
平成２４年度公益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５月３０日（水）午後４時から５時３０分まで

場 所 さいたま市・浦和ロイヤルパインズホテル３階プラチナルーム

議事次第及び資料 別添一式のとおり

出席者 上田会長、桜井副会長、三戸副会長兼専務理事、関根副会長、

北副会長

評議員 牛久保、小原、笠原、斉藤（一）、坂口、澤田、真貝、

遠山、中島、中田，廣川、武藤、吉田 以上１３人

理事 岩崎、岡野、加賀谷、小林、斉藤（明）、斉藤（博）、鈴木、

田巻、羽鳥、原島、藤井、藤沼、松岡、宮内、宮下、茂木、

油井

監事 関口、高田、堀口

事務局 岩崎、栗原、岡田 以上（敬称略）

岩崎事務局長 ただいまより平成２４年度公益財団法人埼玉県体育協会定時評議員会

を開催します。

開催に当たりまして公益財団法人埼玉県体育協会代表理事・会長上田

清司が、ご挨拶申し上げます。

上田会長 こんにちは。本日、平成２４年度第１回評議員会にご出席いただきあ

りがとうございます。また、日頃それぞれのお立場で本県スポーツにご

尽力いただいていること、ありがとうございます。

埼玉県体育協会は、本年４月に公益財団法人に移行し、公益の理念を

踏まえ、新たにスタートしました。昨年８月には、スポーツ基本法もで

き、スポーツ振興を政策の柱に県段階でのスポーツ基本計画もただいま

協議中ですから、来年には立派なものが示されると思います。

スポーツのスター選手を見ますと、その魅力感は、大変なものです。

スポーツのスタープレーヤーを見ることにより、県民のなかでもスポー

ツへの関心が高まってまいります。

今ここに参ります時に、大勢の小中学生の皆さんが駐車場のところで

待っている。何を待っているかと聞くと、サッカーのナショナルチーム

の選手が泊まっているのですね。というわけで、サインをもらおうとま

っているわけです。この人気にあやかりたいものです。

東日本大震災でも多くのスポーツプレイヤーが、復興に力を与え、社

会の基本的なところでスポーツの力を発揮している。



スタープレイヤーの活躍とリーダーシップによりスポーツを通じて埼

玉県は躍進していくのだと思います。

スポーツのリーダーとリーダー、それを支えていくチーム力というも

ので、若い人が、社会の基本的なところを支えていくためにも、本県の

スポーツ選手の活躍とさらなる向上を期待するところです。

例を挙げればスポーツ少年団の団員数は断トツの全国一です。これか

らの若い世代にいろんな夢や希望を与えることができる。本県で育った

人を石川遼選手など次から次へと送り出す。いろんな意味で魅力を見い

だせる。そのような今、スポーツを通じて、スポーツ振興の中で埼玉県

の街づくりを担っているところです。

今年、第６７回の岐阜で開催される国民体育大会においても、もう一

つ飛躍し、改めて埼玉県の底力を見せてもらいたい。そのためにも引き

続き埼玉スポーツに力を与えてくださるようお願いします。

岩崎事務局長 ありがとうございました。

上田会長におかれましては、公務のため中座させていただきます。

上田会長 失礼します。（退席）

岩崎事務局長 続きまして、埼玉県教育委員会を代表して、スポーツ振興課長佐藤裕

之様よりご挨拶いただきます。

佐藤課長 こんにちわ。公益財団法人埼玉県体育協会第１回評議員会開会に当た

り、ひとことごあいさつを申し上げます。ご参会の皆様はじめ関係の皆

様には、日ごろから本県スポーツ振興に格別なご尽力賜り御礼申し上げ

ます。

埼玉県体育協会は、本年４月１日にめでたく公益財団法人として新し

い出発を果たしたことまことにおめでとうございます。体育協会として、

時代の要請にこたえるとともに、県民スポーツの振興から競技力の向上

までさらにご尽力賜りますよう御願い申し上げます。昨年８月に制定さ

れたスポーツ基本法では、スポーツの価値や意義、役割の重要性が示さ

れ、多様な取り組みが期待されています。

県教委も来年度施行に向けスポーツ基本計画の策定作業を進めていま

す。

今後とも、皆様方と手を携えて競技力の向上と県民の皆様がスポーツ

に親しみ、健康で豊かな生活をしていけるようまい進してまいりたいと

存じます。それぞれの立場でスポーツの推進に御協力賜りますようお願

い申し上げます。

岩崎事務局長 ありがとうございました。

今回、公益財団法人となりまして、初めての評議員会です。桜井代表



理事から評議員の皆様おひとりずつ、委嘱状をお渡しします。

桜井代表理事 牛久保努様、小原敏彦様、笠原一也様、斉藤一男様、坂口信豊様、澤

田稔行様、真貝真佐子様、遠山正博様、中島政司様、中田茂男様、廣川

貞夫様、武藤幸政様、吉田威司様

岩崎事務局長 ここで、委嘱を終わったところですが、評議員の皆様、一人ずつ自己紹

介お願いします。

牛久保努様 （自己紹介略。以下同じ）川越市体育協会、

小原敏彦様、 埼玉陸上競技協会

笠原一也様、 元国立スポーツ科学センター勤務

斉藤一男様、 さいたま市体育協会事務局長

坂口信豊様、 卓球協会

澤田稔行様、 埼玉新聞社

真貝真佐子様、ＮＰＯさいたまスポーツクラブ事務局長

遠山正博様、 上尾市体育協会

中島政司様 柔道連盟

中田茂男様、 レスリング協会

廣川貞夫様、 埼玉県高等学校体育連盟

武藤幸政様、 ソフトボール協会

吉田威司様 熊谷市体育協会

岩崎事務局長 続きまして今回ご陪席いただいている理事の皆様を事務局からご紹介申

し上げます。

桜井勝利副会長、関根郁夫副会長、北清治副会長、三戸一嘉副会長、岩

崎金治理事、加賀谷貴彦、小林正幸、斉藤昭博、斉藤博、鈴木征、田巻

隆平、羽鳥利明、原島宏之、藤沼貞夫、松岡良博、宮内孝知、宮下達也、

茂木敬司、油井正幸、関口長吉監事、高田正徳、堀口信孝（敬称略）

岩崎事務局長 協議事項第１号議案、議長の選出に入る前に、それまでの仮議長につ

いて、代表理事桜井副会長にお願いします。

それでは、第１号議案について審議をお願いします。

桜井仮議長 議案の前に仮議長として、お許しいただいて勤めます。

定款１５条３項において、議長は、評議員会に出席した評議員の互選と

いうことになっておりますので、お諮りします。

選出についてどのようにしたらよいかお諮りします。

評議員 市町村体育協会の代表で、熊谷市体育協会の吉田さんを推薦します。

桜井仮議長 ただいま、市町村体育協会の代表ということで、吉田評議員様を推薦



いただきましたが、お諮りします。

ご異議ございませんか。それでは異議なしと認め、吉田評議員様を議長

としてお勤めいただくことに決しました。

それでは、吉田様どうぞよろしくお願いします。

吉田議長 諸先輩からただいま推薦され、議決いただいた吉田です。熊谷市体育

協会は、県に先駆けまして、昨年１１月に、公益財団法人に移行しまし

たので、その経験からご推薦いただいたものと思っております。

記念すべき第１回ということですし、この後祝賀会もございますので、

評議員会の進行よろしくご協力のほどお願いします。

岩崎事務局長 審議に入ります前に、会議の成立について、本日の会議出席者が、評

議員定数１５人中１３人出席で、定款１８条により成立いたしておりま

すことご報告いたします。

吉田議長 それでは、議事進行させていただきます。これより協議事項第２号議

案 議事録署名人ですが、議長からご指名申し上げます。ご異議ありま

せんか。

それでは、評議員から、坂口信豊様、理事から茂木敬司様お願いしま

す。

それでは、議事進行します。第３号議案「平成２３年度事業報告」を

議題とします。ご説明をお願いします。

三戸専務理事 それでは、私からご説明申し上げます。Ａ４左閉じの資料をご覧くださ

い。

基本方針については、そこにありますように、競技力向上、生涯スポ

ーツ社会の実現という２本を推進しておるところで、従前からと同じも

のです。

平成２３年度は、大きな新規事業として、ひとつは、事務局を移転し、

旧スポーツ研修センターに入り、スポーツ総合センターとして管理運営

しはじめたこと、もうひとつ、委託事業として、旧スポーツ研修センタ

ーで行っていた（１）生涯スポーツ・相談事業を県から受託し、さらに、

新しく（２）にありますジュニア期からの競技力向上事業を受託し、新

規に事業を始めました。

私どもにとりましては、事務局を移転して、はじめて上尾の大きな施

設を受けて運営することと、スポーツ研修センターの学校体育以外のス

ポーツのソフトの事業を担当することになりました。

大きく、ローマ数字のⅠのスポーツ振興事業に関しましては、目標が

そこにありますとおりです。

１ページ、１の総合型地域スポーツクラブの育成推進事業から７ペー



ジの１５ スポーツ活動の安全管理の推進まで１５の事業を行いました。

１ 総合型スポーツクラブの育成推進事業では、クラブ育成アドバイ

ザー２名、日本体育協会の補助事業で受けまして、配置し、それぞれ（２）

から（６）までの事業について所定の回数実施しまして、下段にありま

すように、結果、３つの新しい総合型クラブが設立されたところまでこ

ぎつけました。

２ 広域スポーツセンター事業は、県の委託事業であり、専任指導員

１名を配置し、それぞれ（２）から（５）までの様々な事業活動を実施

し、その結果、７２のクラブが現在、活動しているところでございます。

まだまだ、未設置の市町村もあり、今後とも引き続いて努力してまい

りたいと考えております。

３ の生涯スポーツ・相談業務の受託は、旧スポーツ研修センターで

の事業を県から受託したもので、（１）から（６）までそれぞれ実施しま

した。 リーダーバンクの運営、ボランティアバンクの運営、スポーツ

医事相談、生涯スポーツリーダー研修会、スポーツ医科学研修会、運動

競技者体力測定を引き継いで運営いたしました。

参加者は、おかげさまで、積極的な呼びかけをした結果、記載のとお

り例年になく多くの受講者を得ております。

４ の生涯スポーツ地域振興助成事業は、２以上の市町村の団体が連

携して行う交流事業、１５市町村２１事業に実施したところです。

５ 郡市町村体育協会連絡会議ですが、加盟団体の市町村体育協会と

の情報交換の場として、東西南北、４ブロックの会議であり、活発な意

見交換がされました。

６ 公認スポーツ指導者養成講習会は、地域スポーツの指導者など

各々、４ページの上段まで、講習会を実施して、指導員１０２名、上級

指導員８８名の資格認定したところですが、試験を受けて、最終的にこ

のあと認定証は、おおむね１０月に交付されます。

ちなみに、（２）の下、参考に掲げましたが、日体協の公認スポーツ指

導者の埼玉県の登録者数は、８，５０１名であります。それぞれ資格の

種類に応じた人数が記載されております。

７ 武道館の指定管理については、ご案内のとおり株式会社サイオー

との共同事業体で行い、（２）にありますとおり武道館では、私どもの

関係者も行っており、ノウハウを生かして県民サービスと武道の振興

のため支援実施したところであります。

それが、武道館祭りや元旦の寒稽古などのほか、ウにありますよう

に、オリンピック金メダリストを呼んでの柔道講習会では、３９２人



の参加を得ました。なお、（２）のア、イ、ウは、参加実人員のみで、

一般見学客など入っておりません。例年、多くの方の参加をしていた

だいております。

８ スポーツ総合センターの管理運営は、新規に受けているわけです

が、参考にありますように、各施設合計利用者数は、１４３，７２４

名のご利用で、実数で、県直営の時より増加しております。

９ 県民総合体育大会及び埼玉県駅伝競走大会を記載の通り実行委員

会方式で行いました。

米印にありますように、県民総体は、総計５１６大会で、

４０８、１９５人参加でこれだけの規模の大会は全国でもあまりあ

りません。

１０，１１も、記載のとおりでございます。秩父宮杯自転車道路競走

についても、私ども、支援しており、役を仰せつかっておりますので、

このような記載にしております。

１２は、関係団体に関する補助事業の実施。私どもを通して、補助を

出した事業であります。

１３も 私どもの唯一の収益事業、大宮公園の飛行塔について、約４

万人利用であります。

１４は、今回の公益法人移行事務について、無事、４月１日に登記し、

スタートしました。

１５ スポーツ活動の安全管理の推進ですが、大阪府の高槻市の体育

協会が、財団法人を解散して高額の賠償金を払った事案から、スポー

ツ実施団体が、様々の高額な賠償事件に対処できるようにするため、

２年かけて準備し、実施の主催者の賠償責任保険の導入実施したもの

です。

続きまして、ローマ数字のⅡ 競技力向上事業ですが、１から１２ペ

ージの６まで記載した通りです。

とりわけ、１の国民体育大会については、昨年は、目標天皇杯３位・

皇后杯５位に遠く及ばず、会長の話に有りましたように、それぞれ、

８位、１１位となり、宮崎国体以来の不成績でしたので、なんとか、

挽回するべく頑張っているところであります。

２については、選手強化育成事業として記載のとおりそれぞれ実施

したところです。

とりわけ（６）のア、イ、ウの内、ウが、タレント発掘育成事業、「プ

ラチナキッズ」と名称を定め、新規に委託を受けてスタートしたもの

です。全県から１８５１名の応募の中、９２人の小学校４，５，６年



の子供たちを選抜して、「プラチナキッズ」と称し、それぞれ、毎月の

各プログラムあるいはパスウエイ・プログラムを実施し、第１期の６

年生を送り出したところです。

次ページの中高校生対象、エのインターハイ等の成績ですが、記載

のとおりです。やや、中学生高校生の低下傾向に危惧しておりました

が、どうやら上向き加減になってきたといえます。

１１ページの３については、強化コーチ研修会ですが、ドーピングの

研修を行い、さらに国体の必勝対策会議を行いました。

４についても、できるだけ多くサポーターになっていただくという

趣旨のもと企業、大学と競技団体が一堂に会したものです。

５ 指導者研修会は、記載のとおりでございます。

６の国際競技派遣費補助も、３１人に実施しました。

活躍の度合いですが、指標として、国際大会の入賞者１７５名、延

べ３５４名出場ですから、２人に１人が入賞ということになります。

Ⅲのスポーツ少年団については、１８ページの７までです。

とりわけ１の大会のうち、種目別大会を１３大会実施しました。１５

ページの第３８回の日独交流については、東日本大震災及び福島原発

事故のためドイツの訪問団が来られず中止となりましたが、今年は実

施する予定です。

３ 指導者養成・研修事業ですが、少年団のお兄さん格にあたるスポ

ーツリーダー養成講習会から、シニアリーダー派遣など実施し、認定

員養成講習会受講者では、検定合格者には指導者資格付与されました。

１７ページ国内交流大会派遣事業もそれぞれ実施しました。（１）から

（６）まで実施したところです。

１８ページ、会長のお話にもありましたように、７の登録状況ですが、

団数、団員数は、やや減少しているが、団員５７，７２９人で依然全

国１位です。

Ⅳ スポーツ科学研究事業は、１９ページ４までの事業を実施いたし

ました。１のアンチドーピング教育啓発事業はじめ、（１）から（５）

まであらゆる機会をとらえて研修しました。

２の（１）、（３）では、国体候補選手らのアドバイスし、チェックす

るものです。

Ⅴの免税募金活動も充実実施しました。

Ⅵのいわゆる『ＴｏＴｏ』の応募はしませんでした。

Ⅶの広報普及活動は、今まで以上にできるだけ体協の活動をＰＲし、

広報誌「スポーツ埼玉」も年２回発行、カラーでビジュアルに見やす



いものに改善しました。

Ⅷ の顕彰事業も、２１ページの埼玉県体育賞については、３月１

７日表彰式行い、会長特別賞として、ホットなうちに、なでしこジャ

パンの佐々木監督や選手、箱根駅伝の東洋大の陸上部、マラソンで県

庁の星、川内選手ら表彰しました。

また、日体協創立１００周年記念表彰では、１３９人が受章されま

した。

最後に２４ページのⅨ 各種会議は、例年より多くなりましたが、

公益財団法人移行のための臨時の評議員会など実施し、会議が増えた

ものです。

以上、２６ページまでご説明申し上げました。

議長 第３号議案説明終わりましたが、次の第４号議案関連がありますの

で続けてご説明受けた後、審議したいと思います。

三戸専務理事 第４号議案 平成２３年度決算報告について栗原総務課長からご説

明申し上げます。

栗原総務課長 それでは、ご説明申し上げます。第４号議案、４－１から４－５ま

での資料で平成２３年度の決算のご説明申し上げます。

まず、４－１貸借対照表です。

平成２３年度の資産の部１流動資産９６、０８８、３０９円、

２の固定資産が、

（１）基本財産定期預金等が、１００，０００，０００円、

（２）施設改善等積立預金が、１５、０００、０００円など、

計１８０，１４４，６５８円

資産合計２７６，２３２，９６７円です。

負債の部１流動負債２４，２３４，３１６円

固定負債各引当金５２，２０９，９６６円、

負債合計７６，４４４，２８２円です。

正味財産の部は、合計１９９，７８８，６８５円となっております。

この中、特に、固定負債の内の引当金ですが、施設改善引当金と協賛

金引当金は、取り崩して使用して、０にしたものではなく、公益財団

移行に伴い事務処理上、公益法人会計上、一般的に引当金勘定に認定

できないという判断でしたので除き、資産の部、固定資産のうち、特

定資産の項に移しました。

次に、２枚目、貸借対照表内訳表ですが、昨年までは、各事業ごと

の会計の総括表としてまとめられていたものを、今年からは、計上を

公益目的事業会計と収益目的事業会計とに分け、さらに、公益の中を、



公１ 生涯スポーツ、公２ 競技力向上、公３ スポーツ少年団、

公４ スポーツ総合センター管理運営事業とに分けて内訳を計上し

ております。

さらに、４－５、カラーの資料。

今回から、一般会計にまとめるのではなく、公益事業の各事業ごとに

振り分けることとなりますので、たとえば、県費補助金は、公益１で

は、２１，１８０，０００円、公益２では、１，５１４，５９０円、

全体の共通の経費としまして、７７，０６０，０００円という振り分

けになります。

また、全体では、受取参加料を、３、６３３、０００円計上しており

ますが、日体協への支払いのものですが、埼玉県体育協会の受取証を

発行した関係上、いったん、経常収益に入れたものです。

２枚目経常支出にあります公１の日体協への支払負担金３０９２２

５０円がそれにあたります。

最後に、公４では、スポーツ総合センターパンフレットが、すぐ、

公益に表示替えがあるので、まえの、「スポーツ研修センター」パンフ

を間に合わせ、印刷を次年度に回し、０としました。

公租公課料も、収益１、０００万円超えておりますので、２５年度

から課税される見込みです。収益事業１ですが、大宮公園飛行塔です

が、１、６９６、５３０円、収支差額が、１、３０７、２０５円、こ

れが、今現金保有額ということになります。

一般会計の中、公２の「プラチナキッズ募集パンフレット」を、印

刷製本費で予算どりしましたが、実際、製本ではないので、消耗品費

にしました。

最後に、Ａ３版の内訳表見ていただきます。

経常収益が、公益小計、４２７、７９５、０３９円、

収益計 １、６９６、７０５円、

法人会計 ４、９４２、６５９円、

経常収益、総収入が、４３４、４３４、４０３円、

２枚目に、経常費用、公益小計４２５、９９０、２５３円、

収益計 １、６４５、０９３円

経常費用総額合計 ４３２，５９０、５９５円、

当期経常増減額、１，８４３，８０８円増となります。

最後に４－４財務諸表に対する注記ですが、会計方針（３）、基本財

産、さらに財産目録等の詳細をご覧ください。

７固定資産の残高ですが、１円として、公益法人の財産としておく



ものです。その他、財産目録を後程ご覧ください。

以上ご報告申し上げます。

議長 ありがとうございました。それでは、事業報告事業決算については、

公益では、監事の専管事項ですから、５月１８日に実施されております。

この際、監査報告を関口監事からお願いします。

関口監事 すでに提出しておりますが、監査報告書読み上げさせていただきます。

「私たちは、平成２４年５月１８日、スポーツ総合センター会議室に

置いて、定款第２５条に基づいて、公益財団法人埼玉県体育協会の平成

２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの平成２３年度業務及び

会計状況について、貸借対照表及び正味財産増減計算書などにより監査

をした結果、適正に執行されているものと認めます。」

なお、説明させていただきますが、今までと内容、タイトルを変えま

した。定款２５条では、監事は「監査報告書」を提出するということで、

明記されたので、これに合わせることとしました。また、定款第２５条

１項により、業務及び会計という文言になっていますので、業務執行状

況も監査するので、文案を変えました。４月１日に着任しましたので、

業務については、あまり書き込めなかったのですが、これから、十分に

研究することになるものと思います。以上です。

議長 第３号議案、第４号議案について、及び監査報告について以上３件に

ついてご意見、ご質問お諮りします。

評議員１ 単純な質問ですが、資料４の４、財産が、１０００万円ずつ分散し

ております。この意味は、ペイオフ対策でしょうか。

栗原課長 これは、ペイオフの関係で、基本財産１０００万円ずつにしてあり

ますので、大きな銀行でつぶれないであろうけど、分散しています。

評議員２ 公益になって、県体協の体制はどうなっているのか、

昔は、県教育委員会と一緒となって活動展開していましたが、どう

なっていますか。

三戸専務理事 いまも、県スポーツ振興課と連携しながら、進めておりますし、特

に、競技力については、一緒になって進めておりますし、その他の事

業については、センター施設が残ったので、有効活用するため、普通

財産として無償貸与されたのをうけ、従来より組織拡大しまして、規

程上、従来、総務部と事業部を置くということになっておりましたが、

今回、実際に、総務部を置き、昨年度、施設運営上、管理課も置きま

した。

新年度、大きな組織になりましたので、課を設置し、さらに課長を

置くことにし、総務課長、スポーツ少年団課長、競技力向上課長など



設けました。

議長 今、決算のご説明が細かくあったのですが、わかりにくいところ、

公益財団手続きの先輩としまして、認定の要件が法定されていて、

なお、捕捉説明させていただきますと、全体の事業費のうち、公益財

団法人として認定される際、公益事業費としての事業費が常に５０％

以上になければならない。法人全体事業費の計算の中で、公益をはっ

きり区分けされるため、複雑な計算となります。

さらに遊休財産の保有制限額がありまして、説明の中で、積立金に

ついては、もてないということが、これに当たります。私どもも、こ

のような手続きを踏みまして、県体育協会も今申し上げた事情があっ

たとご理解いただきたいと存じます。

他にございますか。

議長 ないようですので、採決させていただきます。

第３号、第４号議案について報告のとおり承認することにご異議な

しと認め、承認することといたします。

議長 第５号議案 公益目的事業の剰余金について

三戸専務理事 先ほど、公益事業全体で、剰余金が出たと申し上げました。この

剰余金については、１、８４３、８０８円の 剰余金については、届

出の際、この使途について明確にしなければいけないので、公益事業

のセンター施設管理運営に充てたいということでございます。３０年

たちまして、雨漏りなどの施設修理修繕がたびたび出てまいりますの

で、充てたいと存じます。

議長 説明終わりました、ご異議ございませんか。

ご異議なしとして提案のとおり承認します。

議長 次に、第６号議案定款の一部改訂について、ご説明願います。

三戸専務理事 これにつきましては、公益法人設立登記の日を明記し、平成２４年

４月１日と入れさせていただきました。従前、定款附則で、設立登記

の日から施行するとなっておりましたので、公益法人設立の登記日を

明記するために（平成 24 年 4 月 1 日）と修正し、5 月 30 日の評議員

会で認めていただくために、附則 7 で、平成 24 年 5 月 30 日一部改訂

ということにさせていただきます。

議長 定款の一部変更について原案のとおりご異議なしとします。

次に、最後の第７号議案 理事の選任についてですが、ご説明願い

ます。

三戸専務理事 理事の選任、解任については、この評議員会が権限を持っております

ので、お諮りするものです。



現任理事について、細則の規定により、各団体のグループ分けの中で

選出するところ、昨年、理事会選任の日に、競技団体第６グループの

関係の方が、日程の関係でみなさん出席できず、選出できなかったも

ので、昨日、加盟団体協議会の後、この第６グループにお集まりいた

だき、水泳連盟理事長の船田昭介様を理事として選任いただきました。

船田氏の経歴は、そこにお示ししたように、水泳連盟の理事長、現

在７１歳ということです。

議長 説明を終わりました。人事に関する案件ですので、質疑なくお諮り

いたします。

異議なしということで、承認いたします。

ここで、船田理事にご挨拶いただきます。

船田 失礼いたします。このたび、競技団体、第６グループの理事選任遅

れましたこと関係の一人として、お詫び申し上げます。ちょうどイン

ターハイの関係で出席できず、ご迷惑おかけしました。昨日、グルー

プ全員が集まりまして、理事推薦会議が開かれまして、協議し、船田

が選任されました。

ただいま、承認いただきましたこと、紹介いただきましたことお礼

申し上げます。今後ともご指導よろしくお願いします。

議長 選任された本日から理事就任ということになります。

このあと、報告事項お願いします。

三戸専務理事 私のほうから、報告いたします。

お手元の資料にありますように、先の理事会で承認いただいた平成

２４年度の事業計画及び予算についてご報告します。内容はごらんの

とおりです。

なお、理事会関係の報告は、資料のとおりです。

次の４については、業務執行状況についてですが、規程によります

と、４月に１回の割で理事会に報告ということでしたので、報告させ

ていただきます。

また、各理事について、定款細則の規定により、それぞれの役に応

じた担当委員会においてお願いしました。

なお、組織については先ほどお話申し上げた通り各課長を置いたと

ころです。

また、資料５、賛助会を作りまして募集開始したいということです。

さらに、２０２０年東京オリンピック招致について、東京都の委員会

から要請がありましたので、理事会でも了承いただき、ご協力申し上

げることとします。



以上で報告終わります。

議長 以上で、平成２４年度評議委員会の議事すべて終了いたしました。ご

協力ありがとうございました。

事務局長 以上で終了いたします。

後、事務連絡ございます。

終了 午後５時３０分

議長

議事録署名人

議事録署名人

代表理事


