
平成２３年度財団法人埼玉県体育協会定時評議員会議事録 
 
日時 平成２４年３月２３日（木） 午後２時から 
場所 埼玉県県民健康センター 大会議室Ｃ 
出席評議員 
中田次夫 北 正三 松岡幸雄 田中敏郎 斎藤 猛 原島宏之 松尾 薫 成田 進 
森田哲士 柴田孝行 三島久雄 帆足光代 三木征一郎 吉野俊一 齋藤一男 横山 隆 
佐藤勝美 嶋村清治 遠山正博 牛久保努 内沼房二 石川勇司 齋木 茂 山口靖雄 
櫛田啓造 坂本有助 髙橋良衛 松本富男 杉山良樹 川嶋正義 藤間修一 鈴木信彦 
山下 巌 加藤 稔 佐々木浩 工藤由起子 
以上３６ 
委任評議員 
森田進一 髙橋 明 大石幸雄 山岸國伸 中島政司 山中茂樹 石田和吉 梅山 孝 
平沼秀雄 上久保重次 武藤幸政 田中文男 加藤 仁 安藤泰雄 菅谷浩之  
小佐井達也 藤田五月 山口 茂 尾澤二三男 小暮 宏 村田 寛 元永厚雄 
奥田昌利 永沼逸郎 伊藤時男 山﨑正治 瀬尾直朝 岡田 通 湯浅和彦 斎藤 博 
小島春洋 新井博勝 遠藤克己 鈴木孝児 田中 透 三村喜宏 巴 龍男 原サヨ子 
岩田 孟 須加 昇 佐久間実 野口貞三郎 日暮 進 小島 卓 八木岩男 
以上４５名 
出席理事 
櫻井勝利副会長 森正博副会長 三戸一嘉副会長兼専務理事 
岡野進一 押田 一 金子晃之 斎藤明博 髙橋利明 加賀谷貴彦 藤沼貞夫  
船田昭介 茂木敬司 山下晴海 油井正幸 横川朝治 
以上１５名 
事務局 
岩﨑充晃 岡田謙司 長谷川伸 栗原健一 阿部隆宏 久保吉史 
関係陪席 
吉田 正 埼玉県教育局スポーツ振興課長 
定数の確認 
評議員総数１００名中 出席評議員３６名 委任評議員４５名 会議成立を報告する。 
 
櫻井副会長のあいさつ 
吉田スポーツ振興課長のあいさつ 
上田会長欠席のため、櫻井副会長が議長となる。 
櫻井議長が、議事録署名人として、田中敏郎評議員と齋藤一男評議員を指名し、承認され

る。 



報告事項 
１．第６７回国体冬季大会の成績について 
三戸専務理事が第６７回国民体育大会冬季大会埼玉県選手団入賞成績を報告する。 
２．賛助会制度について 
三戸専務理事が賛助会制度について説明し、今後、総務委員会・理事会で内容を検討し、

来年度には提案をしたい旨報告する。 
３．公益財団法人細則及び規程の一部改正について 
三戸専務理事が説明する。 
 公益移行審査の段階で、県教育局総務課及び県文書課等の指導・助言により、すでに平

成２３年９月７日の臨時評議員会で承認された公益財団法人埼玉県体育協会「細則」と、「職

員の給与に関する規程」、加盟審査委員会（平成２４年３月１３日）並びに総務委員会（平

成２４年３月１４日）で協議された、「財団法人埼玉県体育協会加盟審査要項」について、

先般３月１５日開催の第５回理事会において、資料のとおり承認されたことを報告する。 
４．スポーツ総合センター管理委託に伴う随意契約について 
三戸専務理事が説明する。 
 平成２４年度のスポーツ総合センターの管理委託等契約を、一者随意契約として、平成

２４年４月１日から一年間、株式会社サイオーと交わしたい旨、先般３月１５日開催の第

５回理事会において承認されたことを報告する。 
５．その他 
三戸専務理事が、平成２３年度中のスポーツ総合センター管理について報告。漏水やガ

ス機器の故障等説明する。また、来年度さらにスポーツ総合センター内に加盟競技団体の

事務所の入居希望調査を行う旨説明する。公益法人移行については、最終段階に入り、４

月１日移行登記を目指したい。４月１日移行がかなわない場合には、寄附行為第２０条第

４項に基づき現行役員が４月１日以降も移行実現までその職務を行うことになる等につい

て報告する。東日本大震災募金も総額 7,658,537 円となった。県委託事業の生涯スポーツ振

興事業とタレント発掘事業も順調に行われた旨報告する。 
 
協議事項 
第一号議案 平成２４年度事業計画（案）について 
三戸専務理事が資料に基づき平成２４年度事業計画（案）を説明する。 
公益法人への移行を考え、公益事業の区分に分けて事業計画を作成した関係で、事業計

画書の並べ方を変更しているので、平成２３年度事業計画と平成２４年度事業計画（案）

を対比表で説明する。 
基本方針は前年度と変更ない。 
生涯スポーツ振興事業（公１）は、総合型地域スポーツクラブの育成推進、総合型地域

スポーツクラブの支援業務、生涯スポーツ・相談業務、生涯スポーツ地域振興助成事業の



実施、市町村体育協会連絡会議の実施、日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会の開

催、県民総合体育大会及び埼玉県駅伝競走大会の開催、埼玉県スポーツ振興まちづくり推

進会議との連携、スポーツ活動の支援事業の充実、スポーツ関係団体運営補助事業の実施、

顕彰事業について。 
競技力向上事業（公２）は、第１期強化訓練事業、第２期強化訓練事業、スポーツ環境

整備事業、支援スタッフサポート事業、競技団体指定クラブ強化事業、ジュニア育成補助

事業、中・高体連育成強化事業の実施、日本体育協会公認コーチ取得の促進、埼玉県国民

体育大会候補選手強化特別委員の委嘱、関東ブロック大会及び国民体育大会埼玉県選手団

の編成並び派遣、埼玉県強化コーチ研修会兼国民体育大会必勝対策会議、競技団体長・支

援企業等協議会、埼玉県スポーツ指導者研修会、国際競技派遣事業、第６７回国民体育大

会表彰式について。 
スポーツ少年団事業（公３）は、埼玉県スポーツ少年団大会の開催、第３９回日独スポ

ーツ少年団同時交流事業、指導者養成・研修事業、リーダー養成・研修事業、地域交流補

助事業、国内交流大会派遣事業、創立５０周年記念事業、東日本大震災復興祈念スポーツ

交流事業、埼玉県スポーツ少年団表彰について。 
スポーツ科学研究事業（公２）は、アンチ・ドーピング教育啓発事業、国体選手の健康

管理事業、国民体育大会帯同ドクター派遣、研修会・講習会の開催。 
スポーツ総合センター運営事業（公４）は、理事会評議員会等諸会議、広報・普及活動

事業、体育協会・武道館祭りの開催、スポーツ活動における安全管理、免税募金活動の充

実について。 
埼玉県立武道館の指定管理（公１）は株式会社サイオーとの共同事業体として指定管理

を行うことについて。 
収益事業（収１）は、大宮公園スポーツランド（飛行塔）の運営について。 

 平成２４年度の新たな事業の取り組みとして、東日本大震災復興祈念スポーツ交流事業

として、福島県の少年を招いて、本県の少年と本スポーツ総合センターで２泊３日のスポ

ーツ交流を行うこと等、上記事業について説明する。 
議長―第一号議案 平成２４年度事業計画（案）について承認いただけるか。 
全員承認 
 
第二号議案 平成２４年度予算（案）について 
 栗原主任が平成２４年度予算（案）を説明する。 
 公益法人会計に基づき、平成２４年度収支予算書を損益ベースの表と公益事業ごとの収

支予算書を説明する。 
 生涯スポーツ振興事業（公１）収入合計 155,710,500 円である。県費補助金は前年度と

同額、従来特別会計であった学校体育団体等補助を県費補助金に入れた。新たに、加盟団

体の組織整備を図るため、1,650 万円を什器備品購入支出として計上した。 



 競技力向上事業（公２）収入合計 124,465,000 円である。県費補助金は 5,314,000 円の

減額、日体協補助金等も 1,405,000 円の減額である。 
 スポーツ少年団事業（公３）収入合計 77,540,000 円である。県費補助金は 14,000,000
円と昨年と同額、登録金及び参加料を多く計上した。創立 50 周年関係で、3,047,598 円を

計上した。 
 スポーツ総合センター管理運営事業（公４）収入合計 66,530,000 円であり、前年と同額

とした。宿泊利用者の増加により高熱水料費を増額した。 
議長―第二号議案 平成２４年度予算（案）について承認いただけるか。 
全員承認 
 
第三号議案 公益財団法人定款の一部変更について 
三戸専務理事が説明する。 
 公益移行審査の段階で、県教育局総務課及び県文書課等の指導・助言を受け、すでに平

成２４年９月７日の臨時評議員会で承認された、公益財団法人埼玉県体育協会定款の一部

を変更するものである。 
 （事務所）第２条 「主たる事務所」、（公告及び定款等の閲覧）第３条「第２項を削除」、

同第３項を「第２項」に、「主たる事務所」に変更。附則第１項「一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律」、第３項・第４項・第５項・第６項にそれぞれ、代表理事及び業務執

行理事、評議員、理事、監事の名前を記入した。 
議長―第三号議案 公益財団法人定款の一部変更について承認いただけるか。 
全員承認 
 
第四号議案 新規加盟団体及び加盟分担金について 
三戸専務理事が説明する。 
埼玉県学校体育協会から加盟申請が提出された。 
平成２４年３月１３日加盟審査委員会を開催し、加盟審査項目を満たしていることを確認

したので、先般３月１５日開催の第５回理事会に新規加盟を諮り承認をいただいた。 
また、加盟に当たり、加盟分担金は５０，０００円としたい。 
議長―第四号議案 新規加盟団体及び加盟分担金について承認いただけるか。 
全員承認 
 
第五号議案 日韓スポーツ交流事業・成人交歓交流について 
岩﨑事務局長が説明する。 
 日本体育協会より、第１８回日韓スポーツ交流事業・成人交歓交流の団員派遣及び受け

入れについて依頼があった。 
 すでに本県で開催が決定している、平成２６年日本スポーツマスターズ大会へ韓国選手



１９５名が参加するための受入と、併せ、本県選手を前年度に５競技４５名、当該年１９

５名を韓国に派遣し全国国民生活体育大祝典に参加する事業である。経費は原則日体協と

韓国側が負担するもので、派遣団員は参加料として一人一万円を負担する。 
 平成２３年度まで全国スポレク祭開催県での派遣受入を実施していたが、スポレク祭中

止により、平成２４年高知県開催の日本スポーツマスターズ大会から実施することになっ

た。 
田中評議員―バスケット１８名派遣の男女内訳どうなっているのか。 
岩﨑事務局長―現在は決まっていないが、受入側との協議の上決定する。 
議長―第五号議案 日韓スポーツ交流事業・成人交歓交流について、実施することに承認

いただけるか。 
全員承認 
 
第六号議案 公益法人申請に伴う予算について 
栗原主任が公益法人移行に関する申請にあたり、公益申請の際に提出した（別表Ｇ）収支

予算の事業別区分経理の内訳表を説明する。 
議長―第六号議案 公益法人申請に伴う予算について承認いただけるか。 
全員承認 
 
以上午後３時３０分閉会した。 
 
 
 
議長 
 
 
 
署名人 
 
 
 
署名人 


