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平成 29 年度公益財団法人埼玉県体育協会第三回定時理事会議事録 

 

日 時 平成 29 年 12 月 19 日（月）  午後３時 30 分から 

場 所 スポーツ総合センター301.302 研修室 

出席者  

理 事 櫻井 勝利 三戸 一嘉 杉山 剛士 羽鳥 利明 浅見  茂 

    新井  彰 荒木 郷兵 有川 秀之 梅澤 昌好 大保木道子 

    河本  弘 後藤 節哉 小林 正幸 坂口 信豊 遠山 正博 

    藤井 範子 保科 征男 松中 直司 宮下 達也 茂木 敬司 

    森田 進一 山﨑 正治 山中 茂樹 山之内正隆 

監 事 原口  博 堀口 信孝 青砥 修二 

事務局 栗原 健一 野澤 誠一 久保 吉史 阿部 隆宏 赤木 秀次 

    廣﨑 正彰 富田  聡 

 

栗原事務局長  本日は、開会の前に三戸副会長から報告事項がございます。

 

三戸副会長  本会理事で、県スポーツ少年団本部長の佐藤高弘氏が、12

月 17 日の早朝（６時 42 分）にご逝去されました。 

 開会に先立ちまして、佐藤さんに哀悼の意を表して黙祷を捧

げたいと思います。皆さまご起立をお願いいたします。 

 

栗原事務局長  一分間の黙祷を捧げます、黙祷。 

 おなおりください、ありがとうございました。 

 それではただ今から平成 29 年度第三回理事会を開催致しま

す。始めに定足数の確認を致します。理事総数 30 名、出席者

25 名、本会定款第 34 条により、会の成立をご報告致します。

それではご挨拶を頂きます。公益財団法人埼玉県体育協会 

代表理事櫻井勝利副会長がご挨拶申し上げます。 

 

櫻井副会長  年の瀬を迎え、例年になく寒い 12 月の気候のなか、第三回

理事会にお集まり頂き誠にありがとございます。本会の年内の

諸事業も順調に進捗しているところです。先の第 72 回国民体

育大会では、本県がライバル県としている、東京都・大阪府・

神奈川県・愛知県としのぎを削る中、大阪府と 3.5 点差で第３

位を獲得し、所期の目標であった天皇杯男女総合第３位以内を

達成しております。改めて各競技団体の頑張りと、役員皆様の

ご声援のおかげと感謝致します。 

 年明けには第 73 回国民体育大会冬季大会が始まります。１

月にスケート競技会・アイスホッケー競技会、２月にスキー競

技会が開催されます。11 月に行われた第 72 回国民体育大会解

団式では、より上位の成績を収めようと誓い、強化も始まって

います。 

 また、２月７日から平昌オリンピックが開催され、否応なし

に冬季スポーツの気運も盛り上がって来ておりますが、その半
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面、参加国の問題も懸念されております。北朝鮮と韓国との合

同チームや、ドーピング違反によるロシアの国としての参加を

認めない、個人参加なら認めると言った問題があります。本会

と致しましても、フェアでクリーンな選手づくりに努めて行き

たいと思います。本日は忌憚のないご意見を賜りたいと存じま

す。 

 

栗原事務局長  ありがとうございました。議事の進行は、定款第 33 条によ

り、櫻井勝利副会長に議長をお願い致します。 

 また、定款第 37 条第２項により、出席代表理事と出席監事

の方に議事録の署名をお願い致します。 

 

櫻井議長  それでは監事の皆さん議事録署名をお願い致します。 

 はじめに、協議事項第一号議案、次期理事改選のスケジュー

ルについて、三戸副会長お願いします。 

 

三戸副会長  それでは第一号議案をご説明致します。現理事の任期につき

ましては、平成 30 年５月 30 日開催予定の定時評議員会終結時

までの２年、となっております。また、評議員・監事の方々は、

任期が４年ですので、前回、２年前に就任頂いておりますので、

次期２年間もお務め頂きこととなります。 

 既に平成 29・30 年度の理事会・評議員会、加盟団体協議会

の日程も決まっておりますので、平成 30 年・31 年の新理事候

補者を平成 29 年度内で選考することも可能ですが、年度替わ

りですので、理事候補者となる加盟団体協議会委員にも人事異

動等が見込まれますので、年度を越してから、理事会並びに加

盟団体協議会からの新理事候補者の推薦を行いたいと思いま

す。 

 役職理事候補者選定委員会委員につきましても、次回の理事

会でも問題ありませんが、年度末に向けて既に会議等の日程が

決まっておりますので、分野別理事候補者を選任する正副会長

会議と合わせて日程調整し平成 29 年度内に行い、理事会推薦

の新理事候補者の選定は、平成 30 年５月 11 日に開催予定の平

成 30 年度第一回理事会、加盟団体協議会推薦の新理事候補者

の選定を、５月 18 日開催予定の協議会で行い、理事の選任は

評議員会の決議事項ですので、５月 30 日開催予定の、平成 30

年度定時評議員会で行われます。 

 なお、本会の理事は、定款第 24 条により、当該年４月１日

現在満 74 才未満と定められております。また、欠格事項等も

ありますので、これらを説明しながらスケジュールに沿って進

めたいと思います。 

 

櫻井副会長  ただ今の説明について何かご質問等ございますか。なければ

それではお諮りいたします。第一号議案次期理事改選のスケジ
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 ュールについてご承認いただけますでしょうか。よろしければ

拍手を持ってご承認願います。 

 

理事  承認 

 

櫻井議長  ご覧の通り第一号議案は、原案の通り決しました。それでは

次に、第二号議案役職理事候補者選定委員会について、三戸副

会長お願いします。 

 

三戸副会長 

 

 役職理事候補者選定委員会第２条第１号から第４号により、

現理事の選出区分ごとに１名から２名で計７名の委員を選出

することになっております。 

 本日は選出母体ごとに座席を指定させて頂いておりますの

で、区分ごとに選出頂きたいと思います。 

 

櫻井議長  種目別競技団体から２名、市町村体育協会から２名、学校体

育団体及び組織の体育・スポーツ部門から１名、学識理事から

２名、計７名の委員を選出頂きたいと存じますので、理事会を

暫時休会とし、区分ごとで協議願います。 

 

櫻井議長  それでは、理事会を再開致します。各区分から決まりました

選考委員を発表願います。始めに種目別競技団体からお願い致

します。 

 

森田理事  17 番保科理事、18 番森田です。 

 

櫻井議長  次に市町村体育協会お願いします。 

 

茂木理事  25 番大塚理事、27 番茂木です。 

 

櫻井議長  次に学校体育団体及び組織の体育・スポーツ部門。 

 

山之内理事  30 番山之内です。 

 

櫻井議長  後に学識経験からお願い致します。 

 

宮内理事  10 番宮内と 12 番遠山理事です。 

 

櫻井議長  改めて選出された委員を確認致します。事務局お願いしま

す。 

 

栗原事務局長  役員名簿整理番号 10 番宮内孝知理事、12 番遠山正博理事、

17 番保科征男理事、18 番森田進一理事、25 番大塚賢一理事、

27 番茂木敬司理事、30 番山之内正隆理事、以上７名です。 
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櫻井議長  それではお諮りいたします。第二号議案、役職理事候補者選

考委員会の委員について、ご承認いただけますでしょうか。 

よろしければ拍手を持ってご承認願います。 

 

理事  承認 

 

櫻井議長  それでは次に報告事項、ア代表理事及び業務執行理事の業務

執行状況報告について三戸副会長お願い致します。 

 

三戸副会長  それでは資料１、代表理事及び業務執行理事の業務執行状況

につきましては、定款第 26 条４項に基づき報告いたします。

代表理事、業務執行理事、それそれ事業や会議に出席した内容

を記載しております。それぞれの分担に応じて役割を果たして

参りました。 

 

櫻井議長  質疑等につきましては、全ての報告が終わった所で、一括お

願いしたいと思います。 

 

櫻井議長  そでは委員会報告について、始めに総務委員会と選手強化対

策委員会について、三戸委員長からお願い致します。 

 

三戸副会長  総務委員会では、本日理事会の議案整理と、競技団体加盟分

担金の見直しについて審議いたしました。過去５年間の決算額

を基礎に考えたいと思いますが、各団体様式や科目がまちまち

ですので、それを一端精査し、統一した形で比較したいと考え

ます。 

 選手強化対策委員会につきましては、本日１時から開催致し

ました。主な内容は第 73 回国民体育大会選手強化基本計画並

びに編成方針です。 

 

櫻井議長  次に広報委員会お願いします。 

 

宮下副委員長  287号を発刊いたしました。愛顔つなぐえひめ国体特集の他、

語り継ぎたい先人では、県水泳連盟初代理事長の伊藤三郎先生

を取り上げました。残念ではありますが、今回の第 13 会の連

載「埼玉県スポーツ少年団企画」が佐藤さんの絶筆となりまし

た。次号は１月下旬発刊予定です。 

 

櫻井議長  次にスポーツ少年団お願い致します。 

 

新井担当理事  本来であれば、佐藤本部長がご報告すべき所ですが、私の方

ほうから謹んでご報告申し上げます。会議では、第 3 会本部員

会、ブロック本部長会議、関東ブロックスポーツ少年団会議等

を開催いたしました。活動としては、平成 29 年度関東ブロッ
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クスポーツ少年団指導者研究協議会が高崎市で開催され、４名

の関係指導者を派遣致しました。 

 

櫻井議長  次にスポーツ科学委員会お願い致します。 

 

小林委員長  会議が４回の他、コーチング専門部会では、去る 12 月 3 日

に彩の国ビクトリーサミットを実施し、３月にコーチングセミ

ナーやスポーツ指導者の研修会を開催致します。 

 

櫻井議長  次に諮問委員会の物品等請負業者審査選定委員会につきま

しては、私が委員長ですので、私から報告させて頂きます。 

 11 月 16 日にスポーツ少年団現地研修会の請負業者の審査選

定を行いました。その結果、プロポーザル方式で候補５者から

３者を指名競争入札と致しました。12月４日に入札を行い（株）

JTB が請け負う事となりました。 

 

櫻井議長  報告事項３主な事業につきましては、続けて⑴⑵⑶を三戸副

会長に、⑷に付いては報告事項「エ」資料３と併せて栗原事務

局長にお願いします。 

 

三戸副会長  資料２P10 をご覧ください。⑴温水バコテンヒーター改修工

事です。円形のものからコンパク長方形となり、水温の落ちな

いようになりました。⑵第 72 回国民体育大会解団式並びに表

彰式は写真にありますと通り、県議会議長をはじめ多くの来賓

の方々に起こしいただき、次期国体での活躍を誓い合いまし

た。⑶ジャパンライジングスタープロジェクトのボートの拠点

県として第三ステージに入っております。福岡県・北海道・石

川県・山形県・東京都から５名の選手が 22 日から 24 日に拠点

県合宿が行われます。３月で一端切れますが、本事業は２年契

約ですので、来年の 10 月頃まで続きます。その後、中央競技

団体のタレント発掘事業に進めるか試されますが、ポテンシャ

ルの高い選手達ですので大いに期待が持てます。 

 

櫻井議長  では 後⑷埼玉アイスアリーナについてお願い致します。 

 

栗原事務局長 資料３「埼玉アイスアリーナ第３期の利用状況について」を

ご覧ください。11 月で３期目を迎え、年間の利用者人数が

183,884 名で、昨年よりも役 5,000 名増加しておりますが、４

月以降、毎月約 1,000 名少なくなっております。これは、無料

入場者（クラブ・教室の付き添い）をカウントから外したもの

です。 

 

櫻井議長  後にその他、事務局何かありますか 
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栗原事務局長  ２点、事務連絡をお伝え致します。 

 一点目は、現在、加盟希望の種目別団体が２団体一つ目は「一

般社団法人埼玉県テコンドー連盟」もうひとつは「一般社団法

人埼玉県ペタンク・ブール連盟」です。現在、定款・細則を示

し、本年度申請する場合は、１月 31 日までに届出るよう連絡

してありますので、申請があった場合は、２月の中旬を目処に、

加盟団体審査委員会を開催致します。委員の先生方には日程調

整後、改めてご案内いたします。 

 二つ目は、今後の会議等の日程ですが、第一号議案に会議等

の日程をお示ししております。第四回理事会が３月９日、臨時

評議員会は３月 26 日です。年度末のお忙しい大変申し訳あり

ませんが、ご予定をお願い致します。以上でございます。 

 

櫻井議長 

 

 他に何かございますでしょうか。 

 

三戸副会長 

 

 報告事項のうち、埼玉県立武道館のご報告が漏れておりまし

たのでご報告致します。 株式会社サイオーと共同事業体を組

織し、申請した埼玉県立武道館の指定管理については、２月の

定例議会で承認される見込みです。 

 

櫻井議長  他に何かございますでしょうか。無ければこれにて議長の任

を下ろさせて頂きます。円滑な議事運営にご協力を頂き、誠に

ありがとうございました。 

 

栗原事務局長  櫻井副会長には長時間にわたり、議長の任をお務め頂き、誠

にありがとうございました。以上を持ちまして、平成 29 年度

第三回理事会を終了致します。 

 

以上 16 時 32 分終了 


