
平成 23 年度八碁連活性化対策検討委員会議

事録	 	 	 	 	 	 記録	 廣島松治	

	

第 1 回議事録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年４月４日（月）午前９時

～11 時	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター第２会議

室	

Ⅲ	 出席者	 碁楽連	 会長	 磯部信広	 理事	

三浦和夫	

	 	 	 	 	 	 委	 員	 信江	 峻	 真田誠次	 廣

島松治	 杉渕	 清	 	

三上靖宏	 望月成一	 南	

正一郎	

１． 内	 容	

（１）磯部碁楽連会長から委員へ委嘱状の交

付	



（２）委員会の構成	 正副委員長は委員の互

選。会計・書記を下記のとおり選任	

	 	 	 委員長	 	 三上靖宏	 	

副委員長	 望月成一	 	

会	 計	 	 南	 正一郎	 	

書	 記	 	 廣島松治・杉渕	 清	

（３）今後の検討会開催日程	

	 	 	 	 ①原則として毎月１回、第２土曜日	

午前９時～１１時４５分	

	 	 	 	 ②会場	 東淺川保健福祉センター会議

室	

（４）次回検討会（5月 14 日）の主たる検

討課題は下記のとおりとする。	

	 	 	 	 	 諮問事項の１．会員資格の年齢の見

直しについて	 ２．碁楽連の名称について	

	 	 （５）答申時期	

最終答申時期を概ね１年後の平成24年 3

月を目途とし、平成 23 年 9 月に中間答申を



行なう。	

（６）当日出された主な意見等（参考）	

	 ①碁楽連の傘下に外部団体を取り込む組

織にしたらどうか。	

	②八王子囲碁連盟（仮称）の傘下に碁楽

連・日本棋院八王子支部・碁会所その他

の外部団体を置く組織にしたらどうか。	

③年齢６０歳以下も対象にした組織にな

れば段級位が大きな問題となる。	

日本棋院の段級位取得法には、日本棋院

開催の段級位認定大会出場・日本棋院支

部の推薦・プロ棋士の推薦・新聞雑誌の

認定問題応募の 4つがある。	

	④１１月３日の市民文化祭囲碁大会以外

に、囲碁大会として「八王子囲碁まつり

（仮称）」を八王子市主催で開催するこ

とも考えたらどうか。	

※ 碁楽連から提出された資料	



1．碁楽連の活性化対策に関する諮問につい

ての文書（碁楽連会長から碁楽連活性化

対策検討委員会宛）	

２．碁楽連活性化対策検討委員会委員名簿	

３．碁楽連活性化対策検討委員会運営要綱

（新旧合同理事会で決定）	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第 2 回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年５月 14 日（土）午前９

時～11 時 30 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第１集

会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江峻	 真

田誠次	 廣島松治	 杉渕	 清	 南正一郎	

Ⅳ	 内	 容	

１	 日本棋院支部のご案内・日本棋院主催囲碁



大会・段級位認定大会・囲碁まつり・九州本

部会員制度等について	

※信江委員から、上記について参考となる貴

重な資料の提出があり、詳細な説明を受け

た。	

２	 諮問事項	 会員資格の年齢についての検討

結果	

（１）６０歳以上という年齢制限を廃止する。

寿囲碁同好会の「寿」を削除する。	

（２）６０歳以下（幼稚園児から大学生を含む）

の会員についての問題点	

	 	 ①地区団体対抗囲碁会の出場については

特に問題はないのではないか。	

	 	 ②地区同好会のタイトル者を選ぶリーグ

戦等には参加を認めてもよいのではな

いか。	

その場合の優勝者・準優勝者はタイトル囲

碁大会への出場は辞退してもらえばよいの



では。	

	 	 ③所属同好会の活きいき大会の参加は認

めてもよいのではないか。	

	 	 ④碁楽連囲碁大会（3段以上・2段以下）

については、市民文化祭囲碁大会同様、

東淺川保健福祉センターの無料使用が

認められる場合は出場を認め、無料使用

が認められない場合は使用料を支払っ

てもよいのではないか。（保健福祉セン

ターで実施する碁楽連囲碁大会の会場

使用料を支払うとした場合、研修部を除

けば 5万円程度）	

	 	 ⑤棋聖大賞囲碁大会の参加は認めないこ

とにしたらどうか。	

	 	 ⑥段級位の格付けについては各地区同好

会において、「点数制」を導入すること

により調整を図ればよいのではないか。	

	 	⑦碁楽連会費については検討の要あり。	



	 	⑧研修部の関係をどのように取り扱うか

検討の要あり。	

３	 諮問事項	 碁楽連の名称についての検討結

果	

（１）「八王子囲碁連盟」とする。その場合、

名称に相応しいものにする必要がある。	

（２）問題点	

①碁楽連の位置づけ	

「碁楽連」は八王子囲碁連盟に包含される

組織とし、他の例えば「大会運営部（仮

称）」＜市民文化祭囲碁大会以外の大会・

囲碁まつりなどを主催する＞の組織等と

並列的なものとして位置づけてはどうか。	

②日本棋院との関わりを持つことについて

検討する。	

③碁楽連以外の市内の外部団体・組織等の参

考意見も聴取する必要があるのではな

いか。	



④市民文化祭囲碁大会以外の全市民対象の

囲碁大会・囲碁まつりなどを開催する場

合、八王子市・学園都市文化ふれあい財

団が単なる後援でない、それ以上の関わ

りを持つよう働きかけをして行くべき

ではないか。	

４	 その他	

（１）次回 6月 11 日の検討は第 2回委員会の

検討事項を継続して行なう。	

（２）検討委員会に要する経費については、①

委員に対する交通費は支給しない。②事

務費等必要経費は碁楽連に領収証を添

付し請求する。	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第３回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年６月 11 日（土）午前９



時～11 時 40 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 集

会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江	 峻	

真田誠次	 廣島松治	 杉渕	 清	 南正一郎	

Ⅳ	 検討内容	

１.	諮問事項	 「会員資格の年齢の見直し」に

関係する発言要旨	

(1)点数制の導入について	

①各地区同好会で点数制を導入することにな

ると、賛否が分かれるのではないか。	

②導入する場合、同一の点数表・対局表に統

一したほうが良い。	

③碁楽連大会にどう反映させ、どう活用する

のか、さらに検討する必要があるのではない

か。	

④現在点数制を採用しているのは由木及び川

口のようであるが、碁楽連の段級位とは関係



なく実施しており、これが対局時の「楽しみ」

「励み」となり、点数が上下することで自ら

の実力も推測でき、技量の向上意欲にもつな

がっているのではないかと考えられる。別の

見方からすれば、碁楽連の段級位は実力を反

映していないとの暗黙の評価かもしれない。	

(2)昇段級について	

	 	 ①大会で優勝し昇格するという感激、期待

感は大きいものがある。	

	 	 ②「技能の向上を目指す」「ただ、楽しむ」

という 2つのタイプがある。	

	③あまり努力もせず大会で優勝し昇格した

いと願う人が多いように見受けられる。	

	④碁楽連規約第 3条には、あくまでも親睦と

健康を維持できる機会の提供、高年者の福

祉増進に寄与することが目的となっており、

技能向上のことは規定されていない。	

	⑤技能の向上を掲げるとなると、「芸」か「勝



負」かという難しい課題にもなってくるの

ではないか。（碁楽連だより 6月号掲載の佐

宗源治氏の「勝負の赤壁によせて」を参照）	

	⑥60 歳以下も入るとなると、お互いに切磋

琢磨し技能向上を目指すものでなければな

らず、決して「仲良しクラブ」的なもので

あってはいけないのではないか。	

	⑦碁楽連の段級位は甘いと言われるが、あま

り気にする必要はない。段級位の甘化傾向

は日本全体の流れである。日本棋院も甘い

のではという見方もあるようだが、日本棋

院は権威のある段級位であることに間違い

はない。	

（３）役員について	

①地区同好会の会員が増えない、特に若い人

が入会しない。そして役員になる人がいな

くて会の存続が危ぶまれる。役員をやりた

がらない理由は事業が多過ぎる点にあるの



ではないか。	

②地区対抗戦の 6人の出場者を集めるだけで

も大変な苦労がある。昇格の機会があると

いっても、この地区対抗戦はそれほど期待

もされていないのではないか。	

③事業を縮小するなら、地区対抗戦は廃止し

ても良いのではないか。	

④地区同好会役員としては、会員を増やすと

いうことは特に行なっていない。ただ自然

に入会してくるのを待っているのが実態で

はないのか。	

⑤碁楽連への上納金を集めなければならない

というノルマもあり、その他、役員の負担

は大きい。事務事業の簡素化など、役員の

負担軽減を図る必要があるのではないか。	

⑥立派な団体・組織を作ればいいという発想

で、では、その運営を誰がやるのか、役員

のなり手がないのではないかという懸念も



ある。	

⑦某同好会では役員、特に会長は碁楽連との

関係が主で、同好会の運営は副会長以下の

幹事に任せている。また原則として会長任

期は 1年とし、ほぼ 80 歳で退任することに

している。	

２.	諮問事項	 「碁楽連の名称」に関係する発

言要旨	

①碁楽連が高齢化でジリ貧になる状態を放置

できず、若い会員を増やしていこうという

目的は理解できるが、立派な組織を作るこ

とと、若い会員を増やすことは同義ではな

い。という、あまりにも組織論だけに走っ

てもどうか。	

②この際、碁楽連は発展的解消し、八王子囲

碁連盟一本の名称にした団体・組織にした

ほうがすっきりしたものになるのではない

か。	



③八王子囲碁連盟には、碁会所との関係をど

うするのかという問題もあるが、碁楽連以

外の各地域のクラブなども加盟してもらい、

碁楽連は研修部・子ども囲碁教室もそのま

ま引き継いだ形の組織として、まとめて行

けば良いのではないか。	

④日本棋院支部は既に八王子支部・自民党支

部・増田囲碁普及会支部が存在しており、

設立する場合、八王子囲碁連盟支部という

名称にするのか。	

⑤碁楽連の理事会を八王子囲碁連盟の中に移

行する形で設置したらどうか。	

⑥枠組みとして、名称は八王子囲碁連盟とし、

会場確保の点から碁楽連の名前は残し、囲

碁大会は６０歳以下も含めたものにする。	

⑦以上から、下図のような八王子囲碁連盟の

枠組み（イメージ）が想定される。	

この中で、理事会の位置づけと研修部の役割



の議論が必要である。	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

３.	委員長のまとめ	

１.名称は「八王子囲碁連盟」とするが、碁楽

連は東淺川保健福祉センターの無料利用者

としての登録団体として継続して置く。	

２.点数制導入は、各地区同好会で意向など、

いま少し詰める必要がある。	

また、実施することによって各地区同好会の
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役員の負担が増えることも懸念される。	

４.	その他	

信江委員から提出された「各地区同好会の実

態把握」について協議。その結果、碁楽連会長

へ調査を依頼し、7月又は 8月の検討委員会での

資料として提出してもらうこととした。	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第４回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年７月９日（土）午前９時

～11 時 30 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 集

会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江	 峻	

真田誠次	 廣島松治	 杉渕	 清	 南正一郎	

Ⅳ	 内	 容	

１、冒頭、望月副委員長から次の事項について



報告。	

（１）６０歳以下が加わった場合の保健福祉セ

ンターの使用について、６月２８日、三

上・望月・南がセンター小林主査と話合っ

た。その結果、３段以上・２段以下囲碁大

会及びタイトル囲碁大会についても特認

申込と無料について認められるような感

触を得ており、７月末正式に回答があるこ

とになっている。但し研修部については認

められそうにはない。	

（２）各地区同好会の実態調査は碁楽連におい

て現在調査中であり、次回８月の委員会に

は提出できる。	

２、点数制の導入については、由木及び川口同

好会の点数制の実施状況について説明を受け

た後、それらを参考に種々検討の結果、直ち

に各地区同好会で導入し、さらに碁楽連大会

へ反映させることについては、碁楽連本部で



の成績の管理など相当困難な状況が予想され

る。一方、導入済の同好会からは、カードへ

の記入等は各人が行なっており特に事務処理

が煩雑になることはないとの報告があった。	

そこで、各地区同好会で点数制を導入し、そ

の結果として、およそ１年間における成績を同

好会長が掌握し、昇格が認められると判断した

場合、碁楽連会長に申請し承認されれば昇格さ

せることができるようにする。	

この場合、対局カード・点差別手合割表・段

級持点表は碁楽連本部が作成したものを使用

し統一化を図る。	

３、碁会所については現在市内に５ヵ所程度存

在するが、八王子囲碁連盟においてどのよう

な位置づけとするかを検討する必要がある。	

４、日本棋院支部については、八王子囲碁連盟

と既設の３支部との連携をいかに図るか、併

せて八王子囲碁連盟と日本棋院との関わりに



ついて更に検討する必要がある。	

５、研修部については、現行のあり方を見直し、

八王子囲碁連盟の名に相応しいものに強化す

る必要がある。	

現状，研修部では年間昇格者が１２名にもな

っており、昇格手段の一つに利用されている感

無きにしも非ずである。６０歳以下も参加させ、

点数制を導入するなどして研修部本来の目的

である棋力・技量向上に力を入れる方向で改

善・強化すべきである。	

また、「諮問事項３	 青少年の囲碁愛好者の

育成等について」とも関連するが、子ども教

室・中学校部活支援・初心者教室などに携わる

「囲碁普及指導者・支援者」の発掘・養成機関

として研修部を充実・発展させて行くべきであ

る。	

６、副委員長のまとめ	

（１）諮問事項１	 会員資格の年齢については



「６０歳以上の年齢制限は廃止する。併せ

て寿囲碁同好会の「寿」を削除する。」	

諮問事項２	 碁楽連の名称については「八

王子囲碁連盟の名称とする。」	

以上について、本検討委員会における最終

決定事項として確認する。	

（２）次回８月１３日においては中間答申に

向けての「まとめ」を行なう。	

（３）日本棋院との関わりについても一定の

結論を得る。	

７、その他	 提出された参考資料	

（１）横須賀囲碁連盟ホームページ抜粋資料＜

廣島委員＞（２）由木同好会使用の対局カー

ド・持点表・手合割表、囲碁ライター荒仁氏の

文献「段級位制・点数制」＜杉渕委員＞（３）

碁楽連各種大会・同好会役員・役割・当番制の

資料及び恩方同好会の運営状況資料＜信江委

員＞	



	

碁楽連活性化対策検討委員会（第５回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年８月 13 日（土）午前９

時～11 時 40 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 集

会室	

Ⅲ	 出席者	 望月成一	 信江	 峻	 真田誠次	

廣島松治	 杉渕	 清	 南正一郎	

Ⅳ	 検討内容	

１． 望月副委員長から前回報告のあった次の事

項について、保健福祉センター小林主査宛文

書「貴センター施設利用について及び平成 23

年度寿囲碁同好会活動実態調査資料の提出が

あり、詳細に説明があった。	

特に保健福祉センター利用については棋聖

戦も含め 4大会が減免扱いとなったこと。研



修部は減免扱いできないが、代表者を登録し

て集会室を有料で確保できる。即ち 60 歳未満

が 10 名～20 名ぐらいであれば第２又は第３

集会室を借用すれば 500 円×2（A・B）＝1,000

円、月 3回として年間 36,000 円の予算で対応

でき、トータル的には低額で使用できるとの

補足説明があった。	

２． 前回取りまとめた諮問事項「会員資格の年

齢については、60 歳以上の年齢制限は廃止す

る。併せて寿囲碁同好会の寿を削除する。」及

び諮問事項「会の名称については、八王子囲

碁連盟の名称とする。」の２点について再確認

を行なったところ、概略次のとおりの発言が

あった。	

	 	 ①「60 歳以上の年齢制限を廃止する」とい

う表現は簡潔過ぎるので、いま少し理由

づけをした表現にしたほうが良い。	

	 	 ②高齢化に伴う現状から、若返り・活性化



を図る必要があるという表現にすべきで

はないか。	

③60歳の年齢制限を廃止することによって碁

楽連会員の減少につながる心配も懸念され

るのではないか。	

④八王子囲碁連盟という名称にするからには、

年齢制限を廃止することには異論はないが、

即時に廃止するのではなく、一定の期間を

置いて、時期を見て廃止したらどうか。	

⑤60歳という年齢制限は碁楽連規約に規定さ

れているものではなく、あくまでも保健福

祉センター借用のためのものであり、従っ

て 60 歳以上の年齢制限は廃止するという

表現は適当ではない。	

以上の発言を踏まえ、諮問事項「会の名称

について」を第 1とし、第 2に「会員資格の

年齢について」の順として、次のとおり集約

する。	



諮問事項「会の名称について」は「八王子囲

碁連盟」とする。	

諮問事項「会員資格の年齢について」は、碁楽

連規約第 3条（目的）に「碁楽連は、八王子

市内に居住する高年者が、囲碁を通じて親睦

を図り、かつ、健康を維持できるようにその

機会を提供し、高年者の福祉の増進に寄与す

ることを目的とする。」とある。現状、会員

年齢は平均 76 歳に達し、このまま推移すれ

ば会員の高齢化は進み、やがては碁楽連の存

続が危ぶまれる状況にある。従ってこの際、

年齢を問わず、老若男女、広く青少年を含め

て若返りを図るとともに、八王子囲碁連盟の

活性化を図ることとする。	

３． 点数制の導入について	

	 ①地区囲碁同好会の活性化を図るための一方

策として点数制を導入し、その結果、およ

そ 1年間の成績を同好会長が掌握のうえ、



昇格が適当と認めた場合、碁楽連会長に申

請し、承認されれば昇格させることができ

るようにする。	

	②その場合、対局カード・点差別手合割表・

段級持点表は碁楽連本部が作成したものを

使用し統一化を図る。	

	③点数制を碁楽連大会へ反映させることにつ

いては、碁楽連本部での成績の管理など相当

困難な状況が予想されることなどから、直ち

に実行は難しく将来の検討課題とする。	

以上の意見が見られたが、なお、引き続き検

討する。	

４．碁会所について	

① 碁会所は営利団体であり、趣味の会・仲良

しクラブ的な存在の八王子囲碁連盟に取り

込むことはどうか。	

碁会所を八王子囲碁連盟が取り仕切るよう

なことになってはおこがましいのではない



か。個人の資格で関わるということで良いの

ではないか。	

② 八王子囲碁連盟が全市民を対象とするオー

ル八王子という観点からは碁会所を無視す

ることはできないのではないか。関係者の意

見聴取をしておくべきではないか。	

以上の意見が見られたが、引き続き検討する。	

５．日本棋院支部について	

既設の八王子支部・自民党支部・増田囲碁普

及会支部に並列して八王子囲碁連盟支部（仮

称）を設立するかどうかについては、地区同

好会の中に十数名の日本棋院会員もおり、そ

れらの方の意向も伺いながら、引き続き検討

する。	

	

６． 研修部について	

① 現行のあり方を見直し、八王子囲碁連盟に

相応しいものに強化する必要がある。60 歳以



下も参加させ、点数制を導入するなどして研

修部本来の目的である棋力・技量の向上に力

を入れる方向で改善強化すべきである。	

② 研修部における昇格については廃止の方向

で検討するよう要望する。	

③ 諮問事項の青少年の囲碁愛好者の育成につ

いてとも関連するが、子ども教室・中学校部

活支援・初心者教室などに携わる囲碁普及指

導者・支援者の発掘・養成機関として研修部

を充実し発展させることが望まれる。	

④ 南大沢の研修部については実態を調査のう

え改めて検討する必要がある。	

以上の意見が見られたが、引き続き検討する。	

７． その他特記すべき発言	

① 各種グループの団体対抗戦の大会を開催し

たらどうか。	

② タイトル者の選出方法については地区同好

会によって異なっているようであり、統一化



を図るべきではないか。	

③ 諮問事項の広報活動及び青少年の囲碁愛好

者の育成についても検討課題として次回に

議題とすべきではないか。	

④ 碁会所・クラブ等を取り込む場合、会費を

どうするか検討しておく必要がある。	

⑤ 	23 大学がある学園都市八王子。「大学コン

ソーシアム」を八王子囲碁連盟に関わらせる

方策を検討すべきではないか。	

	⑥	 八王子囲碁連盟規約は本委員会において

作成する必要があるのではないか。	

８． 副委員長のまとめ	

	 （１）9月 10 日の検討委員会において碁楽連

会長宛に中間答申書を手渡したい。従っ

て、中間答申書の原案を作成し、8月 27

日に臨時に検討委員会を開催し協議をお

願いしたい。	

	（２）中間答申の内容は、主として諮問事項



1 及び２について行なうが、その他、検討

中のものも列記する。	

９．その他	 提出された資料	

	 （１）平成２２年度昇格者＜信江委員＞	

（２）川口同好会使用の対局表・大学コンソー

シアム八王子・学園都市八王子のパンフレ

ット＜廣島委員＞	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第６回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年８月 27 日（土）午後３

時～5時 30 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 会

議室	

Ⅲ	 出席者	 望月成一	 信江	 峻	 真田誠次	

廣島松治	 杉渕	 清	 南正一郎	

Ⅳ	 検討内容	



１．中間答申案について	

未検討の諮問事項「広報活動について」及び「青

少年の囲碁愛好者の育成について」の検討を

行ない、諮問事項の全てを議題とし検討した

後、中間答申案について協議した。	

	 その結果、下記の３．中間答申案のとおり、

取りまとめを行なった。	

２．その他、提出された資料	

	 （１）碁老連ニュース≪規定特輯≫・研修部

（東淺川と南大沢）の運営比較	

・平成１０年時の免状所持者＜信江委員

＞	

	

３、中間答申案	

	

平成 23 年９月 10 日	

八王子碁楽連会長	 磯部	 信広	 様	

碁楽連活性化対策検討委員会	



委員長	 三上	 靖宏	

中間答申について	

平成２３年４月４日付で諮問を受けた事項は、

「会員資格の年齢について」「会の名称について」

「広報活動について」「青少年の囲碁愛好者の育

成について」「その他関連事項について」であり

ます。	

本年４月以降６回にわたって検討委員会を開

催し活発に検討を行なってまいりました。	

ついては、第１回の検討委員会において、平

成２３年９月には中間答申を行なうことの決定

をしておりましたので、下記のとおり検討結果

を中間答申いたします。	

記	

１．諮問事項「会の名称について」	

「八王子囲碁連盟」とする。	

２．諮問事項「会員資格の年齢について」	

碁楽連規約第３条（目的）に、「碁楽連は、



八王子市内に居住する高年者が、囲碁を通じて

親睦を図り、かつ、健康を維持できるようにそ

の機会を提供し、高年者の福祉の増進に寄与す

ることを目的とする。」とある。	

現状、会員年齢は平均７６歳にも達し、この

まま推移すれば会員の高齢化は進み、やがては

碁楽連の存続が危ぶまれる状況にある。	

したがって、碁楽連規約第３条の「高年者」

という年齢制約を撤廃し、構成員の年齢幅を広

げる。かつ、囲碁を通じての親睦に加えて囲碁

の棋力・技量の向上にも力を入れることを目指

す。	

３．諮問事項「広報活動について」	

①ホームページの更新・管理は、現在専門知識

を有する担当役員 1名が当っているが、相当

な負担を強いていると思われる。複数のホー

ムページ担当者を置き、分担協議して更新・

管理を行なう必要があるのではないか。	



②碁楽連だよりは、碁楽連の広報の性格をもっ

ており、不特定多数を対象にするホームペー

ジとは意味合いが異なる、重要な必須の活動

である。ただし、広報担当理事の負担軽減を

図るため、発行頻度、内容は検討する必要が

あるかもしれない。	

以上の意見が見られたが、引き続き検討する。	

４．諮問事項「青少年の囲碁愛好者の育成につ

いて」	

	 ①現在碁楽連において実施中の子ども教室を

さらに充実強化するとともに、他の地域に

おいても実施する方向で検討すべきである。	

②小・中学校における囲碁クラブ、囲碁部の創

設・増設に取り組む必要がある。	

③このような活動は大変重要と思われるが、

八王子市など公との連携が必須である。	

以上の意見が見られたが、引き続き検討する。	

５．諮問事項「その他関連事項について」	



	 	 下記事項について検討を行なったが結論に

は至らず、いずれも引き続き検討する。	

	 	 参考までに、意見等を付記する。	

（１）点数制の導入について	

	 ①囲碁同好会の活性化を図るための一方策と

して、各地区囲碁同好会においては点数制

を導入する。	

	②段級位の認定及び囲碁大会への反映等、具

体的な運用については今後さらに検討する。	

	③点数制を採用するところが増えているよう

であるが、これは技量の向上手段として採用

されているようである。クローズしたサーク

ルではうまくいくと思われるが、碁楽連のよ

うな連合体ではどうか。点数制の目的をはっ

きりすることが重要である。	

（２）碁会所について	

	①碁会所は営利団体であり、八王子囲碁連盟

の傘下に置くべきではない。	



	②個人の資格で関わるということでよいので

はないか。	

	③八王子囲碁連盟が全市民を対象とするので

あれば碁会所等の関係者と八王子囲碁連

盟との関わりについて意見交換をしてお

くべきである。	

（３）日本棋院支部について	

①既設の３支部（八王子・自民党・増田囲碁

普及会）に並列して支部を設立する意見が

あるが、さらに検討する必要がある。	

（４）研修部について	

	①現行のあり方を見直し、八王子囲碁連盟の

名称にふさわしいものに強化する必要があ

る。	

	②点数制を導入するなど研修部本来の目的で

ある棋力・技量の向上に力を入れる方向で改

善・強化すべきである。	

③研修部における昇格については内容を見直



す必要がある。	

	④研修部の意義が恣意的に解釈され運営され

ているのではないか。	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第７回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年９月 10 日（土）午前９

時～11 時 30 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 集

会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江	 峻	

真田誠次	 廣島松治	 杉渕	 清	

南正一郎	

	 	 	 	 	 	 碁楽連会長	 磯部信広	 碁楽連副

会長	 山崎修司	

Ⅳ	 中間答申について	

	 別紙中間答申書を碁楽連磯部会長へ三上委員



長から提出し、説明後、それぞれ内容を確認。

続いて改めて各項目について検討を行なった。	

１．会の名称について	

２．会員資格の年齢について	

以上の２つの諮問事項についての検討委員会

の結論に対し、特に碁楽連会長の意見を求めた

ところ、「現行の碁楽連の目的が高年者の親睦が

主となっているが、これに対し、年齢制限を撤

廃し、さらに棋力・技量向上が加えられたこと。

名称は八王子囲碁連盟に変更すること。いずれ

も適当であると考える。」旨の意向が示された。	

３．広報活動について	

（１）ホームページについては、検討委員会の

意見を踏まえ、さらに検討する。	

（２）「碁楽連だより」については、現行の月

１回発行を継続する。できれば、理事会の

協議内容をいま少し詳しく掲載を要望す

る。	



（３）碁楽連の行事等を幅広くＰＲする必要が

ある。	

４．青少年の囲碁愛好者の育成について	

	 （１）市主催のこども囲碁教室（現在、大人

入門コースを加える）の充実強化を図る。	

	 （２）初心者囲碁教室の充実強化を図るとと

もに、こども教室に併合、一本化する。	

	 （３）現在、川口中・横川中・１中に囲碁部

があるが、問題は部活顧問の先生の存在

が課題である。	

川口中では顧問の先生が異動した後にお

いても地域の囲碁指導者が支援していく体

制を整えている。さらに小学校に対する囲

碁クラブの創設にも地域の囲碁指導者・支

援者が日本棋院とも提携し取り組んでいる。	

	 以上のことを全市にわたって積極的に取

り組んでいく必要がある。	

（４）それには日本棋院囲碁普及指導員を中心



に囲碁指導者・支援者の増員が必要であり、

その養成と確保に力を入れていく必要が

ある。	

５．その他関連事項について	

（１）点数制の導入について	

①点数制では「実力以上」に点数の振幅が大き

くなることがあり、極端に点数が下がると面

白くないということで同好会を敬遠する人

が出てくるのではないかという心配がある。	

②今の若い人はインターネット囲碁で点数制

に馴染んでいるので、導入すべきである。	

	③インターネット碁の段と碁楽連の段とは２

～３段の差があるようだ。	

	④点数制導入の目的がはっきりしていないと

思われる。目的がはっきりすれば適用の範囲

もおのずからはっきりする。地区同好会のみ

導入するということにするのか、そのときは

地区間の公平性の確保が一つの問題である。



その辺を明確にしておく必要がある。	

	 ⑤答申案では、地区同好会の活性化を図る方

策の一つとして、点数制の採用もあるこ

とを示唆するにとどめる。導入する場合

は、マニュアル的なものを作成し、実際

に使用する対局カードも示して地区同好

会長に説明する必要がある。	

（２）碁会所について	

①八王子囲碁連盟には個人として関わっても

らうこととするが、機会をみて意見交換の

場を設ける必要がある。その場合、日本棋

院支部を兼ねている八王子支部及び増田囲

碁普及会支部の 2ヵ所を選べば、碁会所及

び日本棋院支部の運営状況等も同時に説

明・意見を聴くことができる。	

（３）日本棋院支部について	

①現状、２０名の会員の確保及び賛助会員（３

万円会費）に碁楽連会長がなるということ



であれば直ぐにでも設立可能な要件は整っ

ている。	

②メリットとして考えられることは、プロ棋

士の派遣・指導碁対局②免状料の１割引・

会費の１割割引・日本棋院囲碁普及指導員

がいれば３割引。現在、碁楽連には日本棋

院囲碁指導普及員２名（江口・半田）がい

る。	

③支部として認定状の交付ができるので、

出場者の励みや大会の活性化につながる。	

（４）研修部について	

	 	 ①６０歳以下が参加しても有料であるが東

淺川保健福祉センター会場の確保はできる。	

	 	 ②同好会の導入の如何にかかわらず点数制

を導入し、棋力・技量の向上に努める体

制にする。	

③現行より少しハードルを高くし、参加者の

段級位制約をはずして希望者が切磋琢磨し、



棋力・技量の向上に努めるという意識を持

ってもらう必要がある。	

④北野地区は碁楽連の研修部体制上では過疎

地域のように見える。この地域に研修部を

開設するのも検討課題であろう。	

	 ⑤「研修部」の理念を再確認する必要がある

ようだ。	

	 	 ⑥昇格については見直す方向で、現行の研

修部に関する規約改正を行い整備する必

要がある。	

委員長のまとめ	

１．名称については、「八王子囲碁連盟」「とす

ることを本委員会として最終確認する。	

２．会員資格の年齢（制約）についても、本委

員会としての最終結論として確認する。	

３．点数制の導入については、地区囲碁同好会

において、できる所から実施する。その場合、

マニュァル的なものを作り統一化を図る。	



４．研修部は点数制を導入する。併せて昇格に

ついては見直しをする方向で規約の整備を行

なう。	

５．碁会所については八王子囲碁連盟とは関わ

らないこととするが、日本棋院支部と兼ねて

いる八王子支部・増田囲碁普及会支部の運営

状況について意見を聴く必要がある。	

６．日本棋院支部設立についてはその要件は整

っている。	

７．ホームページは更新管理について検討。碁

楽連だよりは現行どおり月１回を継続する。	

８．碁楽連会長から各地区同行会長に点数制導

入について意見を聴き、その結果を検討会に

報告してもらい、次回それらを参考にして検

討する。	

９．今後の日程として、１２月までに諮問事項

について一定の結論を出し、１月・２月の碁

楽連理事会に諮り、３月の碁楽連総会に発表



する。	

○その他、提出された資料	

八王子市文化祭プログラム＜望月副委員長

＞・湘南ひらつか囲碁まつり・Ｈ１０年時の免

状所持者＜信江委員＞	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第８回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年 10 月８日（土）午前９

時～11 時 40 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 集

会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江峻	 真

田誠次	 廣島松治	 杉渕清	 南正

一郎	

Ⅳ	 碁楽連活性化対策検討委員会の中間答申に

関する協議会（１０月７日）の結果について	



正副委員長が出席し中間答申について説明。

特に会議で発言の見られた点について概略次

のとおり報告があった。	

	①会の名称について及び会員資格の年齢につ

いては、異議なく賛同する旨の意向が示され

た。	

	②点数制導入については棋力・技量向上とい

う点では良いが、運用面で直ちに導入は難し

いのではないか。	

	③研修会については現状、昇格と楽しみを主

とした考え方で運営されている感があり、本

来の目的である棋力・技量向上に力を入れる

べきである。	

④碁楽連大会などには技術顧問も参加できる

ようにしてほしい。	

⑤６段・７段者に指導員となって協力してほ

しい。	

	⑥規約上、「６０歳以上」とか、「７段以下」



とかの規程はない。したがって、７段にとど

めることなく、取り払ってもいいのではない

か。	

	⑦囲碁大会において、７段・６段が入ってい

る大会、６段までしか入っていない大会があ

り、不公平ではないか。	

	⑧点数制を導入すると５段・６段の人が３段

ぐらいの点数になると、プライドからも脱会

する人が出てくるのではないかという心配

がある。	

Ⅴ	 本日の議題	

１．点数制の導入について	

	 	 昨日の協議会の発言等も踏まえ、直ちに導

入することは時期尚早であり、将来導入する

方向での検討課題とする。ただし、地区囲碁

同好会において既に実施していることに対し

ては関知するものではない。	

２．活きいき囲碁地区大会について	



①段別の大会及び級位者大会に変更したらど

うか。	

②12 名位のグループでの優勝者を昇格させる

のはどうか。	

③優勝者は別途試験碁を打って昇格させるよ

うにしたらどうか。	

	④７段者の他地区大会２回出場の制限は廃止

すべきではないか。また、７段以上の方で８段

格・９段格として出場してもらうことも考えた

らどうか。	

	⑤現行の活きいき大会は碁楽連囲碁大会への

予選会の位置づけとし、地区大会における優勝

者の昇格は廃止し、新たに地区大会における優

勝者による「碁楽連活きいき囲碁大会（仮称）」

を開催し、そこでの優勝者を昇段させるように

してはどうか。	

⑥不戦勝をなくすような組合せを考える必要

がある。	



	

３．碁楽連囲碁大会（３段以上・２段以下）に

ついて	

	 	 初段～７段の段単位及び級位者の大会に改

めるべきである。ただし、７段と６段は合同

で行うことを検討する。	

※参考；初段 39 名・２段 42 名・３段５1名・

４段 65 名・５段 42 名・６段 46 名・７段 30 名・

級位者１級～8級 92 名	 合計 407 名	 平成 23

年 2 月 15 日現在	

※平成 23 年度定期総会議案書	 7 ページの参

考資料の記載事項	

４．地区団体対抗囲碁会について	

	 他地区会員との親睦・交流というメリットは

あるが、活きいき囲碁地区大会でその目的を

すでに果たしており廃止すべきである。	

５．碁楽連タイトル囲碁大会について	

現状どおり、実施する。	



６．研修部・研修会について	

○信江委員から、次のような説明・報告があ

った。	

①９月２４日	 南大沢研修部上期納会に出席	

１３名参加	

②上納金問題について意見あり	

③引き続き研修会は継続する。下期人員は２

１名を予想。	

	④広報募集は年１回であるが効果はある。各

人の勧誘、ポスターも含め加入後のフォロー

体制を充実しようとの意見あり。	

⑤北野に研修部を開設することについての調

査結果	

地理的には北野に研修部設置が望ましいと

の意見もあり	

北野市民センターと北野事務所を調査。おの

おの駐車場、碁盤の問題のほか、土曜日の安

定的な会場確保と使用料を検討する必要があ



る。スペースは大丈夫。	

	⑥北野では水曜日に点数制を導入したグルー

プを結成し、１００円会費を取って活動して

いる。北野同好会会員以外の人が多い。	

⑦地区囲碁同好会へも技術顧問の派遣をお願

いしたい。	

※これに関連して、研修部に対して碁楽連本部

としての関与をもっと密にする必要があると

の意見があった。	

７	 今後の日程について	

	 望月副委員長から今後の日程について下記の

とおり提案があり、了承。	

①１１月１２日(土)・１２月１０日(土)午前

９時	 検討委員会は予定どおり。	

②来年１月は、７日（土）午後１時３０分か

らとし、最終答申を提出する。	

	

なお、答申内容については碁楽連に「実行委



員会」を設置して実現に向けて進めて行く必要

があるのではないかとの意見があった。	

８．その他	

信江委員から日本棋院支部の会員数につい

て報告	

八王子支部	 	 	 	 	 	 	 ３６名	

増田囲碁普及会支部	 	 	 ２３名	

自民党支部	 	 	 	 	 	 	 ２１名	

９．提出された資料	

H22 年度東淺川及び南大沢研修部収支・段級

別及び地区同好会別・第６１回八王子市

文化祭囲碁大会ポスター＜信江委員＞	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第９回）議事

録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年 11 月 12 日（土）午前９

時～10 時 30 分	



Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 ４階	

集会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江	 峻	

真田誠次	 廣島松治	 南	 正一郎	

検討内容	

１．諮問事項・会の名称について	

２．諮問事項・会員資格の年齢について	

以上の諮問事項については、前回の検討委員

会の結論を再確認。	

３．諮問事項・広報活動について	

ホームページ（更新・管理）及び碁楽連だよ

り（月１回発行）については、これを統合し、

広報理事のもとに、若干名の広報委員（編集委

員）を委嘱し、その任に当たる。	

４．諮問事項・青少年の囲碁愛好者の育成につ

いて	

（１）市主催のこども囲碁教室（現在、大人入

門コースを加える）の充実・強化を図る。	



これは東浅川保健福祉センターで開催され

ているものであるが、さらに各地区囲碁同好

会においても実施する。	

（２）初心者囲碁教室の充実・強化を図るとと

もに、こども教室に併合・一本化する。	

（３）現在、市立川口中・横川中・１中に囲碁

部があるが、他の中学校においても囲碁部の

創設を働きかけ、その支援に当たる。	

さらには市立小学校及び児童館並びに学童

保育所に囲碁クラブ等を創設し、地域の囲

碁指導者・支援者が日本棋院とも提携し支

援に取り組む。	

（４）そのためには日本棋院囲碁普及指導員を

中心に囲碁指導者・支援者の増員が必要であ

り、その養成と確保に努める。	

５．その他関連事項について	

（１）点数制の導入について	

インターネットという時代の趨勢あるいは



棋力・技量向上という点では良いが、運用面で

直ちに導入は時期尚早であり、将来、導入する

方向での検討課題とする。	

（２）研修部・研修会について	

①現行より少しハードルを高くし、参加者の

段級位制約をはずして希望者が切磋琢磨し、

棋力・技量の向上に努めるという意識を持

ってもらう必要があり、「研修部」の理念を

再確認する必要がある。	

	 	 ②研修部事務長経験者及び技術顧問による

「委員会」を設置し、検討してもらう。	

③碁楽連に研修担当理事を置く必要がある。	

（３）活きいき囲碁地区大会について	

現行の活きいき囲碁地区大会における優勝

者の昇格は廃止し、新たに優勝者による「活き

いき囲碁大会」を開催し、そこでの優勝者を昇

格させることにする。	

（４）碁楽連囲碁大会（３段以上・２段以下）	



	 	 大会の対局形式は	

	 	 ①３段以上は原則として、３段・４段・５段

は各段毎の組とし、６段・７段は合同の組

とする。	

	 	②２段以下は原則として、２段・初段は各段

毎の組とし、級位者の組とする。	

（５）地区団体対抗囲碁会について	

	 	 他地区会員との親睦・交流というメリット

はあるが、活きいき囲碁地区大会でその目的

をすでに果たしており廃止する。	

（６）タイトル囲碁大会について	

	 	 現状どおり実施する。	

（７）日本棋院支部設立の是非については、次

回の検討事項とする。	

６．今後の日程について	

	 ①次回検討委員会は１２月１０日（９時）開

催。	

	②平成２４年１月７日（午後１時３０分）開



催の検討委員会において最終答申をまとめ

る。	

	③碁楽連においては２月に理事会、３月総会

に諮る予定あり、従って、１月７日をもって

本検討委員会はその任務を終了（解散）する。	

	④最終答申に、「あとは碁楽連の実行委員会

（仮称）に委ねる」ことを明記する。	

	

碁楽連活性化対策検討委員会（第 10 回）議

事録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 23 年 12 月 10 日（土）午前９

時～11 時 40 分	

Ⅱ	 場	 所	 東淺川保健福祉センター	 第 1 集

会室	

Ⅲ	 出席者	 三上靖宏	 望月成一	 信江	 峻	

真田誠次	 廣島松治	 杉渕	 清	

南	 正一郎	



Ⅳ	 検討内容		

	 １．冒頭、望月副委員長から今後の日程とし

て次のとおり提案、了承した。	

（１）本日は中間答申及び第 9 回議事録をも

とに最終答申書をまとめる。	

	（２）本日をもって検討を終了し来年 1 月７

日（午後 1 時 30 分）最終答申書を提出

する。	

	 （３）今後は碁楽連において実行委員会（仮

称）を設置し速やかに実現するよう要請

する。	

	 ２．信江委員から「平塚の初心者教育と競技

会」「学校囲碁」「学校囲碁指導員」「日本棋

院段級位認定大会」の資料が提出され説明

があった。	

	 ３．廣島委員から、八王子が平塚などのよう

な先進都市になるには多彩な囲碁事業を計

画していく必要があり、それには八王子市



の強力なバックアップが必要である。この

機会に市に要望する必要があるとして、別

紙八王子市長・議長宛の「囲碁事業に関す

る要望について」の提案があった。	

	 ４．以下、最終答申について下記のとおり取

りまとめを行なった。	

＜別	 紙＞	

	

碁楽連活性化対策委員会（第 11 回・最終）

議事録	

	

Ⅰ	 日	 時	 平成 24 年１月７日（土）午後１時

30 分～４時	

Ⅱ	 場	 所	 東浅川保健福祉センター第２会議室	

Ⅲ	 出席者	 碁楽連会長	 磯部	 信広	 理事	 三

浦	 和夫	

碁楽連活性化対策検討委員会	 三上	

靖宏	 	 望月	 成一	



信江	 峻	 	 真田	 誠次	 	 廣島	

松治	 	 杉渕	 清	 	 南	 正一郎	

Ⅳ会議内容	

○冒頭、検討委員会委員長及び碁楽連会長の挨

拶のあと次のとおりの意見交換があった。	

（１）碁楽連の意見	

	 	①	答申内容を聞かせてもらい、それを基に

理事会で議論し、直ちに実現可能な事項

は総会への提案議題として決めたい。	

	②実行委員会（仮称）設置の要望もあり規

約改正整備が必要になろうが、実行体制の

構築が大きな課題である。	

	③会員資格の年齢の中の「囲碁の棋力・技

量の向上云々」は多少抵抗を感ずる。「囲

碁を通じての親睦に加えて」とあるから理

解はできるが、八王子囲碁連盟になって急

に難しい会になったという印象を与える

ようにも思うが。	



（２）検討委員会の意見	

	 	 ①若年層も加入してくるので、「囲碁の棋

力・技量の向上云々」は必要なことであ

り特に加えたものである。	

高年者の会、単に「仲良しクラブ」的な組

織でないことを強調したものであることを

理解してほしい。	

	 	 ②答申内容にはないが付言すると、碁楽連

の現体制（理事６人）でよいのかどうか。

以前には「業務運営室」があったが、平成

18 年に解散したという経過がある。	

Ⅴ	 最終答申案説明	

省略（配布資料参照）	

今回の答申案をもって当委員会の活動は終

えること、具体的実行体制構築の必要性は認

識された。	

Ⅵ	 答申の各項目に対する質疑応答（順不同）	

１．諮問事項：「会の名称について」	



答申案：碁楽連を「八王子囲碁連盟」、地区

寿囲碁同好会を「地区囲碁同好会」とする。	

意見：特に異論はなし。	

２．諮問事項：「会員資格の年齢について」	

答申案：年齢制限を撤廃する。	

意見：特に異論はなし。	

３．諮問事項：「広報活動について」	

答申案：ホームページ関連と碁楽連だよりの

業務を統合した体制強化を図る。	

（１）碁楽連の意見	

①会員名簿のメンテは手がかかるが、

「碁楽連だより」の作成はそれほど大

変ではない。	

②ホームページ担当候補者として、めぼ

しい会員もいるようである。	

（２）検討委員会の意見	

①市民囲碁大会、その他碁楽連の大会の

ＰＲ活動等も必要ではないかと思う。	



②広報活動の企画までも含めて活動し

ていただくことを希望したい。	

４．諮問事項：「その他関連事項について」	

（１）研修部について	

答申案：研修部における昇格は廃止する

方向	

碁楽連の意見	

①研修部の活動に厳しい方向が打ち出

されているので、研修部の意向も

聴取する必要があろう。	

検討委員会の意見	

①実行委員会に委ねるとの結論である

が、研修部長・事務長・技術顧問

等で組織する委員会で検討をお願

いしたいということである。	

②全般的な事項の実行委員会でなく、

各項目に関する実行委員会を設置し

ても差支えないと考える。	



（２）地区団体対抗囲碁会	

答申案：廃止する方向	

碁楽連の意見	

①直ちに廃止できるかどうかは難しい

のではないか。	

	②平成 24年度の事業計画には入れて、

総会において答申どおり廃止するか

どうか諮りたい。	

（３）「日本棋院八王子囲碁連盟支部」の設

立	

答申案：設立する方向で準備する。	

碁楽連の意見	

①登録料２万円、賛助会員３万円が碁楽

連で支出することになれば予算措置も必

要になってくる。	

	②会員は会費の納入をしているが、非会

員は会費を納入せずに恩恵を受けると

いう問題もあるのではないか。	



	③支部設立を望まない会員もいるので

はないかと思われる。	

検討委員会の意見	

	①検討委員会としては全員が設立につい

て賛成であり、設立について準備を進め

るという結論になった。	

	②支部になれば後援のお願いにも行かな

くて済むし、日本棋院理事長の印をもら

うのにも従来よりも行きやすい。	

また、プロ棋士の派遣や免状料減免など

の恩典もある。	

	③囲碁連盟支部の名称を使用しているの

は東京の「練馬囲碁連盟支部」のみであ

る。どのような運営をしているか問合せ

はしていないが、調査する必要はある。	


