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資格確認 

渡邉総務部長が出席者４６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

   渡邉総務部長が開会のことばを述べた。 

２．あいさつ（加藤 寛章 大分県教育庁体育保健課長） 

   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。さて、去る５月１１日、県立武道スポーツセン

ターの開館記念式典を開催いたしました。ゴールデンウィークには、競技団体等の

関係者のご協力により、施設の無料開放による数多くのスポーツイベントを実施

し、多くの県民にご参加いただきました。今後も、武道祭や県体と障がい者スポー



ツ大会の合同開会式、さらには全国大会や国際大会などが予定されています。武道

をはじめとした屋内スポーツの拠点として、また、県民の誰もが気軽に利用できる

施設として、利活用していきたいと考えています。今年度は、４年に一度の評議員

改選期にあたり、加盟団体からの推薦を受け、先月４月２５日に評議員選定委員会

を開催し、新たな評議員が決定し、本日の評議員会から、新たな評議員による会議

となります。公益に移行しましてからは、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、その権限と責任は非常に大きなものとなっております。本県のスポーツ振興に

向け、今後、任期となる４年間どうぞよろしくお願いいたします。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。 

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」に従い渡邉総務部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伊藤事務局長が以下のとおり提案し、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」と明記されている旨を伝えた。 

（安部議長よりあいさつをいただいた。） 

以降は、安部議長による進行。 

５．報告事項 

  （１）公益財団法人大分県体育協会評議員について 

  （２）令和元年度事業報告について 

  （３）各種大会成績について 

伊藤事務局長が上記の事項について一括して説明。以下説明内容。 

   それでは、報告事項（１）の公益財団法人大分県体育協会評議員についてご説明い

たします。レジュメ２ページ・３ペ－ジをお開きください。本会評議員につきまして



は平成３０年度をもちまして、４年間の任期を終え、本年度が改選期となります。各

団体からご推薦いただきました新評議員候補の方々が、評議員選定委員会にて新評議

員として選定されましたので、ご報告いたします。２ページ、３ペ－ジに記載の皆様

方が、新たな公益財団法人大分県体育協会評議員の方々でございます。また、表の右

にある☆印は、今回の改選により本年度から新たに評議員に選任された方々でござい

ます。時間の都合上、お一方ずつの御紹介は省略させていただきますが、本年度から

４年間の任期となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、（２）令和元年度事業報告についてご説明いたします。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

な箇所のみ抜粋してご説明させていただきます。

№１です。４月１日から実施の優秀指定選手メディカルチェックですが、昨年度ま

では、大分県地域成人病検診センターを拠点施設として実施をしてきたところです

が、今年度からは、内容を大きく変更しました。血液・栄養調査について、県内医療

機関１６施設を本会が指定し、対象選手が居住地域の医療機関で採血できるよう変更

したものであります。

№３です。４月１０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などを説明させて

いただきました。

№７です。４月１８日に臨時評議員会を開催し、令和元年・２年度理事・監事候補

者を選出いただきました。

５ページの№１０、４月２３日に強化指定委嘱状交付式を開催し、強化指定１８０

団体、個人２４名、大分県競技力向上スーパーコーチ５名に対して、広瀬会長が委嘱

状を交付いたしました。別府翔青高校水泳部監督の茶木先生の力強い決意表明、大分

県高体連井上会長の頑張ろう三唱により、茨城国体での「天皇杯得点１０００点」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。大阪体育大学の土屋裕睦

先生に「超える～実力発揮の心理学～」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。

№１１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、監

督、選手を激励しているところでございます。

№１３です。４月２５日に評議員選定委員会を開催し、新評議員６５名を選定いた

しました。

№１４です。４月２６日付の書面決議によって、臨時理事会を開催し、学識経験者

区分理事候補の選定及び、評議員選定委員会委員の変更について審議いたしました。

№１５です。４月３０日付の書面決議によって、役員等推薦委員会を開催し、評議

員会の付議議案である役員の選任について、決議いたしました。



№１６です。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３０年度事

業報告及び決算などについて審議いたしました。令和元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１２日から５月１３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、国際大会・全国大会で優勝した選手・チームについて紹介いたします。

７ページ、水泳競技、第９５回日本選手権水泳競技大会、男子２００ｍ平泳ぎにお

きまして、本県出身の渡辺一平選手が優勝いたしました。

８ペ－ジ、レスリング競技、２０１９年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日

本ジュニアレスリング選手権大会、男子ジュニア・グレコロ－マンスタイル７２㎏級

におきまして、日本文理大学の菅原魁一選手が優勝いたしました。ウエイトリフティ

ング競技、第３４回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会、男子７３㎏級

におきまして、大分工業高校の首藤佑希選手、女子６３㎏級におきまして、大分工業

高校の立川千夏選手が優勝いたしました。自転車競技、平成３０年度全国高等学校選

抜自転車競技大会、男子ポイントレ－スにおきまして、日出総合高校の生野優翔選手

が優勝いたしました。

９ペ－ジ、卓球競技、第２２回全国教職員ベテラン卓球大会、男子ラージボールシ

ングルス６０歳の部におきまして、ベイサイド別府の松藤辰彦選手、同じく７０歳の

部におきまして、県南ラージの小野貞夫選手が優勝いたしました。相撲競技、第７回

国際女子相撲選抜堺大会、女子超軽量級におきまして、日本文理大学の佐藤里津選手

が、第１回全日本個人体重別選手権大会、女子ジュニア６０㎏未満級におきまして、

楊志館高校の山口結奈選手が優勝いたしました。

９ペ－ジ、１０ペ－ジにかけまして、ライフル射撃競技、第３８回全国高等学校ラ

イフル射撃競技選抜大会、男子ビ－ムピストルにおきまして、由布高校の下津源也選

手が、第１９回全日本ジュニアビ－ムライフル射撃大会、男子団体ビームライフル立

射６０発におきまして、由布高校が優勝いたしました。カヌー競技、２０１９カヌー

スプリントジュニア海外派遣選手選考会兼第２９回府中湖カヌーレガッタ、男子５０

０ｍカナディアンシングルにおきまして、大分県カヌ－協会の米光陸選手が、男子５

００ｍカナディアンペアにおきまして、大分県カヌ－協会のペアが優勝いたしまし

た。

１１ペ－ジ、ボウリング競技、第２２回全国高等学校ボウリング選手権大会、男子

団体・女子団体ともに大分高校が優勝いたしました。

その他の成績につきましては、後刻ご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。



（質疑応答なし） 

６．議事 

  議案１ 令和元年・２年度役員の選任（案）について 

   伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明内容。 

   それでは、議案１の令和元年・２年度公益財団法人大分県体育協会役員（案）の選

任についてご説明いたします。先程の事業報告でもご説明いたしましたが、４月１８

日（木）の臨時評議員会において、加盟競技団体が互選により推薦する１２名、加盟

地域スポーツ団体が互選により推薦する６名、加盟学校体育団体が互選により推薦す

る２名、合計２０名の理事候補者と３名の監事候補者を選出していただきました。ま

た、４月２６日（金）の臨時理事会において、学識経験者区分理事候補者９名を書面

決議により選出いたしました。４月３０日（火）に開催いたしました役員等推薦委員

会で評議員会及び理事会で選出された２９名の理事候補者及び３名の監事候補者を書

面決議により正式な候補者として承認し、本日の臨時評議員会で審議していただくも

のでございます。 

それでは、レジュメ１２ページをお開きください。役員等推薦委員会で候補者とし

て承認されました理事候補２９名、監事候補３名でございます。お名前等を読み上げ

まして、ご提案とさせていただきたいと思います。まず、理事でございます。加盟団

体区分競技団体Ａから、衛藤賢県軟式野球連盟理事長、大場俊二県サッカ－協会会

長。次に、競技団体Ｂから、後藤博美県弓道連盟副会長、中村和好県卓球連盟理事

長、渡邉光廣県バドミントン協会事務局長。次に競技団体Ｃから、後藤修二県ボウリ

ング連盟理事、友岡正春県ゴルフ協会副会長、真砂昌史県相撲連盟副会長。次に競技

団体Ｄから、藤本学県カヌ－協会理事長、牧野新吾県レスリング協会理事長。次に競

技団体Ｅから、神志那静清県馬術連盟理事、佐藤彰倫県フェンシング協会理事長。 

次に、地域スポーツ団体から、今冨寛二中津市体育協会事務局長、榎英樹佐伯市体

育協会事務局長、竹井信之日田市体育協会副会長、花木敏寿別府市体育協会理事長、

三好正昭大分市体育協会理事長、山口誠竹田市体育協会事務局長。 

    次に、学校体育団体から、井上倫明県高等学校体育連盟会長、工藤啓記県中学校体

育連盟会長。 

    次に、学識経験者区分から、麻生益直八鹿酒造株式会社代表取締役社長、安部亮大

分合同新聞社運動部長、加藤寛章県教育庁体育保健課長、工藤利明県教育長、相馬尊

重由布市長、土谷忠昭県スポーツ推進委員協議会会長、野見山裕治日本製鉄株式会社

大分製鉄所執行役員所長、牧和志県スポーツ少年団指導者、松本悠輝松本内科循環器

科クリニック院長。 

    次に監事でございます。加盟団体競技団体Ｃから、倉掛賢裕県水泳連盟副会長 



   地域スポーツ団体から、武石哲也玖珠郡体育協会事務局長、外部委員から、矢部正秋

税理士法人プロパートナー税理士。  以上でございます。御審議お願いいたします。 

（質疑応答なし） 

＜上記の説明を踏まえ、安部議長が議案１を議場に諮ったところ全会一致で承認された＞

７．その他 

  （１）第３９回九州ブロック大会、第７４回国民体育大会日程・会場他について 

  （２）第７２回大分県民体育大会の日程・会場他について 

  （３）第６７回大分県高等学校総合体育大会の日程・会場他について 

  （４）第５７回大分県中学校総合体育大会の日程・会場他について 

  （５）加盟団体主催イベントに係る賠償責任保険について 

  （６）賛助会員について 

  伊藤事務局長が上記の事項について一括して説明。以下説明内容。 

   それではご説明いたします。まず、（１）の第３９回九州ブロック大会・第７４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

ージが佐賀県を主会場で開催されます第３９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７４回国民体育大会「茨城国体」の大会日程と会場一

覧です。詳細につきましては後刻ご確認ください。 

次に（２）第７２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。本年度は豊肥ブロックを中心に６月２２日・２３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、ご確認ください。 

次に、（３）第６７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、安部理事長からご説明をお願いいたします。 

  以下、安部理事長の説明。 

７ページをご覧ください。本年度の第６７回大分県高等学校総合体育大会ですが、

既に先週末の５月１１日から自転車競技、クライミング競技が始まっております。主

日程は、６月１日から３日となっており、記載のとおりの日程及び会場で実施いたし

ます。５月３１日に総合開会式を大分市営陸上競技場で行うこととなっております。

各競技団体、市町村教育委員会につきましては、先日役員の委嘱文書を送付しており

ますのでご対応のほどよろしくお願いいたします。また、各競技団体の関係者につき



ましては大会運営等ご協力をお願いいたします。１つ訂正があります。１０のラグビ

ーフットボール１０人制ですが、５月１８日、１９日に丸がついていますが、こちら

は実施をしなくなりましたので削除をお願いいたします。以上になります。 

  再度、伊藤事務局長の説明。 

次に、（４）第５７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２４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。詳細につきましては後刻ご確認ください。 

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。令和元年度の状況につきましてここでご報告いたします。詳細につきましては後

刻ご確認ください。 

最後に（６）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２２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。これまでのご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。本年度も皆様方のご理解を得まして、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、趣旨をご理解の上、本年度もご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。 

質問 三澤 博文 氏 

   クレー射撃競技の三澤と申します。先ほど新役員が議決され、今後この役員の中か

ら会長が選出されるわけですが、大分県知事広瀬勝貞氏が役員に入っていないという

ことは会長を退任されることと思います。これまで大分県知事が会長として国体等で

先頭に立って引っ張っておられましたが、会長を退任される経緯を教えていただきた

い。 

回答 伊藤事務局長 

   広瀬会長は本年をもちまして、本会の役員をご勇退されることとなっております。

午後から理事会が開催される予定でありますが、広瀬会長からは引き続き知事とし

て、県体育協会の事業、スポーツ振興に力を入れていくと事務局に説明があっており

ます。この後の理事会でも広瀬会長から説明がありますが、皆様方には今回、広瀬会



長がご勇退されることをご報告いたします。 

回答 加藤大分県教育庁体育保健課課長 

   広瀬知事が県体育協会の役員をご勇退される経緯ですが、知事からは、令和という

新しい時代を迎えてこれからのスポーツ振興には若い力の結集が必要になることか

ら、自分は第一線から退いてバックアップしながら体制を支えていきたいと伺ってお

ります。 

（その他に質問なし） 

＜安部議長があいさつを述べた。＞ 

８．閉会のあいさつ 

  渡邉総務部長が閉会のことばを述べた。 

令和  年  月  日 

議長 安部 新悟 


