２０１７年度 第４回 常任理事会・理事会
日時

：２０１８年４月２１日(土)

常任理事会 １６:５０ ～ １７:５５
理事会
１８:００ ～ １９:１５

場所

：県協会事務所（茨城県建設業協会５階）

出席(敬称略) ：理事長 柴田 淳
：副理事長 君和田治也, 篠原克行, 渡辺 聡, 陰山雅義
：常任理事 小沼公道, 黒沢祐士, 高橋 健, 野村淳吾, 橋本 哲, 深谷 聖, 藤田健司
：理事 圷 昇一, 石崎勝彦, 鬼澤 衛, 河西一良, 高橋伸周, 塚原広孔, 飛田隆, 古川拓生, 山﨑 亨, 米沢智秀
：事務局 長谷川 馨
欠席(敬称略) ：常任理事 三浦和彦
：理事 芥川俊英, 内山達二, 小泉博之, 座間味是吉, 鶴巻 仁, 長野直之, 森 隆徳, 山田圭一, 渡邊 修
１

理事長あいさつ
柴田理事長より開会
柴田理事長より開会挨拶
開会挨拶があり、協議事項にすすめられた。
挨拶があり、協議事項にすすめられた。

２ 協議
（１）県協会予算執行状況について
長谷川事務局長より
長谷川事務局長より、資料にもとづき
より、資料にもとづき、
、資料にもとづき、総会にむけた 2017 年度最終決算として
年度最終決算として提案があり
最終決算として提案があり、原案どおり承認
提案があり、原案どおり承認された
、原案どおり承認された。
された。
つづいて、2018
つづいて、2018 年度予算案について提案がなされ、原案どおり承認された。
年度予算案について提案がなされ、原案どおり承認された。
（２）戦略部の組織および人事について
理事長より、戦略部内の委員会構成および人事
理事長より、戦略部内の委員会構成および人事(
および人事(常任理事の委嘱)
常任理事の委嘱)について提案がなされ、原案のとおり承認された。
について提案がなされ、原案のとおり承認された。
事業戦略委員会（既存） 君和田治也
君和田治也 委員長より交代 → 小沼公道 委員長(
委員長(常任理事)
常任理事)
資金戦略委員会（新規）
資金戦略委員会（新規） 橋本 哲 委員長(
委員長(常任理事)
常任理事)
広報戦略委員会（新規）
広報戦略委員会（新規） 藤田健司 委員長(
委員長(常任理事)
常任理事)
支部協会支援委員会（既存） 現行のまま 三浦和彦 委員長
（３）平成２９年度事業報告並びに平成３０年度事業計画について
長谷川事務局長より、各委員長へ以下の内容にて提出依頼があった。 提出〆切 ４月３０日(
４月３０日(月)
・報告書(
・報告書(様式１)
様式１)・計画書(
・計画書(様式２)
様式２) ともに、決算・予算の記載を削除し、総会資料として
ともに、決算・予算の記載を削除し、総会資料として再提出してください
決算・予算の記載を削除し、総会資料として再提出してください。
再提出してください。
※各委員長は、提出する前に各部長へ報告をしてください
※各委員長は、提出する前に各部長へ報告をしてください。
をしてください。
・委員会名簿 ： 未だ提出のない委員会は早急に提出してください。
前出で承認された新委員会におかれましても、様式１・２、委員名簿 について提出をお願いします。
（４）各委員長から
【競技部】
① 社会人・大学・クラブ委員会
陰山委員長より、
「保険(
「ドクター派遣依頼の手順」
「レフリー派遣依頼の手順」
「保険(見舞金)
見舞金)申請の方法／事故時の連絡」
について、ＨＰへ掲載すべく準備をすすめている旨の説明があった。
② 高校委員会
野村委員長より、高体連
野村委員長より、高体連 ラグビー専門部長に
ラグビー専門部長に 吉澤和彦氏が着任された旨の報告があった。
吉澤和彦氏が着任された旨の報告があった。
関東大会の組合せについて報告
関東大会の組合せについて報告があった。
について報告があった。
③ 普及育成委員会
黒沢委員長より、女子小委員会
黒沢委員長より、女子小委員会の現状と今後について説明
委員長より、女子小委員会の現状と今後について説明(
の現状と今後について説明(相談)
相談)があった。
圷副委員長(ジュニアクラブ担当)
ジュニアクラブ担当)より、選抜チームの活動について報告
より、選抜チームの活動について報告があった。
選抜チームの活動について報告があった。 5/20 県代表決定戦・
県代表決定戦・6 月 関東大会
【選手強化部】
① 国体強化委員会
渡辺委員長より、
「平成
」の交付
「平成 30 年度選手強化事業補助金（
年度選手強化事業補助金（県競技力向上対策本部）
県競技力向上対策本部）
」の交付予定額
予定額と、申請予算内容につい
と、申請予算内容について、
申請予算内容について、
資料にもとづき報告があった。 交付決定額
決定額：６,３０９
３０９,０００円
０００円
また、今後の強化スケジュ
また、今後の強化スケジュー
スケジュール【年
ル【年間】について資料にもとづき
間】について資料にもとづき説明があった。
について資料にもとづき説明があった。

【支援部】
① レフリー委員会
篠原委員長より、定例
原委員長より、定例委員会と振
委員会と振り返り研修会の開
研修会の開催
会の開催について報告があった。
2018 年度は、他
年度は、他見で行わ
見で行われる試
れる試合(大会)
大会)へ、積極的
へ、積極的にレフリー派遣を行っていき、さらなる
積極的にレフリー派遣を行っていき、さらなるスキルアップ
にレフリー派遣を行っていき、さらなるスキルアップを
スキルアップを図る旨の報
告があった。
② コーチ委員会
高橋委員長より
「スタートコ
高橋委員長より、
より、
タートコーチ
トコーチ資
ーチ資格取得講習会」を計画している旨の報告があった。
格取得講習会」を計画している旨の報告があった。
協力チーム（キッズ
協力チーム（キッズチーム
キッズチームが
チームが好ましい）の協力が
ましい）の協力が必要不可欠
の協力が必要不可欠なため、日
必要不可欠なため、日程
なため、日程・会場
・会場については調整
については調整中
調整中。
③ 安全対策委員会
欠席
【戦略部】
君和田副理事長(
君和田副理事長(戦略部 部長)
部長)より、あらためて新組織
より、あらためて新組織体制について紹介
について紹介があった。
紹介があった。
① 業戦略委員会
小沼委員長 欠席
君和田副理事長
君和田副理事長(
副理事長(戦略部 部長)
部長)より、フ
より、フェスを
ェスを目途に「
目途に「年
に「年鑑(Year Book)
Book)」の発
」の発行を計画している旨の説明があった
行を計画している旨の説明があった。
旨の説明があった。
② 資金戦略委員会
橋本委員長より、資料にもとづき
橋本委員長より、資料にもとづき、下記
資料にもとづき、下記 (1)～
(1)～(4)について報告があった。
(1)前出の
(1)前出の 年鑑(Year Book)
Book)にかかるスポンサ
にかかるスポンサー戦略
スポンサー戦略
(2)ポロシャツ作
(2)ポロシャツ作成にかかる
ポロシャツ作成にかかるスポンサ
成にかかるスポンサー戦略について
スポンサー戦略について
(3)協
(3)協賛申込書の共有
書の共有について
共有について
(4)国体協賛スポンサ
体協賛スポンサーとの
賛スポンサーとの差別
ーとの差別化について
差別化について
理事の中
理事の中から、次
から、次の２点
の２点について意
について意見が出された。
・
「スポンサー」
「協賛
スポンサー」
「協賛」という
」という表現を
表現を使われるが
使われるが、
れるが、これまでの議論
れまでの議論では「賛
では「賛助会員」である。
・会員への特典
・会員への特典について
特典については既に決定されているので、
については既に決定されているので、2018
は既に決定されているので、2018 年度については現行にもとづきお願いしたい。
戦略部内での引
戦略部内での引き継ぎについて
継ぎについて確
について確認・連携
・連携をお願いします。
特に、君和田部長におかれましては、３月の幹
君和田部長におかれましては、３月の幹部会で確
部会で確認されている 純収入の算出
純収入の算出（会
の算出（会費収入
（会費収入 △必要経費 ）についても
詳細な
詳細な引き継ぎをお願いします。
継ぎをお願いします。
③ 広報戦略委員会
長谷川事務局長より、本年度(
長谷川事務局長より、本年度(4/1 以降)に振込があった会員
振込があった会員(
があった会員(企業・個
業・個人)について報告があった。
→ 現在、会員特典
、会員特典とされている内容（ＨＰ掲載・の
特典とされている内容（ＨＰ掲載・のぼ
とされている内容（ＨＰ掲載・のぼり作成 等）について、早急に対
）について、早急に対応
、早急に対応が必要。
必要。
理事長より、ネ
理事長より、ネクタイ作
クタイ作成の
イ作成の検討進捗
成の検討進捗について説明があった。
検討進捗について説明があった。
⑩支部協会支援委員会
欠席
（５）その他
① 事務局より
長谷川事務局長より、資料にもとづき「2018
長谷川事務局長より、資料にもとづき「2018 年度 関東ブロッ
関東ブロック大会
ブロック大会(
ク大会(茨城国体リ
茨城国体リハ
体リハーサル大会
サル大会)
大会)」が 8/24
8/24～8/26 で、
「2019
2019 年度 国体」が 9/29
/29～10/3 で開催
で開催される旨の報告があった。なお、両
される旨の報告があった。なお、両大会共
大会共に、県協会全
県協会全員体制
員体制で取り組むと
の意向が確
向が確認された。
② 定時総会について
長谷川事務局長より、総会開催
長谷川事務局長より、総会開催について確
について確認があった。 5/27(
5/27(日) 16 時～ 県協会事務所
県協会事務所（茨城県
茨城県建設業協会
建設業協会５階
業協会５階）
５階）
③ その他
長谷川事務局長より、水府学院
長谷川事務局長より、水府学院でのタグラグビー
水府学院でのタグラグビー指導
でのタグラグビー指導（
指導（6/5 火）について紹介
について紹介があった。
紹介があった。
出所後の就職
後の就職を
就職を視野に入
野に入れた、企
れた、企業経営者への
経営者への周知
への周知をお願いしたい。※
周知をお願いしたい。※ 事前申込
事前申込が必要

以 上

