
	

臨時研修会	

平成３０年２月３日（土）		 	 於：大阪府立大学	 中百舌鳥キャンパス	

	

	

配布書類	

・	 天理大学監督	 一連の不祥事のお詫び	

・	 天理大学前女子責任者	 一連の不祥事のお詫び	

・	 意見書まとめ（立命館	 追加）	

・	 第三者委員会による議事録	

計５部	

研修会の内容	

12:37 会議開始 

学連による謝罪、説明	

	 去年の研修会に関して、謝罪。学連の意見がまとまっておらず、曖昧な回答をしてしま

ったこと、隠蔽をしてしまったこと、皆様を混乱させてしまったこと、時間が長引いてし

まったことについて、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。	

委員長の現状報告	

	 1/19 学連三回生 LINE グループにて辞任する旨の連絡があり、その後音信不通。翌日、

臨時研修会に欠席すると連絡があり、本日は欠席している。	

研修会における学連の認識・研修会後における事実確認の結果（パワポ p.6〜）	

	 これらより、研修会での我々の発言が事実とは異なることが分かった。三回生内で情報

の共有ができていなかった。研修会という正式な場で間違った報告をしてしまい、皆様を

混乱させてしまったこと、また、研修会における学連の態度について、お詫び申し上げま

す。大変申し訳ございませんでした。	

前副委員長からリーグ戦第二戦目について（意見書回答含む）	

試合結果公開までのプロセス（パワポ p.9〜）	

※パワーポイントの訂正	 パワポ p.9 最終文	 委員会→役員会	

関学連	 森脇	 何か質問はないか？	

関西大	 学連からのパワポや天理大の説明によると、天理大から宇津に電話があったのは

9/16。しかし、森脇のパワポの方では 9/15 となっている。どちらが正しいのか？	



関学連	 パワポの『？』の所に関して、こちらの方でできる限りの確認はした。天理大か

ら宇津の方に予備週に試合ができないという電話があったという事実は、確実にある。し

かしそれがどこの段階であったかは分からない。	

関西大	 履歴などを見れば分かるのではないか？	

関学連	 森脇	 履歴だけでは、宇津がそこで本当に予備週使えない旨を天理大から聞いた

かが分からない。15 日段階で、宇津から私の方に、天理大が予備週に試合ができないかも

しれないという個人 LINE は来ている。理由まで把握できていたのかは分からない。	

関西大	 理由ではなく、天理大から宇津にいつ電話があったのかは、履歴などを調べれば

出てくる。	

関学連	 宇津と連絡が取れていた頃に、彼に尋ねた所、履歴は残っていないとのこと。現

時点では宇津に連絡が取れない。宇津曰く、遡りきれなかったらしく、宇津しか知らない

が彼は本日来れていない。最終確認ができていない不確定情報であるため、『？』という

形で報告させていただいている。	

関西大	 天理大はいつ電話したのか？	

天理大当事者	 15 日の時点で、大阪大が使えない、天理大で試合を行うことは可能か？と

宇津から、私ではなく男子主将に連絡があり、天理大でなら可能と返事。15 日の時点で

は、予備週に試合ができないとは、私は言っていない。16 日に全試合中止の連絡が来た

後、私が森脇に第２週にさせて欲しいと言った。	

関西大	 結局、天理大当事者は宇津と森脇のどちらに連絡をしたのか？	

関学連	 森脇	 私ではない。16 日の時点では、私は、審判の件と、一時間遅れの件しか対

応してない。夜の時間はアルバイトをしており、電話対応していたのなら覚えているは

ず。	

関西大	 彼女は森脇に連絡したと言っているが、覚えていないのか？	

関学連	 森脇	 受け取ってないとしか言えない。	

天理大当事者	 ２週目の責任者が森脇だったので、宇津ではなく森脇に電話した。履歴は

残っていない。	

関学連	 当日は一試合しかしておらず、仮設本部は設置していない。そのため、試合の責

任者は宇津である。また、宇津と森脇の個人 LINE のやり取りからも、天理大当事者が電話

したのは森脇ではなく宇津ではないかと学連は認識している。	

関西大	 学連が精査するという約束だった。	

関西大当事者	 事実確認と書いているが、宇津が来てないため分からない、としている部

分が多すぎる。初めから天理大に確認しておけば分かったこと。9月 15 日の宇津と前委員

長の『相談』（パワポ p.7）という部分に関しても、前委員長に確認すれば詳しく説明で



きただろう。関西大が言いたいのは、事実確認をもっとしっかり行って欲しいというこ

と。	

関学連	 確かに前委員長に確認をとればよかった。宇津と前委員長とのやりとりについて

も事実確認をしようとした。しかし、前委員長から明確な回答がないことと、宇津と前委

員長双方の話が聞けないため、『相談』としか書いていない。リアルタイムでの情報の共

有や確認ができなかったことは学連の落ち度であり、今回の件の原因の一つでもある。大

変申し訳ございませんでした。宇津への事実確認に関して、現在誰からの連絡も取ってく

れない状態である。不明瞭な点に関して、我々もきちんと回答していきたいと考えてお

り、可能な範囲で連絡を取り続けようと思っている。パワポの内容が、現時点で発表でき

ることの全てである。	

関西大当事者	 パワポの、『？』や『相談』で終わらした部分を、この場ででも明らかに

していかないと会議は進まない。	

関学連	 不確定要素はあるが説明すると、前委員長からは相談していない、と聞いている

が、宇津からは相談した、と聞いている。事実、電話した形跡はあるため、相談はあった

と学連は考えている。	

意見書の回答・まとめ（パワポ p.13〜）	

関西大	 今後パワポなどを使用する場合は紙媒体での配布を希望。	

	

13:30〜13:45		休憩	

意見書の回答・まとめ	

• 大府大のトピック（パワポ p.17）	

関学連	 森脇	 （意見書のまとめ p.1 参照）審判から説明をきちんと聞く、もしくは両校

の責任者から意見を聞き、客観的な判断を下すべきだった。大変申し訳ございませんでし

た。	

• 新規約（パワポ p.20）	

	 研修会で定められた新規約では、学連が誤った判断をした場合に修正ができない。そこ

で、『学連が一度中止と判断した試合は二度と覆す事がないものとする。但し、加盟校の

三分の一以上による要求がある場合は審議を行うこととする。』という新規約を提案、ア

ンケートを取る。	

甲南大	 アンケート内容に関して、意見書を提出してから気がついたことがある。学連が

一度下した判断とあるが、規約によると、学連は物事の決定を判断する事が出来ない。第

９条より、委員長に決定権はない。例えば今回の天理大学対甲南大学の試合に関して、第

17 条、第 31 条より、本来であれば臨時の委員会を開いて、試合の有無を判断すべききだ



った。『学連が一度中止と判断した〜但し、加盟校の〜』という規約では、学連が判断

し、加盟校が異議を唱えるという図式であるが、規約上、そもそも学連が判断するのでは

なく、学連と加盟校が話し合って判断すべきである。役員会ではなく、委員会に決定権が

あり、議論している規約の前提条件が崩れる。	

関学連	 第 31 条より、規約に基づいて役員会が業務を執行する。	

甲南大	 その通り。執行は役員会だが、判断は委員会が行う。業務を円滑に進めるのが役

員会である。この規約に関して、プログラム内の学連の処分が終わってからの方が良い。	

（意見書のまとめ続き）	

大阪大	 意見書の内容について補足。テキストメッセージについて、紙媒体に限らず、メ

ールや LINE など、後から確認できるもの、という趣旨。	

	

14:30〜14:40	 休憩（立命館の意見書配布）	

※コピーの都合上、先に規約のアンケートをとる。	

関学連	 決定権の話を臨時研修会で話し合うためには、学連側でもしっかり議論する必要

があるため、まず、『学連が一度下した判断は二度と覆す事がない。』という規約を一度

白紙に戻すためのアンケートを取る。	

同志社	 前回の研修会（第 29 回研修会議事録 p.12）によると、『学連が一度下した判断

は二度と覆す事がない。』という規約はおかしいという話になり、『一度学連が中止と判

断した試合は二度と覆さないものとする。』という新規約で 2/3 以上の賛成が得られた。

甲南大、立命館の言っている、『学連が一度（試合に関して）下した判断は二度と覆す事

がない。』という規約はそもそも可決されていない。（→パワポ	 訂正）	

また、第 64 条より、試合に関しての決定権は役員会にあるはず。つまり、委員会ではなく

役員会で決定していいのではないか？また、規約の補則第 5条により、リーグ戦マニュア

ルを確認すると、当日に警報が出た場合の対策は書かれてある。よって、前日までに試合

の有無を学連が判断する事に関しては、拡大解釈かもしれないが、第 64 条で対応できると

考える。	

関学連	 現在の学連の考えでは、規約に関する最高決定機関は委員会であると考えてい

る。しかし、そうでないという意見もあるので、規約をどう変更するかに関しては、次の

主将会議で議論する。今はまず、白紙に戻すかのアンケートを取る。	

同志社	 白紙に戻してしまうと、次はどの規約が基準となるかの議論が必要になる。今、

どういう方法で中止を決めるかを話し合ってからアンケートを取った方がいいのではない

か？	

関学連	 白紙に戻した場合、リーグ戦マニュアルに沿って判断する。	



同志社	 前日の決定に関しては、マニュアルにも記載されていない。	

関学連	 今回の件は、規約にもマニュアルにもない対応を学連が取ってしまった事が原因

の一つ。白紙に戻せば、仮に明日台風という状況になっても当日にマニュアルに基づく判

断をする。	

同志社	 甲南大、立命館に関して、意見書中の、『学連が一度下した判断は二度と覆すこ

とはない』という文言は間違いだったという事で良いか？	

甲南大	 我々が言いたいのは、『覆さないものとする』事に反対しているのではなく、但

し書きを付け加えるべきだという事。誤った判断がされた場合、加盟校が反対できる規約

が必要。	

関学連	 甲南大と立命館は、但し書きの追加を要求しているという認識で良いか？	

立命館	 今のままでは、もし間違った判断をしてもそれを覆す事が出来ない。	

関学連	 もし学連が間違った判断をした場合、第 21 条の臨時委員会で対応できる。	

同志社	 甲南大と立命館は学連の判断を覆す権利が欲しいという事か？	

立命館	 間違った判断をした場合の退路を閉ざすことに疑問を感じる。覆す権利が欲しい

という事になってると思う。	

甲南大	 同じく。	

同志社	 意見書によると、学連が決定した新規約として、立命館は『学連が試合に関して

一度下した決定は覆さない』（立命館意見書 p.3）、甲南大は『学連が一度下した判断は

２度と覆すことはない』（甲南大意見書 p.2）と書いている。『学連が試合の中止もしく

は延期等に関して一度下した決定は原則として覆さない』（立命館意見書 p.3※制約の

例）とあるが、試合に関しては規約に定めた通りで良いという事か？	

立命館	 原則として、つまり、もし学連が誤った判断を下した場合、加盟校で議論した

い。試合の中止に関して、問題はない。	

同志社	 立命館は、絶対的に覆せない状態なので、原則という言葉が欲しいから、白紙に

戻したいという事か？	

立命館	 学連が誤った判断をした場合の危険性を排除したい。	

Ø 「一度学連が中止とした試合は二度と覆さないものとする。という規約に補則を加え

る。」	

(仮投票)	 （賛成）	 95%		（反対）	 5%	

関学連	 何か意見はあるか？	

(本投票)	 （賛成）	 100%		（反対）	 0%	

→補則を加えます。	



関学連	 加盟校から、補則の案はあるか？また、立命館と甲南大は、補則の案として意見

書にある文言で問題ないか？問題がなければ役員会の方で検討する。	

立命館	 問題ない。	

甲南大	 問題ない。	

関学連	 時間の都合上、持ち的確認の件より先に、第三者委員会による報告を行う。	

第三委	 報告の前に、意見書内に第三者委員会に関する記載があるが、意見書自体が本日

受け取ったものである。	

第三者委員会による学連の内部調査報告（議事録参照）	

関学連	 第三者委員会に対して意見、質問は？	

関学連	 第三者委員会や学連の処分に関する規約はない。そのため、これらに関する意見

書の内容を元に話を進める。	

学連側が執る責任としてのご意見（パワポ p.25〜）	

学連の処分（パワポ p.27）	

京都大	 責任を放り投げるわけにはいかないなどの考えは立派だが、学連は加盟校が信任

した上で運営していくもの。学連処分の最終的な決定は加盟校が下すべき。辞任による業

務への影響や今日の仕事ぶりなどを総合的に判断して加盟校が結論を出す。結果としてど

うなるかは分からないが、信任投票すべきである。	

関学連	 信任投票してもいいと考える。ただ、役員が辞め、代わりに人が入ったら回るわ

けではないという事を理解して欲しい。先輩の後をついて回ってやっとわかったこともあ

り、大会の運営の質は下がると思われる。	

甲南大	 言ってることは理解できるが、今回のような問題が発生したのは事実。宇津に関

しても、謝罪もなく蒸発した。これらを踏まえた上での甲南大の意見書である。代案 1は

現実的ではないと思っており、代案２がメイン。先ほどの決定権の話にも絡むが、役員会

は決定する機関ではく、同志社が言ってた第 64 条に関しては、試合の日程の話であり、委

員会での議論が必要。慣例でやってきた事が規約違反であったと考える。ただ、人数やス

ケジュール上、主将会議で決めるのは現実的ではない。そのため、（意見書の内容とは異

なるが）加盟校から代表者を出し、理事会という新たな組織をおくことを提案する。理事

会と役員会が話し合って物事の決定をしていくのはどうか？	

関学連	 決定権を譲渡するのではなく、話し合う機関を設けるという事か？	

甲南大	 そもそも決定権が学連にあるという事が規約違反。本来であれば決定権はこの委

員会にある。	

関学連	 これに関して、学連の立場も定まっていない。何に関する決定権なのかの議論も

必要。次回主将会議で議論という形になると思う。個人的な意見だが、加盟校の意見が聞



ける場所があればいいと思う。ただ、学連としても、問題が起きた場合、どの機関が責任

取るのか？という疑問がある。現状、加盟校から役員を出しているため、組織の枠組みが

広がるだけではないかと思う。代案２に関しては、もう少し考えますとしか言えない。	

甲南大	 代案２に関して、次回に持ち越しで構わない。甲南大側からも文書を作る。規約

を読み込んだ上で、学連ではなく加盟校で決めれば良いと考える。	

関学連	 代案２を適用した場合、学連がいる意味はあるのか？	

甲南大	 規約上学連に決定権がないという話。学連と加盟校が話し合う場所が委員会であ

る。学連は業務執行の機関。	

	

16:20〜16:35	 休憩	

関学連	 一旦、役員の交代が必要かどうかでアンケートを取る。『役員の交代が必要であ

る。』というアンケートに、加盟校の 2/3 が賛成すれば、我々は辞める。	

全日学連	 関学連の犯した過ちに関して、申し訳ないと思っている。役員交代に関しての

メリットデメリットを客観的立場から説明する。	

メリット	

・	 不信感は払拭できる。	

デメリット	

・	 学連は引き継ぎが重要。	

・	 今年の関選、新人戦の運営は厳しい。（新たに入るメンバーにもよる。）	

また、全日としても、関西学連の方から、毎年役員として仕事をしにきてもらっている。

インカレ、王座などにも支障をきたし、影響が関西だけでは済まなくなる。	

関西大	 学連の処分を決める前に、試合を決行した件、的中詐欺疑惑の件などについて、

天理大の話や、調査結果が聞けていない。第三者委員会からの報告だけでは判断しかね

る。先に天理大の話をする必要があるのではないか？	

関学連	 学連が処分を受けてない段階で、天理大に処分を下すのはおかしいというのが学

連の考え。	

関西大	 処分ではなく、先に調査報告してもらわないと必要な事実が全て出揃ってない。	

Ø 天理大学の調査結果が先だ。	

（本投票）	 （賛成）	 81.6%	 （反対）	 18.4%	

→先に天理大の調査報告を行います。	

学連による天理の内部調査報告（第一回〜第三回聴取事録参照）	

関学連	 メーリスで回した議事録の通り。	



甲南大	 訂正。リーグ戦で間違えが無いように、事前に仕事をさせている。監査は初めて

ではない。監査で、初めて確認ミスがあったという意味。（→パワポ	 訂正）	

今後の対策（パワポ p.38〜）	

学連の処分（パワポ p.27）	

Ø 今の関西学生弓道連盟の役員会には 3回生の人員交代が必要だ。	

（仮投票）	 （賛成）7.9%	 （反対）	 92.1%	

関西大	 その前に、2/2 の第三者委員会による議事録について、要点がまとめられておら

ず、結論が分からない。天理大の調査に関しても、結論や、何が事実かがよく分からない

のでまとめて欲しい。現状では、判断を加盟校に委ねている。事実を述べて、天理大と学

連双方の非を提示した上で、処分案を提示すべき。	

大阪大	 反対に投票したが、それは実務に影響が出るだろうという判断のもと。関学の意

見書にもあったが、提案。第 6条にもあるように、顧問をおくという選択肢はないのか。	

関学連	 おくことは可能。その協議は役員会でも行なっている。顧問はおきたいが、立場

の偏りをふせぐため、一度に複数人ついて欲しいと考えている。弓道人がいいのか、弓道

人以外がいいのかなども考慮する必要がある。お願いできる方が見つかっていないのが現

状。	

大阪大	 どういう状態で探しているのか？	

関学連	 意見を伺える範囲で、知り合いの先生に、相談したという状態。	

関学連	 斎藤	 顧問は必要だと考えている。数年前に、ある大学の OB さんに顧問をしても

らったが、中立性の観点から解任となった。中立性を考え、スポーツ系の学部の武道に詳

しい先生にお願いはしたが、お忙しいため承諾は得られなかった。他の役員はまだ動いて

いない。	

大阪大	 先ほどの投票に関して、実務に支障が出るため、反対した。信頼できるできない

は完全に抜きにした意見である。顧問に関しては、もう一度検討していただきたい。	

立命館	 反対。デメリットの方が圧倒的に大きいため。宇津に関して、謝罪はしっかりし

ていただきたい。けじめをきちんとつけるべきである。	

関学連	 宇津の方が、心身ともに疲弊。こちらからの連絡はできない。体調が戻れば返事

をするよう留守電はしているが、現時点では返事が無い。学連としても、謝罪をしてもら

いたいと考えている。	

立命館	 最善の努力を求める。	

（本投票）	 （賛成）	 5%	 （反対）	 95%	

→３回生の人員交代はいたしません。	

関学連	 時間の都合上、先に拍手決裁を行う。	



京都文教大学と京都文教短期大学の合併拍手決裁	

京都文教短期大学が京都文教大学に合併することが承認されました。	

新委員長、新副委員長の拍手決裁	

新委員長として松川幸志郎が承認されました。	

新副委員長として池田知生が承認されました。	

天理大学処分提案（パワポ p.43）	

関学連	 ①無期限に関して、今回の聴取で、監督からの圧力が原因の一つと考えている。

そのため、部内環境が改善されれば、天理大の方から学連に文書を提出していただく。学

連が改善されたと判断した場合、委員会にて天理大の復帰請求の場を設け投票を行う。	

京都大	 投票の方法に関して、無期限の方が一年出場停止もしくは関選まで出場停止より

も必ずしも重いとは限らない。	

関学連	 監督からの強要があった点を踏まえ、天理大の努力次第で復帰できるという対応

を取っている。	

京都大	 順番の問題。例えば、無期限には賛成だが一年間出場停止には反対という立場の

意見が反映されない。	

関学連	 順番に関しては考える。	

天理大	 甲南大への謝罪。また、予備週に学校行事があると虚偽の発言をした。的中の件

に関して、監督は、一回生に的中を偽るよう指示したわけではなく、判断できなければ中

りにするように言ったとのこと。審判の件に関して、人数が足りなければ一回生二人でも

可能であるため、一回生二人を向かわすという甘い判断をしてしまった。告発文に関し

て、提出した学生は、監督に不満を持っており、話を盛っている部分もある。	

関西大	 監督が一回生に判断できなければ中りにするように言ったとあったが、一回生か

らしたら、偽れと同義である。議事録を読んだが、各々の立場からの証言はあっても、事

実が曖昧。全ての事実が出揃った上で処分を決めて欲しい。処分に関して、規約に基づい

て決定すべき。議事録が分かりづらいので、まとめて欲しい。また、他に証言が取れる人

がいるのではないかと考える。これらを行なった上で、規約に基づいて処分を下すべき。

学連が続ける事に関して、具体的な対策を次回会議で提示すべき。頑張ります、だけでは

納得できない。	

関学連	 聴取に関して、辞めた人にアポは取れなかった。聴取できる範囲では行なった。

処分の仕方については考える。次回主将会議で議論する。今回についても、次回に持ち越

す結果になってしまい申し訳ありません。	

	

17:56	 会議終了	



以上	


