２０１８
２０１８年度 第４回 定例幹部会
日

時

：２０１８年１０月２０日(土)

１４:００ ～ １５:４０

場

所

：県協会事務所（茨城県建設業協会５階）

出席(敬称略) ：副会長 大金 誠, 松尾 修身 【欠席 尾又 篤】
：理事長 柴田 淳
：副理事長 陰山雅義, 君和田治也, 篠原克行, 渡辺 聡
：事務局 長谷川 馨
次回開催

：２０１８年１２月１日(土)

１６:００～

県協会事務所（茨城県建設業協会５階）

２０１８
２０１８年度 第２回 常任理事会・理事会
日時

：２０１８年１０月２０日(土)

常任理事会 １６:００ ～ １８:００
理事会
１８:１５ ～ １９:２０

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 陰山雅義, 君和田治也, 篠原克行, 渡辺 聡
：常任理事 小沼公道,高橋 健, 野村淳吾, 橋本 哲, 藤田健司, 三浦和彦
：理事 芥川俊英, 小泉博之, 座間味是吉, 塚原広孔, 常井一成, 飛田隆, 古川拓生, 山﨑 亨, 渡邊 修
：事務局 長谷川 馨
欠席(敬称略) ：常任理事 黒沢祐士, 深谷 聖
：理事 圷 昇一, 石崎勝彦, 内山達二, 鬼澤 衛, 河西一良, 高橋伸周, 鶴巻 仁, 長野直之, 舩木賢哉,
森 隆徳, 山田圭一, 米沢智秀
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
常井 新理事より、就任の挨拶があった。

（１）関東ブロック大会及び第７３回福井国体結果報告について
・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、関東ブロック大会の結果
より、資料にもとづき、関東ブロック大会の結果と、各部門より提出があった反省
、資料にもとづき、関東ブロック大会の結果と、各部門より提出があった反省(
と、各部門より提出があった反省(ふりかえり)
ふりかえり)に
ついて、報告がなされた
ついて、報告がなされた。
報告がなされた。
・篠原副理事長(
・篠原副理事長(レフリー委員長)
レフリー委員長)より、資料が配布され、レフリー委員会としての要望事項が述べられた。
・塚原理事(
・塚原理事(兼 水戸市国体担当)
水戸市国体担当)より、受付業務の強化(
より、受付業務の強化(役割の明確化等)
役割の明確化等)について要請があった。
・≪幹部会内で≫ ラグビー協会と水戸市との協議(
ラグビー協会と水戸市との協議(準備)
準備)について、アクションプラン（誰が・いつ・何を）を作成する
必要がある旨の確認があった。

（２）第９回全国中学生ラグビーフットボール大会について
・委員長欠席のため 次回報告

（３）第７３回国民体育大会 結果報告について
渡辺副理事長(
渡辺副理事長(国体強化委員長)
国体強化委員長)より、資料が配布さ
より、資料が配布され、
資料が配布され、試合結果と予算執行状況
れ、試合結果と予算執行状況(
試合結果と予算執行状況(会計報告)
会計報告)があがった。

（４）第７３回国民体育大会 結果報告について
・野村常任理事(
・野村常任理事(高校委員長)
高校委員長)および、
および、飛田理事(
飛田理事(事務局)
事務局)より、資料にもとづき、詳細な報告があった。
・柴田理事長より、来年の国体(
・柴田理事長より、来年の国体(茨城国体)
茨城国体)における、成年女子の組合せ変更について説明があった。
※４チーム３
※４チーム３プールの予選から、３チーム４プールの予選へ変更。
・陰山副理事長(
・陰山副理事長(社会人委員長)
社会人委員長)および、長谷川事務局長より、口頭報告があった。≪報告書は後日メール配信される≫
・塚原理事(
・塚原理事(兼 水戸市国体担当)
水戸市国体担当)より、台風時の対応等について、事前検討が必要である旨の説明があった。

（５）県協会予算執行状況について
・長谷川事務局長より、資料にもとづき、寄付金(
・長谷川事務局長より、資料にもとづき、寄付金(賛助会員)
賛助会員)の状況について報告があった。
・つづいて、現在の支出状況について説明ののち、補正予算について提案がなされ、原案のとおり承認された。

（６）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
県内で
県内での試合実施にあたり、レフリー委員会・安全対策委員会(
の試合実施にあたり、レフリー委員会・安全対策委員会(ＭＤＤ派遣)
ＭＤＤ派遣)へ謝辞が述
へ謝辞が述べられた。
茨城県所属チームの、各種大会における戦績と、今後のスケジュールについて報告があった。
② 高校委員会
花園予選大会の経過と、今後の大会スケジュール
野村委員長
花園予選大会の経過と、今後の大会スケジュール（関東新人大会）
今後の大会スケジュール（関東新人大会）について説明
（関東新人大会）について説明があった。
について説明があった。
③ 普及育成委員会
太陽生命カップ（全国中学生大会）について報告があった。
柴田理事長
太陽生命カップ（全国中学生大会）について報告があった。
塚原委員
ミニラグビー大会 10/6 の実施報告。低学年はタグラグビーで実施した。
渡辺委員
資料が配布され、タグラグビー各種大会・講習会について説明があった。
渡辺委員
【選手強化部】
④ 国体強化委員会
渡辺委員長
(少年)
今後の強化日程について説明。
。
少年) 今後の強化日程について説明
(成年)
成年) ふるさと選手
ふるさと選手の招聘計
招聘計画、来年に向
、来年に向けた追加
けた追加選
追加選手等について説明。
(女子)
同上
女子)
【支援部】
⑤ レフリー委員会
篠原委員長
本年度の関東協会認定者
篠原委員長
の関東協会認定者会（
定者会（Ｂ級
会（Ｂ級合
Ｂ級合格者）
格者）３名の紹介。
紹介。
栃木県とタ
栃木県とタイ
県とタイアップして実施した、レフリー菅平
アップして実施した、レフリー菅平強化合
菅平強化合宿
強化合宿について報告。４名
について報告。４名
県内高校施設
県内高校施設において実施した、ブラッシュアップ研修
において実施した、ブラッシュアップ研修会について
研修会について報告
会について報告。
報告。
⑥ コーチ委員会
高橋委員長
スター
スタートコーチ
トコーチ資
ーチ資格取得講習会
格取得講習会 9/2 の報告。≪県内 14 名＋県
名＋県外 4 名 で実施≫
⑦ 安全対策委員会
欠席
【戦略部】
⑧ 業戦略委員会
なし
⑨ 広報戦略委員会
藤田委員長
資料が配布され、賛助会員入
資料が配布され、賛助会員入会申込書の
申込書の様式
書の様式変更と、来年
様式変更と、来年度
変更と、来年度の予算策定
の予算策定(特典変更
特典変更)
変更)について提案。
その内容
の内容に伴い、協会年鑑
い、協会年鑑・花園予選プロ・国体プロ の３種発刊
の３種発刊について
発刊について様々
について様々な
様々な意見が出された。
意見が出された。
【決議事項】そ
議事項】その作成
】その作成趣
の作成趣旨を鑑み
旨を鑑みて、合
鑑みて、合本
て、合本とはせず
とはせずに、そ
に、それぞれ発行していく
していくこととする。
ととする。
ただし、賛助会員の募集方法
賛助会員の募集方法・金
募集方法・金額
・金額と、その広告掲載方法について
掲載方法については、
については、次回 2/2 理事会で継続審
理事会で継続審議とする。
継続審議とする。
⑩ 資金戦略委員会
橋本委員長
橋本委員長
賛助会員(
賛助会員(スポンサー)へ対しては、試合スケジュール等の配信が必要である旨の説明があった
へ対しては、試合スケジュール等の配信が必要である旨の説明があった。
説明があった。
⑪ 支部協会支援委員会
三浦委員長
資料が配布され、委員会および、支部協会の活動
三浦委員長
資料が配布され、委員会および、支部協会の活動について説明
活動について説明があった
について説明があった。
があった。

（７）その他
・長谷川事務局長より、昨
・長谷川事務局長より、昨年の重傷
年の重傷事
重傷事故について報告がなされた。報告が遅
について報告がなされた。報告が遅れた経緯
れた経緯と、今後の対応について。
・長谷川事務局長より、来年度
度の国体(
・長谷川事務局長より、来年
の国体(茨城開催
茨城開催)について、スケジュールの確認がなされた。
・次回開催
第３回常任理事会 ２月 2 日（土
・次回開催
日（土）16 時～ 県協会事務所（茨城県建設
県協会事務所（茨城県建設業協会
建設業協会５階
業協会５階）
５階）
第 2 回理事会
２月 2 日（土
日（土）18 時～ 県協会事務所（茨城県建設
県協会事務所（茨城県建設業協会
建設業協会５階
業協会５階）
５階）
以 上

