
日本知的障がい者ソフトボール連盟 第 10回委員会及び平成 29年度総会  

≪議事録≫ 

 

日時：平成 30年２月 24日（土）  

場所：東京都 四ッ谷「NATULUCK」 

  司会：岩手県 羽藤監督      

   記録：奈良県 由利コーチ     

 

１ 近況報告 

羽藤：まだ残雪があり、屋外での練習は厳しい、1 月から週 1 回の体育館での練習を開始し

ている。スタッフが 2 名脱退し、残りのスタッフで出来る限りのことを行っている。

選手・スタッフの募集をしている。 

猪股：大雪の影響で練習できない日が続くも、選手は全員無事を確認。福井大会に向けて

調整中。福井大会の競技日程については、3 月 15 日に開催日数が決定する予定。FB

にて報告予定。 

渡邊：1 月に県内の試合、今年から支援学校の参加あり、若手で有望株の選手がいた。現在

は月 2 回の練習、中四国大会が 5 月連休、3 月からは毎週 1 回の練習予定。 

橋本：個人的に、今年度異動がありソフトボールに携わっていない、今年度までは、県代

表のコーチをしているが、来年度は関わることが難しい状況。練習はできていない

状況、3 月から再開予定。 

古賀：年末年始にかけて、交流会中心の活動。社会貢献事業でネパールのソフトボールチ

ームへの物品寄付活動に参加、今後連盟との関係拡大につながれば。JAICA からも

情報アップがある。提供可能な道具等があればぜひ協力いただきたい。3 月には岐

阜・福井・三重県との練習試合。県大会・近畿大会へとつなげていきたい。 

角：よくも悪くも変化なく、平穏無事。共に歩む会が運営している綱引き大会が 30 周年、

盛大に開催されほっとしている。 

井上：1 月末に大雪があり、2 月からの練習スタート。新たに高校生が入った、スタッフも

新規参加があり、今後の連盟の活動にも参加していきたい。 

高根：練習予定日ごとに雪の影響で実施できていない。選手の高齢化の影響か 2 名の入院

が相次ぐ。本人はこれまで通りプレーしたいが無理はさせることができないためス

タッフからの調整が必要。3 月には練習試合に参加予定。 

相澤：活動拠点では雪の影響が少なく、練習が実施できている。チームの平均年齢が上が

っている、家庭生活との両立などの課題がある。新たなメンバーを入れての活性化

が必要。ここ 2，3 年高校卒業後の選手が入っていない。学校関係と連携を取りなが



ら、新たな選手の発掘を目指している。 

 

 

２ 第９回委員会後の動向について 

（１）平成 29年度全国障害者スポーツ大会競技規則集の改定について 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（以下：日障協）より、競技規則集の改定作

業について依頼を受けました。来年度については変更無しで回答しました。ただし、

60分ルール撤廃の議論については、ブロック予選会の運営を見極めながら、継続的に

行っていきたいと考えています。 

・改定したルールについては、各ブロックに周知徹底するためにも 5 年度程度継続させて

いく必要がある。昨年のえひめ大会のプレ大会においてルール変更の経緯を教えてほし

いとの要望があったので、説明し了承を得た。ルール変更の経緯について浸透していか

なければいけない。 

走者の離塁について取り扱いについては前回の変更ルール（捕手から投手へ返球し、

セットポジションをとるまでに帰塁すること。帰塁できていない場合、1 度目は警告、2

度目はアウトの宣告）を採用する。 

・前回の役員会の際に議題にあがった、5 イニング制にできないのかという問い合わせにつ

いては連盟としても同意であるが、近畿・関東のブロック予選は 1 日開催で、最多 1 チ

ーム 4 試合という過密スケジュールの状況を説明し、現状では 5 イニング制の実施は難

しいと返答している。今後も選手の健康維持・管理の観点から 2 日開催に向けて交渉し

ていく必要がある。ブロック大会は各県の障害者スポーツ協会にゆだねられており、ル

ール変更の浸透が難しい状況であるが、ANISA では今後のブロック大会運営を連盟で実

施していこうとする一文もあり、60 分ルールに対して変更を求めていきたい。 

・猪股氏：一般ルールの改正がある。本連盟もこれに準ずるためルール改正についての確

認が必要である。各ブロックにも周知していく必要がある。 

（２）第 18回全国障害者スポーツ大会技術指導員の派遣について 

第 18回全国障害者スポーツ大会の技術指導員についてですが、理事長の相澤が引き続

き行うことで日障協に報告します。 

・技術指導員の派遣が内々で打診がある状況。オリンピックの影響で依頼文等がまだない

状況ではあるが、本協会に対しても好意的であり、昨年の大会ではルールの共有や運営

において臨機応変な対応ができたことについても謝辞を受けている。引き続き相澤理事

長が受託する方向である。 

（３）一般社団法人全日本知的障がい者スポーツ協会（以下：ANISA）への加盟について 

ANISAの理事会が、平成 30年１月 13日（土）に東京都渋谷区で行われ、理事長の相澤

が参加してきました。理事会では、本連盟の加盟が正式に認められるとともに、知ソ

連を代表して相澤が理事に就きましたので、報告させていただきます。 



・ANISA の発足式に参加。本連盟にも加盟要請あり、前回の役員会において賛同を経たの

で加盟意思を表明した（1 月 13 日現在）。情報共有、全国障害者スポーツ大会におけるソ

フトボール大会の存続を訴えつつ活動していきたい。 

・ANISA の活動の中に日韓交流プログラムがあり、将来的にはソフトボール競技での参加

も実現するかもしれない。その際には、何らかの形で本連盟も関わっていければ良いの

ではないか。加盟費は数千円の予定、寄付金で賄うことができればと考えている。 

 

３ 今後の活動について 

（１）日本知的障がい者ソフトボール連盟主催東日本及び西日本大会の実施について 

大会の実施について確認事項などがあれば、お願いします。 

・東日本大会：29 年 11 月 26 日、シェルコム仙台で実施。東京・福井・千葉・岩手・宮城

で実施。優勝は東京。宮城県レディースチームと選抜チームの交流試合も体験できた。

30 年度は 4 月 29 日、30 日で開催することが決まっており、現在、岩手・福井・宮城・

三重・神戸が参加予定。昨年同様、仙台市障害者スポーツ協会の協力を頂きながら、仙

台市の支援もあり、使用料 20 万円程度の会場費も減免申請を認めてもらえた。1 チーム

でも多く参加してほしい。 

・西日本大会：11 月 24 日、25 日に、三重県津市の会場で実施予定。宮城県は参加する方

向で調整をすすめている。また、東日本選抜としての参加も検討中である。 

（２）協賛及び寄付の公募について   資料１参照 

昨年度、本連盟の活動に理解のいただける企業・団体に支援していただき、ANISA の

加盟費（１万円程度）を捻出することを確認しました。関係様式も事務局長の高橋さ

んから作成していただきましたので、無理のない範囲で募っていきましょう。 

・寄付金の募集：昨年度の理事会でも募っていくことで合意があった。 

・現状、岩手県の企業で寄付の申し出があり。宮城県の企業でも数件の申し出があった。

ANISA への加盟金として充当していく予定。物品提供、アイシン東北（トヨタ子会社）

社長と振興があり、物品（椎茸）の提供をいただける予定。金額の大小ではなく、賛同

の姿勢を示していただくことが重要であると考える。 

・協賛企業には HP 等で掲載をしていく予定。 

・【参考】様式 1－1、２，３：協賛希望があれば事務局より発行していく。 

・領収書等の内容について 

 バナー登録を積極的にお願いしていくとともに、提供内容については申請時にチェック

し確認していく。 

・寄付金の金額により掲載の大きさを規定しておけばどうか。←大きさは一律で了承して

いただく。 

・バナー掲載については無料の HP では容量の限界がでてくる。年度ごとに削除していかな

ければいけない。広報費として HP 運営費用を計上していければいいのではないか。年間 2



万程度の費用があれば賄える。 

→担当理事と事務局長との連携のもとすすめていく。 

・期間は年度ごとなのか、寄付日から 1 年間なのか。 

→納付日から 1 年間、申請書類でその詳細を記載し、管理していく必要がある。 

・物品の場合の取り扱いも同様の扱い。 

・各大会で完結できるものは大会ごとでどうか？ 

→それぞれのカテゴリーを設定し、対応していく必要がある。 

・後援報告の雛形も作成予定。それぞれの活動報告を年間でまとめて報告をおこなってい

く。 

＜募集の詳細＞ 

   ①協賛金額：個人 1,000 円・商工業者・法人企業 3,000 円 

   ②ホームページへの掲示期間：１年間 

  ＜運営上の事務作業＞ 

   ①依頼・御礼挨拶→事務局 

   ②ホームページへリンク作業→HP管理担当  

 ③次年度への協力依頼 

（３）日障協の競技団体登録について 

今年度より、日障協の競技団体登録について承認を受けましたが、来年度も継続して

登録を行います。事務作業には事務局長の高橋さんに作業のチーフをお願いすること

になりますが、スムーズに処理できるよう、理事・事務局のご協力をお願いいたしま

す。 

・了承 

 

４ 平成 30年度業務分担について（案） 

以下のとおり業務分担を行い、連盟のスムーズな運営を図りたいと思います。皆さん

の御協力をお願いいたします。 

（１）東日本大会担当：羽藤・髙橋み 

（２）西日本大会担当：芝田・濱田 

（３）日本障がい者スポーツ協会・全日本知的障害者スポーツ協会（ANISA）との折衝担

当：相澤・高橋英 

・ANISA 役員会年 4 回の実施予定。相澤理事長が自費にて参加予定 

（４）広報活動（ＨＰ・ＦＢの保守管理及び広報誌の発行）担当：古賀・高根・羽藤・猪

股・由利 

（５）加盟申請担当：角・橋本 

・九州ブロック、鹿児島県へのアプローチをおこなう。地元開催に向けチーム結成。加盟

に向け前向きな姿勢を確認。 



・長崎県：監督が次年度も継続するとのことで加盟を求めていく。 

・サッカー5200、バスケ 1600 に次ぐ 3 番目の加盟数。 

・新規加盟団体の掘り起こしの担当および、新規加盟申請・更新情報も取り扱う。 

（６）庶務・会計（協賛金含）担当：渡邉・猪股・井上 

・次年度予算として、ANISA 加盟金と HP 管理費を支出、寄付金を収入として計上する。 

（７）競技規則の管理担当：相澤・岩藤 

 

５ その他 

（１）チームの加盟ついて  資料２参照 

・千葉県が協会としての加盟、カテゴリーとしては？個別チームであげることはできない

か？ 

→今後千葉県との情報共有を経たうえで団体としての登録を依頼していく。 

・加盟チーム同士の交流および、活動参加希望の選手にとっても代表者名と連絡先の掲示

が必要ではないか。 

→フリーアドレスなどを活用のうえ極力掲示できるよう求める。 

・加盟申請及び更新まで担当でするか？ 

→新規・更新の担当：橋本（東日本：東北、北信越、東海）、角（西日本：近畿、中四国、

九州）で分担し、データを集約のうえ事務局へ報告する。 

・返信ない場合の扱いをどうするか？ 

→返信がない場合は変更なしと扱うこととする。 

→中四国の地域でも参加可能な大会運営ができれば意識もかわるのではないか。 

・今後の展望として、例えば、ブロック協議会を設立し、ブロック間での情報共有の場を

設置していく必要があるのではないか。加盟団体の意識変革と更なる交流を求めていく 

・任意団体のままではなく、日本ソフトボール協会の傘下に入っていくような働きかけも

必要。他協議は全国組織の知的障害部門が作られ連携が図られている。 

→車いすソフトボール協会とも協定を結んで JSAにアプローチしてもいいのではないか。 

・更新期限は 6月末とする。 

 

□スポーツブル 

・ANISA役員 元電通社員の若菜氏企画のスポーツ情報ツール（ＳＮＳ）。 

・ANISAの情報ツールとしてスポーツブルを活用していく。加盟団体にもリンクし活用して

くださいとのこと。無料での利用できる。 

・知ソ連としては、内容を確認しながら検討していく。 

→3月下旬の理事会での情報を広報担当の古賀に送付するので活用を決定していく。 

 

６ 平成 29年度総会 



議 案 

（１）平成 29年度事業報告  資料３参照 

・資料３を事業報告として、日障協へ報告する。 

（２）平成 29年度会計報告 

今年度は連盟として収支共に発生しなかったこともあり、監査は行わないことで確

認します。 

・西日本大会・東日本大会の会計報告を日障協へ報告するが、連盟としては収支ともに発

生していない。 

（３）平成 30年度活動計画  資料４参照 

・ウィングカップより後援依頼があった。今後は猪股氏が窓口となり、主催協会と連携を

とっていく、次年度開催日：第 44 回は 7 月 14 日、15 日。第 45 回は 10 月 27 日。 

・今後も様々な後援依頼があればできる範囲での協力をしていく。 

・東日本交流大会であったが、交流を除き東・西日本大会に名称を統一する。 

（４）平成 30年度会計予算（案） 

平成 30年度も、収支共に予算計上の予定はありません。 

・収入：寄附金、支出：ANISA加盟金 1万円、HP管理費 1万 5千を計上する。 

（５）新役員及び事務局員の選出  資料５参照 

今年度は役員改選の年度になります。新理事長及び副理事長、事務局長の選任につ

いて審議してください。 

・次年度の役員について 

理事については 2年任期なので再任だが、再来年度は改選期により、理事長の改選も検

討してはどうか。 

 →奈良県・濱田氏に依頼していけたらと考えている。 

 事務局：宮城県 庄司さん家庭の事情で役員を辞退とのこと 

     岩手県 関山さん家庭の事情で役員を辞退とのこと 

 →事務局は、平成 30年度は 4名体制で行う。東京都のコーチにも声掛けしていく。 

 ・役員名簿について 

古賀：ドコモアドレス消去 

 高橋英：アドレス修正あり 

 猪股：携帯電話番号追加 

 

次回理事会：全国障害者スポーツ大会ふくい大会の際、打ち合わせをする。 


