２０１８
２０１８年度 第３回 常任理事会・理事会 議事録(
議事録(案)
日時

：２０１９年 ２月 ２日(土)

常任理事会 １６:００ ～ １７:３０
理事会
１８:００ ～ １９:３０

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,
：常任理事 小沼公道,高橋 健, 野村淳吾, 橋本 哲, 深谷 聖, 藤田健司
：理事 芥川俊英, 圷 昇一, 小泉博之, 座間味是吉, 塚原広孔, 飛田隆, 山﨑 亨, 山田圭一, 渡邊 修
：事務局 長谷川 馨
欠席(敬称略) ：副理事長 篠原克行, 渡辺 聡
：常任理事 黒沢祐士, 三浦和彦
：理事 石崎勝彦, 内山達二, 鬼澤 衛, 河西一良, 高橋伸周, 鶴巻 仁, 常井一成, 長野直之, 舩木賢哉
古川拓生, 森 隆徳, 米沢智秀
※事務局より、委任状を含めて 定数へ達しているため、有効に成立し
定数へ達しているため、有効に成立している旨の報告があり開会した。
有効に成立している旨の報告があり開会した。
１

理事長あいさつ
柴田 理事長より挨拶があり、協議にすすめられた。
理事長より挨拶があり、協議にすすめられた。

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
事務局長より、資料にもとづき「支出状況
より、資料にもとづき「支出状況(1/29
、資料にもとづき「支出状況(1/29 現在)
現在)」および「今後の執行予定」について提案があり、
次の３点（競技部/
/タグラグビー・強化部/
次の３点（競技部
タグラグビー・強化部/国体選手強化費・事業戦略部/
国体選手強化費・事業戦略部/普及活動費）の補正予算を含めて承認された。
（２）平成 30 年度事業報告並びに平成 31 年度事業計画について
長谷川 事務局長より
事務局長より、資料にもとづき提案があり、原案のとおり承認された
より、資料にもとづき提案があり、原案のとおり承認された
・事業報告((様式１)
（事務局へ提出する前に各部長へ報告）
・事業報告
様式１)、事業計画(
、事業計画(様式２)
様式２) を３月３１日(
を３月３１日(日)までに事務局へ提出。
・予算要望書を ２月２７日(
２月２７日(水)までに事務局へ提出。
・予算ヒヤリングは ３月２日(
３月２日(土)に実施。詳細スケジュールは配布資料のとおり。
・各委員会内組織(
各委員会内組織(委員)
委員)の変更 等についても、上記ヒヤリングの時間の枠内で実施。
（３）賛助団体の拡大について
君和田 副理事長、藤田 事業戦略委員長より
事業戦略委員長より、
より、資料にもとづき「平成 31 年度の賛助会員(
年度の賛助会員(協賛団体)
協賛団体)の獲得方法」について
提案があり、原案のとおり承認された。
（４）今後の事業予定について
野村 高校委員長より
高校委員長より、
より、資料にもとづき「関東高校新人大会(2/9
「関東高校新人大会(2/9～
(2/9～10) ＠ツインフィールド」の主管について提案があり、
原案のとおり承認された。
黒沢 普及育成委員長(
普及育成委員長(欠席)
欠席) 長谷川事務局長 資料代読 ／ 「Ｕ１５東日本中学大会(3/9
「Ｕ１５東日本中学大会(3/9～
(3/9～10) ＠ケーズスタ
ケーズスタジアム
スタジアム・
ジアム・
ツインフィールド」の主管について提案があり、原案のとおり承認された。
なお、出欠調査のとりまとめについてご協力をお願いします。
（2/7
（2/7 までに報告）

（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
資料にもとづき、県所属チームの、各種大会における戦績と、今後の
資料にもとづき、県所属チームの、各種大会における戦績と、今後の委員会活動
県所属チームの、各種大会における戦績と、今後の委員会活動について報告
委員会活動について報告。
について報告。
また、表彰制度の検討について提案があり、
また、表彰制度の検討について提案があり、了承された。総会時に実施できるよう整備を進める
了承された。総会時に実施できるよう整備を進める。

② 高校委員会
野村 委員長

都県対抗戦のスケジュール等について報告。
（茨城県選抜チームを編成）
髙橋 委員より、
委員より、重傷事故について報告（事故の状況、事故後の対応、現在の経過
より、重傷事故について報告（事故の状況、事故後の対応、現在の経過、
重傷事故について報告（事故の状況、事故後の対応、現在の経過、動画確認）
安全対策委員会より、事故後の対応について確認。※ 選手としての活動について
事務局より、事故報告の流
事務局より、事故報告の流れについて確認。

③ 普及育成委員会
ミニ
塚原 小委員長
圷 小委員長
ジュニア
芥川 小委員長
中学
渡邊 小委員長
タグ
【選手強化部】
④ 国体強化委員会
議長 代読
【支援部】
⑤ レフリー委員会
座間味 委員

⑥ コーチ委員会
高橋 委員長

県内ミニ
県内ミニラグビー大会における、
ミニラグビー大会における、低
ラグビー大会における、低学年のタグ対応について報告。
女子委員長の
女子委員長の推挙
委員長の推挙について
推挙について説明
について説明。
説明。
茨城・千葉
茨城・千葉新人大会の実施予定について
千葉新人大会の実施予定について説明
新人大会の実施予定について説明。
説明。
資料にもとづき、サ
資料にもとづき、サントリーカップ
リーカップ予選
カップ予選結果
予選結果・本
結果・本線
・本線予定について報告。

資料にもとづき、今後の強化日
資料にもとづき、今後の強化日程
今後の強化日程について説明
について説明。
説明。

国体にむ
国体にむけたレ
けたレフリー育成プロ
フリー育成プログラムについて報告。
プログラムについて報告。
国体における担
（７人制におけるタイムキ
国体における担務について検討中。
（７人制におけるタイムキーパーについて 他）

現在のコ
現在のコーチ資格
ーチ資格制度が変更となる。
スター
ートコーチ
スタ
トコーチ資
ーチ資格取得
格取得講習会
講習会の方法、内容
の方法、内容について。
育成,
育成, 強化,
強化, トップ → (新設)Ｃ級,
Ｃ級, Ｂ級,
Ｂ級, Ａ級,
Ａ級, Ｓ級,
Ｓ級,

⑦ 安全対策委員会
深谷 委員長・山田 副委員長

安全推進
全推進講習会の開
講習会の開催
会の開催予定
ＳＡ資格講習会の開
講習会の開催
会の開催予定

①3/21(木
3/21(木) 茗溪学
茗溪学園 ②4/11(木
/11(木) 会場未定
場未定
①仮 7/1(木
7/1(木) ②仮 7/13
※ルール伝達講習会との併催については未定

脳震盪と
脳震盪と頸部外傷の現場
傷の現場での救急
での救急対応
救急対応ワ
対応ワークショップ の開催
の開催について提案。
→ 予算化も視
予算化も視野に検討をすすめる。
【戦略部】
⑧ 業戦略委員会
小沼 委員長

次年度の年鑑
次年度の年鑑(イヤーブック
イヤーブック)
ブック)の出版
の出版は、受注生産
は、受注生産を検討している旨の報告。
受注生産を検討している旨の報告。
資料にもとづき「オリンピック・パラリンピック・茨城国体・ワールドカップ開催に伴う機運醸成のためのふれあい集会」について説明
」について説明。
説明。

⑨ 広報戦略委員会
藤田 委員長

県協会ＨＰ
県協会ＨＰにおける「
ＨＰにおける「国体
における「国体情
国体情報」の更新について、
の更新について、担当者を検討中
担当者を検討中

⑩ 資金戦略委員会
橋本委員長

賛助会員(
賛助会員(協賛団体)
協賛団体)の募集戦略について
募集戦略について説明
戦略について説明。
説明。

⑪ 支部協会支援委員会
欠席
（７）その他
・第 74 回国体「いきいき茨城
国体「いきいき茨城ゆ
「いきいき茨城ゆめ国体」関
め国体」関連
塚原 理事より、資料にもとづき「スケジュール詳細・会場
理事より、資料にもとづき「スケジュール詳細・会場内配置
内配置詳細」について説明
詳細」について説明。
説明。
長谷川 事務局長より、役割分担
事務局長より、役割分担(
役割分担(配宿ふくむ)
宿ふくむ)の決定スケジュールについて説明
定スケジュールについて説明。
説明。(５月には)
５月には)
長谷川 事務局長より、成年
事務局長より、成年男子決勝
成年男子決勝の
男子決勝の際に、養護
に、養護学校・
養護学校・ろ
学校・ろう学校・中学校で
う学校・中学校でのタグ
学校でのタグ交流試合
のタグ交流試合を計画している旨の
交流試合を計画している旨の説明
を計画している旨の説明。
説明。
・次回
・次回開催

第４回常任理事会
回常任理事会
第４回理事会

４月２０日（土）1
県協会事務所（茨城県建設
建設業協会５
日（土）16 時～ 県協会事務所（茨城県
建設業協会５階
業協会５階）
４月２０日（土）1
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５
建設業協会５階
業協会５階）

以 上

