
平成３０年度 公益財団法人大分県体育協会臨時評議員会 

日 時：平成３０年５月１４日（月）１０：３０～ 

会 場：大分県医師会館 ６Ｆ研修室Ⅰ 

出 席 者 

(４２名)   堤  聖一  熊谷 和雄  岡松 眞明  結城 順史  中村 哲明  西  明宏  

奥村 正二  衛藤  敬  冨松 秋實   山﨑 隆明  福田  茂  米津 康広

梶川 清明  利光  正  栗林  久  谷上 和年  田中 功一  秋吉 晴夫 

 佐藤慎二郎  吉野 真治  佐藤 士文  梶原 増美  佐藤 重徳  渡辺真由美 

 羽田野浩二  穴井洋一郎  嘉名 竜馬  三木 武夫  藤井  治  大戸 敏雄 

 小畑 春美  甲斐 正寿  安藤 隆治  緒方 幸茂  井上 涼治  小野 哲也

 大海 明治  川野 英樹  臼木 寛章  後藤 栄二  安部 新悟  佐藤 直樹 

欠 席 者 

（２３名）   五十川浩二  池田 進一  坪井 浩二  山口 次男  加藤 裕三  大野 成臣  

        波津久郁生  大石 祥一  河津 龍治  三宅 文子  山田 昌信  丸山野康弘   

        麻生 純二  高山英一郎  別所健太郎  後藤 幸正  曽我 圭司  後藤  佑   

        久保田 勲  秋吉 勝彦  藤原 直也  衛藤 欣哉  真城 孝之   

資格確認   

伊藤総務部長が出席者４２名で、定数の過半数の出席であることから、本会定款第２２条により 

本会が成立することを報告した。 

１ 開会のことば   

伊藤総務部長が開会のことばを述べた。 

２ あいさつ （井上倫明 専務理事） 

     皆様おはようございます、専務理事の井上でございます。本来であれば、広瀬会長が御挨拶申し

上げるところですが、他の公務のため出席が叶いませんでした。広瀬会長から「皆様にはくれぐれ

もよろしく」と言付かってきましたことをお伝えしますとともに、代わりまして一言御挨拶を申し

上げます。

   評議員の皆様方には、何かと御多忙な中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。

また、平素から本会の諸事業の推進に格別の御支援・御協力を賜っておりますことに、厚くお礼を

申し上げます。

  本会は、公益法人へ移行して７年が経過していますが、移行後は理事会が業務執行機関としての

役割を担うのに対しまして、この評議員会は、本会の最高議決機関としての役割を担っており、そ

の権限と責任は大きなものとなっております。

  本年度は、人事異動等によりまして交替した新たな評議員をお迎えし、スタートを切ったわけで



ございます。今後も、皆様方としっかりスクラムを組み、本県のスポーツ振興に当たりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、昨年度末の臨時評議員会において、本会の運営方針等を御説明いたしましたが、その中の 

平成３０年度重点的取組の最初に、「第７３回国民体育大会での目標達成に向けた競技力向上対策

の推進」というのがございます。

     本年の第７３回国民体育大会「福井国体」の目標は、「天皇杯順位１０位台」です。これは、皆

様方御承知のとおり、一昨年前から２年越しの目標であり、いよいよ勝負の年となりました。「チ

ーム大分」の総力を結集し、今年は何としてでも目標を達成しなければなりません。今後も、関係

機関･団体と連携を図りながら、一層の選手強化に取り組んでまいりたいと思います。

     また、本会では、そのほかにも「スポーツ少年団」活動や、「総合型地域スポーツクラブ」育成

の推進など、幅広くスポーツの振興に取り組んでおります。

 評議員の皆様方には今後とも一層の御支援、御協力をお願いいたします。

本日の会議は、役員の選任が主な議題となっております。限られた時間ではございますが、皆様方

には十分な御審議をいただきますようお願い申し上げます。

   結びに、評議員の皆様方の益々の御活躍を祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。 

３ 体育協会事務局員紹介

佐保 宏二事務局長が体育協会事務局員を紹介する。

４ 議長選出 

本会評議員会規程第３条「評議員会の議長は、この評議員会において出席した評議員の中から互選

する」に従い佐保事務局長が議場へ諮ったところ、事務局に一任するとの声が挙がった。そのため

事務局案を佐保事務局長が以記のとおり提案し、全会一致で承認された。 

・大分県高等学校体育連盟  理事長  安部 新悟 氏 

評議員会議事録の署名については、本会定款第２３条第２項に「議長は議事録に記名押印する」と 

名記されている旨を伝えた。 

（安部議長よりあいさつを頂いた。以降は安部議長による進行） 

５ 報告事項 

   （１）評議員の変更について 

   （２）平成３０年度事業報告について 

   （３）各種大会成績について 

佐保局長が上記の事項について、一括して報告。 

以下内容説明。 

   （１）評議員の変更についてです。 

      Ａ４版「平成３０年度臨時評議員会」２～３ページをお開き下さい。評議員の任期については、

平成２７年度に改選期を迎えましたので、本年度は任期４年目の最終年となります。 



      今回は、人事異動等により、任期途中での変更がありましたのでここで報告をいたします。 

      評議員の選任については、定款第１４条により、評議員選定委員会において行うとなっており

ますので、評議員選定委員会を４月２５日に開催し、変更が承認されました。新たな評議員の

方々については、表の右側に☆印を付けております。読み上げてご紹介いたします。 

競技団体です。２ページ下段№２７佐藤慎二郎（さとう しんじろう）県剣道連盟事務局長 

地域スポーツ団体です。３ページ中段№２三木武夫（みき たけお）別府市体育協会事務局員 

№６、大戸敏雄（ねぎ としお） 臼杵市体育協会理事長 

№７、小畑春美（おばた はるみ） 津久見市体育協会事務局長 

№８、甲斐正寿（かい まさとし） 竹田市体育協会事務局次長 

№１０、緒方幸茂（おがた ゆきしげ） 杵築市体育協会事務局長 

№１４、真城孝之（しんじょう たかゆき） 国東市体育協会事務局長 

以上、７名の方々が本年度新たに評議員に選任されましたので、報告いたします。  

続きまして、（２）平成３０年度事業報告について御説明いたします。 

レジュメ４ページをお開きください。本年度に入りましてからの会議や行事などでございま

す。主な所のみ抜粋して御説明させていただきます。 

№４、４月１１日に、本会加盟競技団体事務局長会議を開催いたしました。本年度の運営方針

国民体育大会に係る強化費等補助金の事務手続き等について説明させていただきました。 

５ページの№８、４月１９日に強化指定委嘱状交付式を開催し、強化指定１７３団体、個人３

１名、大分県競技力向上スーパーコーチ６名に対して、広瀬会長が委嘱状を交付いたしました

由布高校ライフル射撃部監督の野畑先生の力強い決意表明、大分県高体連蓑田会長の頑張ろう

三唱により、福井国体での「天皇杯順位１０位台」に向けて気持ちを一つにすることが出来ま

した。 

また、同日の午後は、強化指定校・団体の指導者を対象とした拠点指導者研修会を開催しまし

た。朝日大学の白石豊先生に「本番に強くなる」と題して講演をしていただき、指導者の資質

向上を図ることができたと考えているところです。 

№９ですが、強化指定委嘱状交付式翌日から強化指定校の激励訪問を実施し、学校長、監督、

選手を激励させていただきました 

№１１です。先ほど報告しましたが、４月２５日に評議員選定委員会を開催し、評議員の変更

を承認していただきました。 

№１３、５月１日付の書面決議によって、役員など推薦委員会を開催し、理事の変更について

評議員会への付議を承認していただきました。 

№１５、５月８日に大分県スポーツ少年団委員総会を開催し、平成２９年度事業報告及び決算

や、副本部長の変更などについて審議いたしました。 

平成３０年度事業報告は以上でございます。 

続きまして、（３）各種大会成績について説明いたします。６ページをお開きください。本年

３月１８日から５月８日までの成績です。中学生は全国大会ベスト８以上、社会人・高校生は

九州大会ベスト４以上・全国大会ベスト８以上を掲載しています。本日は、優勝した選手・チ

ームについて紹介いたします。 

６ページ、水泳競技、第４０回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳大会、男子１



４，１５歳１ｍ飛び板飛び込みにおきまして、大分ダイビングクラブの山本馨（やまもと け

い）選手が、男子１５，１６歳２００ｍ及び５０ｍ自由形でＸＹＺ別府の田中大寛（たなか 

たいかん）選手が優勝いたしました。 

セーリング競技、第２９改善九州高等学校選抜ヨット選手権大会、女子 FJ級におきまして、

別府翔青だか校Ａが優勝いたしました。 

７ページ、ハンドボール競技、第４１回全国高等学校ハンドボール選抜大会におきまして、大

分高校女子が優勝いたしました。 

自転車競技、第２１回西日本地区自転車競技大会、男子４０００メートル団体追い抜きにおき

まして、大分県選抜が、男子スプリントにおいて、大分県選抜の甲斐俊祐（かい しゅんす

け）選手が、 ８ページ、男子ケイリンにおきまして、大分県選抜の黒枝咲哉（くろえだ さ

や）選手が、男子総合におきまして大分県選抜が優勝いたしました。 

フェンシング競技、２０１８世界ジュニア・カデ選手権女子フルーレ及び女子カデ・フルーレ 

におきまして、本県出身の上野優佳（うえの ゆうか）選手が優勝いたしました。 

９ページ、ライフル射撃競技、全九州ライフル射撃選手権大会、一般エアライフル立射６０発

におきまして、九州乳業株式会社の三浦哲（みうら さとる）選手が、少年男子ビームライフ

ル立射６０発におきまして、由布高校の生嶋貫司（しょうじま かんじ）選手が、少年女子エ

アライフル立射６０発におきまして、由布高校の西山彩佳（にしやま あやか）選手が、少年

女子ビームライフル立射６０発におきまして由布高校の中村実佑（なかむら みゆう）選手が

優勝いたしました。 

カヌー競技、２０１８カヌースプリントジュニア海外派遣選手選考会兼第２８回府中湖カヌー

レガッタ、女子５００ｍカヤックペアにおきまして、大分豊府高校の赤石遥（あかいし はる

か）、原千遥（はら ちはる）ペアが優勝いたしました。 

その他の成績につきましては、後刻御確認いただきたいと思います。各種大会の成績につきま

しては以上でございます。 

６ 議事 

議案１ 平成２９・３０年度役員の選任について 

佐保事務局長が上記の事項について説明した。以下説明内容。 

       それでは平成３０年度役員の選任につきまして、説明いたします。１１ページをお開きくだ

さい。本会役員の任期は２年で、昨年度が改選期でございました。本年度は任期２年目に当た

りますが、人事異動等によりまして表の平成２９年度の欄に記載されている方々から辞任届が

提出されました。諸規定に則りまして、先ほど平成３０年度事業報告で説明いたしましたが、

５月１日付けの書面決議により、役員等推薦委員会を開催し表の平成３０年度（案）の欄に記

載されている方々を役員候補者として選出し、本日の評議員会に付議されました。読み上げて

提案させていただきます。 

理事候補者５名でございます。 

榎英樹（えのき ひでき）佐伯市体育協会事務局長 



花木敏寿（はなき としかず）別府市体育協会理事長 

工藤啓記（くどう ひろのり）大分県中学校体育連盟会長 

相馬尊重（そうま たかしげ）由布市長 

三好正昭（みよし まさあき）大分市体育協会理事長 

以上の方々が役員候補者でございます。御審議お願いいたします。 

【その他（１）～（６）について】

佐保事務局長が上記の事項について説明した。以下説明内容。 

それでは御説明いたします。まず、（１）の第３８回九州ブロック大会・第７３回国民体育大

会の日程・会場地についてですが、別冊Ａ４縦版の資料１ページから３ページが鹿児島県で開

催されます第３８回九州ブロック大会の日程及び会場一覧です。４ページ、５ページは第７３

回国民体育大会「福井国体」の大会日程と会場一覧です。詳細につきましては後刻御確認くだ

さい。 

次に（２）第７１回大分県民体育大会の日程・会場地についてですが、６ページをご覧くださ

い。６月５日に開催されます第１回実行委員会で正式に決定される予定ですが、本年度は県南

ブロックを中心に９月８日・９日を主日程として開催されることとなっておりますので、御確

認ください。 

次に、（３）第６６回大分県高等学校総合体育大会の日程・会場地についてですが、７ページ

をご覧ください。本日は県高体連の安部理事長が出席されておりますので、安部理事長から御

説明をお願いいたします。 

 （安部理事長） 

  ５月１２日の自転車競技をかわきりに第６６回大分県高等学校総合体育大会がスタートして

おります。６月１日に総合開会式の予定であります。日程会場等につきましては記載のとおり

です。各競技団体の方々にご協力いただき感謝申し上げます。 

また、県総体の総合開会式の役員として各競技団体の会長・理事長各地域スポーツ団体につき

ましては教育長等にご協力いただいております。 

次に、（４）第５６回大分県中学校総合体育大会の日程・会場地についてですが、８ページを

ご覧ください。５月２２日に開催されます第２回評議員会で正式に決定される予定ですが、本

日は県中体連の後藤理事長が出席されておりますので、後藤理事長から御説明をお願いいたし

ます。 

（後藤理事長） 

  平素より本連盟の主体行定のご協力ありがとうございます。８ページの第５６回大分県中学 

校総合体育大会の案になっております。事務局長から話があったように今月２２日の評議委員 

会において最終決定となっております。日程は７月２４日火曜日のサッカー競技をかわきりに 

２５日総合開会式そして２７日までの間が大会期間となっております。今年度は例年と大きく 

変更になっているとこがあります。そこのみ説明をさせていただきます。これまで県総体の総 

合開会式は晴れた時は市営陸上競技場、雨の時は県立総合体育館で行っておりました。ですが 

昨今異常気象による熱中症の問題そして昨年度より駐車場として使用しておりました弁天大橋 

下の河川敷駐車場の使用制限が大きく変わったことも踏まえて今年度より晴雨に関係なく県立 



総合体育館で総合開会式を実施する方向です。また、サッカー競技ですが、サッカー競技は前 

の２日間を西部スポーツ交流広場、うしろ２日間を大分銀行サッカー場で行わせていただいて 

いました。ですが、西部スポーツ交流広場のほうが雨が降ったときに大変グラウンドのコンデ 

ィションそして雨宿りする場所もないということで大分銀行サッカー場を３日間、そして間の 

１日を大分県サッカー協会の人工芝グラウンド、そして由布市の上原グラウンドを使わして頂 

けるようご配慮をしていただいております。また、剣道競技ですが、一昨年前までは豊後大野 

市の大原総合体育館、昨年は九州大会があるということで県立総合体育館をリハーサルとして 

使っております。豊後大野市の大原総合体育館は冷房がありません。これにおきましても選手 

の健康状態を考えながら今年度は中津市の九州ダイハツアリーナの体育館を使えるようになっ 

ております。そこが主な変更点になっております。今年度も皆様方のお力をお貸しください。 

よろしくお願いいたします。 

次に、（５）加盟団体主催イベントに係る賠償責任保険について説明いたします。９ページを

お開きください。 

この資料は、本年度の賠償責任保険について加入希望を集約したものです。この保険は、主催

者に賠償責任が発生した場合の備えとなるものです。なおこの保険はあくまでの任意ですの

で、決して強制するものではございません。平成３０度の状況につきましてここで御報告いた

します。詳細につきましては後刻御確認ください。 

最後に（６） 

平成３０年度賛助会員についてのお願いでございます。賛助会員制度につきましては、平成２

２年度から取り組みをはじめ、これまで本会の運営に有効に活用させいただいているところで

す。これまでの御協力にこの場を借りまして、厚くお礼申し上げます。 

本会の財務状況は、厳しい状況が続いております。昨年度の賛助会費総額は前年度を若干上回

りました。本年度も皆様方の御理解を得まして、賛助会員の拡充を図って参りたいと考えてお

ります。 

本日は小封筒入りの趣意書等を関係の皆様に配付させていただいおります。何卒、趣旨を御

理解の上、本年度も御協力くださいますよう切にお願い申し上げますとともに、周囲の方々に

も賛助会員の輪を拡げてくださいますよう併せてお願い申し上げます。 

以上でその他の説明を終わります。 

伊藤総務部長より事務連絡 
      定時評議員会は５月２２日（火）１０時３０分より医師会館で開催することを連絡した。 

７ 閉会のことば 

伊藤総務部長が開会の言葉を述べた。 

平成３０年 ５月１４日 

議長  安部 新悟 


