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欠 席 者  五十川浩司  岡松 眞明   結城 順史  山口 次男  奥村 正二  衛藤   敬   
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  佐藤 直樹 

資格確認   

伊藤総務部長が出席者４０名で、定数の過半数の出席であるため、本会定款第２２条に従い、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 体育保健課長） 

    皆様、お忙しい中、本日の評議員会に出席頂き本当にありがとうございます。 

また、平素から本会の新事業推進に御協力・取り組みを頂いている事につきましても厚く御礼を申

し上げます。 

本会は平成２３年に公益法人に移行して６年が経過を致しました。 

評議員の任期は４年でございます。 

毎年、年度末に人事異動等によって若干の変更等もございますが、一昨年度初めての評議員の改選

を致しました。 

本日ご出席の皆様方は、２期目の任期、３年目という事になります。 

公益法人に移行しましてからは理事会というのが、業務執行機関という役割を担っているという事

でございます。 

一方この評議員会は本会最高の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

なものとなっている事を再確認を土台に私を含めて、皆様方と再確認したいと思っております。 



今後も評議員の皆様方としっかりスクラムを組んで本県のスポーツ振興に当たっていきたいと思っ

ておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

尚、本日の会議は、評議員の任務である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、皆様方には忌憚のないご意見を頂きたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

今日ここに立って、一つ皆様方にお話をしたい事がございます。 

各競技団体、それから郡市の体育協会の皆様方も含めて、色々な活動、特に競技団体には、競技力

向上を目指した選手強化、それから郡市体育協会ではスポーツ少年団と色々な活動があるかと思いま

すが、そういう中で、やはり悪い報告が上がってくるという事です。 

何かと言いますと、指導者の体罰でございます。 

色々な事が上がってくるのですけれども、ずっとその体罰の撲滅についてはずっとお願いをしてい

るという所でございます。 

各色々な関係団体、高体連、中体連、高野連、全てにおいて体罰の撲滅という事で日本全国中がそ

ういう事に向かっているのですけれども、どうしても体罰というのが、本県においてもそういう報告

として上がってくるという事でございます。 

情熱をもってすればいいんじゃないかとか、また、被害を受けたその選手達にしても、やられても

しょうがない状況であったとか、そんなことを言ってみても体罰をやった事実というのは、絶対に消

えません。 

これがあると、本当に選手強化とか健全育成とかそんなこともう全てがダメになります。 

例えば、一つの競技団体がそんなことが起こると、これが全ての競技団体に及ぶ事ですし、そうい

った事でとにかく大分県が取り組んでいるスポーツ振興というのを全然、全くゼロになってしまうと

いうようなことでございます。 

そういった事もございますので、この体罰については、本当にもう口を酸っぱくして競技団体の中

で取り組んで頂きたいとそのように考えているところでございます。 

どうぞよろしくお願いします。 

口幅ったい事を言いましたけれども、大分県の為とまたこれから将来を担っていく子供たちの為と

いう事を考えて お願いしたいと思います。 

結びになります。 

皆様方の益々のご活躍を祈念いたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

３ 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」に従い伊藤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、

事務局案を伊藤総務部長が下記のとおり提案し、全会一致で承認された。 

・大分県カヌー協会  事務局長  別所 健太郎 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る。 

（別所議長よりあいさつを頂いた。以降は別所議長による進行） 

４ 報告事項 

   （１）評議員の変更について 

   （２）平成２９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 

       Ａ４版「平成２９年度臨時評議員会」２～３ページ。評議員の任期については、一昨年度改

選期を迎えたので、本年度は任期が３年目という形になる。 

       今回は、人事異動等により、任期途中での変更があったのでここで報告をする。 

       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ので、評議

員選定委員会を４月２７日に開催し、変更が承認された。新たな評議員の方々については、表

の右側に☆印を付けている。 

〇２ページ、No. ６、結城順史 テニス協会理事長、 

〇No.１３、衛藤 敬 ウエイトリフティング協会理事長、 

〇No.２３、大石祥一 フェンシング協会副会長、 

〇No.２８、河津 龍治 ラグビーフットボール協会副会長 

〇No.３２、山田 昌信 銃剣道連盟理事、 

〇３ページ、No.４５、穴井洋一郎 少林寺拳法連盟事務局長、 

〇３ページ、地域スポーツ団体、 

〇No. １、嘉名竜馬 大分市体育協会事務局員、 

〇No. ８、後藤和司 竹田市体育協会事務局次長、 

〇No.１１、井上涼治 宇佐市体育協会理事長兼事務局長 

〇No.１３、衛藤欣哉 由布市体育協会事務局長、 

〇No.１４、福田雅樹 国東市体育協会事務局長、 

〇No.１６、河野英樹 速見郡体育協会事務局員、 

〇No.１７、臼杵寛章 玖珠郡体育協会事務局員 

〇３ページ、学校教育団体、 

〇No. ２、安部新悟 高等学校体育連盟理事長、 

○以上、１４名の方々が本年度新たに評議員に選任された。  

（２）平成２９年度事業報告について（Ａ４版「平成２９年度臨時評議員会」４～５ページ） 

本年度に入ってからの本会関係の会議や行事を記載している。 

本日は主な事業について報告する。 



○４ページ、No.４、４月１１日（火）に臨時評議員会を開催した。平成２９・３０年度理事・監 

事候補者を選出した。 

○No.７、４月１４日（金）に加盟競技団体事務局長会議を開催した。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した。 

○５ページ、No.９、４月２０日（木）に強化指定委嘱状交付式を開催し、８９団体、大分県競技

力向上スーパーコーチ６名に対し、広瀬会長が委嘱状を交付した。日田高校ボート部監督の小

川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、愛媛国体での２０位

台上位に向けて気持ちを一つにすることが出来た。 

○また、同日の午後は、本年度から新たに、強化指定校・団体の指導者を対象とした拠点指導者

研修会を開催した。朝日大学の白石豊先生に「勝つために何をすべきか」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。 

○No.１０、強化指定委嘱状交付式翌日から強化指定校激励訪問を開始し、学校長、監督、選手を

激励させていただいた。昨日１０日に激励訪問が終了した。 

○No.１３、４月２６日（水）に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・決定した。 

○No.１４、４月２７日（木）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いた。 

○No.１５、５月１日（月）に書面決議によって役員等推薦委員会を開催し、役員改選に伴う理事・

監事の改選について審議・決定し、本日午前中の臨時評議員会に付議することとなった。 

○NO.１６、５月８日（月）に大分県スポーツ少年団委員総会を開催し、平成２９年度役員（案）、

平成２８年度決算報告（案）等について審議・決定した。 

（３）各種大会成績について（Ａ４版「平成２９年度臨時評議員会」６～９ページ） 

３月２日から５月７日までの成績を報告する。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以上を掲載している。本日は、国際大会で入賞、

九州・全国大会で優勝した選手・チームについて紹介する。 

○６ページ、陸上競技、２０１７テグ世界マスターズ室内陸上大会男子３５～３９歳走り幅跳び

で日田市陸上競技協会の尾熊利明選手が優勝した。 

○第７０回全九州都市対抗陸上大会男子総合で大分市が、男子１００ｍで大分アスリートクラブ

の永沼賢治選手が、男子４００ｍで福岡大学の松清和希選手が、男子８００ｍで福岡大学の加

藤健吾選手が、男子１５００ｍで大分市消防局の宮本剛志選手が、女子２００ｍで大分雄城台

高校の児玉芽生選手が優勝した。 

○７ページ、自転車競技、平成２８年度全国高等学校選抜自転車大会男子２万４０００ｍポイン

トレースで日出総合高校の小林右京選手が優勝した。 

○８ページ、カヌー競技、第２７回府中湖カヌーレガッタ、ジュニア男子１０００ｍカヤックペ

アと２００ｍカヤックペアで高田高校が、ジュニア男子１０００ｍカナディアンペア楊志館高

校と大分豊府高校の混成ペアが優勝した。 

○ボート競技、第６２回中日本レガッタ女子高校ダブルスカルで日田三隈高校と日田高校の混成

チームが優勝した。 

○空手道競技、プレミアリーグ、ロッテルダム大会女子個人形で大分市消防局の大野ひかる選手



が２位に入賞した。 

○９ページ、フェンシング競技、第４１回全国高等学校選抜フェンシング大会男子フルーレ団体

及び第３６回大垣フェンシング選手権大会男子の部で別府翔青高校が優勝した。大垣フェンシ

ング選手権大会では大分豊府高校が２位に入賞しており、上位を独占した。 

○柔道競技、平成２９年度全日本選抜柔道体重別選手権大会女子７８ｋｇ級で本県出身の梅木真

美選手が優勝した。 

○ライフル射撃競技、全九州ライフル射撃選手権大会成年男子エアライフル立射６０発で九州乳

業株式会社の三浦哲選手が、少年女子・成年女子エアライフル立射４０発で由布高校の工藤真

帆選手が優勝した。 

○春季ライフル・ピストル射撃広島大会男子５０ｍライフル伏射６０発及び男子５０ｍライフル

３姿勢１２０発で大分市役所の礒部直樹選手が、女子エアピストル立射４０発で大分大学の山

田愛選手が優勝した。 

その他の成績については、資料記載のとおりである。 

    以下、報告事項に関する質疑応答 

大分県グラウンドゴルフ協会  

久保田 勲氏：平成２９年度 評議員名簿（３ページ）一部訂正  

No.４３ 大分県グラウンドゴルフ協会の久保田 勲が事務局長となっています

が、理事長と訂正してい頂きたい。 

５ 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。 

   ○先程の事業報告でも説明したが、４月１１日（火）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いた。 

○４月２６日（水）の書面決議による臨時理事会において、学識経験者区分理事候補者１０名を選出

した。５月１日（月）に書面決議により開催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３０名の理事候補者及び３名の監事候補者を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。 

○Ａ４版「平成２９年度臨時評議員会」１０～１１ページ、役員等推薦委員会で候補者として承認さ

れた理事候補３０名、幹事候補３名である。名前等を読み上げ、御提案とさせていただく。 

理事３０名 

加盟団体区分競技団体Ａ、 

○大場俊二 県サッカー協会副会長 

○衛藤 賢 県軟式野球連盟副理事長 

競技団体Ｂ 



○阿部昭一 県剣道連盟専務理事 

○安部省祐 県バスケットボール協会会長 

○白水厚二 県ソフトテニス協会理事長 

競技団体Ｃ 

○穴井俊一 県少林寺拳法連盟副理事長 

○小幡龍也 県綱引連盟常任理事 

○詫摩英明 県体操協会副会長 

競技団体Ｄ 

○山崎隆典 県ホッケー協会理事長 

○渡邉美穂 県なぎなた連盟常任理事 

競技団体Ｅ 

○桑野桂一郎 県ボート協会理事長 

○佐藤彰倫  県フェンシング協会理事長 

地域スポーツ団体 

○阿部俊二 佐伯市体育協会事務局長 

○今冨寛二 中津市体育協会事務局長 

○梅田智行 別府市体育協会理事長 

○永田佳也 大分市体育協会理事長 

○樋口紅史 日田市体育協会副会長 

○廣瀬宏一 豊後大野市体育協会理事長 

学校体育団体 

○櫻井康弘 県中学校体育連盟会長 

○蓑田智通 県高等学校体育連盟会長 

学識経験者区分 

○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 

○井上倫明 県教育庁体育保健課長 

○上野浩光 一企業一スポーツ推進協議会会長 

○工藤利明 県教育長 

○首藤奉文 市長会代表 

○土谷忠昭 県スポーツ推進委員協議会会長 

○広瀬勝貞 県知事 

○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 

監事 

加盟競技団体 

○鍵矢栄典 県ソフトボール協会常務理事 

地域スポーツ団体 



○工藤哲郎 竹田市体育協会事務局長 

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 

以上の方々が役員候補者である。御審議お願いいたします。 

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

６ その他 

（１）第３７回九州ブロック大会、第７２回国民体育大会日程・会場地について 

（２）第７０回大分県民体育大会の日程・会場地について 

（３）第６５回大分県高等学校総合体育大会の日程・会場地について 

（４）第５５回大分県中学校総合体育大会の日程・会場地について 

（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）平成２９年度賛助会員について 

     佐保事務局長が上記の事項について、一括して報告。以下内容説明（別冊Ａ４版 平成２９年度

臨時評議員会資料） 

（１）第３７回九州ブロック大会・第７２回国民体育大会の日程・会場地について（１～５ページ） 

○別冊Ａ４縦版の資料１～３ページ、長崎県で開催される第３７回九州ブロック大会の日程及び会場

一覧である。４～５ページ、第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」の大会日程と会場一

覧である。詳細については後刻御確認していただきたい。 

（２）第７０回大分県民体育大会の日程・会場地について（６ページ） 

○６月８日に開催される第１回実行委員会で正式に決定される予定だが、本年度は別杵ブロックを中

心に９月９日・１０日を主日程として開催されるので、御確認していただきたい。 

（３）第６５回大分県高等学校総合体育大会の日程・会場地について（７ページ） 

○本年度の高校県体は６月３日、４日を主日程としてご覧の競技会場にて開催される予定となってい

るので、御確認いただきたい。 

（４）第５５回大分県中学校総合体育大会の日程・会場地について（８ページ） 

○５月２３日に開催される第２回評議員会で正式に決定される予定だが、本年度の中学県体は７月２

６日から２８日を主日程としてご覧の競技会場にて開催される予定となっているので、御確認いた

だきたい。 

（５）加盟団体主催イベントに係る賠償責任保険について（９ページ） 

○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ある。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ある。なおこの保険はあくまで任意なので、決して

強制するものではない。平成２９年度の加入希望団体は４８団体、県体育協会を加えて４９団体と

なっている。下の早見表により、４９団体の場合、１団体当たりの額は７千４８２円となる。関係

の競技団体には後日連絡する。 



（６）平成２９年度賛助会員について 

○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行っており、これまで多くの方々に御

協力をいただいている。この場をお借りして、厚くお礼申し上げたい。 

○本会の財務状況は、大変厳しい状況が続いている。今年度も皆様方の御理解を得て、賛助会員の拡

充を図って参りたい。 

○本日は新しく評議員になった方々の机上に小封筒入りの趣意書等を配付させていただいている。何

卒、趣旨を御理解の上、御協力くださいますよう切にお願い申し上げるとともに、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たい。 

 （別所議長よりあいさつをいただいた。） 

 質問 河野 英樹氏  
    ○速見郡の河野と言います。ちょっと初めてで分からないので教えていただきたいのですが、役員の

中に競技団体ＡとかＢとかＣとか、今の場合は、どういった区分に分けているのでしょうか？ 

 回答 佐保事務局長 
    ○昨年度まではこの区分が、加盟競技団体がですね、区分分けをしておりまして、ＡＢＣの３区分か

ら理事等を選出しておりました。昨年度末に区分が古いと言いますか、前からの区分分けになって
いた関係もありますし、この度平成２９年度からですね、各競技団体それから地域スポーツ団体等
のですね、加盟分担金を変更するということがございまして、それに合わせまして、その各団体の
体育規模と言いますか、その団体の規模と言いまして、新たに区分をＡからＥまでの５区分とさせ
ていただいたところでございます。具体的には競技人口を参考に区分分けを新たに５区分とさせて
いただいたものでございます。その区分の中から、Ａ区分からは２人、Ｂ分からは３人、Ｃ区分か
らは３人、Ｄ区分・Ｅ区分からは２人という形で４月に行いました臨時評議員会で理事の候補者を
挙げていただいたというところでございます。 

質問 河野 英樹氏 
    ○ありがとうございます。 

   （その他に質問等は無かった） 
 （別所議長があいさつをいただいた） 

  伊藤総務部長より事務連絡 
   ○次回の定義評議員会は５月２６日（金）１０時３０分より医師会館で開催を予定している。 

６ 閉会のことば 

  伊藤総務部長が開会のあいさつを述べた。 

平成２９年 ５月１１日 

議長  別所 健太郎 


