
平成２９年度事業報告 
 
１．会議事業 
（１）評議員会 

【日 時】６月２４日（土）午前１０時３０分～午前１１時３０分 
【場 所】植木文化センター２階「多目的ホール」 
【出席者】４２人 
【議 題】・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度決算について 
・平成２９年度事業計画について 
・平成２９年度予算について 
・県内クラブ交流大会について 

  ①開催基準要項の改訂について 
  ②第７回県内クラブ交流大会について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 

（２）理事会 
①第１回 
【日 時】６月６日（火）午後６時～７時３０分 
【場 所】水前寺共済会館グレーシア６階スカイルーム 
【出席者】１５人 
【議 題】・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度決算報告について 
・平成２９年度事業計画について 
・平成２９年度予算について 
・県内クラブ交流大会について 
①開催基準要項の見直しについて 
②第７回県内クラブ交流大会について 

・今こそ絆！復興事業の実施について 
②第２回 
【日 時】８月１７日（木）午後６時から午後７時３０分 
【場 所】パークドーム熊本 
【出席者】１２人 
【議 題】・今後の本協議会の体制や活動について 
③第３回 
【日 時】１１月６日（月）午後６時から午後７時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１１３ 
【出席者】１４人 
【議 題】・平成３０年度事業計画及び予算について 

①県内クラブ交流大会の開催について 
・本協議会非加入クラブについて 
・平成３０・３１年度役員改選について 

④第４回 
【日 時】３月１２日（月）午後６時～午後７時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１０６ 
【出席者】１３人 
【議 題】・平成３０年度事業計画（案）及び予算（案）について 
     ・平成３０・３１年度役員（案）について 

 
 
 
 



（３）常任委員会 
①第１回 
【日 時】４月１７日（月）午後６時から午後８時２０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】６人 
【議 題】・平成２８年度事業報告について 

・平成２８年度決算について 
・平成２９年度事業計画（案）について 
・平成２９年度予算（案）について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・第７回県内クラブ交流大会について 

②第２回 
【日 時】７月１０日（月）午後４時から午後６時２０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】６人 
【議 題】・今こそ絆！復興事業の実施について 

①ブロック別復興事業補助事業の実施について 
  ②「熊本地震発生からの歩み」作成について 
  ③「復興講演会・イベント」の実施について 
  ④その他 
・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 
①九州ブロッククラブネットワークアクション2017in沖縄について 

  ②九州ブロッククラブネットワークアクションinくまもとプロジェ 
クトについて 

・総合型地域スポーツクラブの登録制度に係る意見聴取について 
①意見聴取に係る内容について 
②今後の本協議会の体制について 

③第３回 
【日 時】９月２５日（月）午後６時から午後８時２０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】５人 
【議 題】・平成３０年度事業計画及び予算について 

  ①県内クラブ交流大会の開催について 
②その他 

・本協議会非加入クラブについて 
④第４回 
【日 時】１２月１８日（月）午後６時から午後８時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】６人 
【議 題】・平成３０年度事業計画（案）について 

・平成３０年度予算（案）について 
・本協議会非加入クラブについて 

 
２．第７回県内クラブ交流大会 
（１）実行委員会 

①第１回実行委員会（発足式） 
【日 時】４月２９日（土）午後４時３０分～午後５時３０分 

   【会 場】熊本市役所駐輪場８階会議室 
   【内 容】・大会役員及び開催地実行委員会委員について 

・大会要項及び種目別要項について 
・その他 



②第２回実行委員会 
   【日 時】１０月２６日（木）午後６時３０分～午後７時３０分 
   【会 場】熊本市役所４階「モニター室」 
   【内 容】・第７回県内クラブ交流大会の当日運営について 

・役割分担について 
・その他 

③第３回実行委員会（解散式） 
   【日 時】１２月８日（金）午後６時３０分～午後７時３０分 
   【会 場】熊本市国際交流会館５階「大広間A」 
   【内 容】・大会成績報告 

・大会を振り返って 
（２）主管ブロック会議 
   ①第１回主管ブロック会議 
   【日 時】５月１０日（水）午後７時３０分～午後８時３０分 
   【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 
   【内 容】・第７回県内ｸﾗﾌﾞ交流大会実行委員会について 

・第７回県内ｸﾗﾌﾞ交流大会「大会役員」案について 
・第７回県内ｸﾗﾌﾞ交流大会実施要項及び競技別実施要項（案）について 

②第２回主管ブロック会議 
   【日 時】７月１１日（火）午後６時３０分～午後８時１０分 
   【場 所】熊本市役所駐輪場8階会議室 
   【内 容】・第７回県内クラブ交流大会各種目の運営について 

・各ブロックにおいて復興事業の実施について 
③第３回主管ブロック会議 

   【日 時】９月２９日（金）午後６時３０分～午後８時２０分 
【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

   【内 容】・スタッフの配置について 
・準備物リストについて 
・総務・式典について 

④第４回主管ブロック会議 
   【日 時】１１月７日（火）午後６時４５分～午後８時 

【場 所】熊本市役所モニター室 
   【内 容】・参加クラブの留意事項等について 

・実行委員、スタッフ要領について 
（３）前日準備・リハーサル 
  【日 時】１１月１８日（土）午後１時～午後５時 
  【場 所】城南総合スポーツセンター体育館、グラウンド、塚原古墳公園 

（４）大会の開催 
   【日 時】１１月１９日（日）午前９時～午後３時 

【場 所】城南総合スポーツセンター体育館、グラウンド、塚原古墳公園 
【主 催】公益財団法人熊本県体育協会、熊本県総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会 
【主 管】第７回県内クラブ交流大会中央ブロック実行委員会 
【内 容】ジュニア・キッズサッカー、グラウンドゴルフ、ウォーキング、アジ 
     ャタ、復興ライブ、復興講演会、玉入れタイムレース、復興リレー 
【参加者】３９クラブ 約９００人 

 
３．今こそ絆！復興事業 
(１)ブロック別復興事業補助事業 
①北ブロック 
【実施日】８月３日（木）午前１１時～午後１時３０分 
【場 所】高森駅 



【参加者】北ブロッククラブ関係者４４人 
【内 容】トロッコ２台を貸し切り、南阿蘇の雄大な自然をみてその素晴らしさ 

を再認識するとともに、車掌さんによるアナウンスで地域の様々な歴 
史や被災状況聞き、復旧・復興の様子や進捗状況を知る。 

②南ブロック 
【実施日】１０月２８日（土）午後１時３０分～午後３時３０分 
【場 所】旧長陽西部小学校及び周辺被災地 
【参加者】南ブロッククラブ関係者１７人 
【内 容】熊本地震に係る語り部活動をしている「阿蘇の灯」（東海大学農学部） 

の協力を得て、南阿蘇の黒川地区（学生アパート）・阿蘇大橋崩落現場 
を巡り、熊本地震や防災・減災について学ぶツアーを開催。 

(２)研修会「明日へつなごう、みんなの『わ』」 
【日 時】９月２日（土）午後１時～午後５時 
【場 所】ウイングまつばせ 
【参加者】１１５人 
【内 容】・分科会１「小学校運動部活動の社会体育移行」 
     ・分科会２「今後のクラブ経営」 
     ・全体会「熊本地震からの地域復興とクラブの役割」 

(３)復興イベント「復興ライブ・復興講演会」 
【日 時】１１月１９日（日）正午～午後１時３０分 
【場 所】熊本市城南総合スポーツセンター 
【参加者】約９００人 
【内 容】・地元アイドル「エアリーセンス」によるライブ 
     ・熊本県民テレビ（KKT）アナウンサー「本橋馨氏」による講演会 

(４)「熊本地震発生から歩み」作製 
【部 数】２５００部 
【内 容】・地震発生後の県内クラブ、本協議会主催「今こそ絆！復興事業」紹介 
     ・支援金、物資等支援団体一覧、本協議会加入クラブ一覧等掲載 

 
４．ブロック別事業 
（１）北ブロック 
  ①第１回連絡調整会議 
   【日 時】４月２６日（水）午後７時３０分～午後９時 
   【場 所】光の森町民センター「キャロッピア」会議室 
  【参加者】１３人（１１クラブ） 

   【内 容】・平成２８年度事業報告・決算について 
・平成２８年度事業計画（案）・予算（案）について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・第７回県内クラブ交流大会について 
・小学校運動部活動の社会体育移行について 
・平成２９年度北ブロック交流会について 

        ・玉入れタイムレース用具運用について 
       ・各クラブの進捗状況 
        ・その他 
  ②交流会 

【日 時】６月１８日（日）午前８時３０分～午後３時 
   【場 所】木魂館 
   【参加者】４２人 
   【内 容】・涌蓋山登山 
        ・懇親会 
 



  ③第２回連絡調整会議 
【日 時】８月２３日（水）午後７時３０分〜午後９時３０分 

   【場 所】光の森町民センター（キャロッピア）会議室 
   【参加者】１２人（１０クラブ） 
   【内 容】・北ブロック交流会の報告 

・北ブロック復興事業の報告 
・第２回理事会の報告 
・平成３０年度県内クラブ交流大会について 

 ④第３回連絡調整会議 
【日 時】１１月２２日（水）午後７時３０分〜午後９時３０分 

   【場 所】光の森町民センター（キャロッピア）会議室 
   【参加者】１３人（１１クラブ） 
   【内 容】・第２回理事会の報告 

・平成３０・３１年度SCS役員改選について 
・ブロック交流会について 
・県内クラブ交流大会開催について 
・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝについて 
・各クラブの進捗状況など 
・その他 

 ⑤第４回連絡調整会議 
【日 時】２月２３日（金）午後７時～午後９時３０分 

   【場 所】せんだいとなり 
   【参加者】２０人（１３クラブ） 
   【内 容】・平成３０・３１年度SCS役員改選について 

・平成30年度ブロック交流会について 
・県内クラブ交流大会について 
・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ2018inくまもとの開催について 
・各クラブの進捗状況 
・その他 

（２）中央ブロック 
  ①第１回連絡調整会議 
   【日 時】４月１１日（日）午後６時３０分～午後８時 
   【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】１９人（１９クラブ） 
【内 容】・「経過報告」および「今後の予定」について 
     ・第７回県内クラブ交流大会「大会役員」案について 

        ・第７回県内クラブ交流大会実行委員会について 
        ・第７回県内クラブ交流大会実施要項および競技別実施要項について 
  ②交流会 
   【日 時】９月２４日（日）午後３時～午後５時 
   【場 所】日吉の森グラウンドゴルフ場 

【参加者】５９人 
【内 容】・グラウンドゴルフ交流会 

  ③第２回連絡調整会議 
   【日 時】１１月２８日（火）午後７時４０分～午後８時２０分 
   【場 所】熊本市役所 
   【参加者】１８人（１８クラブ） 
   【内 容】・１２月１６日に予定していた復興事業について 

・理事任期のため新理事について 
 
 



（３）南ブロック 
  ①第１回研修会実行委員会 

【日 時】４月２０日（木）午後２時～午後４時 
  【場 所】サンアビリティーズ内会議室 
  【参加者】７人 
  【内 容】・平成２９年度SCS研修会について 
②第１回連絡調整会議 

  【日 時】５月１３日（土）午後２時～午後４時 
  【場 所】宇土市民体育館（コミュニティールーム） 
  【参加者】２０人（２０クラブ） 
  【内 容】・平成２８年度事業報告・決算報告について 

・平成２９年度事業計画（案）・予算(案)について 
・県内クラブ研修会について 
・南ブロック交流会について 
・その他 

   ③交流会 
   【日 時】７月１５日（土）正午～午後４時 
   【場 所】天草市生涯学習センター、砂月海水浴場 
   【参加者】２４人 
   【内 容】・全体会議 

・シーカヤック体験 
        ・懇親会 
   ④第２回研修会実行委員会 
   【日 時】７月１３日（木）午後２時～午後４時 

【場 所】不知火温水プール内会議室 
【参加者】８人 
【内 容】・研修会の運営について 
⑤第２回連絡調整会議 
【日 時】８月２０日（日）午後２時～午後４時 
【場 所】宇土市民体育館（コミュニティールーム） 
【参加者】１７人（１５クラブ） 
【内 容】・県内クラブ研修会について 

・南ブロック交流会反省について 
・ブロック別復興事業補助事業の実施について 
・理事会の報告事項及び、今後の本協議会の体制や活動について 
・平成３０・３１年度ＳＣＳ役員改選について 

⑥第３回連絡調整会議 
【日 時】１２月９日（土）午後２時～午後４時 
【場 所】宇土市民体育館（コミュニティールーム） 
【参加者】１６人（１６クラブ） 
【内 容】・県内クラブ研修会反省について 

・県内クラブ交流会反省について 
・平成３０・３１年度ＳＣＳ役員改選について 

⑦第４回連絡調整会議 
【日 時】３月１７日（土）午前１０時３０分～正午 
【場 所】宇城市中央公民館第１会議室 
【参加者】１９人（１９クラブ） 
【内 容】・宇城市中央公民館第１会議室 

・南ブロック交流会について 
・県内クラブ交流大会について 
・平成３０・３１年度ＳＣＳ役員改選について 



 
５.九州ブロッククラブネットワークアクションinくまもとプロジェクト 
（１）スタッフミーティング 
   ①第３回 
   【日 時】７月１０日（月）午後１時３０分～午後３時４０分 
   【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
   【参加者】６人 
   【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ2017in沖縄への参加について 

・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝinくまもとの開催について 
①プロジェクトリーダーについて 
②平成３０年度本県開催に向けたスケジュールについて 
③予算等財源について 
④開催予定地への視察の実施について    

②第４回 
   【日 時】９月７日（木）午後３時から午後４時３０分 
   【場 所】阿蘇の司ビラパークホテル 
   【参加者】４人 
   【内 容】・熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会について 

・意見交換 
①ｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝについて 
②九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝinくまもとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて 

        ・会場視察 
        ・NPO法人火の山スポーツクラブとの意見交換 

③第５回 
   【日 時】１２月１８日（月）午後４時から午後５時５０分 
   【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
   【参加者】６人 
   【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝinくまもとの開催について 

・平成３０年度本県開催に向けたスケジュールについて 
・予算等財源について 
・事業実施内容について 
・プロジェクトスタッフのメンバー補充・専任について 

 (２) 九州ブロッククラブネットワークアクション2017参加 
【日 時】１１月１１日(土)～１２日（日) 
【場 所】沖縄県立武道館 

 【出席者】プロジェクトリーダー 齋藤久允 
６．その他 
（１）SC全国ネットワーク関連 
  ①ヒューマンエラー防止研修会 

【日 時】６月２４日（土）午後０時３０分～午後５時 
【場 所】植木文化センター２階「多目的ホール」 
【出席者】７２人 

  【内 容】・ヒューマンエラーに関する講義 
       ・ヒューマンエラーに関するグループワーク 
  ②九州ブロッククラブネットワークアクション2017実行委員会 

【日 時】７月７日(金)午後１時～午後４時３０分 
【場 所】沖縄県体育協会１階会議室 

  【出席者】山本光夫、永田好文、太田黒尚子 
  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ2017の開催に係る打ち合わせ 
       ・総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度について 

・次年度以降の九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝの開催について 



③九州ブロッククラブネットワークアクション2017 
【日 時】１１月１１日(土)～１１月１２日（日） 
【場 所】沖縄県立武道館 

  【出席者】山本光夫、永田好文、太田黒尚子（※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 齋藤久允） 
  【内 容】・講演「地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携について」 

・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「地域課題の解決・発展に向けた事業企画 第一部」 
・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「地域課題の解決・発展に向けた事業企画 第二部」 
・公益財団法人日本体育協会からの情報提供 

④SC全国ネットワーク総会 
  【日 時】２月２６日（月）午後１時～午後５時 
  【場 所】国立オリンピック記念青少年総合センター 
  【出席者】山本光夫、太田黒尚子 

【内 容】・平成３０年度日本体育協会総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ育成計画（案） 
・SC全国ﾈｯﾄﾜｰｸの取組について（平成２９年度報告及び平成３０年度計画） 
・総合型地域スポーツクラブに関する各種動向について 

     ・日本体育協会としての総合型クラブ登録制度の検討状況 
     ・日本体育協会スポーツ推進方策2018の策定 
     ・総合型地域スポーツクラブ育成プラン2018中間まとめ 
     ・日本体育協会の名称変更 

・東京2020参画プログラム対象団体の拡大について 
・その他 

（２）第１１回全国スポーツクラブ会議in熊本なんかん 
【日 時】５月２０日（土）～２１日（日） 

  【場 所】ホテルセキア 
  【出席者】長田政敏 

【内 容】・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「2020年・夢のｽﾃｰｼﾞに向けた地域ｽﾎﾟｰﾂの可能性」 
・実践報告「志をつなぐ～東北・熊本地震からの一歩～」 
・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「輝け！子どもの体力向上」 
・地域づくりは元気づくり・世代を超える健康増進 
・次期開催地挨拶 

（３）やさしいまちづくり推進協議会 
  【日 時】１１月２日（木）午前１０時～午前１１時３０分 
  【場 所】熊本県庁行政棟新館２館 ２０１会議室 
  【出席者】福山光子 

【内 容】・「熊本県やさしいまちづくり推進指針」の策定及びやさしいまちづく 
りの取組について 

        ・関係団体のやさしいまちづくりの取組について 


