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平成２６年度第１回「スポーツクラブ２１ひょうご」芦屋市推進委員会会議録 

 

日   時 平成２６年１０月８日（水）１５：００～１７：００ 

場   所 芦屋市立体育館・青少年センター ２階 大会議室 

出  席  者 委 員 長 西田 俊一 

副委員長 古津 純子 

委  員  若林 敬子，西野 悦子，井原 一久，後藤 武昭，和田 正次 

（欠席：保田 昌一） 

事 務 局 福岡 憲助教育長，中村 尚代社会教育部長，木髙 守スポーツ推進課長， 

スポーツ推進課（権藤 弘之課長補佐，木戸 秀行指導主事，藤岡 厚貴主事補） 

会議の公開     ■ 公 開  

傍 聴 者 数       ０ 人 

 

１ 会議次第 

 (1) 教育長挨拶 

 (2) 委嘱状授与 

 (3) 役員選出 

(4) 議 題  

平成２５年度事業・決算報告及び平成２６年度事業計画・予算について 

 (5) 意見交換 

   クラブ育成及び運営上の課題・悩み，将来の構想について 

(6) 報 告 

  芦屋市・阪神南・兵庫県の連絡協議会の活動（事業）について 

 

２ 提出資料 

  資料１ 平成２５年度決算書・事業報告書及び平成２６年度予算書・事業計画書 

  資料２ 「スポーツクラブ２１ひょうご」クラブ育成チェック表一覧 

資料３  「スポーツクラブ２１ひょうご」運営上の課題・悩みや将来の構想等 

資料４ 「スポーツクラブ２１ひょうご」全県連絡協議会・阪神南連絡協議会・芦屋 

市連絡協議会開催資料 

 

３ 審議経過 

≪開 会≫ 

 

≪委嘱状授与≫   

福岡憲助教育長より，出席委員７名に委嘱状授与 
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≪あいさつ≫   

 福岡憲助教育長 

 

≪委員自己紹介≫  

委員（７名）及び教育委員会職員（５名） 

 

≪委員長，副委員長選出≫ 

  委員長に西田俊一氏，副委員長に古津純子氏を選出。（「スポーツクラブ２１ひょうご」

芦屋市推進委員会設置要綱(以下推進委員会要綱とする)第５条に基づく） 

 

≪新委員長・新副委員長挨拶≫ 

 

≪議 事≫ 

・委員７名の出席により，推進委員会要綱第６条第２項の規定に基づき，本会が成立 

 ・情報公開条例第１９条（保有個人情報の開示義務）の規定により，議事録公開を確認 

 

≪議 題（以下要旨）≫ 

（委 員 長）初めに資料の確認を事務局からお願いします。 

（事 務 局）～資料の説明～ 

（委 員 長）それでは議事に入りたいと思いますが， 先ほどご説明ありましたとおり，本

推進委員会につきましては推進委員会設置要綱第６条第３項に基づき過半数の

出席者となっておりますので，本推進委員会は成立していることをお知らせい

たします。それでは，まず，第１号議案で各クラブの平成２５年度事業・決算

報告及び平成２６年度事業計画・予算の説明を事務局からお願いします。 

（事 務 局）～各クラブの平成２５年度決算報告，事業報告について資料を基に説明～ 

～平成２６年度の事業計画書，予算書を資料に基づき説明～ 

（権藤課長補佐）少し補足をさせていただきます。この基金のことについては，県法人超

過課税の中から１０８億円ほどの予算をこのクラブ事業へ充てるということで，

県がこの事業を始められた。その基金の額につきましては，施設整備１小学校

区１クラブに８００万円，５年間育成補助として毎年１００万円，合計１，３

００万円でクラブを立ち上げて育成をしていく。基金についてはその後徐々に

使っておられるクラブは４００万・５００万円残っているところもありますし，

初めから一気に使っているクラブはもう基金がないというところもございます。

ただし，自主運営していくという点から会費徴収をしたり，広告代をとったり，

いろいろな収益を得ながら，貯金をされているクラブが芦屋だけでなく，全県

下で見受けられます。立ち上げについては，平成１２年から三条を皮切りに最
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後には浜風が平成１５年に立ち上げられました。 

（委 員 長）ご質問やご意見がございましたら手を挙げてお願いします。 

（西野委員）今回の事業計画案は，総会資料から抜粋だと思うのですが，岩園は総会の時に

コミスクとスポーツクラブと両方一緒に総会をしておりまして，総会資料には

コミスクも合算で載っており，県の方に出しております事業計画と違います。

この中に文化活動も入っておりますが，この文化活動に関しましてはスポーツ

クラブ２１経費から支出しておりません。できましたら県の方に出しておりま

す資料の方から事業計画を抜粋していただいた方がいいかと思います。 

（委 員 長）今のご意見ですが，スポーツクラブとコミスク活動があり，スポーツクラブ

の方の議論をここでしていただかなければいけないと思います。 

（西野委員）文化活動もスポーツクラブ２１経費から支出しているようにも見受けられて

しまいます。会計報告はスポーツクラブ２１だけなのに事業報告・計画の方は

混ざっているところがあります。ですから，県に提出している資料でお願いし

ます。 

（中村部長）今，ご意見を頂戴いたしましたので，こちらの方も気づかず，資料をまとめ

る際にそのように確認させていただくべきところですが，できていないところ

がございます。状況等については十分にご理解していただいていると思います

ので，この資料を対象に審議いただけないでしょうか。 

（委 員 長）現状については，皆さん分かっておられると思いますが，どういう形で今後

推進していくか，将来どうなるかということをこの会議で考えていかなければ

ならないのです。 

（若林委員）最初のクラブ立ち上げの時点でコミスクが受皿になったのは，芦屋市で各地

域と言えばコミスク，ということが理由であったと思います。各スポーツクラ

ブの資料を見ると，例えば三条さんの場合，この資料ですとコミュニティスク

ール・スポーツクラブ事業計画となっておりますが，ここでの審議資料として

はいかがなものでしょうか。 

（西野委員）県に提出している書類で議論するほうがいいと思います。 

（委 員 長）スポーツクラブ２１ひょうごに実際に関わっている方，市内のスポーツに関

わっておられる方，市民から公募された方などが委員として出席されているの

にも関わらず，本委員会ではクラブの現状を議論する会議だと思います。委員

の方にはそこのところをご理解いただきたいと思います。前回，前々回とコミ

スクとスポーツクラブの関わり合いについて，スポーツクラブの代表者の方々

とお話しさせていただきました。ここで話し合われたことについて，連絡協議

会で皆さんに伝えていただけたらと思います。各スポーツクラブの特長があっ

てもいいと思います。また，スポーツクラブが何を目指すのかを，前回の会議

で課題も出ましたが，連絡協議会で話に上がらなかったのか。少しずつステッ
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プアップしていこうという中でそういうことがないと，この議論は繰り返しに

なってしまいます。西野委員が言われていることはもっともだと思います。 

（西野委員）議論というか，県の資料をお願いしたかったと思います。 

（委 員 長）資料が適していなければ，もう１回会議をやり直さなければなりません。 

（西野委員）会計予算はあっていると思います。 

（中村部長）会計予算案は間違いなく出ていると思います。事業の内容がコミスクの事業

と混在して入っているということかと思います。ただ，コミスクの事業と共同

でやっている事業もあるので，コミスク独自でやっている事業というものを差

し引けばいいということですね。地域の実態をよくわかっておられる方ばかり

ですので，そこの部分を省いて読み取っていただければありがたいのですが資

料につきましては，再度改めまして，スポーツクラブの事業をまとめ，資料の

調整をさせていただきたいのですが，いかがでしょうか。 

（委 員 長）岩園スポーツクラブ２１はコミスクと同時に総会資料を作っておられるわけ

ですね。 

（西野委員）事業計画案に関しては一緒です。決算・予算については分けています。 

（委 員 長）前回，前々回の会議の中でスポーツクラブとコミスクについて話し合いまし

た。結局のところスポーツクラブ２１だけの事業計画は作っておられないとい

うことですか。 

（西野委員）あります。それが県に提出している資料です。 

（井原委員）提案なのですが，県に出されている資料もあるということで，ちょっと違っ

ただけだと思うのです。芦屋のスポーツクラブの歴史を見てみるとコミスク活

動からすすめたことから，立ち上げがすごく早かったというメリットもあった

と思います。今回は資料がないですが，違う面での議論を進めていったらいい

のではないでしょうか。今，連携ということが叫ばれておりまして，北陸のク

ラブパレットという総合型スポーツクラブを例に挙げると文化クラブをスポー

ツクラブ２１の中でやっていたりするのですね。そういった少し広い面でそち

らの方のお話に進めていくのはいかがでしょうか。 

（中村部長）クラブによってきちっと分かれているところもありますし，事業については

スポーツクラブの資料が抜けているわけではなく，コミスクの事業も混在して

あるというだけであるので，多く含まれているということですね。混在してい

る資料につきましては，スポーツクラブの箇所を見ていただきたいと思います

し，予算案等につきましては，スポーツクラブだけですし，事業についてもコ

ミスクとスポーツクラブで分かれている事業計画を出されているクラブもござ

います。ただ，先ほども申しましたようにコミスクとスポーツクラブで合同の

夏祭りのようなイベントをされているクラブもございますし，そういった事業

が載っていることは当然です。コミスクのものが混ざっている分につきまして
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はコミスクの分が混ざっている，という見方をしていただけたらありがたいと

思います。 

（委 員 長）最終的にはそうするしか会が進まないのですが，コミスクとスポーツクラブ

の事業計画は両方出ているということでよろしいのでしょうか。資料としてコ

ミスクはコミスク，スポーツクラブ２１はスポーツクラブ２１の資料を出して

いただかないと。一緒に出してきたものを事務局で仕分けしなさいではおかし

いと思います。実態としては一緒に会議をされているクラブもあったとしても，

今，西野委員がおっしゃたようにスポーツクラブ２１だけの資料を作っていま

す，というのならこの資料はどこから出てきているのですか。 

（事 務 局）総会資料です。 

（委 員 長）総会資料というのはスポーツクラブ２１から出てきている資料ということで

すね。そこにコミスクが入ってきているということですね。コミスクの資料と

一緒に出てきているわけですね。 

（事 務 局）そうです。 

（西野委員）総会を合同で行っているところは，総合資料として一緒に出しておりますが，

スポーツクラブ２１に関しましてはスポーツクラブ２１だけの詳細な資料を別

に提出しております。 

（事 務 局）毎年，県に提出する資料としまして，収支決算報告・予算書・事業報告・計

画についてはご提出していただいております。 

（西野委員）それが使われていると思っていました。 

（委 員 長）それをここで審議するのですね。 

違う資料では審議できません。違う資料が出ているわけですね。 

（権藤課長補佐）総会で決められた資料と県に出される資料につきましては当然同じもの

です。 

（西野委員）はい，数字はそうです。 

決算書はスポーツクラブ２１だけです。ただ事業の報告と計画書というのが

これではないということです。 

（委 員 長）ということはこれで収まらないということですね。この資料は岩園スポーツ

クラブ２１が出した資料とは違うということですね。そうなると我々の責任と

しては審議できないです。 

（西野委員）先ほど中村社会教育部長もおっしゃったように今回出ているこの資料はスポ

ーツクラブ２１の活動に加えてコミスクも含まれているということで今回は見

ていただき，後日スポーツクラブ２１だけを抜粋した資料を事務局が作成して

いただくというご提案をいただきましたので，そのようにさせていただいて今

後はご検討いただくという形でいいのではないのでしょうか。 

（委 員 長）我々には責任があります。別の資料があるということですよね。 
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（西野委員）はい，他のクラブはわかりませんが。 

（委 員 長）我々は実際にはスポーツクラブ２１と関わっていないので，この資料をスポ

ーツクラブ２１の資料として，その中でスポーツクラブ２１とコミスクが合同

でしている事業があります，そういう風にスポーツクラブ２１だけでなく，他

の団体の事業もあるということですが，西野委員がおっしゃるようにスポーツ

クラブ２１が出した資料とこれは違うというのですね。 

（中村部長）違うというのは内容が違うということではないです。 

（西野委員）そのとおりです。ただこれではコミスクの事業も含まれてしまっているとい

うことです。 

（中村部長）会計など数字があるものについてはスポーツクラブ２１だけのものなのでい

いと思います。事業についてはこの資料に載っている分はコミスクも含まれて

いるので多めに載っているということなのです。ですから，ここにはコミスク

も含まれた事業も入っていますが，数字の部分につきましてはスポーツクラブ

２１のものだけなのです。ですので，中身が完全にすり替わっているというわ

けではないのです。 

（委 員 長）そうなのですか。 

（西野委員）こちら（事業の資料）が違うと言っただけで数字が違うとは申し上げており

ません。会計の方はこちらで正しいです。ですが，事業計画についてはこの資

料ではない違うものが載っているものと思っておりましたので。 

（木髙課長）要するにこちらの資料にはコミスクとスポーツクラブ２１のどちらの事業も

が載っていると。西野委員がおっしゃるのは県に別立てで提出しているスポー

ツクラブ２１だけの資料ということです。 

（中村部長）ですので中身が全然違うというわけではないのです。 

（西野委員）そうです。抜粋された（別立ての）資料の方が，ここで審議していただく際

にはより皆さんも見やすいということを申し上げたかったのです。 

（委 員 長）それではもう一度整理いたしますが，この岩園スポーツクラブ２１に関して

言うとスポーツクラブ２１の事業計画はこの資料にも入っており，コミスクの

事業計画も含まれているということなので，コミスクの事業を省いた上でご検

討いただくということでどうでしょうか。 

（若林委員）例年こういう形でこの会議の資料は提出されてきたのでしょうか。というこ

とになるとおかしな推進会議だったのではないかと思うわけです。コミスクと

スポーツクラブ２１が一緒になったこのような資料が今までずっと提出されて

きたということでは。 

（委 員 長）いいえ，こういう資料は提出されてきていないです。今まではスポーツクラ

ブ２１の事業報告・計画をここで審議していました。 

（若林委員）そうですよね。でも例年こういった資料だから事務局は総会資料を抜粋したの
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ではないのですか。それとも今年がこうなのですか。 

（委 員 長）例年とは違います。この資料は連絡協議会には戻していないのですか。 

（権藤課長補佐）戻していないです。 

（委 員 長）ここで審議されたことは連絡協議会にもおろされ，その逆もあると思うのです。 

（権藤課長補佐）そういう意味では戻すというか，報告は当然しております。 

（委 員 長）連絡協議会ではスポーツクラブ２１のいろいろな悩みであったりを一緒になっ

て考えたり報告しあったりし，そこで出たような問題などをここで話し合うと

思うのです。なのでスポーツクラブ２１とコミスクのことはわかっているので

すけれども，資料としてはスポーツクラブ２１の資料が出ています。 

（若林委員）では，例年こういう形の資料ではないのですね。 

（委 員 長）その通りです。 

（若林委員）今年の資料がたまたまこういうことになったということですか。 

（委 員 長）そうです。今後は事前の確認等を事務局にお願いしたいと思います。 

（中村部長）失礼いたしました。今回はきちんと整理ができていなかったので，今後改めま

す。 

（委 員 長）事業計画の中にコミスクの分が含まれているところは修正していただきたいと

いうことで，それはいいと思います。 

（委 員 長）若林委員や西野委員はスポーツクラブ２１の代表であり，コミスクの代表でも

あるので，こういったように修正できると思いますのでなにか削除できるとこ

ろがあればお願いします。 

（若林委員）時間の都合もございます。差し替えということで結論も出ていますのでこれで

大丈夫かと思います。 

（委 員 長）今削って，最終的にここで承認するのですよね。 

（若林委員）他のスポーツクラブのことまで削除するかどうかなんて私たちではわかりませ

ん。 

（委 員 長）削除というかここがおかしいのではないかどうかということです。 

（若林委員）それはもう私たちではわかりません。 

（井原委員）提案なのですが，委員長の言うようにやはりコミスクと分けてしっかりと審議

する場だと思います。ただ，こんなにも文化的な活動ができているスポーツク

ラブというのは逆に素晴らしいことだと思うのです。そういった面からみても

コミスクに被せていったメリットというのもあると思うのです。レクスポや体

育協会がスポーツクラブ２１をどういう風に支援していくか，そういったこと

も議論していかないといけないところだと思います。そういった支援面も今後

どう考えていくべきか芦屋市としても必要だと思いますので，今日はこのまま

では議論が進まないと思いますので。 

（委 員 長）その件については意見交換でお願いします。私が今こだわっていることは，各
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委員がそれぞれの立場でスポーツクラブ２１を盛り上げようという中で，実際

に一番わかっておられるのは現場で携わっておられる方だと思うのです。もう

１０年以上たっているのにいまだに代表の方たちがこのような話をされている

ということは今までの議論したことがここで終わってしまって，スポーツクラ

ブ２１の各クラブに還元されていないことが非常に残念です。県からいただい

た大事なお金を使用して運営しているわけですので，中途半端ですとその責任

が果たせないと思います。なので，他のクラブについて（削除する部分が）わ

かっていないのに承認するというのは非常に問題だと思います。 

（若林委員）では本日は，承認せず，次回の会議はできないということですか。 

（委 員 長）県に提出されている書類はきちんとあるのでしょうか。 

（事 務 局）ございます。 

（中村部長）事務局の不手際でここでお時間をいただいて大変恐縮なのですが，今回このよ

うな状態ではご承認いただけないかと思います。ですので，もう１度２回目の

会をさせていただくときにこの件についてはご承認をいただくということでい

かがでしょうか。 

（委 員 長）そうですね。中村社会教育部長がおっしゃるように県に提出した資料をいただ

いて後日の会議で承認という形でよろしいでしょうか。 

（中村部長）次回の資料は事前配布させていただきますので，大変お時間をいただいて恐

縮でございます。 

（委 員 長）それではそのようなことでお願いいたします。 

 

≪意見交換（以下要旨）≫ 

（委 員 長）それでは各クラブ育成及び運営上の課題・悩み，将来の構想について，事務局

お願いします。 

（事 務 局）～資料に基づき説明～ 

         前回の会議でいただいたご意見のとおり，今回から実際にどのような問題や現

状を抱えているのかを３クラブの方が発表してくださいます。それではまず，

三条スポーツクラブ２１さんお願いします。 

（三条発表者①）～クラブ概要・特長・課題について発表～ 

（委 員 長）ありがとうございました。ご質問があればお願いします。なければ後でまとめ

てでもよろしいのでお願いします。 

（若林委員）三条スポーツクラブ２１は活動場所が制限されていてご苦労が多いと思うので

すが，大変活発な活動をされており，クラブ員がどのクラブよりも多いにも関

わらず，会費は１００円で成り立っています。ゆくゆくは自主運営という形に

なっていくことも考慮してこの会費についてどのようにお考えかお聞かせくだ

さい。 
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（三条発表者①）その点は我々も気になっているところでして，１００円でどこまでいける

のだろうかと。しかし，１人１００円で家族４人４００円。そういった会費を

仮に１人３００円という風にあげていくことはやはり厳しいです。１家族１，

０００円というようなやりかたならまだ分からなくもないが，現在の会費の払

い方が「１人」という単位ですので家族毎というのも現時点では厳しいです。

ですので，プールしていた自主財源を切り崩すなど，できるところまではがん

ばってそれから考えようかなという状況です。 

（三条発表者②）地域の方たちが対象なのです。スポーツクラブ２１に入っている方だけが

対象ではなくて例えば，子ども会の人たちや，ラジオ体操に参加するからとい

うことで地域の大人の方が加入してくれるという現状ですので。そういうこと

から，５人家族なら５００円というような１人１００円の仕組みがやりやすい

のです。スポーツクラブ２１の会費としての１００円，及びスポーツイベント

の参加費も払っていただいておりますので，高くは取れないけれど多く参加し

てくれるほうがいいかなと。 

（委 員 長）他にご質問は大丈夫でしょうか。また後で，ございましたらお願いします。三

条スポーツクラブ２１さんありがとうございました。続きましてスポーツクラ

ブ２１潮見さんお願いします。 

（潮見発表者）～クラブ概要・特長・課題について発表～ 

（委 員 長）ありがとうございました。何かご質問はございますか。ないようでしたら次に

進みたいと思います。スポーツクラブ２１潮見さんありがとうございました。

最後に朝日ケ丘スポーツクラブ２１さんよろしくお願いします。 

（朝日ケ丘発表者）～クラブ概要・特長・課題について発表～ 

（委 員 長）ありがとうございました。なにかご質問はありますか。全体を通してでもよろ

しいので。では，ないようですので，これでクラブ発表については終わりたい

と思います。３クラブの方々，本日はどうもありがとうございました。 

 

≪報告（以下要旨）≫ 

（委 員 長）それでは続きまして，スポーツクラブ２１ひょうごの芦屋市・阪神南・全県の

連絡協議会の活動報告について事務局お願いします。 

（事 務 局）～全県連絡協議会，阪神南地区連絡協議会，芦屋市連絡協議会を資料に基づい

て説明～ 

～６月１１日にスポーツクラブ２１ＹＡＭＡＴＥにクラブアドバイザーを派遣

し，多くのクラブ員に参加していただいたことを報告～ 

（委 員 長）この件についてなにかございましたらお願いします。ないようでしたら，本日

の議事・議題については以上でございます。最後に本日から新しい委員でやっ

てまいりますのでよろしくお願いしたいと思います。また，芦屋市においては
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スポーツクラブ２１とコミスクの仕分けというものがまだできていないところ

があるのではないかと本日の議論でもあったと思います。そこをどうするのか，

当初は文化系のクラブはスポーツクラブ２１に含まないということでしたが県

の方でも考え方が変わり，文化系も含んでいこうという流れになっております。

今年度からスポーツ推進計画の５ヶ年計画前期が始まりましたのでスポーツク

ラブ２１のみなさんにはそれにぜひ目を通していただきたいと思っています。

芦屋市のスポーツの原点はこのスポーツクラブ２１という母体だと思うのです

が，少子化が進む中で各クラブ（小学校）単位の団体スポーツができなくなる

ということもあると思うので，そうなったときに統廃合など含めて芦屋市のス

ポーツ全体をどうしていくのかということを考えていかなければならない時期

に来ているのではないかと思います。この会の責任という意味もございますし，

そういう意味できっちりとこの会で議論されたことは連絡協議会におろしてい

ただいて，そこから各スポーツクラブ２１へおろしていただきたいと思ってお

ります。周知していくのが今後取り組むべきことだと私個人の意見で申し訳あ

りませんがそのように思います。 

（権藤課長補佐）本日予定している議事・議題・報告等については以上となりますので閉会

にあたりまして中村社会教育部長からお礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

（中村部長）～挨拶～ 

散    会 


