表彰選考委員会 （下期に実施予定）

２.第 59 回滋賀県障害者スポーツ大会の開催
競技名

スポーツフェスタの部
月日・場所

全国大会選考会の部

参加申込者

月日・場所

数
卓球

６月 12 日（土）

数（前年度）
５０

野洲市総合体育館
陸上

６月２６日（土）
７月３日（土）

ディスク

長浜バイオ大学ドーム

ボッチャ

７月２４日（土）

（１１月６日（土））
草津市総合体育館

５７

水口スポーツの森
フラ イ ング

参加申込者

９月１８日（土）
皇子山陸上競技場

６７

（１０月２日（土））
水口スポーツの森

４５

（１０月３１日（日）PM）

８９
（９３）
１１７※中止
（８１）
６４
（８９）
１４

YMIT アリーナ
水泳

信楽体育館
（１０月９日（土））
県立障害者福祉センター

アーチェリ

（１０月９日（土））

ー

県立障害者福祉センター

ボウリング

（１０月２日（土））

（４９）
３８
（３１）
１２
（３５）
４０

ラピュタボウル彦根

（２０）

バスケット

（１１月１４日（日））

５４

ボール

守山市民体育館（決勝）

バレーボ

（１１月６日（土））

１９

ール

県立障害者福祉センター

（０）

サッカー

（１１月１４日（日））

３８

野洲川歴史公園サッカー場

（０）

ソフトボー

（１１月１４日（日））

１１１

ル

守山市民運動公園

（０）

（０）

３.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 新型コロナウィルス感染防止のため中止
（２）個人競技
①第２１回全国大会出場選手合同記録会
日程
会場
第 1 回/３年４月２４日（土）２５日（日）
水口スポーツの森ほか
第 2 回/３年５月２９日（土）
水口スポーツの森ほか
第 3 回/３年５月３０日（日）
水口スポーツの森ほか
※ この他、全国大会に向けて競技別練習会を各競技ごとに実施
②第２２回全国大会候補選手合同記録会 （下期に実施予定）
日程（予定）
会場（予定）
第 1 回/４年１月２２日（土） 練習会
皇子山陸上競技場ほか
第 2 回/４年２月１３日（日）１９日（土） 練習会
皇子山陸上競技場ほか
第 3 回/４年３月１２（土）１３（日）１９（土） 記録会
皇子山陸上競技場ほか
(３)団体競技
全国大会への出場を目指す団体競技は、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、競技力の強化を図る。（実施中）
・身体障害者：車椅子バスケットボール、グランドソフトボール
・聴覚障害者：男子バレーボール、女子バレーボール
・知的障害者：サッカー、ソフトボール、男子バスケットボール、女子バスケットボール
・精神障害者：バレーボール

４.第２１回全国大会近畿予選会の開催
全国大会三重大会団体競技（サッカー競技）の近畿予選会は６月６日に予定していたが、
新型コロナウィルス感染防止のためオンライン抽選会として実施。
・日程 令和３年６月１９日(日) 会場：滋賀県庁スポーツ課会議室

５.第２１回全国大会への選手団派遣
新型コロナウイルス感染防止のため中止

６.スペシャルスポーツ広場事業の開催
障害者が身近なところで気軽にスポーツに親しめる機会づくりとして、昨年度より１会場
増やし４会場に拡充してスペシャルスポーツ広場事業を実施する。
・対象：県内在住の障害者・付添人
・メニュー：フライングディスク、ボッチャ、卓球・卓球バレー、レクリェーションスポーツなど
地域

会場

大津湖南
地域
東近江地
域
湖北地域

大津市におの浜 7/31
ふれあい SC
8/28（中止）
五個荘体育館
6/5

高島地域

実施日

長 浜伊香ツイ ン 7/1
アリーナ
9/11（中止）
新旭体育館
5/8

参加人数
（参加者・スタッフ・計）
参３６ ス３８ 計７４

備考

参４６ ス３６ 計８２

12/11，2/26 予定

参１８ ス５０ 計６８

11/13 予定

参８６ ス 5７ 計１４３

10/30 予定
12/4 予定（安曇川体育館）

（10/30 参加予定者を含む）

1/29 予定

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、障害者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者の誘引、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 訪問箇所７か所）
訪問日
訪問先
令和３年６月１１日 甲賀地域働き・暮らし応援センター（甲賀市）
６月１７日
カルビー（株）（湖南市）
６月２４日
働き・暮らしコトー支援センター（彦根市）
７月１３日
湖東地域連絡協議会（ハローワーク彦根）
７月１４日
安土小学校（近江八幡市）※アドバイザーに同行
８月２３日
働き・暮らし応援センター全体会議（オンライン会議）
８月２７日
長浜米原しょうがい児者基幹相談調整センター

８.顕彰事業
（１）令和３年度協会会長表彰
令和３年２月１５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、9月１８日に伝達した。（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
今江美芳子（大津市） 千代章浩（大津市） 大森 治（守山市）
優秀指導者賞
稲田伸子（大津市） 山口正彦（東近江市）

９.会員交流大会の開催（下期に実施予定）
予定 （１）大津会場 令和３年１２月１８日（土） 大津 ラウンドワン
（２）彦根会場 令和４年３月５日（土） 彦根 ラピュタボウル

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。 （８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 ９月末訪問者数 ： 3,642 件 （令和３年９月３０日現在累積者数 62,936 件）

１１.会報等の発行（下期に実施予定）
予定（１）会報の発行 第１１３号 令和３年１２月発行 発行部数 ２，７００部
第１１４号 令和４年 ３月発行 発行部数 ２，７００部
予定（２）協会要覧の発行
令和３年１２月発行 発行部数 １，０００部

１２.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。（一部書面会議あり）
○ 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
○ 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を２名設置し、スペシャルスポーツ広場の企画、運営
を行ったほか、特別支援学級（学校）等を訪問。選手発掘にむけた様々な相談に
応じるとともに情報提供を行った。
※相談件数 １３件

2. 生涯スポーツ振興事業
（１）障害者スポーツクラブ補助事業
・協会に登録しているクラブの活動は、コロナ禍の中、９団体にとどまっているが
、下期において実績を確認して補助を行なう。
（２）地区別身体・知的障害者スポーツ大会祝金の交付
・実績なし

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
7/25、8/8
水泳
能登川プール
１０
卓球
7/11
県立障害者福祉センター
１１
フライングデ 1/22，2/19，3/19予定
水口スポーツの森陸上競技場
ィスク
ボウリング
7/10，8/7
ラピュタボウル彦根
６
1/22，2/19，3/19 予定 水口スポーツの森陸上競技場
陸上
（２）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（前年度） 備考（訪問の成果）
小学校
７校（２９）
スポーツ広場への参加（２校）、チャレンジスポーツ
教室への参加（２校）
中学校
０校（２５）
計
７校（５４）
新型コロナウイルス感染防止のため4～5月、８～９月は訪問活動を中止
(３)大会遠征費補助 実績なし
（４）全国大会への視察 全国大会中止のため実績なし

４．指導者養成事業
（１）初級指導者養成事業
県内に在住・在勤・在学する18才以上の者を対象に、(公財)日本障がい者ス
ポーツ協会の初級障がい者スポーツ指導員資格取得カリキュラムを用いて養成
講習会を開催し、指導員資格を授与するとともに、県大会等運営ボランティアの
育成を図る。
・日程 令和３年７月１７日(土)、１８（日）、８月７日
・受講者定数 ３２名
（２）指導者研修事業

実績なし

（３）指導者募集事業
全国大会が３度にわたって中止となり、２０２５滋賀大会にむけた指導者の発
掘が懸念されるため、競技団体、スポーツ指導者協議会、総合型地域スポーツ
クラブ、市町スポーツ推進委員協議会、医療福祉関係団体、小中高校教員等
に対して指導員募集を呼び掛けた。

【善意基金特別会計】
1.国際大会出場祝金
東京パラリンピックに出場した本県ゆかり１１人のアスリートに祝金を送った。
2.公用車の購入
公用車の更新のため公益財団法人ダイトロン福祉財団の助成金に応募したが、獲得
に至らなかった。

