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令和２年度事業報告書 
 

【事業概要】 

地域を基盤とした障がい者スポーツを推進するため、指導員の育成・派遣による

障がい者スポーツの普及や、活動費助成事業等による競技団体支援を行った。 

  また、競技スポーツとしての側面を推進させるため、指定強化選手の活動を支援

するとともに、新たなアスリート発掘のための事業に取り組んだ。 

こうした取り組みを通じて、障がいのある人たちへのスポーツ活動への参加を促

進するとともに、障がい者に対する県民の理解促進を図った。 

 

【実施事業】 

《公益目的事業》 

［公１：障がい者のスポーツ活動の振興］ 

１．全国障害者スポーツ大会強化派遣事業 

（１）第２０回全国障害者スポーツ大会選手派遣 

①派遣選手選考会 

・期  日  ６月１６日（火） 

・会  場  いきいきプラザ島根 

②強化練習会 

   ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

③派 遣 

   ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため派遣中止 

 

２．島根県障がい者スポーツ大会開催事業 

（１）第２１回島根県障がい者スポーツ大会の開催 

  開催を予定した以下の全ての競技会を新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

①ボウリング、水泳競技会 

②陸上競技会 

③卓球、アーチェリー競技会 

④フライングディスク競技会 

⑤ボッチャ競技会 

⑥ソフトバレーボール競技会 

⑦グラウンド・ゴルフ、ソフトボール競技会 

⑧バドミントン競技会 

 

（２）ボッチャ審判技術向上研修会 

  ボッチャ競技の円滑な試合進行、審判のための知識・技能・心得の習得を図るこ

とを目的として研修会を開催した。 

・期  日  ３月６日（土） 

・会  場  古志スポーツセンター（出雲市） 

・参 加 者  １９名 
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３．島根県障がい者スポーツ大会実行委員会の開催 

 ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

４．選手強化育成事業 

（１）地域におけるスポーツ活動振興事業 

派遣数：７件 

内 容：下記のとおり 

期 日 派遣場所 競技名 対象者 

11 月 5 日（木） 荒木小学校（出雲市） ボッチャ 一般（児童）

11 月 13 日（金） 乃木小学校(松江市) ボッチャ 一般（児童）

11 月 27 日（金） 佐世小学校(雲南市) ボッチャ 一般（児童）

1月 20 日（水） 玉湯公民館(松江市) ボッチャ 一般 

2 月 4 日（木） 西野小学校(出雲市) ボッチャ 一般（児童）

2月 8 日（月） 島田小学校（安来市） ボッチャ 一般（児童）

2月 22 日（月） 高浜小学校（出雲市） ボッチャ 一般（児童）

 

（２）トップアスリート発掘支援事業 

①伴走ボランティア養成講習会の開催 

   ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  ②スポーツ教室（陸上競技） 

   ・期 日  ３月１４日（日） 

   ・場 所  県立浜山体育館 

   ・参加者  選手１０名 指導者８名 

（３）トップアスリート強化支援事業 

[強化活動実績] 

   川本健太選手（卓球） 

期 日 場 所 内 容 備 考 
10 月 3 日（土） 

～  
10 月 4 日（日） 

サン・ヴィレッジしばた（新

潟県） 

パラ FID ジャパン・年代

別オープン卓球大会 2020 

新型コロナウイルスの影響

により中止 

12 月 12 日（土） 

～  
12 月 13 日（日） 

神奈川県立スポーツセンタ

ー（神奈川県） 

パラ FID ジャパン・チャ

ンピオンシップ卓球大会 

 

・予選リーグ（全 74 選手）

1位通過 

・決勝 T（全 38 選手） 

1 回戦敗退 

3 月 6日（土） 

～  
3 月 7 日（日） 

神奈川県立スポーツセンタ

ー（神奈川県） 

パラ FID ジャパン・チャ

ンピオンリーグ卓球大会

2020 

新型コロナウイルスの影響

により中止 

 

５．団体強化派遣事業 

（１）団体強化練習会の開催 

・各競技団体において実施 

 [強化競技] 

  男子バスケットボール、女子バスケットボール、バレーボール、 

  男子サッカー、男子ソフトボール 

（２）中国四国ブロック予選会への派遣 

  ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため予選会中止 
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６．障がい者スポーツ活動支援助成事業 

（１）助成内容（令和２年度助成分） 

助成決定団体数 ３２団体 

助成総額  １,４９８,５００円 

助成団体名等 下記のとおり 

 団体名 事業名 
交付額

（円） 
備考 

1 島根県知的障がい教育学校運

動部活動連絡協議会 

島根県特別支援学校総合体育大会 
36,000  

2 大田市障がい者関係団体連絡

協議会 

大田市障がい者スポーツ大会 
0 事業中止 

3 大田市身体障がい者福祉協会 温泉津・仁摩地区身体障がい者スポーツ大会 26,000  

4 島根県身体障害者アーチェリ

ー協会 

第 42 回中・四国身体障害者アーチェリー競技

大会 
0 事業中止 

5 オーストリッチクラブ オーストリッチクラブ（障がい児者の陸上競

技練習活動） 
72,000  

6 隠岐障がい者スポーツ振興会 隠岐地区における障がい者スポーツ機会の拡

充事業 
44,000  

7 浜田市身体障害者福祉協会 ボッチャ交流会開催事業 20,000  

8 雲南障がい者スポーツ協会 雲南障がい者スポーツ大会・グラウンドゴル

フ大会及びニュースポーツ大会の開催 
71,000  

9 島根オロチビート浜田 ブラインドサッカー普及活動 -障がい者の社

会参加と県民の障がい理解を深めるために- 
150,000  

10 NPO 法人リバーサイドスポーツ

クラブ 

しまね地域交流バドミントン出雲大会 
98,000  

11 特定非営利活動法人出雲スポ

ーツ振興 21 

①サン・アビ DE スポレク 

②サン・アビオープン卓球大会 
0 事業中止 

12 江津市障害者スポーツ協会 スポーツ大会（グラウンドゴルフ、ボウリン

グ、フライングディスク、ボッチャ） 
85,000  

13 サークル雲南 障がい者のスポーツ活動事業 41,500  

14 島根県障害者水泳クラブ 水泳を通しての身体・精神力の向上と社会規

範の習得 
30,000  

15 益田市身体障害者福祉協会 地域における障がい者スポーツ交流事業 53,000  

16 益田市障害者スポーツ協会 地域における障がい者スポーツ交流会開催事

業 
53,000  

17 松江市障害者スポーツ協会 地区障がい者スポーツ協会事業活動 42,500  

18 島根県ろうあ連盟 フットサ

ル部 

聴覚障害者フットサルの普及・啓発事業 
36,000 縮小 

19 島根県ろうあ連盟 ボウリン

グ部 

中国・四国地区ろうあ者体育大会の選手派遣

及び定期練習会 
36,000 縮小 

20 島根県ろうあ連盟 卓球部 中国・四国地区ろうあ者体育大会の選手派遣

及び定期練習会 
0 事業中止 

21 島根県ろうあ連盟 グラウン

ド・ゴルフ部 

中国・四国地区ろうあ者体育大会の選手派遣

及び定期練習会 
42,500 縮小 

22 公益社団法人 島根県視覚障

害者福祉協会 

タンデム自転車体験会 
20,000  

23 出雲市身障者福祉協会 各種スポーツ大会及び教室開催 0 事業中止 

24 島根風来坊バドミントンクラ

ブ 

障がい者のバドミントン普及 
68,000  

25 特定非営利活動法人 斐川体

育協会ひかわスポーツ夢クラ

ブ 

スポらく教室 

98,000  

26 Do the sea Do the sea サーフィンスクール事業 98,000  

27 松江市精神障がい者家族会協

議会 

ソーシャルフットボールサークル活動 
48,000  

28 BMAC 障がい者スポーツの普及と強化 98,000  

29 島根県テニス協会 PLAY＆STAY プログラムによるミニテニス活

動 
60,000  
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30 スペシャルオリンピック日本・

島根 

スキルアップコーチクリニック 
0 事業中止 

31 邑智郡障がい者スポーツ協会 邑智郡障害者スポーツ大会等運営事業 72,000  

32 城東公民館運営協議会 ジョレク‘20 0 事業中止 

※事業中止及び縮小の理由は、新型コロナウイルス感染拡大防止対応による 

 

７．スポーツ教室の開催  

（１）スキー・スノーボード教室の開催 

  ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（２）ボッチャ競技審判員養成講習会への派遣 

  ・第１回：期 日  ３月２０日（土） 

       会 場  新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンライン開催 

       参加者  １名 

  ・第２回：期 日  ３月２１日（日） 

       場 所  新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンライン開催 

       参加者  ２名 

 

［公２：障がい者のスポーツ活動に関する調査研究及び啓発広報］ 

１．「障がい者スポーツの集い」の開催 

（１）しまねレクリエーション・フェスティバル 

（島根県スポーツレクリエーション祭） 

① 松江会場 

 ・期 日  １０月３日（土） 

・会 場  松江市総合体育館（松江市） 

・内 容  車いす体験、ボッチャ体験 他 

・参加者  ３７３名 

② 浜田会場 

  ・期 日  １１月２８日（土） 

・会 場  島根県立体育館（浜田市） 

・内 容  車いす体験、ボッチャ体験 他 

・参加者  １５９名 

③ 協力者会議 

  しまねレクリエーション・フェスティバル及び島根県スポーツ・レクリエーシ 

ョン関係団体連携・協働推進研修会等の打合せを行った。 

  ７月１日（水）、８月６日（木）、９月９日（水）、１０月１４日（水） 

１１月１３日（金）、１２月２３日（水）、３月１７日(水) 

 

２．広報啓発活動 

ホームページの運用 

   ホームページを活用し、障がい者スポーツに関することや本会が実施する事業

に関する情報を広く一般に公開した。 
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３．障がい者スポーツ功労者等の表彰（全国・県） 

（１）生涯スポーツ功労者文部科学大臣表彰 

   佐藤 幸一氏（松江市） 

（２）日本障がい者スポーツ協会表彰 

功労章 森次 サフメ 氏（邑南町） 

（３）島根県障害者スポーツ協会表彰 

優秀選手賞 川本 健太 氏（松江市） 

 

４．障がい者スポーツ関係者会議 

  地域でのスポーツ振興、トップアスリートの発掘育成、支援者の活用方法等につ

いて、関係機関・団体等が開催する会議等に随時出席し、連携を深めた。 

①文部科学大臣表彰候補及び島根県各種功労者表彰候補選考委員会 

 ・期 日  ６月８日（月） 

  ・会 場  島根県庁分庁舎 教育委員室 

②島根県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会準備委員会設立総会 

  ・期 日  １０月２日（金） 

  ・会 場  島根県民会館大ホール 

③島根県スポーツ奨励賞選考委員会 

  ・期 日  １２月１４日（月） 

  ・会 場  島根県庁６階 ６０３会議室 

④岸清一地域スポーツ表彰選考委員会 

  ・期 日  ２月１０日（水） 

  ・会 場  ＴＳＫ本社 

 ⑤東京２０２０オリンピック聖火リレー島根県実行委員会 

  ・期 日  ２月１７日（水） 

  ・会 場  県庁講堂 

 ⑥しまね広域スポーツセンター企画運営委員会 

  ・期 日  ２月２４日（水） 

  ・会 場  松江市総合体育館 

 ⑦障がい者スポーツ協会・競技団体・指導者協議会合同会議  

  ・期 日  ３月１２日（金） 

  ・会 場  オンライン 

⑧島根県スポーツ推進審議会 

  ・期 日  ３月１７日（水） 

  ・会 場  島根県市町村センター 

 ⑨中国・四国障がい者スポーツ協会協議会 

障がい者スポーツ中・四国ブロック連絡協議会  

   ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
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［公３：障がい者のスポーツ活動の支援者育成］ 

１．障がい者スポーツ指導員活動の強化支援 

（１）障がい者スポーツ指導員養成研修会の開催 

   ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（２）障がい者スポーツ指導者協議会との連携・協働 

スポーツ活動振興事業における指導者派遣等において、随時連携を図った。 

 

２．障がい者スポーツボランティアの推進 

（１）障がい者スポーツボランティアバンクの運営・広報 

（２）各種大会等へのボランティアコーディネート 

 

[法人運営] 

１.理事会の開催 

（１）第２７回理事会  書面決議 

・期 日  ６月１２日（金）※決議があったものとみなされた日 

  ・議 題  第１号議案 令和元年度事業報告について 

第２号議案 令和元年度決算について 

第３号議案 評議員候補者について 

第４号議案 役員候補者について 

第５号議案 定時評議員会の日時、場所、目的である事項について 

  ・報 告  令和元年度財産運用状況報告 

（２）第２８回理事会  書面決議 

 ・期 日  ７月１日（水）※決議があったものとみなされた日 

  ・議 題  第１号議案 理事長、副理事長及び常務理事の選任について 

第２号議案 基本財産の一部取り崩しについて 

第３号議案 令和 2年度補正予算(案)について 

第４号議案 臨時評議員会の開催、目的について 

（３）第２９回理事会の開催 

・期 日  ３月２５日（木） 

・場 所  いきいきプラザ島根 

  ・議 題  第１号議案 令和３年度事業計画(案)及び予算(案)について 

第２号議案 基本財産の一部取り崩しについて 

第３号議案 令和３年度財産運用計画(案)について  

第４号議案 理事の補充選任候補者について 

第５号議案 事務局規程の改正について  

第６号議案 公印管理規程の制定について  

第７号議案 臨時評議員会の開催、目的である事項について  

・報 告  （１）代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告 

（２）第 22 回島根県障がい者スポーツ大会の開催について 

（３）財政的援助団体等監査の結果について 
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２.評議員会の開催 

（１）第１２回評議員会  書面決議 

  ・期 日  ６月２９日（月）※決議があったものとみなされた日 

  ・議 題  第１号議案 評議員の選任について 

第２号議案 役員の選任について 

第３号議案 令和元年度決算について 

  ・報  告  令和元年度事業報告について 

（２）第１３回評議員会  書面決議 

  ・期 日  ７月１７日（金）※決議があったものとみなされた日 

  ・議 題  第１号議案 基本財産の一部取り崩しについて 

 

３.監査会の開催 

・期 日  ５月１５日（金） 

  ・場 所  いきいきプラザ島根 

  ・監査事項  令和元年度島根県障害者スポーツ協会事業報告 

令和元年度島根県障害者スポーツ協会決算 

 

４．自主財源の確保：賛助会員の拡大 

 企業・団体及び個人を問わず広範囲にわたり加入協力を依頼し、障がい者スポーツ

を振興するための資金確保に努めた。 

 期間：１１月～２月 

賛助会費 個人 団体 

口  数 ４５６口  ５３口 

金  額 ９１３，６１０円 ５３４，０００円 

合  計 １，４４７，６１０円 

 


