
講演 シンポジウム 第1分科会 第2分科会 第3分科会 第4分科会

62 佐賀県

61 中止 栃木県
宇都宮市・
ブルックス
アリーナ他

60 R1.11.14～15 三重県

津市産業・
スポーツセ
ンター　サ
オリーナ

「スポーツ・イン・ラ
イフを目指して」
～とこわか（常若）
な社会の実現に向
けて～ 【心で走る】

 瀬古利彦（横浜ＤｅＮＡランニングクラブ
エグゼクティブアドバイザー）

【新たな時代のスポーツ文化の確立に向けて】
＜コーディネーター＞
 松永敬子（龍谷大学経営学部教授）
＜シンポジスト＞
 浪越一喜（帝京大学教育学部教授）
 大藏倫博（筑波大学体育系准教授）
 兒玉　友（日本福祉大学スポーツ科学部助教）
 松田雅彦（大阪教育大学附属高等学校平野校舎教諭）

【スポーツを通じた地域活性化　～地域の特性を活かした取
り組みによる活力ある地域社会の実現を目指して～】
＜コーディネーター＞
 浪越一喜（前掲）
＜シンポジスト＞
 杉岡亜土（大阪府：NPO法人長野総合スポーツクラブ理事
長）
 小池正浩（静岡県：NPO法人掛川市体育協会スポーツプロ
モーション課長）
 大山純輝（三重県：一般社団法人志摩スポーツコミッション
事務局長）

【健康寿命の延伸に向けた取組　～スポーツ・レクリエー
ションを通じた健康長寿社会の実現を目指して～】
＜コーディネーター＞
 大藏倫博（前掲）
＜シンポジスト＞
 佐藤文音（高知大学地域協働学部助教）
 的場弘毅（三重県：一般社団法人元気クラブいなべ事務
局長）
 河原塚達樹（公益財団法人日本レクリエーション協会常
務理事）

【障害の有無に関わらず楽しめるスポーツの振興　～スポー
ツを通じた共生社会の実現を目指して～】
＜コーディネーター＞
  兒玉　友（前掲）
＜シンポジスト＞
 大浜あつ子（千葉県：NPO法人スマイルクラブ理事長）
 野坂賢司（三重県：四日市市スポーツ推進委員）
 矢﨑萌斗（長野県障がい者福祉センター　障がい者スポー
ツ支援センター佐久指導員）

【子供・若者のスポーツ活動の推進　～スポーツ機会
の充実による運動習慣の確立を目指して～】
＜コーディネーター＞
 松田雅彦（前掲）
＜シンポジスト＞
 清水　進（公益財団法人ライフスポーツ財団理事長）
三田博司（愛知県：NPO法人朝日丘スポーツクラブ事
務局長）
 渡辺靖代（岐阜県：一般社団法人スポーツリンク白川
クラブマネジャー）

3742名
（109名）

59 H30.11.15～16
鹿児島
県

鹿児島ア
リーナ他

「スポーツの力で輝
く未来！」～明治
維新150周年！ス
ポーツに新たな風
を鹿児島から～

【水泳と私】
 柴田亜衣（アテネ五輪女子800ｍ自由
形金メダリスト）

【スポーツで輝く未来に向けて　～スポーツで創る強い絆と活力
ある地域社会づくりを目指して～】
＜コーディネーター＞
 柳沢和雄（筑波大学体育系教授）
＜シンポジスト＞
 作野誠一（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
 小澤多賀子（NPO法人日本健康加齢推進機構理事）
 金山千広（立命館大学産業社会部教授）
 松橋崇史（拓殖大学商学部准教授）

【スポーツで輝く未来を楽しく！　～地域の課題を解決するス
ポーツクラブの実現を目指して～】
＜コーディネーター＞
 作野誠一（前掲）
＜シンポジスト＞
 太田敬介（鹿児島県：NPO法人SCC理事長）
 上杉健太（長野県：一般社団法人たかぎスポーツクラブ理
事　クラブマネジャー）
 篠島幹昌（埼玉県：一般社団法人ふじみ野ふぁいぶるクラブ
理事長）

【スポーツで輝く未来を元気に！　～健康で生き生きと暮ら
せる長寿社会の実現を目指して～】
＜コーディネーター＞
 小澤多賀子（前掲）
＜シンポジスト＞
 中垣内真樹（鹿児島県：鹿屋体育大学スポーツ生命科学
系教授）
 宮崎武洋（長崎県：長崎市スポーツ推進委員協議会会
長）
 吉村孝子（茨城県：みなとwaiwaiクラブクラブマネジャー）

【スポーツで輝く未来を笑顔に！　～障害者と健常者が共に
実践できる生涯スポーツを目指して～】
＜コーディネーター＞
 金山千広（前掲）
＜シンポジスト＞
 前田　究（鹿児島県：社会福祉法人鹿児島県身体障害者福
祉協会スポーツ情報課長）
 岡本真奈美（宮崎県：延岡市スポーツ推進委員協議会会
長）
 櫻木英一（福岡県：NPO法人ウェブスポーツクラブ21西国分
クラブマネジャー）

【スポーツで輝く未来を明るく！　～スポーツと観光が
結びついた地域の活性化を目指して～】
＜コーディネーター＞
 松橋崇史（前掲）
＜シンポジスト＞
 坂本太蔵（愛媛県：企画振興部政策企画局サイクリン
グ普及調整監）
 森　朋子（山口県：宇部市スポーツコミッション事務
局）
 別府竜人（鹿児島県：いぶすき菜の花マラソン大会実
行委員会副実行委員長）

3450名
（110名）

58 H29.11.9～10 茨城県
つくば市つ
くばカビオ
アリーナ他

「ファンスポー
ツ！」～すべての
人にスポーツの楽
しさを～

【私の野球人生】
 大久保博元（前　東北楽天ゴールデン
イーグルス監督）

【スポーツの力で楽しい未来を創る】
＜コーディネーター＞
 松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
＜シンポジスト＞
 柳沢和雄（筑波大学体育系教授）
 金　憲経（東京都健康長寿医療センター研究所研究部長）
 及川　力（筑波技術大学名誉教授）
 佐藤善人（東京学芸大学准教授）

【誰もがいつでも楽しく～気軽に参加できるスポーツクラブで
地域の活性化～】
＜コーディネーター＞
 柳沢和雄（前掲）
＜発表者＞
 浜谷友子（静岡県・かわねライフスポーツクラブ事務局長）
 藤井輝夫（群馬県・NPO法人はるなスポーツクラブ会長）
 土田　宏（茨城県・NPO法人滑川ファミリースポーツクラブ
チーフマネジャー）

【誰もがどこでも楽しく　～スポーツの力で心身の健康の保
持増進を～】
＜コーディネーター＞
 金　憲経（前掲）
＜発表者＞
 野中歌子（秋田県スポーツ推進委員協議会顧問）
 田中百合子（兵庫県・宝塚市スポーツ推進委員会副会
長）
 松浦克己（立教大学コミュニティ福祉学部教授）

【誰もが一緒に楽しく　～ユニバーサルなスポーツの振興をめ
ざして～】
＜コーディネーター＞
 及川　力（前掲）
＜発表者＞
 大江健一郎（広島県障がい者スポーツ指導者協議会事務局
長）
 髙野照代（茨城県・行方市スポーツ推進委員会副会長）
 伊藤一志（山形県：尾花沢市スポーツ推進委員会企画部
長）

【誰もがいつまでも楽しく　～子供のころからのスポー
ツ習慣確立に向けて～】
＜コーディネーター＞
 佐藤善人（前掲）
＜発表者＞
 浅田啓介（石川島：NPO法人　もんぜんスポーツクラ
ブ　クラブマネジャー）
 杉山克秀（静岡県・NPO法人F-SPO理事長）
 吉川良子（千葉県：柏市スポーツ推進委員協議会会
長）

3761名
（123名）

57 H28.11.17～18 福井県

サンドーム
福井（鯖江
市・越前
市）他

スポーツ文化の醸
成と地方創生に向
けて

【スポーツがもたらす活力ある社会　～地
域に密着したスポーツクラブ運営と日本
一を目指したチーム作り～】
中垣内祐一（堺ブレイザーズ部長／元
バレーボール日本代表・バルセロナ五輪
出場）

【スポーツがもたらす明るく元気な未来への創造】
＜コーディネーター＞
 柳沢和雄（筑波大学体育系教授／日本体育・スポーツ経営学
会会長）
＜シンポジスト＞
 山本理人（北海道教育大学岩見沢校教授）
 松岡宏高（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
 阿部正幸（一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会顧
問）
 園山和夫（公益社団法人全国スポーツ推進委員連合専務理
事）

【地域住民のニーズに応じた魅力あるスポーツクラブを目指
して】
＜コーディネーター＞
 山本理人（前掲）
＜発表者＞
 渡辺優子（新潟県・NPO法人希楽々　ゼネラルマネジャー）
 三田博司（愛知県・NPO法人朝日丘スポーツクラブ事務局
長）
 四谷憲夫（福井県・NPO法人せいきコミュニティースポーツク
ラブ　ゼネラルマネジャー）

【生涯現役社会の実現に向けたスポーツ推進委員の役割
～スポーツの力で健康寿命社会の実現～】
＜コーディネーター＞
 松岡宏高（前掲）
＜発表者＞
 山本　進（福井県・鯖江市役所健康福祉部健康課課長補
佐／理学療法士）
 長谷川つち代（兵庫県・福崎町スポーツ推進委員会副委
員長）
 長岡雅美（武庫川女子大学短期大学部准教授）

【障がい者と垣根を越えたスポーツライフ　～地域住民がとも
に楽しめるスポーツ環境～】
＜コーディネーター＞
 阿部正幸（前掲）
＜発表者＞
 片岡優世（高知県・一般社団法人Ｕプロジェクト代表）
 丸田　徹（新潟県障害者スポーツ協会業務執行担当理事）
 山本博一（滋賀県・野洲市スポーツ推進委員協議会会長）

【新たなスポーツの普及・促進とスポーツ推進委員の
役割　～ニュースポーツを生かしたスポーツ人口の拡
大～】
＜コーディネーター＞
 園山和夫（前掲）
＜発表者＞
 篠原徳弘（福岡県・福岡市スポーツ推進委員協議会
南区委員長）
 澤田智洋（世界ゆるスポーツ協会代表）
 三反崎康子（福井県・福井市スポーツ推進委員協議
会副会長）

3258名
（93名）

56 H27.11.12～13 愛媛県
愛媛県武
道館（松山
市）　他

未来につなげよ
う！スポーツ文化

【スポーツと地方創生】
 岡田武史（ＦＣ今治オーナー／サッカー
元日本代表監督）

【2020年オリンピック・パラリンピックが地域にもたらすレガシー
～次世代につなぐ地域スポーツを目指して～】
＜コーディネーター＞
 間野義之（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
＜シンポジスト＞
 桑田健秀（東京都・NPO法人地域総合スポーツ倶楽部ピボット
フット理事長）
 ヨーコ・ゼッターランド（公益財団法人東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会理事）
 松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
 青木淑浩（一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構理事
／近畿日本ツーリスト(株)地域誘客事業部長　兼　スポーツ事業
部部長）

【地域住民を惹きつける地域スポーツクラブの実現～クラブ
の持続的発展にスポーツ推進委員が果たす役割～】
＜コーディネーター＞
 桑田健秀（前掲）
＜発表者＞
 山本恵美（徳島県・鳴門市スポーツ推進委員）
 小宮山久枝（山梨県・富士吉田市スポーツ推進委員）
 太田敬介（鹿児島県・NPO法人ＳＣＣ理事長）

【スポーツを通じた健康長寿社会の実現～地域住民のス
ポーツへの関心を引き出す工夫～】
＜コーディネーター＞
 ヨーコ・ゼッターランド（前掲）
＜発表者＞
 滝本直樹（兵庫県・丹波市スポーツ推進委員会副会長）
 竹内良江（高知県・土佐清水市スポーツ推進委員）
 乾直史（大阪府高石市保健福祉部保健医療課課長代
理）

【地域に於ける障害者スポーツの推進～誰もが楽しめる地域
スポーツの環境を目指して～】
＜コーディネーター＞
 松尾哲矢（前掲）
＜発表者＞
 阿部正幸（一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会
会長）
 佐藤和子（徳島県・美馬市スポーツ推進委員会副会長）
 戸沼智貴（神奈川県・NPO法人高津総合型スポーツクラブＳ
ＥＬＦ）

【スポーツツーリズムが地域にもたらす効果～地域の
多様な主体が連携・協働する取組の推進～】
＜コーディネーター＞
 青木淑浩（前掲）
＜発表者＞
 山本貴仁（愛媛県・NPO法人西条自然学校理事長）
 小嶋敦夫（静岡県三島市産業振興部商工観光課地
域ブランド創造室長）
 惠本益江（山口県・美袮市スポーツ推進委員協議会
副会長）

3452名
（104名）

55 H26.9.25～26 岩手県
盛岡市アイ
スアリーナ
他

スポーツで生み出
す絆と和

【今を生きる】
 狩野　亮（ (株)マルハン　アルペンス
キー（チェアスキー）選手）

【『スポーツの力』で地域を元気に～『スポーツの力』で結ばれる
活力ある地域づくりの推進～】
＜コーディネーター＞
 山本　浩（法政大学スポーツ健康学部長／教授）
＜シンポジスト＞
 浅沼道成（岩手大学教授／NPO法人まつぞのスポーツクラブ理
事長）
 中山哲郎（一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構事務
局長）
 藤田紀昭（同志社大学大学院教授）
 宮嶋泰子（(株)テレビ朝日編成制作局アナウンス部エグゼクティ
ブアナウンサー兼編成部）

【地域住民が主体的に参加する、魅力あるクラブづくりを目
指して～地域スポーツ活性化のためにスポーツ推進委員が
果たす役割～】
＜コーディネーター＞
 浅沼道成（前掲）
＜発表者＞
 小井手恵子（大分県・NPO法人七瀬の里Ｎクラブクラブマ
ネージャー）
 本間奈津子（宮城県・NPO法人アクアゆめクラブ理事・クラ
ブマネージャー）
 射守矢加代子（岩手県・楽々クラブ矢巾クラブマネー
ジャー）

【地域の魅力を生かす、スポーツツーリズムの推進～地域
が連携・協働する取組の可能性～】
＜コーディネーター＞
  中山哲郎（前掲）
＜発表者＞
 佐藤隆治（岩手県・はなまきスポーツコンベンションビュー
ロー事務局長）
 福崎勝幸（新潟県・十日町市スポーツコミッション幹事長・
理事）
 金丸　滋（山梨県・スリーピークス八ヶ岳トレイル実行委員
会副実行委員長）

【地域でつくる障害者と健常者がともに楽しむスポーツ活動～
障害者のスポーツ参加とスポーツ推進委員の役割～】
＜コーディネーター＞
 藤田紀昭（前掲）
＜発表者＞
 井田智之（東京都・東京都障害者総合スポーツセンタース
ポーツ支援主査）
 齋藤信治（埼玉県・白岡市スポーツ推進委員）
 稲荷智康（宮城県・柴田町社会福祉協議会主任）

【若者のスポーツ活動の推進～気軽に参画できるス
ポーツ環境づくり～】
＜コーディネーター＞
 宮嶋泰子（前掲）
＜発表者＞
 奥ちひろ（秋田県・NPO法人秋田県南ＮＰＯセン
ター）
 高田保（岐阜県・NPO法人岐阜県レクリエーション協
会理事・事務局長）
 平山真恵美（福島県・NPO法人ただみコミュニティクラ
ブクラブマネージャー）

3178名
（84名）

54 H25.11.21～22
和歌山
県

和歌山市
ビッグホ
エール　他

すべての人にス
ポーツの喜びを！

【一瞬に生きる】
 小久保裕紀（ ＮＨＫ解説者）

【『新たなスポーツ文化』の創造と人々の連携・協働の推進～み
んなが日常的にスポーツに親しめるまちづくり～】
＜コーディネーター＞
 山口裕市（公益社団法人和歌山県体育協会副会長／前和歌
山県教育委員会教育長）
＜シンポジスト＞
 園山和夫（公益社団法人全国スポーツ推進委員連合専務理
事）
 原田宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
 松田雅彦（公益財団法人日本体育協会総合型地域スポーツク
ラブ育成専門委員会中央企画班長）
 田辺陽子（日本大学法学部准教授／オリンピック柔道銀メダリス
ト）

【地域住民が求めるスポーツ環境の在り方～スポーツを通じ
た地域コミュニティの活性化～】
＜コーディネーター＞
 松田雅彦（前掲）
＜発表者＞
 司東道雄（NPO法人フォルダ理事長）
 永松正則（みどりさわやかロードレース大会実行委員会事務
局長）
 渡邊優子（NPO法人希楽々ゼネラルマネジャー）

【スポーツと観光が結びついた地域活性化～地域の特性
を活かした取組の推進とその可能性～】
＜コーディネーター＞
 原田宗彦（前掲）
＜発表者＞
 松永敬子（龍谷大学経営学部スポーツサイエンスコース
准教授）
 平尾好孝（上富田町教育委員会生涯学習課国体準備グ
ループ課長補佐）
 星野　正（公益社団法人埼玉観光国際協会副参与／さい
たま市経済局観光政策課副参事）

【新しい時代にふさわしいコーチング～これまでの体育指導
から、これからのスポーツ推進へ～】
＜コーディネーター＞
 園山和夫（前掲）
＜発表者＞
 土屋裕陸（大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科教授）
 冨田　進（和歌山県スポーツ推進委員協議会副会長）
 奥谷あけみ（徳島県スポーツ推進委員連絡協議会会長）

【ライフステージに応じた女性のスポーツ活動への支
援～女性がスポーツを楽しめる環境づくり～】
＜コーディネーター＞
 田辺陽子（前掲）
＜発表者＞
 佐藤　馨（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部准教
授）
 堤　正則（滋賀県長浜市立西中学校教諭）
 石井理恵（ハッスルはすだ総合型地域スポーツクラブ
クラブマネージャー）
 林　明子（ＮＰＯわかやま子育てサークル本部サンマ
ザー代表）

3435名
（89名）

53 H24.11.29～30 長崎県

長崎県立
総合体育
館メインア
リーナ　他

チャレンジ！　～ス
ポーツ新時代に向
かって～

【豊かなスポーツライフで人や地域が輝
く街づくりを目指そう　～WE LOVE
SPORTS～】
 松元利弘（長崎県立諫早高等学校陸上
競技部監督）
＜ゲスト＞
 森岡紘一朗（2012ロンドンオリンピック
50㎞競歩代表）
 藤永佳子（2009世界陸上選手権ベルリ
ン大会女子マラソン代表）

【豊かなスポーツライフで人や地域が輝く街づくりを目指そう　～
WE LOVE SPORTS～】
＜コーディネーター＞
 山口泰雄（神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授）
＜パネリスト＞
 小磯典子（元女子バスケットボール日本代表／旧姓：濱口）
 京谷和幸（2012ロンドンパラリンピック車いすバスケット代表／元
Ｊリーガー）
 永松英信（ＮＢＣ長崎放送(株)アナウンサー）
 佐伯年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学教授）

【人と地域がかがやく、魅力ある総合型地域スポーツクラブを
目指して】
＜コーディネーター＞
 西村千尋（長崎県立大学経済学部地域政策学科学科長／
教授）
＜発表者＞
 浅沼道成（岩手県盛岡市まつぞのスポーツクラブ理事長）
 中西賢一（島根県隠岐レインボークラブ理事）
 斎藤正子（島根県隠岐レインボークラブクラブマネー
ジャー）
 杉村政典（宮崎県五ヶ瀬町総合型地域スポーツクラブ準備
委員会）
 山本重治（長崎県やまんた倶楽部コーディネーター）

【スポーツ推進委員が生み出す、地域スポーツと地域活性
化】
＜コーディネーター＞
 谷藤千香（千葉大学教育学部准教授）
＜発表者＞
 竹下靖憲（長崎県雲仙アヅマクロス協会会長）
 前川豊市（兵庫県囲碁ボール普及会事務局長）
 中尾健一郎（長崎短期大学教授）

【多様なライフステージにおける、それぞれのスポーツ推進】
＜コーディネーター＞
 園山和夫（公益社団法人全国スポーツ推進委員連合専務
理事／桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部長・教授）
＜発表者＞
 中垣内真樹（長崎大学大学教育機能開発センター准教授）
 山野　明（福岡県障害者スポーツ協会主任指導員）
 後藤美恵（山形県ほなみふれあいスポーツクラブ事務局）

【躍動するスポーツ推進委員　～地域スポーツ推進の
中核として～】
＜コーディネーター＞
 柳沢和雄（筑波大学大学院人間総合科学研究科教
授）
＜発表者＞
 佐々木由恵（岡山県津山市スポーツ推進委員協議会
名誉会長）
 新島二三彦（東京都羽村市スポーツ推進委員協議会
会長）
 馬場　宏（四日市市スポーツ推進委員協議会会長
（三重県会長））

3026名
（82名）

52 H23.11.10～11 東京都
渋谷区東
京体育館
他

スポーツの力で日
本を元気に～実り
ある生涯スポーツ
社会を全国の仲間
と創ろう～

【スポーツ界の新しい’つながり’を目指
して　～「カイゼン」の極意から～】
 張　富士夫（公益財団法人日本体育協
会会長）

【地域が支えるスポーツ文化におけるスポーツ推進委員の役割】
＜コーディネーター＞
 野川春夫（順天堂大学スポーツ健康科学部学部長）
＜シンポジスト＞
 原田宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
 宮嶋泰子（テレビ朝日編成制作局 局次長待遇）
 鳥塚　亮（いすみ鉄道(株)代表取締役社長）

【地域の連携を通じた多様な担い手による地域スポーツクラ
ブ】
＜コーディネーター＞
 榊原孝彦（愛知県教育委員会体育スポーツ課主任主査）
＜発表者＞
 苅部俊二（NPO法人法政クラブ事務局長）
 菊地庄一（東京都八丈町スポーツクラブ副会長）
 森　貴平（ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事務
局／公益財団法人枚方体育協会総務課主任）

【スポーツ推進委員のコーディネート力を活かそう　～がん
ばろう日本！　復興に向けてスポーツ推進委員だからでき
ること～】
＜コーディネーター＞
 黒須　充（福島大学人間発達文化学類教授）
＜発表者＞
 小山友一（兵庫県スポーツ推進委員会会長）
 伊東まさ（岩手県スポーツ推進委員協議会会長）
 君嶋福芳（栃木県さくら市総務部企画政策課課長補佐）

【まちづくりの事例からスポーツと地域との結びつきを考える】
＜コーディネーター＞
 園山和夫（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授／社
団法人全国体育指導委員連合専務理事）
＜発表者＞
 山谷拓志（リンク栃木プレックス代表）
 早野忠昭（一般社団法人東京マラソン財団事務局長）
 大日方孝（NPO法人スポーツリゾートすがだいら事務局長）

【障害者のスポーツ参加とスポーツ推進委員の役割】
＜コーディネーター＞
 松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部学部長）
＜発表者＞
 佐野恵理子（京都府八幡市スポーツ推進委員会委員
長）
 川島良夫（東京都武蔵村山市スポーツ推進委員協議
会会長）
 佐藤　仁（公益社団法人東京都障害者スポーツ協会
主幹）

3963名
(555名)

51 H22.11.25～26 岐阜県

岐阜市岐
阜メモリア
ルセンター
「で愛ドー
ム」他

体育指導委員のや
る気・元気に向け
て～体育指導委員
だからできること～

【体育指導の勘どころ　～その技と心～】
 白石　豊（福島大学人間発達文化学類
教授）

【地域スポーツ振興とコーディネーターとしての体育指導委員の
役割】
＜コーディネーター＞
 園山和夫（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授）
＜シンポジスト＞
 小倉弐郎（総合型地域スポーツクラブ全国協議会幹事長）
 中村和彦（山梨大学教育人間科学部准教授）
 松永敬子（龍谷大学経営学部准教授）
 髙橋正紀（岐阜経済大学経営学部教授）

【育てよう、魅力ある総合型地域スポーツクラブ】
＜コーディネーター＞
 小倉弐郎（前掲）
＜発表者＞
 村上聖子（チャレンジスポーツクラブいなかわクラブマネ
ジャー）
 田井直子（NPO法人総合クラブとさクラブマネジャー）
 岩田幸弘（羽島市体育指導委員会企画部員）

【高めよう、地域の子どもの体力】
＜コーディネーター＞
 中村和彦（前掲）
＜発表者＞
 平塚和彦（仙台市体育指導委員協議会会長）
 三田博司（ＮＰＯ法人朝日丘スポーツクラブ副理事長）
 加藤二郎（多治見市体育指導委員会副会長）

【充たそう、住民のスポーツニーズ】
＜コーディネーター＞
 松永敬子（前掲）
＜発表者＞
 榎　敏弘（NPO法人クラブパレット ゼネラルマネジャー）
 平川　猛（静岡県教育委員会スポーツ振興課指導主事）
 小﨑守人（菰野町体育指導委員会委員長）

【活かそう、地域のスポーツ指導者・ボランティア】
＜コーディネーター＞
 髙橋正紀（前掲）
＜発表者＞
 工藤保子（笹川スポーツ財団企画部課長）
 白倉香理（(財)富山県体育協会富山県広域スポーツ
センター専任指導者）
 榊原孝彦（愛知県教育委員会体育スポーツ課主査）

3702名
（102名）

50 H21.11.19～20 山口県

山口市山
口県スポー
ツ文化セン
ター

体育指導委員が創
る、地域の豊かな
スポーツ環境～
今、体育指導委員
がすべきこと～

【自分という人生の長距離ランナー】
 増田明美（スポーツジャーナリスト／大
阪芸術大学教授）

【生涯スポーツ環境を体育指導委員は、どのようにコーディネート
するのか】
＜コーディネーター＞
 八代　勉（筑波大学名誉教授）
＜シンポジスト＞
 山口泰雄（神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授）
 中村和彦（山梨大学教育人間科学部准教授）
 南木恵一（(株)メディアプロ・スポーツ事業部）

【地域で創ろう、総合型地域スポーツクラブ　～総合型地域
スポーツクラブ創設・育成の条件～】
＜コーディネーター＞
 南木恵一（前掲）
＜発表者＞
 八代　勉（前掲／元山口県西部広域スポーツセンター長）
 松田雅彦（大阪教育大学附属高等学校平野校舎教諭）
 鹿内　葵（NPO法人スポネット弘前クラブマネジャー）

【地域で高めよう、子どもの体力　～今の子どもの体力を高
めるために、体育指導委員は何ができるのか～】
＜コーディネーター＞
 中村和彦（前掲）
＜発表者＞
 鈴木隆幸（浜松市体育指導委員連絡協議会副会長）
 臼倉登貴雄（越谷市放課後子ども教室運営委員会副委
員長）
 岡崎友香（(財)杉並区スポーツ振興財団）

【次世代へつなごう、総合型地域スポーツクラブ　～いつまで
も続くための、総合型地域スポーツクラブ運営の条件～】
＜コーディネーター＞
 中西純司（福岡教育大学教授）
＜発表者＞
 山川敏武（NPO法人ゆうスポーツクラブ会長）
 澁谷直子（東深沢スポーツ・文化クラブクラブマネジャー）
 白倉香理（富山県広域スポーツセンター専任指導者）

【地域に広げよう、スポーツボランティア活動　～ス
ポーツに関わり、仲間と交わり合うことにより地域ス
ポーツは活性化するのか～】
＜コーディネーター＞
 松本耕二（広島経済大学准教授）
＜発表者＞
 中西彰夫（豊津寺子屋副会長）
 工藤保子（笹川スポーツ財団調査研究チーム長）
 関口昌和（広島県北広島町教育委員会）

3588名
(84名)

49 H20.11.27～28 千葉県
千葉市幕
張メッセ

時代の変化に対応
した体育指導委員
の役割～魅力ある
地域スポーツを求
めて～

【スポーツ指導者の役割とその重要性
～地域社会からトップスポーツまで～】
 金　哲彦(NPO法人ニッポンランナーズ
理事長)

パネルディスカッション【スポーツを核にした地域づくり】
＜コーディネーター＞
 金哲彦（前掲）
＜パネリスト＞
 野川春夫（順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授）
 海老島均（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部教授）
 山田ゆかり（早稲田大学スポーツ科学学術院非常勤講師）

【地域で高める子どもの体力】
＜コーディネーター＞
 松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
＜発表者＞
 上田龍司（南あわじ市体育指導委員／副委員長）
 本間秀雄（友遊いずみクラブ　クラブマネージャー）

【総合型地域スポーツクラブの定着・支援】
＜コーディネーター＞
 木村和彦（早稲田大学スポーツ科学部教授）
＜発表者＞
 宮﨑朋子（順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科）
 南木恵一（(株)富山サンダーバーズベースボールクラブ）

【住民ニーズに応える地域スポーツの推進に体育指導委員
がどう役割を果たすのか】
＜コーディネーター＞
 谷藤千香（千葉大学教育学部准教授）
＜発表者＞
 石川和則（北海道士別市多寄スポーツクラブ事務局長）
 武藤光夫（袖ケ浦市教育委員会学校教育課課長）
 今宮公雄（袖ケ浦市立平岡小学校教頭）

【生きがいづくりにつながる地域スポーツの姿】
＜コーディネーター＞
 田中喜代次（筑波大学大学院人間総合科学研究科
教授）
＜発表者＞
 石原一成（福井県立大学学術教養センター講師）
 柳川尚子（(財)健康・体力事業団）

3632名
（141名）

48 H19.11.8～9 新潟県
新潟市朱
鷺メッセ

『描こう地域の未来
図　みんなの力を
集めて』　～みんな
が楽しめるスポー
ツ文化の創造～

【地域の魅力を高めるスポーツ振興～ス
ポーツ文化の創造に向けて～】
 原田宗彦(早稲田大学スポーツ科学学
術院教授)

【みんながスポーツを楽しめる環境づくりを考える～スポーツ参
加へのアプローチ～】
＜コーディネーター＞
 原田宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
＜シンポジスト＞
 柳沢和雄（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）
 中野秀光（(株)日本プロバスケットボールリーグ代表取締役社
長）
 三宮博己（新潟県職業能力開発協会専務理事）

【子どもの体力向上に向けた仕組みづくり】
＜コーディネーター＞
 内藤久士（順天堂大学スポーツ健康科学部准教授）
＜発表者＞
 三間　強（新潟県北蒲原郡聖籠町教育委員会学校教育課
参事）
 太甫正彦（ＮＰＯ法人さくらスポーツクラブ運営委員長）
 園原健志（長野県阿智村チャレンジゆうAchi運営委員長）

【これからの総合型地域スポーツクラブづくり】
＜コーディネーター＞
 西原康行（新潟福祉医療大学健康スポーツ学科准教授）
＜発表者＞
 高田　晃（新潟県村上市教育委員会生涯学習課課長補
佐）
 中松秀夫（(財)滋賀県体育協会スポーツ普及主幹）
 小林正彦（福島県にほんまつ城山クラブ会長）

【発育発達に応じたスポーツ指導】
＜コーディネーター＞
 鈴木和弘（国際武道大学体育学部教授）
＜発表者＞
 大森　豪（新潟大学超域研究機構教授）
 森丘保典（(財)日本体育協会スポーツ科学研究室研究員）
 松本博資（富山県黒部市体育指導委員協議会副会長）

【.みんなが楽しめるスポーツ環境づくり】
＜コーディネーター＞
 松永敬子（大阪体育大学健康・スポーツマネジメント
学科准教授）
＜発表者＞
 田上洋介（長野県上松町まちづくり推進室長）
 大竹弘和（総合システム研究所(株)代表取締役）
 渡辺優子（かみはやし総合スポーツクラブ希楽々クラ
ブマネジャー）

4026名
(83名)

47 H18.11.16～17 大分県
別府市ビー
コンプラザ

学びあい　湧き出る
熱意　泉都から　～
地域スポーツの未
来を　語り合う場が
ここにある～

基調提案【スポーツ環境の整備と体育指
導委員の役割】
 大木昭一郎（連合専務理事）×松澤淳
子（早稲田大学スポーツビジネス研究所
客員研究員）
 
【子どもたちのスポーツ環境を考える～
外遊びを失った子供たちに　スポーツが
できること～】
 白石　豊(福島大学人文社会学群人間
発達文化学類教授)

-

【総合型地域スポーツクラブの創設と定着を目指して】
＜コーディネーター＞
 中西純司（福岡教育大学教育学部助教授）
＜発表者＞
 丸山順道（大分県923みんなんクラブマネジャー）
 山崎貴美子（鹿児島県川辺町体育指導委員長）
 西村貴之／清水有里／福村枝里子（石川県NPO法人クラ
ブレッツ）

【子どもの体力向上に資するスポーツ環境の充実につい
て】
＜コーディネーター＞
 中村和彦（山梨大学教育人間科学部助教授）
＜発表者＞
 金ヶ江悦子／大石友也（福岡県八女市体育指導委員会）
 指宿憲昭／久米勝彦／吉永清二（宮崎県小林市体育指
導委員協議会）
 池田定史／杉浦民生／鎌谷祥行（愛知県碧南市体育指
導委員会）

【地域特性を生かしたスポーツの振興について】
＜コーディネーター＞
 谷口勇一（大分大学教育福祉科学部助教授）
＜発表者＞
 井　鷹志／鳥居　洋／安藤智教（長崎県対馬市体育指導委
員協議会）
 上地勝則／比嘉　均（沖縄県今帰仁村体育指導委員協議
会）
 松元義人（大分県NPO法人ヘルスフィットネスフォーラム理
事長）

【地域におけるスポーツ指導者の発掘と活用につい
て】
＜コーディネーター＞
 長積　均（徳島大学総合科学部助教授）
＜発表者＞
 篠田　良／高橋　健（熊本県上天草市体育指導委員
協議会）
 坂井岩夫／徳永昌純（佐賀県川副町体育指導委員
協議会）
 鈴木二三彦（(財)日本レクリエーション協会福祉レクリ
エーション推進部長）

3969名
(99名)

46 H17.10.13～14 秋田県

秋田市・県
立武道館
／秋田市
文化会館
他

さらなる地域のス
ポーツ振興に向け
た体育指導委員の
意識改革～地域の
再生のために、地
方の時代を迎えて
～

文部科学省説明【スポーツ行政の課題と
展望】
 篠崎資志（文部科学省生涯スポーツ課
長）
 
特別講演【リーダーは燃えるような熱い
情熱を持て！】
 加藤廣志（秋田県立能代工業高校バス
ケットボール部前監督／元秋田県教育
委員会参事兼保健体育課長）

-

【自立した体育指導委員をめざそう～環境や組織はどうある
べきか～】
＜コーディネーター＞
 飯坂尚登（秋田県教育庁保健体育課指導主事）
＜発表者＞
 吉田尚之（秋田県秋田市体育指導委員連絡協議会理事）
 須賀　稔（山形県金山町教育委員会教学課健康スポーツ係
長）
＜助言者＞
 深瀬茂夫（(社)全国体育指導委員連合事務局長）

【総合型地域スポーツクラブを育てよう～充実・発展のため
の支援方策～】
＜コーディネーター＞
 浅沼道成（岩手大学人文社会科学部助教授）
＜発表者＞
 中野智香子（秋田県よこてスポーツクラブサブマネ
ジャー）
 高橋三郎（岩手県チャグチャグスポーツクラブ副会長）
＜助言者＞
 小畑敬三郎（(財)秋田県体育協会総合型地域スポーツク
ラブ育成アドバイザー）

【スポーツ指導者の活躍を支援しよう～スポーツあふれる街
づくりのために～】
＜コーディネーター＞
 黒須　充（福島大学人間発達文化学類教授）
＜発表者＞
 佐々木平嗣（秋田県にほか市体育指導委員）
 星　香里（福島県うつくしま広域スポーツセンタープロジェクト
マネジャー）
＜助言者＞
 大山裕一郎（秋田県教育庁南教育事務所副所長）

【住民の豊かなスポーツライフを演出しよう～体育指導
委員の自主運営・企画による活動～】
＜コーディネーター＞
 柳沢和雄（筑波大学大学院人間総合科学研究科助
教授）
＜発表者＞
 牧野克資（秋田県琴丘町体育指導委員会委員長）
 楢山　忠（青森県下田町体育指導委員／日本ファイ
ンボール協会会長）
＜助言者＞
 森田信博（秋田大学教育文化学部スポーツ・健康教
育講座教授）

3814名
(74名)

45 H16.11.18～19 兵庫県
姫路市兵
庫県立武
道館

－
特別講演【人生苦あれば楽あり】
 大沢啓二(プロ野球解説者)

【スポーツを楽しむライフスタイルづくり　～住民が期待する体育
指導委員の役割～】
＜コーディネーター＞
 神吉賢一（兵庫県立大学経済学部教授）
＜シンポジスト＞
 松本　毅（前加古川市教育長）
 米田一典（NPO法人J-HOTバレーボール連盟理事長）
 平川和文（神戸大学発達科学部教授）
 岡﨑明子（富山県体育指導委員協議会女性委員長）

【総合型地域スポーツクラブの育成と自立を目指して　～クラ
ブの魅力づくり～】
＜座長＞
 山口泰雄（神戸大学発達科学部教授）
＜発表者＞
 能田達三（NPO法人加古川総合スポーツクラブチーフマネ
ジャー）
 谷高行（さくらスポーツクラブ副委員長）
＜助言者＞
 大内達也（(社)神戸リガッタアンドアスレチッククラブ統括マ
ネジャー）

【総合型地域スポーツクラブの育成と自立を目指して　～
10年後を見据えたクラブマネジメント～】
＜座長＞
 長積　仁（徳島大学総合科学部助教授）
＜発表者＞
 高山　誠（神戸市体育指導委員／OH☆いけっ!!スポーツ
クラブ副会長）
 三澤明美（大津市体育指導委員協議会会長）
＜助言者＞
 古田峰子（垂水区団地スポーツ協会会長）

【満足度の高いイベントづくり　～リピーターを獲得できるプロ
グラムとは～】
＜座長＞
 川西正志（鹿屋体育大学生涯スポーツ実践センター教授）
＜発表者＞
 中山保治（篠山市体育指導委員会会長）
 西根栄次（京都府立体育館スポーツボランティア協議会「は
ぐくみ」理事）
＜助言者＞
 山田明仁（NPO法人神戸アスリートタウンクラブ副理事長）

【小学生の体力の向上と地域スポーツ活動　～次世代
を担うスポーツ愛好家づくり～】
＜座長＞
 平川和文（神戸大学発達科学部教授）
＜発表者＞
 西野直樹（播磨町教育委員会生涯学習課社会教育
主事）
 植田龍一（大和高田市体育指導委員）
＜助言者＞
 内藤久士（順天堂大学スポーツ健康科学部助教授）

4108名
(67名)

44 H15.11.27～28 岡山県

岡山市岡
山ドーム／
岡山コンベ
ンションセ
ンター

－
特別講演【あくなき挑戦】
 森末慎二(ロスアンゼルスオリンピック体
操金メダリスト)

【生涯スポーツ社会の実現に向けて　～地域が創り出す豊かな
スポーツライフ～】
＜コーディネーター＞
 大橋美勝（岡山大学教授）
＜シンポジスト＞
 宮﨑　稔（習志野市立大久保東小学校長）
 赤松喜久（大阪教育大学助教授）
 中村和彦（山梨大学助教授）
 曾根幹子（広島市立大学助教授）

【総合型地域スポーツクラブの展開と体育指導委員の役割
～個性ある総合型地域スポーツクラブへの道～】
＜座長＞
 赤松喜久（前掲）
＜発表者＞
 山川敏武（山口県玖珂郡由宇町体育指導委員）
 佐野　充（岡山県岡山市体育指導委員）
＜助言者＞
 丸山秀三（山口県体育指導委員協議会会長）
 能田達三（NPO法人加古川総合スポーツクラブチーフマネ
ジャー）

【学校・地域との連携によるスポーツ活動　～完全学校週5
日制と体育指導委員の関わり～】
＜座長＞
 宮﨑　稔（前掲）
＜発表者＞
 植木文子（広島県安芸郡熊野町体育指導委員）
 西岡　宏（岡山県新見市体育指導委員）
＜助言者＞
 楠見昭二（広島県体育指導委員協議会会長）
 岩井昭典（(財)小牧市体育協会スポーツ指導主事）

【みんなのスポーツ環境充実のための方策　～すべての人が
スポーツの楽しさを味わうために～】
＜座長＞
 曾根幹子（前掲）
＜発表者＞
 森　正一（鳥取県鳥取市体育指導委員）
 立間雅弘（岡山県井原市体育指導委員）
＜助言者＞
 石谷卓郎（鳥取県体育指導委員協議会副会長）
 佐藤充宏（徳島大学助教授）

【地域に根ざした子どもの魅力あるスポーツ活動　～ス
ポーツに親しむ子どもを育むために～】
＜座長＞
 中村和彦（前掲）
＜発表者＞
 長見邦尚（島根県浜田市体育指導委員）
 河村勝司（岡山県久米郡中央町体育指導委員）
＜助言者＞
 野村　基（島根県江津市体育指導委員）
 米谷正造（川崎医療福祉大学助教授）

4510名
(80名)

43 H14.11.21～22 埼玉県

さいたま市
さいたま
スーパーア
リーナ

- 【総合型地域スポーツクラブの近未来像を探る】 【総合型ＳＣの設立・育成・運営と体育指導委員の役割】 【体育指導委員の職務とホスピタリティーマネジメント】 【体育指導委員の指導技術の向上と地域スポーツの活性化】 【高齢者スポーツの振興と体育指導委員の役割】 4791名

42 H13.11.29～30 静岡県

静岡市コン
ベンション
アーツセン
ター

文部科学省説明【スポーツ行政の課題と
展望】
 岩上安孝（スポーツ・青年局生涯スポー
ツ課長）
 
【努力は裏切らない】
 宇津木妙子（シドニーオリンピック全日
本女子ソフトボール監督）

【21世紀のスポーツ振興を考える　～体育指導委員の歴史と新
たなスポーツ振興～】

【地域スポーツクラブの育成に向けた体育指導委員の役割】 【地域スポーツの普及と体育指導委員のあり方】 【体育指導委員の組織的活動と地域スポーツ活動】 【地域に根ざした生涯スポーツの推進】 5016名

41 H12.11.1～2 高知県

高知市・県
立県民体
育館／RKC
ホール／県
民文化ホー
ル

－

文部省説明【総合型クラブの全国展開と
体育指導委員への大きな期待】
 森　壮一(文部省体育局生涯スポーツ
課課長)
 
特別講演【柔道に懸ける青春】
 田村亮子（シドニーオリンピック金メダリ
スト）

【21世紀に向けたスポーツ振興について】
＜司会＞
 成田十次郎（高知女子大学学長）
＜発表者＞
 荒井貞光（広島市立大学教授）
 賀川昌明（鳴門教育大学教授）
 稲田俊治（高知大学助教授）
 鬼頭和子（前全国体育指導委員連合女性委員長）

【総合型地域スポーツクラブの育成に向けた体育指導委員
の役割】
＜発表者＞
 森　正雄（愛媛県波方町体育指導委員協議会委員長）
 城門政文（香川県高松市体育指導委員）
＜助言者＞
 賀川昌明（前掲）
 熊野勝敏（香川県体育指導委員連絡協議会会長）
 岡部琢（愛媛県体育指導委員協議会副会長）

【スポーツ活動を促す効果的なスポーツ情報の在り方】
＜発表者＞
 古賀　勝（愛媛県松山市体育指導委員会副会長）
 松田好市（徳島県徳島市体育指導委員会会長）
＜助言者＞
 荒井貞光（前掲）
 若木敏男（愛媛県体育指導委員協議会会長）
 藤野實夫（徳島県体育指導委員連絡協議会会長）

【子どものスポーツ活動を活性化するための取り組み】
＜発表者＞
 矢野義博（徳島県藍住町体育指導委員会副会長）
 吉松正博（高知県馬路村体育指導委員）
＜助言者＞
 成田十次郎（前掲）
 米田　博（徳島県体育指導委員連絡協議会副会長）
 清岡信光（高知県教育委員会体育保健課課長）

【地域活性化のための魅力あるスポーツプログラム】
＜発表者＞
 宮武哲也（香川県満濃町体育指導委員会委員長）
 岩崎良一（高知県香北町体育指導委員）
＜助言者＞
 稲田俊治（前掲）
 鬼頭和子（前掲）
 多田俊夫（香川県体育指導委員連絡協議会理事長）

3860名
(68名)

40 H11.11.11～12 宮城県

仙台市・仙
台市体育
館／仙台
市福祉プラ
ザ／仙台市
情報・産業
プラザ（ア
エル）／仙
台市シル
バーセン
ター

－

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 森　壮一（文部省体育局生涯スポーツ
課長）
 
特別講演【スポーツに親しむ】
 浅野史郎（宮城県知事）

【21世紀に向けた地域におけるスポーツ活動の活性化方策】
＜司会＞
 中島信博（東北大学教授）
＜発言者＞
 小玉一彦（東北福祉大学教授）
 黒須　充（福島大学助教授）
 佐々木知博（宮城県教育庁スポーツ振興課長）
 岡﨑明子（富山県体育指導委員協議会副理事長兼女性委員
会副委員長）

【総合型地域スポーツクラブの育成に向けた体育指導委員
の役割】
＜発表者＞
 黒澤一男（岩手県金ケ崎町体育指導委員）
 近藤敏雄（秋田県琴丘町体育指導委員）
＜助言者＞
 黒須　充（前掲）
 村田久忠（山形県鶴岡市体育指導委員会事務局長）
 星　光一（福島県教育庁スポーツ健康課生涯スポーツ係
長）

【バリアフリーの観点に立ったスポーツ振興～障害者・高齢
者の立場から～】
＜発表者＞
 菅井勝之（宮城県仙台市体育指導委員）
 長谷川満春（青森県浪岡町体育指導委員）
＜助言者＞
 小玉一彦（前掲）
 伊東まさ（岩手県体育指導委員協議会副会長）
 渡邊茂泰（山形県教育庁スポーツ課課長補佐）

【体育指導委員の役割と今後の課題】
＜発表者＞
 森　恵治（山形県天童市体育指導委員）
 佐々木秀一（宮城県中新田町体育指導委員）
＜助言者＞
 本多弘子（仙台大学教授）
 岡﨑明子（前掲）
 佐々木知博（前掲）

【学校・家庭・地域が連携し育んでいく子どものスポー
ツ活動】
＜発表者＞
 日下秀男（福島県新地町体育指導委員）
 佐藤徳康（宮城県七ヶ浜町体育指導委員）
＜助言者＞
 中島信博（前掲）
 野中歌子（秋田県体育指導委員連絡協議会副会長）
 古舘英彦（岩手県教育委員会保健体育課主任指導
主事）

4610名
(83名)

＜人口１０万人以上＞
＜発表者＞
 小川紘暉（富山県富山市体育指導委員）
 豊岡和夫（新潟県新潟市体育指導委員）
＜助言者＞
 大橋美勝（前掲）
 末岡　尚（石川県体育指導委員協議会会長）
 善里嶺信（福井県教育委員会スポーツ課長）

＜人口５万人以上～１０万人未満＞
＜発表者＞
 山本哲治（福井県鯖江市体育指導委員）
 坂森重善（富山県氷見市体育指導委員）
＜助言者＞
 菊　幸一（前掲）
 磯野くに子（富山県体育指導委員協議会副会長）
 岡本義生（新潟県教育委員会保健体育課長）

＜人口２万人以上～５万人未満＞
＜発表者＞
 鷲澤正男（新潟県新井市体育指導委員）
 米澤賢太郎（富山県魚津市体育指導委員）
＜助言者＞
 清水紀宏（前掲）
 後出清太郎（福井県体育指導委員協議会会長）
 柱山嗣廣（石川県教育委員会体育課長）

＜人口２万人未満＞
＜発表者＞
 岩瀬正彦（富山県福野町体育指導委員）
 谷内真由美（石川県志賀町体育指導委員）
＜助言者＞
 松川美鈴（前掲）
 島津洋司（新潟県体育指導委員協議会会長）
 大代忠男（前掲）

＜人口２０万人以上＞
＜実践発表者＞
 中村正信（熊本県熊本市体育指導委員）
 川浪康子（福岡県久留米市体育指導委員）
＜助言者＞
 八代　勉（前掲）
 吉田欣也（佐賀県体育指導委員協議会会長）
 東喜美雄（鹿児島県教育委員会保健体育課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満＞
＜実践発表者＞
 町田謙二（熊本県八代市体育指導委員）
 中村　正（宮崎県延岡市体育指導委員）
＜助言者＞
 大橋美勝（前掲）
 本嶋小夜子（熊本県体育指導委員協議会副会長）
 土谷忠昭（大分県教育委員会体育保健課長）

＜人口２万人以上～７万人未満＞
＜実践発表者＞
 八坂　勇（大分県日出町体育指導委員）
 橋本孝博（熊本県松橋町体育指導委員）
＜助言者＞
 山口泰雄（前掲）
 山城貞雄（沖縄県体育指導委員協議会会長）
 原　宮之（長崎県教育委員会体育保健課長）

＜人口２万人未満＞
＜実践発表者＞
 仲栄真盛一（沖縄県北谷町体育指導委員）
 井　佳子（熊本県一の宮町体育指導委員）
＜助言者＞
 三浦房枝（前掲）
 高橋　章（宮崎県体育指導委員協議会会長）
 田代久義（福岡県教育委員会指導第一部スポーツ課
長）

中止（コロナウイルス感染拡大防止のため）

一般社団法人　東京都スポーツ推進委員協議会情報委員会　作成

全　国　ス　ポ　ー　ツ　推　進　委　員　研　究　協　議　会                （Ｖｅｒ２０２０）

分科会・実技研修・施設見学など

4349名
(73名)

5004名
(118名)

39 H10.11.5～6 富山県

富山市・富
山市芸術
文化ホール
／富山勤
労者総合
福祉セン
ター／タ
ワー111ス
カイホール
／富山県
女性総合セ
ンター／ボ
ルファートと

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 工藤敏夫（文部省体育局生涯スポーツ
課長）
 
特別講演【スポーツちゃ　いいね】
 立川志の輔（落語家）

【地域スポーツの新たな第一歩】
＜司会＞
 大橋美勝（岡山大学教授）
＜発言者＞
 菊　幸一（奈良女子大学助教授）
 清水紀宏（金沢大学助教授）
 大代忠男（富山県教育委員会体育課長）
 松川美鈴（熊本県体育指導委員協議会女性部長）

【テーマ】　①地域におけるスポーツクラブの育成と体育指導委員の役割、②学校・家庭・地域が連携した子どものスポーツ活動

【テーマ】　①地域におけるスポーツクラブの育成と体育指導委員の役割、②学校・家庭・地域が連携した子どものスポーツ活動（学校週5日制を視野に入れて）
【２１世紀社会と子どものスポーツ環境】
＜司会＞
 荒井貞光（広島市立大学教授）
＜発言者＞
 落合　優（横浜国立大学教授）
 佐藤則夫（(財)日本体育協会スポーツ少年団部長）
 大谷寿一（神奈川県教育委員会生涯学習部スポーツ課長）
 葭田正子（大阪府体育指導委員協議会副会長）

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 佐々木正峰（文部省体育局長）
 
特別講演【スポーツで得た宝物】
 原　辰徳（NHKスポーツキャスター）

横浜市・国
立横浜国
際会議場
／ヨコハマ
グランドイン
ターコンチ
ネンタルホ
テル／はま
ぎんホール

神奈川
県

H8.11.12～13

38 H9.11.6～7 熊本県

熊本市・熊
本市総合
体育館／
熊本勤労
者総合福
祉センター

－

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 鈴木　漠
 
特別講演【私の野球人生】
 古葉竹識（プロ野球評論家）

【地域のスポーツ環境づくり】
＜司会＞
 八代　勉（筑波大学教授）
＜発言者＞
 大橋義勝（岡山大学教授）
 山口泰雄（神戸大学助教授）
 福岡　勲（熊本県教育委員会体育保健課長）
 三浦房枝（神奈川県伊勢原市体育指導委員協議会女性委員
会委員長）

【テーマ】　①地域におけるスポーツクラブの育成と体育指導委員の役割、②学校・家庭・地域が連携した子どものスポーツ活動　～学校週5日制を視野に入れて～

4553名
(61名)

37

参加人員
　(東京)

回 年月日 研究・大会テーマ
講演、講話他

場　所

－



＜人口２０万人以上＞
＜実践発表者＞
 柴田武志（神奈川県横浜市体育指導委員）
 吉岡信太郎（東京都足立区体育指導委員）
＜助言者＞
 荒井貞光（前掲）
 伊藤精二（埼玉県体育指導委員協議会会長）
 風間勝也（千葉県教育委員会体育課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満＞
＜実践発表者＞
 田中　正（埼玉県深谷市体育指導委員）
 赤塚　誠（神奈川県海老名市体育指導委員）
＜助言者＞
 落合　優（前掲）
 町田恒夫（群馬県体育指導委員協議会会長）
 仲地　聰（東京都教育委員会スポーツ振興課長）

＜人口２万人以上～７万人未満＞
＜実践発表者＞
 濱田武雄（千葉県八街市体育指導委員）
 齊藤宗佳（神奈川県愛川町体育指導委員）
＜助言者＞
 佐藤則夫（前掲）
 軍司尚四郎（茨城県体育指導委員協議会会長）
 神原彰夫（栃木県教育委員会保健体育課長）

＜人口２万人未満＞
＜実践発表者＞
 山口幹雄（神奈川県中井町体育指導委員）
 増山健司（栃木県石橋町体育指導委員）
＜助言者＞
 葭田正子（前掲）
 五味正夫（山梨県体育指導委員協議会会長）
 小林計正（長野県教育委員会体育課長）

＜人口１０万人以上＞
＜実践発表者＞
 明本徳男（大阪府大阪市体育指導委員）
 高橋　武（滋賀県大津市体育指導委員）
＜助言者＞
 江刺正吾（前掲）
 大辻利弘（兵庫県体育指導委員協議会会長）
 橋爪静夫（前掲）

＜人口６万人以上～１０万人未満＞
＜実践発表者＞
 吉村裕昌（大阪府摂津市体育指導委員）
 堀　義一（京都府舞鶴市体育指導委員）
＜助言者＞
 島崎　仁（前掲）
 上西綱雄（奈良県体育指導委員協議会会長）
 八幡　修（滋賀県教育委員会保健体育課生涯体育係長）

＜人口２万人以上～６万人未満＞
＜実践発表者＞
 影本博信（大阪府四條畷市体育指導委員会会長）
 紺野悦子（和歌山県有田市体育指導委員）
＜助言者＞
 原田宗彦（前掲）
 櫻井　裕（京都府体育指導委員協議会会長）
 嶋田良文（奈良県教育委員会保健体育課長）
 増田俊明（和歌山県教育委員会保健体育課長）

＜人口２万人未満＞
＜実践発表者＞
 広瀨優子（大阪府田尻町体育指導委員）
 久保田廣次（奈良県宇陀郡榛原町体育指導委員長）
＜助言者＞
 板倉陽子（前掲）
 木村清衣衛（滋賀県体育指導委員協議会会長）
 久　昭三（和歌山県体育指導委員連盟会長）
 岡本忠行（京都府教育委員会保健体育課長）

＜人口２０万人以上＞
＜実践発表者＞
 葭野浩道（岡山県倉敷市体育指導委員）
 宮迫純子（広島県呉市体育指導委員協議会監事）
＜助言者＞
 杉山重利（前掲）
 中司　実（山口県体育指導委員協議会会長）
 渡樌由章（鳥取県教育委員会体育保健課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満＞
＜実践発表者＞
 中村光子（山口県徳山市体育指導委員連絡協議会副会
長）
 掛本広太郎（広島県三原市体育指導委員協議会会長）
＜助言者＞
 永澤　悦（前掲）
 岩谷四郎（鳥取県体育指導委員協議会会長）
 濱村悦己（山口県教育委員会体育保健課長）

＜人口２万人以上～７万人未満＞
＜実践発表者＞
 梅木千賀子（鳥取県境港市体育指導委員）
 板倉陽子（広島県庄原市体育指導委員協議会副会長）
＜助言者＞
 荒井貞光（前掲）
 小西悦三（島根県体育指導委員協議会会長）
 岸　進（岡山県教育庁体育保健課長代理）

＜人口２万人未満＞
＜実践発表者＞
 鹿野明美（島根県東出雲町体育指導委員協議会副
会長）
 岡島　実（広島県吉田町体育指導委員会会長）
＜助言者＞
 赤松喜久（前掲）
 青野義昭（岡山県体育指導委員協議会会長）
 須藤昌幸（島根県教育庁保健体育課長）

＜人口２０万人以上＞
＜実践発表者＞
 山﨑光彦（福島県福島市体育指導委員）
 平塚和彦（宮城県仙台市体育指導委員協議会理事長）
＜助言者＞
 団　琢磨（前掲）
 大澤　靖（岩手県体育指導委員協議会会長）
 加藤廣志（秋田県教育庁保健体育課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満＞
＜実践発表者＞
 鯉川喜八郎（山形県米沢市体育指導委員会副会長）
 渡部孝美（福島県会津若松市体育指導委員会副会長）
＜助言者＞
 高砂秀照（前掲）
 佐藤文彦（秋田県体育指導委員連絡協議会副会長）
 江刺義夫（宮城県教育庁保健体育課指導主事）

＜人口１万人以上～７万人未満＞
＜実践発表者＞
 菊地昭人（岩手県大東町体育指導委員協議会会長）
 木村淳子（福島県塙町体育指導委員）
＜助言者＞
 浦井孝夫（前掲）
 及川富司（宮城県体育指導委員協議会会長）
 鈴木　寛（前掲）

＜人口１万人未満＞
＜実践発表者＞
 大山善美（秋田県河辺町体育指導委員会副委員長）
 会田ツタ枝（福島県飯舘村体育指導委員）
＜助言者＞
 新谷崇一（前掲）
 荒井　巌（山形県体育指導委員協議会会長）
 及川克郎（岩手県教育庁保健体育課主任指導主事
兼 課長補佐）

＜人口２０万人以上＞
＜実践発表者＞
 岩田律子（愛知県一宮市体育指導委員）
 梅村義弘（愛知県豊田市体育指導委員）
＜助言者＞
 細川磐（前掲）
 高砂秀照（岐阜県体育指導委員連絡協議会会長）
 安達忠勝（静岡県教育委員会体育保健課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満＞
＜実践発表者＞
 梅原　勲（静岡県焼津市体育指導委員）
 佐治文子（愛知県東海市体育指導委員）
＜助言者＞
 江刺正吾（前掲）
 塩田郁夫（愛知県体育指導委員連絡協議会顧問）
 橋本直捷（三重県教育委員会体育保健課課長補佐）

＜人口３万人以上～７万人未満＞
＜実践発表者＞
 鈴木寿子（三重県久居市体育指導委員）
 白木原司（愛知県東郷町体育指導委員）
＜助言者＞
 阿保雅行（前掲）
 芹澤正治（静岡県体育指導委員連絡協議会会長）
 林　茂則（岐阜県教育庁体育保健課長）

＜人口３万人未満＞
＜実践発表者＞
 山岸昭朔（岐阜県上矢作町体育指導委員）
 金田文子（愛知県設楽町体育指導委員）
＜助言者＞
 俣野雅昭（前掲）
 松井　久（三重県体育指導委員連絡協議会副会長）
 浅井溢夫（前掲）

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞
＜実践発表者＞
 二階堂正吉（新潟県新潟市体育指導委員）
 村本恒夫（石川県金沢市体育指導委員）
＜助言者＞
 細川　磐（前掲）
 若島正敬（富山県体育指導委員協議会会長）
 池田　斉（新潟県教育委員会保健体育課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞
＜実践発表者＞
 柴田　寛（富山県高岡市体育指導委員）
 山下裕治（石川県小松市体育指導委員）
＜助言者＞
 落合　優（横浜国立大学助教授）
 青木一三（前掲）
 並木　孝（富山県教育委員会体育課長）

＜人口１万人以上～７万人未満の都市＞
＜実践発表者＞
 山田亮二（福井県丸岡町体育指導委員）
 高田信夫（石川県鶴来町体育指導委員）
＜助言者＞
 橋羽裕規男（前掲）
 島津洋司（新潟県体育指導委員協議会会長）
 長谷川重治（福井県教育委員会保健体育課長）

＜人口１万人未満の町村＞
＜実践発表者＞
 青井義行（岐阜県川島町体育指導委員）
 堀内　孝（石川県鹿西町体育指導委員）
＜助言者＞
 矢部俊政（金沢大学教授）
 小宮哲夫（福井県体育指導委員連絡協議会会長）
 杉本康夫（石川県教育委員会体育課長）

＜人口２０万人以上の都市＞
＜実践発表者＞
 宇都秀雄（長崎県長崎市体育指導委員）
 柿塚国雄（宮崎県宮崎市体育指導委員）
＜助言者＞
 中村　平（前掲）
 玉城　忠（沖縄県体育指導委員協議会会長）
 長崎辰彦（熊本県教育委員会体育保健課長）

＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞
＜実践発表者＞
 田村省二（熊本県八代市体育指導委員）
 福山時人（鹿児島県川内市体育指導委員）
＜助言者＞
 團　琢磨（前掲）
 永井恒三郎（全国体育指導委員連合理事）
 大熊信雄（福岡県教育委員会体育課長）

＜人口１万人以上～７万人未満の都市＞
＜実践発表者＞
 篠原隆義（福岡県粕屋町体育指導委員）
 井上寿幸（大分県別府市体育指導委員）
＜助言者＞
 金崎良三（九州大学助教授）
 久保川芳幸（長崎県体育指導委員協議会会長）
 今泉岩彦（佐賀県教育委員会体育保健課指導主幹）

＜人口１万人未満の町村＞
＜実践発表者＞
 瀬戸文隆（佐賀県七山村体育指導委員）
 我如古三雄（沖縄県上野村体育指導委員）
＜助言者＞
 大谷善博（前掲）
 高橋　章（宮﨑県体育指導委員連絡協議会副会長）
 迫田　亮（鹿児島県教育委員会保健体育課長）

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞
 ＜実践発表＞
 小原（品川区体育指導委員）

＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万人以上の都市＞ ＜人口７万人以上～２０万人未満の都市＞ ＜人口３万人以上～７万人未満の都市＞ ＜人口１万人以上～３万人未満の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口２０万以上の都市＞
 ＜実践発表＞
 西村正次（大田区体育指導委員会長）

＜人口２０万人未満～７万人以上の都市＞ ＜人口７万人未満～３万人以上の都市＞ ＜人口３万人未満～１万人以上の町村＞

（第５分科会）

＜人口１万人未満の町村＞

＜人口３０万以上の都市＞ ＜人口１０～３０万人未満の中都市＞ ＜人口３～１０万人未満の小都市＞ ＜人口３万人未満の町村＞

17 S51. 9.10～11 長野県
戸倉町上
山田中学
校

スポーツ振興の現
状

【スポーツ振興の現状と課題】
 安養寺重夫（文部省体育局長）

【施設を基盤とするスポーツクラブの育成について】
＜司会＞
 大木昭一郎（文部省体育局スポーツ課専門員）
＜発言者＞
 野間　優（宮崎県教育委員会保健体育課長）
 幅　輝子（長野県長野市ママさんバレーボール連盟理事長）
 犬竹　卓（埼玉県富士見青年の家次長）
 粂野　豊（筑波大学教授）
 長岩谷みよ（青森市婦人団体連絡協議会会長）

【スポーツ施設の整備と有効活用について】 【スポーツクラブの育成と運営について】 【地域スポーツ者導者の確保と協力体制の確立について】 －
1043名
（44名）

【スポーツ施設の整備と有効的活用について】 【地域スポーツ指導者の確保と協力体制の確立について】 【スポーツクラブの運営とその育成について】 【地域スポーツ振興のプログラムについて】

（第５分科会）

【対象に応じたスポーツ指導・スポーツ相談について】

＜人口２０万人以上の都市部会＞
 ＜助言者＞本島寛（東京都体育指導委員協議会会長）

＜人口２０万以下の都市部会＞ ＜町村部会＞

＜人口２０万人以上の都市部会＞ ＜人口２０万以下の都市部会＞ ＜町村部会＞

＜大都市＞
 ＜助言者＞小田七蔵（東京都体育指導委員協議会副会
長）

＜中小都市＞ ＜農山漁村＞

＜大都市＞
 ＜助言者＞木下伸太郎（東京都体育指導委員協議会理事
長）

＜中小都市＞
 ＜事例発表＞斉藤源吾（八王子市体育課長）

＜農山漁村＞

＜大都市＞ ＜中小都市＞ ＜農山漁村＞

18 S52.11. 4～4 宮崎県
宮崎市民
会館

地域スポーツクラ
ブ育成及び学校体
育施設の開放と活
用～その現状と今
後の課題～

【地域スポーツの振興方策について】
 柳川覚治（文部省体育局長）

【テーマ】　地域スポーツクラブ育成及び学校体育施設の開放と活用～その現状と今後の課題～

1075名
(51名)

【地域スポーツクラブの育成とその定着について】
＜司会＞
 戸村敏雄（文部省体育局スポーツ課専門員）
＜発言者＞
 三好　喬（広島大学教授）
 野間　優（宮崎県教育委員会保健体育課長）
 鈴木利雄（宮崎市体育指導委員）
 沢登貞行（三鷹市体育指導委員協議会長）
 高橋　章（日之影町体育指導委員）

3128名

3542名

4957名
(98名)

【テーマ】　①高度化・多様化するスポーツニーズと体育指導委員の役割振興と体育指導委員の役割、②女性体育指導委員の組織化及び活動の活性化について

【テーマ】　①高齢者スポーツの振興について、②学校週5日制と少年スポーツ

33

32

31
H2.10.30～
11.1

山形県
天童市ス
ポーツセン
ター

高松市総
合体育館

香川県H3.11.20～22

H4.11.11～12 愛知県
名古屋市・
名古屋国
際会議場

【高齢化・多様化するスポーツニーズと体育指導委員の役割】
＜司会＞
 細川　磐（大阪体育大学教授）
＜発言者＞
 江刺正吾（奈良女子大学教授）
 阿保雅行（東京外国語大学助教授）
 浅井溢夫（愛知県教育委員会スポーツ課長）
 俣野雅昭（香川県体育指導委員連絡協議会会長）

【21世紀に向けたスポーツの振興と体育指導委員の役割】

【体育指導委員の組織的活動の活性化を目指して】

講話【スポーツ擬陽性の課題と展望】
 石川　明（文部省体育局生涯スポーツ
課長）
 
特別講演【21世紀のキーワードは地球と
スポーツに気づくこと】
 野中ともよ（ジャーナリスト）
 
講義【余暇時代に対応したスポーツ振興
方策】
 大橋美勝（岡山大学教授）

講話【スポーツ行政の課題と展望】
 逸見博昌
 
特別講演【私とオリンピック】
 小谷実可子
 
講義【生涯スポーツのあゆみと展望】
 野々宮徹（愛知教育大学助教授）

5004名
(118名)

4952名
(97名)

【テーマ】　①地域におけるスポーツクラブの育成と体育指導委員の役割、②学校週5日制の拡充と子どものスポーツ活動

【２１世紀社会と子どものスポーツ環境】
＜司会＞
 荒井貞光（広島市立大学教授）
＜発言者＞
 落合　優（横浜国立大学教授）
 佐藤則夫（(財)日本体育協会スポーツ少年団部長）
 大谷寿一（神奈川県教育委員会生涯学習部スポーツ課長）
 葭田正子（大阪府体育指導委員協議会副会長）

【２１世紀に向けた生涯スポーツ振興と体育指導委員の役割】
＜司会＞
 江刺正吾（奈良女子大学教授）
＜発言者＞
 島崎　仁（大阪教育大学教授）
 原田宗彦（大阪教育大学教授）
 橋爪静夫（大阪府教育委員会保健体育課長）
 板倉陽子（広島県庄原市体育指導委員協議会副会長）

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 小林敬治（文部省体育局長）
 
特別講演【スポーツと私】
 平尾誠二（ラグビー日本代表）

大阪市・府
立体育館
／府立体
育会館

大阪府H7.10.26～2736

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 佐々木正峰（文部省体育局長）
 
特別講演【スポーツで得た宝物】
 原　辰徳（NHKスポーツキャスター）

横浜市・国
立横浜国
際会議場
／ヨコハマ
グランドイン
ターコンチ
ネンタルホ
テル／はま
ぎんホール

神奈川
県

H8.11.12～13

4236名
(90名)

4237名
(82名)

37

福島県H5.10.14～1534

【テーマ】　①余暇時間の増大と体育指導委員の役割、②ファミリースポーツの振興について

【これからの地域スポーツ振興を考える】
＜司会＞
 杉山重利（島根大学教授）
＜発言者＞
 荒井貞光（広島市立大学教授）
 赤松喜久（大阪教育大学助教授）
 土居進一郎（広島県教育委員会教育部次長 兼　保健体育課
長）
 永澤　悦（福島県体育指導委員連絡協議会理事）

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 桜井　清（文部省体育局生涯スポーツ
課長）
 
特別講演【スポーツと私】
 衣笠祥雄（スポーツコンサルタント）

広島市・県
立総合体
育館／メル
パルク
HIROSHIM
A／リーガロ
イヤルホテ
ル／NTTク
レドホール
／広島市
青少年セン
ター

広島県H6.11.24～2535

【テーマ】　①学校週5日制と少年スポーツ、②余暇時間の増大と体育指導委員

【テーマ】　①21世紀に向けたスポーツ振興と体育指導委員の役割、②女性体育指導委員の組織化及び活動の活性化について

文部省説明【スポーツ行政の課題と展
望】
 石川　明（文部省体育局生涯スポーツ
課長）
 
特別講演【登山と私】
 田部井淳子（登山家）
 
講義【地域特性を活かしたスポーツの振
興】
 野々宮徹（愛知教育大学教授）

【余暇時代のスポーツ振興を考える】
＜司会＞
 団　琢磨（岡山大学教授）
＜発言者＞
 新谷崇一（福島大学教授）
 浦井孝夫（筑波大学助教授）
 鈴木　寛（山形県教育庁保健体育課長）
 高砂秀照（岐阜県体育指導委員連絡協議会会長）

郡山市・郡
山ユラック
ス熱海／磐
梯グランド
ホテル

【研究協議題】　①公共体育、スポーツ施設の効果的活用、②学校開放の具体的なすすめ方、③対象の多様性に応じたスポーツ教室の展開の仕方について、④指導体制の確立

【現代社会とコミュニティの課題】
 清水馨八郎（千葉大学教授）

-

【社会体育振興と今後の課題－とくにス
ポーツクラブと指導者の役割について
－】
 竹之下休蔵（東京教育大学教授）
 
調査報告【体育施設利用状況調査結果
について】

S48.11. 7～9 三重県
伊勢市文
化会館

地域スポーツの具
体的な進め方

【地域、スポーツの振興と体育指導委員
の役割】
 渋谷敬三（文部省体育局長）

-14

S49. 9.19～2015 佐賀県
嬉野町・社
会体育館

地域スポーツの振
興と体育指導委員
の役割

【実技研修】
 パンポンコース／民謡コース／体力つくりのためのト
レーニングコース／施設および実際活動の見学コース
／の４コースから一つを選ぶ

【これからのスポーツ】
 茅　誠司（東京大学名誉教授）
 
調査報告【体育指導委員調査結果の概
要について】
 市毛徳夫（全国体育指導委員協議会事
務局長）

【事例発表】
「熊本県水俣市体育館における体育・スポーツ活動の指導につ
いて」
 白取義輝（水俣市体育指導委員協議会会長）
「東京都中野区新山小学校における学校開放とその利用状況に
ついて」
 鈴木了吉（中野区社会教育指導員）
「三重県津市中央公民館における体育・スポーツ活動の指導に
ついて」
 佐藤捷三（津市教育委員会主事）
「串良町における体育・スポーツ活動の推進について」
 北田隆利（鹿児島県串良町社会教育主事）

【今後における社会体育の考え方、進め
方】
 前田充明（城西大学学長）

- －

【研究協議題】　①地域におけるスポーツ施設の効果的活用について、②スポーツクラブの育成をめざした諸事業の企画、運営について、③地域スポーツ活動に適した指導者の発掘
とその育成について

11 S45. 8.25～27
鹿児島
県

957名
(74名)

【研究協議題】　①地域スポーツ振興の拠点づくり、②地域と職場との関係、③地域における行事、スポーツ教室、スポーツ相談などの開設、④指導体制の確立（とくに体育指導委員と
スポーツ指導員、社会教育主事、社会教育指導員などの関連について）

-

研究協議　①公共社会体育施設を中心とするスポーツクラブの育成について、②学校体育施設を中心とするスポーツクラブの育成について、③社会教育施設や福祉などを中心とする
スポーツクラブの育成について、④その他

5コースに分かれスポーツの実際活動を視察

13 S47. 6. 7～９ 茨城県
日立市・市
民会館

地域スポーツの振
興と体育指導委員
の役割

3001名

【都市化の進展とスポーツ】
 磯村英一（東洋大学学長）

S44. 8.25～27
和歌山
県

白浜町白
浜観光会
館

地域社会の変化に
即応した体育、ス
ポーツ指導

【見学】
 南紀青少年スポーツセンターとその活動状況の視察

シンポジウム【今後の国民生活と体育・スポーツ】
＜司会＞
 磯村英一（東洋大学教授）
＜発言者＞
 日高幸男（文部省社会教育局社会教育官）
 諸口昭一（経済企画庁総合開発局開発計画課長）
 大井道夫（厚生省国立公園部計画課長）
 川名俊次（建設省都市局公園緑地課長）
 早川芳太郎（文部省体育局スポーツ課長）
 本島寛（全国体育指導委員協議会副会長／東京都体育指導
委員協議会会長）
 
【研究発表】
「地域住民のスポーツ活動と学校開放について」 （大阪市）
「施設を中心とするスポーツグループの育成について」
 沢登貞行（三鷹市体育指導委員会長）
「地域住民の体力つくり運動とその指導について」 （大分県三重
町）
「体育指導委員を中心とする指導体制の確立について」 （和歌
山県打田町）

鹿児島市
県民会館

施設を中心とする
体育指導委員の活
動

720名
(74名)

10

研究協議題　①スポーツ施設の開発について、②地域住民のスポーツ活動と学校開放の推進について、③施設（学校施設を含む）を中心とするスポーツグループの育成について、④
地域住民の体力つくり運動とその指導について、⑤体育指導委員を中心とする指導体制の確立について

【実際活動の研究】
 原良地区におけるスポーツ少年団の活動状況
 堀江町における親子スポーツ活動状況
 宇宿地区における職場スポーツ活動状況
 蒲生町における老人スポーツ活動状況
 姶良町における夫人スポーツ活動状況

研究協議題　①公共社会体育施設を中心とする体育、スポーツ活動の進め方について、②学校体育施設を中心とする体育・スポーツ活動の進め方について、③公民館など社会教育
施設を中心とする体育・スポーツ活動の進め方について、④その他

12 S46. 8.24～26 千葉県
千葉市・市
民会館

スポーツクラブの育
成と体指の役割

－

【子育ての中の基礎体力づくり】
＜司会＞
 浦井孝夫（文部省体育局スポーツ課専門職員）
＜発言者＞
 岡野俊一郎（日本オリンピック委員会総務主事）
 近藤充夫（東京学芸大学助教授）
 藤本浩之輔（大阪市立大学助教授）
 鈴木　博（(社)全国体育指導委員連合副会長）
 伊東順一（大津市教育委員会体育課長）

【高齢者スポーツの推進】
＜司会＞
 早川芳太郎（鹿屋体育大学副学長）
＜発言者＞
 日丸哲也（岡山大学教授）
 金子公宥（大阪体育大学教授）
 斉藤欣三（静岡県教育委員会体育保健課長）
 八代　勉（筑波大学助教授）

－

-

【地域スポーツの進め方】
＜司会＞
 粂野　豊（筑波大学助教授）
＜発言者＞
 鴻池宗男（全国体育指導委員協議会理事長）
 角田正久（全国都道府県体育主管課長協議会幹事長）
 江橋慎四郎（東京大学教授）
 小野三嗣（東京学芸大学教授（医博））
 岩谷みよ（青森市婦人団体連絡協議会会長）

-

850名
(59名)

-

－

788名
(74名)

1254名
(52名)

【テーマ】　①基礎体力つくりの推進と体育指導委員の役割、②地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割、③学校体育施設の開放とその有効活用に果たす体育指導委員の役割、④公共体育施設の望ましい運営のあり方【国民スポーツの振興方策について】
＜司会＞
 戸村敏雄（文部省体育局スポーツ課課長補佐）
＜発言者＞
 粂野　豊（筑波大学教授）
 島崎　仁（大阪教育大学講師）
 坂口　昇（(社)全国体育指導委員連合副会長）
 遠井浅次（栃木県体育指導委員連絡協議会長）

847名
(43名)

1729名
(75名)

【施設見学】
 三重県総合競技場

－

1265名
(61名)

1719名
(65名)

2194名
(75名)

3352名
(101名)

2975名

21

【スポーツ振興の現状と課題】
 望月健一（文部省スポーツ課長）

16 S50. 9.19～20 青森県

【テーマ】　①基礎体力づくりの推進と体育指導委員の役割、②地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割、③社会体育指導者の指導体制の充実について

【当面する体育行政上の課題について】
 柳川覚治（文部省体育局長）

体育指導委員の役
割都社会体育指導
者の充実

大津市滋
賀会館

滋賀県

青森市商
工会館

地域スポーツの現
状について

【国の体育スポーツの振興方策につい
て】
 柳川覚治（文部省体育局長）
 
【これからの国民生活とスポーツ】
 粂野　豊（筑波大学教授）

19
体育指導委員の役
割と公共体育施設
のあり方

藤原町総
合文化会
館

栃木県S53.11.16～18

1653名
（56名）

【テーマ】　①少年スポーツクラブの育成について、②婦人スポーツクラブの育成について、③中高齢者スポーツクラブの育成について

1577名
（60名)

1737名
(62名)

1845名
(65名)

生涯スポーツ活動
の振興

少年・高齢者ス
ポーツの振興

高齢者スポーツの
振興と地域スポー
ツクラブの育成

高齢者スポーツの
振興と地域スポー
ツクラブの育成

【テーマ】　①地域スポーツクラブの育成について、②高齢者スポーツの普及方策について、③スポーツ指導者の確保と活用について

【テーマ】　①高齢者スポーツ活動の推進について、②少年スポーツ活動の推進について、③親子スポーツ活動の推進について

1531名
(58名)

－ －

－ －

2742名
（66名）

S54.11.25～2720

S60.11.20～2226 沖縄県
沖縄県立
奥武山体
育館

S55.11.27～29

S56.11.25～2722

23

24

松江市・県
民会館

島根県

群馬県
前橋市県
民会館

奈良文化
会館

奈良県

鳥取市県
民会館

S57.11.25～27

S58.11.17～19 鳥取県

山梨県
甲府市県
民文化ホー
ル

北海道

京都府

25 S59.11.20～22

京都会館

札幌市中
島体育セン
ター

福岡市・福
岡サンパレ
ス／福岡市
庁舎／市
立中央市
民センター
／市立早
良市民セン
ター

29 S63.11.16～18

28 S62. 9. 9～11

福岡県

30 H1.10.4～6 石川県

金沢市・金
沢市観光
会館／県
立社会教
育センター
／県社会
福祉会館

【高齢者スポーツの振興について】
＜司会＞
 梅村清弘（中京大学学長）
＜発言者＞
 青山英康（前掲）
 池田　勝（筑波大学助教授）
 高橋勇悦（東京学芸大学助教授）
 西村金一（兵庫県体育指導委員協議会会長）

【高齢者スポーツの振興】
＜司会＞
 杉山重利（文部省体育局スポーツ課専門員）
＜発言者＞
 青木一三（埼玉県体育指導委員協議会会長）
 石川弘義（成城大学教授）
 古藤高良（筑波大学教授）
 小松八郎（熊本県体育指導委員協議会理事）
 永江建悦（松江市教育委員会体育課長）

講話【スポーツ行政上の今日的課題】
 國分正明（文部省体育局長）
 
【スポーツトレーニングの新しい道】
 松田岩男（中京大学教授）
 
【21世紀にむけたスポーツのあり方】
 外山滋比古（お茶の水女子大学教授）

講話【スポーツ行政上の今日的課題】
 向井正剛（文部省体育局スポーツ課
長）
 
【スポーツと人生～指導者との出会い
～】
 松本育夫（日本サッカー協会／㈱マツ
ダ営業業務部リクルートセンター）
 
講義【社会体育指導者の現状と今後の
課題】
 永島惇正（東京学芸大学教授）

講話【スポーツ行政の今日的課題】
 坂元弘直（文部省体育局長）
 
特別講演【スポーツと人生】
 山下泰裕（東海大学助教授）
 
講義【体指に期待される役割と資質】
 粂野　豊（筑波大学教授）

生涯スポーツの振
興と体育指導委員
の役割

生涯スポーツ活動
の推進について

【当面する体育行政上の課題について】
 柳川覚治（文部省体育局長）
 
【青少年スポーツの今日的課題】
 渋谷敬三（日本学校安全会理事長）

【健康、体力づくりとスポーツ】
 青山英康（岡山大学教授）

講話【当面する体育、スポーツ行政上の
課題】
 西崎清久（文部省体育局長）

講話【スポーツ行政上の課題】
 吉村澄一（文部省体育局長）
 
【スポーツのすすめ】
 荻村伊智朗（(財)日本卓球協会専務理
事）

生涯スポーツの推
進

特別講演【21世紀におけるスポーツを考
える】
 岸野雄三（国際武道大学体育学部長）
 
【期待されるスポーツ指導者像】
 帖佐寛章（順天堂大学教授／(財)日本
陸上競技連盟専務理事）

講話【当面する体育、スポーツ行政上の
課題】
 吉村澄一（文部省体育局長）

【現代社会におけるスポーツの意義】
 江橋慎四郎（鹿屋体育大学教授）

少年・婦人・中高齢
者スポーツクラブの
育成

【生涯スポーツの振興と指導者の役割（高齢者）】
＜司会＞
 梅村清弘（中京大学学長）
＜発言者＞
 鈴木祐一（(財)日本体育協会専務理事）
 小口五郎（埼玉県教育委員会体育課長）
 青木純一郎（順天堂大学助教授）
 高橋真琴（十文字女子短期大学助教授）

【生涯スポーツの振興を目指して】
＜司会＞
 島崎　仁（大阪教育大学助教授）
＜発言者＞
 梅村清弘（中京大学学長）
 金子公宥（大阪体育大学教授）
 三ツ谷洋子（スポーツ評論家）
 安田貞栄（境港市長）

【生涯スポーツの振興】
＜司会＞
 島崎　仁（大阪教育大学助教授）
＜発言者＞
 青山英康（岡山大学教授）
 梅村清弘（中京大学学長）
 下条由起子（(株)ランナーズ編集長）
 平井新司（京都文教短期大学教授）

27 S61.11.19～21

－ －

－ －

【実技研修】
 1.グランドゴルフ
 2.ローンボーリング
 3.スポレック
 4.ペタンク

【テーマ】　①高齢者スポーツ活動の推進について、②少年スポーツ活動の推遂について、③地域スポーツクラブの育成と活動の充実について

【実技研修】

－

【これからの生涯スポーツの振興を考える～２１世紀を目指して
～】
＜司会＞
 團　琢磨（岡山大学教授）
＜発言者＞
 大谷善博（福岡大学教授）
 金子公宥（大阪体育大学教授）
 永島惇正（東京学芸大学教授）
 中村　平（東京女子体育大学助教授）

【市町村のスポーツ振興と体育指導委員のかかわりを再考する】
＜司会＞
 細川　磐（大阪体育大学教授）
＜発言者＞
 大橋義勝（岡山大学助教授）
 落合　優（横浜国立大学助教授）
 荒川　昇（千葉県教育委員会体育課長）
 青木一三（全国体育指導委員連合副会長）

【実技研修】
 1.リンゴゲーム
 2.コミュニティ近代五種競技
 3.グランドゴルフ
 4.ゲートボール

－

【実技研修】)
 1.レインボーリング
 2.リングゲーム
 3.グランドゴルフ
 4.ミニバレーボール

－ －

－ －

－ －

【テーマ】　①高齢者スポーツの普及振興について、②地域スポーツクラブの育成について

－

－

－

【テーマ】　①体育指導委員の組織的活動の活性化を目指して、②地域スポーツクラブ連合組織の育成と体育指導委員の役割について

【テーマ】　①体育指導委員の組織的活動の現状について、②市（区）町村のスポーツ振興への体育指導委員の関与について、③今後の課題

【テーマ】　①体指の活動の現状について、②生涯スポーツ振興への取り組みについて、③今後の課題について

【テーマ】　①少年スポーツ活動の推進、②親子スポーツ活動の推進、③高齢者スポーツ活動の推進

【テーマ】　①少年スポーツ活動の育成について、②婦人スポーツ活動の推進について、③高齢者スポーツ活動の推進について

全国体育指導委員
連合設立20周年記
念

【少年スポーツの育成と指導者の役割】
＜司会＞
 梅村清弘（中京大学学長）
＜発言者＞
 島　喜八（日本女子体育大学教授）
 田口守隆（大阪体育大学教授）
 藤井隆至（京都府教育委員会保健体育課長）
 武藤芳照（東京大学教育学部助教授）

体育指導委員の組
織的活動の活性化

講話【スポーツ行政の今日的課題】
 井上孝美（文部省大臣官房審議官）
 
特別講演【21世紀のスポーツ振興を展
望する】
 岡野俊一郎（(財)日本オリンピック委員
会専務理事）
 
講義【楽しいスポーツ指導について】
 落合　優（横浜国立大学助教授）

【生涯スポーツの一層の振興を目指して】
＜司会＞
 細川　磐（大阪体育大学教授）
＜発言者＞
 大鋸　順（電気通信大学助教授）
 橋羽裕規男（金沢大学医療技術短期大学部教授）
 青木一三（前全国体育指導委員連合副会長）
 荒木田裕子（前オリンピックバレーボール選手）

体育指導委員の効
果的活動を求めて

講話【スポーツ行政の課題と展望】
 前畑安宏
 
特別講演【バレーボールと私】
 三屋裕子（筑波スポーツ科学研究所主
任研究員）
 
講義【ニュースポーツへの招待】
 森　朗（青山学院大学教授）



＜大都市＞ ＜中小都市＞ ＜農山漁村＞

＜大都市＞ ＜中小都市＞ ＜農山漁村＞

＜大都市＞ ＜中小都市＞ ＜農山漁村＞

【体力づくりの運動の進め方について】 【.スポーツ施設の活用について】
【青少年のスポーツ活動の普及と組織化について】
 （都市部）　（農村部）

【婦人のスポーツ活動について】
 （都市部）　（農村部）

【スポーツ活動の見学】
 ・二日目の宿泊地は永平寺、雲水の厳しい指導も今は懐か
しい。
 酒伊センヰ工業のスポーツ活動見学（福井市）
 青少年スポーツ活動（丸岡市）
 婦人スポーツ活動（金津市）

－ － －

＜教育委員会関係者＞ ＜勤労青少年部会＞ ＜スポーツの組織化＞ ＜婦人スポーツ＞

【スポーツ活動の見学】
 川越市・大東地区ほか
 所沢市・柳瀬地区ほか
 東松山市・ヂーゼル器機松山工場ほか

＜教育委員会関係者＞
 【体育指導委員の活動を促進するために、社会教育関係団
体との連携をどのようにするか。また体育指導委員の任務お
よびその分担をどのように定めているか】

＜勤労青少年部会＞
 【中小企業に働く青少年のスポーツ活動を促進するため、
企業主、関係団体および機関との連携をどのようにする
か。またスポーツ活動の組織と活動内容をどのようにする
か】

＜スポーツの組織化＞
 【スポーツ関係団体との連携を密にして、またスポーツ教室と
の関連をもって、少年のスポーツクラブの育成および活動内
容をどのようにするか】

＜婦人スポーツ＞
 【家庭ぐるみのスポーツ活動は、どのように進めている
か。また活動内容をどのようにするか】

（第５分科会） （第６分科会）

＜スポーツ施設＞
 【スポーツ施設を充実するため、公有地、その他未利用地等
の活用をどのようにしているか】

＜オリンピック運動＞
 【オリンピックを目前にひかえ、住民のスポーツに対する関
心の高まりを地域スポーツ振興にどのように生かし、永続さ
せるか】

＜指導組織部会＞
 【地域社会の特性に応じた指導組織および年間プログラム
をどのようにするか】

＜勤労青少年部会＞
 【中小企業に働く青少年のスポーツ活動を促進するため、
雇傭主や商店連合会等との連携方法およびプログラムを
どのようにするか】

＜家庭婦人部会＞
 【家庭婦人のスポーツ活動への導入とそのプログラムをどの
ようにしたらよいか】

＜スポーツクラブ部会＞
 【青少年スポーツクラブの育成をどのようにしたらよい
か】

（第５分科会） （第６分科会）

＜施設部会＞
 【学校施設および運動広場の活用をどのようにするか】

＜オリンピックと地域スポーツ部会＞
 【オリンピックを迎えるにあたり、オリンピック精神を地域ス
ポーツ活動にどのようにいかし、またそれを永続させるか】

＜スポーツ振興計画部会＞
【地域社会の特性に即したスポーツ振興計画をたてるにはど
のようにすればよいか】

＜勤労青少年部会＞
 【中小企業で働く青少年のスポーツ振興はどのようにすれ
ばよいか】

＜家族のスポーツ部会＞
 【家族を中心としたスポーツ振興はどのようにすればよいか】

＜地域青少年部会＞
 【各種青年団体のスポーツ活動を活発にするにはど
のようにすればよいか】

（第５分科会）

＜スポーツ施設部会＞
 【学校施設の開放等施設の効果的利用促進をはかるにはど
のようにすればよいか】

①体育指導委員組織(全国、地方）の強化、拡充をどのように
するか
②昭和３６年度事業計画をどうするか
③広報活動をどのようにおこなったらよいか

①体育指導委員はどのような役割を果たすべきか
②他団体機関との連絡調整をどのようにすればよいか
③体育指導委員の設置に関する条例、規則事項（人数、
任期、報酬等）について、どのような問題があるか

①都市における体育スポーツの振興計画をどのように考えた
らよいか
②振興計画の作成、及びその実施に当っては、他の官庁、
諸団体との連絡調整をどのようにしたらよいか
③中小企業に働く青少年の体育振興を、どうしたらよいか

①農村におけるスポーツ振興計画をどのように考えた
らよいか
②振興計画の作製およびその実施にあたっては、他
の官庁、団体との連絡調整をどのようにしたらよいか
③農村の実態に即した体育、スポーツ行事の実施は
どうしたらよいか

（第５分科会） （第６分科会）

①体育施設の望ましい管理運営の仕方と効果的利用法
②学校開放による学校体育施設の利用をどうしたらよいか
③体育施設、設備の整備をはかるためにはどうしたらよい
か。また、水泳プール等の施設のつくり方

①のぞましい野外活動の進め方はどうしたらよいか
②野外活動の施設の整備およびその管理運営をどのよう
にすればよいか
③事故対策をどのようにすればよいか

1 S35.12.20 東京都
港区虎ノ門
共済会館

体育指導委員の制
度と社会体育振興
の方策

【特別講演】
 小川和夫（日本放送協会解説委員）

＜全体協議＞
1.体育指導委員制度の法制化と充実について
2.国民体育施設とくに市民体育館および市民プールの整備充
実について
3.スポーツ教室等青少年を中心とした体育の普及奨励について
4.体育団体に対する助成について
5.オリンピック東京大会の完全実施について
6.体育振興法の制定促進について

－ － － －
1200名
(50名)

S32. 4.25
S33.12. 8～10
S35.12. 2

－

-

地域スポーツクラ
ブの育成

記念講演【科学と人生】
 藤岡由夫（埼玉大学学長）
 
【体育行政上の諸問題】
 西田　剛（文部省体育局長）

【体育振興の現代的意義】
 森戸辰男（広島大学学長）
【スポーツ振興法について】
 西田　　剛（文部省体育課長）

【榛名高原学校視察】

地域スポーツ振興
における体育指導
委員の役割

地方スポーツ振興
と体育指導委員の
役割

【スポーツの現代的課題】
 平沢和重（ＮＨＫ解説委員）
 
【体育行政の諸問題】
 西田　剛（文部省体育課長）
 
【スポーツ活動の振興について】
 西田泰介（文部省体育官）
【オリンピック東京大会について】
 佐々木吉蔵（文部省スポーツ課長）

2 S36. 7.24～26 群馬県
前橋市県
民会館

体育指導委員組織
の強化、拡充

-

3 S37. 8.23～25 大阪府
大阪府立
大手前会
館

-

スポーツ振興と体
育指導委員の任務

6 S40.8.11～13 埼玉県
川越市文
化会館

S41. 8. 8～10
福井市県
民会館

福井県

4 S38. 9.21～23 静岡県
沼津市沼
津市公会
堂

7

5 S39. 7.15～17 大分県
大分市県
民会館

スポーツ活動と施
設の効果的活用

－ －

【スポーツ活動見学】
　堺会場
　学校開放”スポーツ教室”五ヶ荘地区
　健康を守る運動”泳カテスト”金岡公園プール
　少年団ならびに少年音楽隊活動

【スポーツ活動の見学】
 大分市坂ノ市地区

【スポーツ活動見学】
 沼津市社会体育の実状発表
 沼津第四校区祭について
 沼津第四校区祭見学

－

【体育行政の諸問題について】
 前田充明（文部省体育局長）
 
【社会学的に見たスポーツの意義】
 磯村英一（東京都立大学教授 ）
 
【オリンピック東京大会を迎えるに当り体
指に望む】
 栗本義彦（日本体育大学学長／全国体
育指導委員協議会会長／東京都体育
指導委員協議会会長）

【研究発表】
 「中小企業の勤労青少年スポーツ活動」高橋常明（神奈川県逗
子市体育指導委員）
 「地域スポーツ活動の組織」青木一三（埼玉県春日部市体育指
導委員）
 「婦人のスポーツ活動」向井藤正（富山県礪波市体育指導委
員）
 
シンポジウム【地域スポーツの飛躍的発展のため体育指導委員
の任務】
＜司会＞
 粂野　豊（九州大学助教授）
＜発言者＞
 磯田賢二（埼玉県体育指導委員）
 渡辺（岐阜県体育指導委員）
 渡辺正利（千葉県体育指導委員）
 高田　通（日本体協・スポーツ少年団）
 菅原　礼（教育大学助教授）

－

シンポジウム【現代生活とスポーツについて】
 磯村英一（東洋大学教授）
 近藤宏二（ＮＨＫテレビドクター）
 川本信正（スポーツ評論家）
 矢口光子（農林省生活改善課長）
 粂野　豊（文部省スポーツ課専門委員）
 斎藤信一（県スポーツ少年団副本部長）
 
【研究発表】
 「スポーツ施設の活用について」外山三郎（柏崎市体育課長）
 「地域ぐるみのスポーツ活動について」徳田与吉郎（金沢市長）
 「婦人のスポーツ活動について」金森澄子（福井県大野市）

特別講演【現代生活とスポーツ】
 大浜信泉（元早稲田大学総長）
 
【わが国ズポーツ振興の重点施策につ
いて】
 赤石清悦（文部省体員局長）
【社会体育指導者の役割について】
 磯村英一（都立大学教授）

【体育行政上の諸問題について】
 前田充明（文部省体育局長）
 
【日本人の体力と体質について】
 沢田芳男（熊本大学体質医学研究所教
授）

-

【変革期における社会体育と体指の役割
について】
 竹之下休蔵（東京教育大学教授）

【研究発表】
「体育・スポーツの振興と体育指導委員の役割について」
 大蔵富繁（福岡市教育委員会体育課長）
「体育・スポーツの振興と学校開放について」
 高橋三郎（新潟県教育委員会保健体育課社会体育係長）
「青少年のスポーツ振興について」
 小野寺秀夫（岩手県西磐井郡教育事務所体育指導委員）

【実技研修】
 民踊・フォークダンス
 簡易スポーツ（主として球技・バレーボール）
 壮年体力テストの実習
 対象に応じた体操の指導

【都市化の進展とスポーツ】
 磯村英一（東洋大学学長）

体育指導委員の役
割

9 S43. 8.30～9.1 岩手県
花巻市民
会館

体育指導委員の使
命と役割

長崎県

S44. 8.25～27
和歌山
県

白浜町白
浜観光会
館

地域社会の変化に
即応した体育、ス
ポーツ指導

【見学】
 南紀青少年スポーツセンターとその活動状況の視察

シンポジウム【今後の国民生活と体育・スポーツ】
＜司会＞
 磯村英一（東洋大学教授）
＜発言者＞
 日高幸男（文部省社会教育局社会教育官）
 諸口昭一（経済企画庁総合開発局開発計画課長）
 大井道夫（厚生省国立公園部計画課長）
 川名俊次（建設省都市局公園緑地課長）
 早川芳太郎（文部省体育局スポーツ課長）
 本島寛（全国体育指導委員協議会副会長／東京都体育指導
委員協議会会長）
 
【研究発表】
「地域住民のスポーツ活動と学校開放について」 （大阪市）
「施設を中心とするスポーツグループの育成について」
 沢登貞行（三鷹市体育指導委員会長）
「地域住民の体力つくり運動とその指導について」 （大分県三重
町）
「体育指導委員を中心とする指導体制の確立について」 （和歌
山県打田町）

720名
(74名)

502名
(60名)

635名
(63名)

文部省第144号文部事務次官稲田清助氏よりの通達で全国から２万名の体育指導委員が任命された。東京都は450名（男子421名女子29名）である。
全国体育研究集会を国立競技場及び文部省に於て実施。各都道府県より職員１各体指２名の計３名、都から榎本氏外９名が参加した。
全国組織結成準備委員会を設置

8 S42.10. 2～4
長崎市民
会館

【諸外国におけるスポーツ活動の現状】
 栗本義彦（全国体育指導委員協議会会
長／日本体育大学学長／元東京都体
育指導委員協議会会長）

10

【研究発表】
「地域における体力づくり運動の推進について」
 川口光次（長崎県西彼杵郡琴海村体育指導委員）
「学校体育施設について」
 吉田達夫（名古屋市教育委員会社会教育部スポーツ課長）

研究協議題　①地域住民のスポーツに対する欲求とその指導計画について、②スポーツ集団の組織化について、③学校体育施設の活用について、④体力つくり運動と体カテストの実
施奨励について、⑤体育指導委員の研究活動について

研究協議題　①体指の使命と役割について、②体指の具体的活動について、③地域や職場における関係団体との協力体制について、④その他

【実技研修】
 長崎国体体操
 民踊（ぶらぶら節）
 バレーボール（参加都道府県代表の熱戦）

658名
(71名)

633名
(23名)

445名
(16名)

600名
(40名)

606名
(70名)

696名
(66名)


