
第４回 スポーツ推進委員会 定例会議 議事録 
と き 令和４年７月１日（金） 

１８時４５分～２０時４０分 

ところ 市役所地下多目的ホール 

 

出席委員：（23名） 

欠席委員：（４名） 

事 務 局：（３名） 

傍 聴 者：なし 

 

 会の前に７月１日付で異動した職員からあいさつ。 

 健康都市推進係より大府市健康プログラムの紹介。 

 

◆ 委員長あいさつ 

 委員長よりあいさつ。 

 

  

◆ 前回議事録確認 

事務局より議事録確認。 

 

 

◆ 部会活動報告 

○総務企画部会 

部長より報告。 

  

 

○広報部会 

部長より報告。 

 

 

○コミュニティスポーツ部会 

部長より報告。 

 

 

◆ 議題 

１）ミニテニス体験会について       ≪資料 P.1～2≫ 

 と き： ①【反省】６月１１日②７月２３日③９月１７日④１０月８日 

  ⑤１１月１９日⑥３月１８日 ９時３０分～１１時３０分 

 集 合： ８時４５分 

 と こ ろ： 大府体育センター 

出  席： ①（６名） 

  ②（９名） 

参 加 者： ①１５人 ②６人 



服  装： Ｔシャツ（色自由） 

 事務局より 

  アンケート結果の確認、カラーチラシを使った参加者募集の協力を願った。 

 委員より 

  体験会で全体を見る人がいないので、７人体制でのスタッフでも良いのか、と思う。 

 委員より 

  スタッフの人数は増やしても良い。 

 委員より 

  応援の人数は３人か、４人だろう。応援の委員を募集する。 

 委員より 

  石ヶ瀬コミュニティでも参加者を募集しているところである。 

  

 

 

２）ルール講習会について        ≪資料 なし≫ 

 と き： ①６月１８日（土） ９時００分～１１時３０分（終了） 

  ②７月 ２日（土）１９時００分～２１時００分 

  ③７月 ９日（土） ９時００分～１５時００分（県内研修） 

 と こ ろ： ①メディアス体育館おおぶ 第１サブアリーナ 

  ②横根グラウンド（雨天中止） 

  ③メディアス体育館おおぶ 第２・第３会議室 

 種  目： ①インディアカ 

  ②ペタンク 

  ③モルック、普通救命講習 

      【③スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 欠 席： ①（１０名） 

  ②（１２名） 

  ③（２名） 

 服  装： ①、②自由 ③Ｔシャツ（色自由） 

 委員より県内研修スケジュールの説明。 

 委員より 

  普通救命講習は１時間とあるが、パターンによっては４時間というコースもある。 

 事務局より 

  今回は消防署と内容を協議した結果、１時間程度の内容である。 

 委員より 

  屋内でのモルック実施の際は、卓球用の防球柵を使って壁を保護した方が良い。 

 

９時００分 ・集合・会場準備（机・椅子排出→視聴覚室へ、 

         壁収納、モルック準備） 

・モルック体験（～１１時頃まで） 

・壁を元に戻す 

１３時００分 ・２部屋に分かれて普通救命講習（１時間程度） 

・会場片付け（机、椅子を元に戻す） 



３）第２３回市民ペタンク大会について       ≪ 資料 別紙 ≫ 

 と き： ７月１６日（土）開会式 １７時４５分～ （受付 １７時３０分～） 

 集 合： １７時００分（開催が危ぶまれる場合、１１時３０分役員現地集合） 

 と こ ろ： 横根グラウンド 

 出 席： （８名） 

 参加チーム： ８チーム（７月１日現在） 

服 装： ユニフォーム 

事務局より冊子の確認 

 

委員より 

 メーヌ毎の選手交代は認めても良いのではないか。 

委員より 

 試合前に整列していない人は参加できない。 

委員より 

 持ち球の２球は誰が投げても良いのか。 

→メーヌ毎に変わっても良いと思う。 

委員より 

 ４人で出場して、ケガで欠場した場合はどうなるのか。 

委員より 

 ４人で投げて、メーヌが変わったら３人に変更するのは可だと思う。 

委員より 

 一人最大２球というルールは変わらない。「メーヌ毎の選手交代不可」の一文は削除

でいきましょう。 

委員より 

 競技規則に準ずる、の後に「大府市特別ルールを適用する。」の一文を入れる必要が

ある。マスクの取り扱いはどうだったか。 

委員より 

 募集時に案内しているマスクの取り扱いは、参加者の資料に入れて欲しい。 

委員より 

 熱中症が起こったらどうするのか。マスクは外しても良いですよ、というアナウンス

は有っても良いのではないか。 

事務局より 

 マスクの着用については、会話をしない、距離をとるという前提で、外して良いこと

とするが、こういう場合はマスクをつけてください、というアナウンスの方が良いと思

っている。 

委員より 

 下の服装は、短パン可ではなくジャージで統一としたい。 

 

決定事項 

・４、５人チームの場合のメーヌ毎の選手交代、人数変更を認めるが、持ち球は一人最

大２球までとする。 

 

 

 

 



４）令和４年度知多地区スポーツ推進委員交流会について    ≪ 資料 なし ≫ 

 と き： ８月２０日（土） ９時００分～１２時００分（受付 ８時３０分～） 

 と こ ろ： 東浦町営第１グラウンド 

 出 席：【委員定員：６人まで】 

 種   目： モルック 

服 装：  

事務局より 

 要項が来ていないので、届いたら報告する。来月出席を取る。 

 

 

 

５）令和４年度愛知県スポーツ推進委員研修会について    ≪ 資料 なし ≫ 

 と き： ９月３日（土） 時間未定 

 と こ ろ： 名古屋市稲永スポーツセンター 

 欠 席： （５名） 

事務局より日程の確認。 

 

 

 

６）第１１回知多北地区ミニテニス大会について       ≪資料 P.3～6≫ 

 と き： ９月１１日（日）競技開始 ９時３０分～ （受付 ９時００分～） 

 集 合： ８時４５分 

 と こ ろ： メディアス体育館ちた 

 出 席： （５名） 

服 装： ユニフォーム 

事務局より要項の確認。 

 

 

７）今後の知多北地区社会体育連絡協議会について   ≪ 資料 P.7 ≫ 

事務局より 

 前回担当者会議で知多北の各市町、新しい事業はやっていきたいという意見があった。

大会などの事業開催をどういった方針にしていくか、ご意見をいただきたい。 

委員より 

 社会体育の振興が重要である。定期的にスポーツをやっていない人にスポーツに取り

組んで欲しい。団体ができるように支援していく必要があるが、そこまで行き切れてい

ない。スポーツフェスティバルのようなイベントをやったときに、他の市町まで行くか、

というと参加率は低いと思う。試合がしたい人の為、大会を仕掛けていく方が良いので

はないか。 

委員より 

 運動しない人からの意見だと、インディアカ、ミニテニス、ビーチボールバレーは気

軽に取り組みにくいので、もう少し緩いスポーツから始めたい。スポーツフェスティバ

ルのような柔らかいイベントの方がありがたい。 

委員より 

 ４種目のうち、インディアカ以外に自主運営できる競技がないが、そうした場合、大

府市が新しい種目を用意していかなければいけない。これまでキンボールなどもトライ



したが、なかなか定着しなかった。モルックも、スポーツというよりは遊び的な要素が

強く、正式種目としてやっていけるのか。知多北地区でのスポーツフェスティバルもで

きるが、各市町でやった方が良い。現実的には今の種目継続が良いし、インディアカを

手放すならそれも良いと思うが、新しい何かは非常に難しいと思う。 

委員より 

 大府市はスポーツフェスティバルを単独でやっているが、他市町は他の産業まつり等

のイベントと抱き合わせでやっている。それぞれの市町でやれば良いと思う。 

委員より 

 他市町とスポーツフェスティバルをやるのは難しいと思う。 

委員より 

 チャレンジはしないといけないと思う。新しいニュースポーツにトライしても良いと

思う。地域に根付いたラグビーのような競技があるのが理想だが、色々やってみた方が

良い。凝り固まったような考えでやるのは良くないと思う。 

委員より 

 自主運営とは、各種目の連絡協議会に移管して継続していかないといけない。インデ

ィアカ以外は連絡協議会が全ての市町でできていない。 

委員より 

 インディアカは最初に導入して、組織化までどれくらいかかったのか。 

事務局より 

 インディアカの場合は５年くらいで組織化した。地区で体育指導委員が教室を開き、

チームができて組織ができ、スピードが速かった。現状のインディアカ大会は、大府市

の連絡協議会だけでは大会が成り立たず、市外からチームを招いている実態がある。イ

ンディアカは手放しても知多北地区で実施するのと同等のことができると考えられる。

代わりの事業は、研修をやる等柔軟な発想があっても良い。 

委員より 

 大府市の場合、問題はミニテニスで、会場がない。 

委員より 

 場所が変わると新鮮であるが、不向きな種目もある。そこをどうにかしないといけな

い。 

委員より 

 種目により不向きな会場もある。私たちは常に新しい種目にチャレンジしているので、

ずっと20年、30年種目を固定するのはどうか、と考えている。インディアカやビーチは、

世代をまたいで次の世代がでてくるところに魅力あるので続けて欲しい。連協が自主運

営して種目としては続けてくれるなら、それで良いかと思う。 

委員より 

 スポーツをやらない人にミニテニスなどは気軽に取り組むのが難しいと感じる。 

委員より 

 研修会は年２回実技、講習とやっているが、両方実技でも良いのではないか。 

委員より 

 もともと研修会は１回だけだった。前期は懇親に重きをおいていたが、後期は何かの

種目の時に空きができたため、後期研修をやろうということが始まり。皆で楽しむ場で

あったが、それではいけないということで、研修という形であった。やらないといけな

いというわけではない。研修会は１回で良いのでは。研修という形ではなく、自分たち

で楽しむ場でも良いと思う。 

委員より 



 研修は新しい種目を知るチャンスなので、そういう場は欲しいと思う。回数は、年１

回でも良いかと思う。 

委員より 

 ニュースポーツルール講習会の方向でやっていった方が良いか、とも思う。 

委員より 

 研修会は交流で良いかと思う。社会体育とはどういう意味で使われているのか。何を

求めているのか。もう少しニュースポーツ連絡協議会という名前でいけたら楽しい雰囲

気がでる。 

事務局より 

 連絡協議会に引き渡した後、新たな種目が無くても良いか。研修は２回に拘らず、柔

軟な方針でも良いか。 

→異議なし。 

委員より 

 富山県氷見市のハンぎょボールは地域に根付いた競技として興味深い。 

 

 

８）その他 

 

 

 

◆ 報告連絡事項 

１）令和４年度知多北地区スポーツ推進委員前期研修会について  ≪資料 なし≫ 

 と き： ６月４日（土）  

  講演会：１４時３０分～１６時３０分（受付１４時～） 

 と こ ろ： 東海市商工センター １階多目的ホール 

 欠 席： （１０名） 

服 装： Ｔシャツ 

委員より 

 モラルハラスメントというテーマで講演を受けた。双方向の対話型のコミュニケーシ

ョンを行った。グループでラグビーボールを運ぶというワークを行った。 

 

 

 

２）ＯＢＵエニスポ活動報告について     ≪資料 P.8～12≫ 

委員より 

 基本的に熱中症対策としてマスクを外す指導をされているということで、小学校でも

マスクの対応はまちまちであった。積極的に外しなさいと言うのが難しいというのが実

情であった。 

・小中学生のマスクの取り扱いについて 

事務局より 

 国からの通知の通り、基本的な対策を講じた上で、熱中症対策の観点から、一部の場

面においてはマスクを外すことが推奨されている。次のバスケットボールの教室では外

してみようと思う。 

 

 



３）その他 

委員より 

 ふれあいフェスタ９月１７日に開催予定。協力をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回定例会議 ８月５日（金） １８時４５分～ 


