２０１７年度

第１回 常任理事会・理事会

日時

２０１７年 ７月２２日（土)

常任理事会
理事会

場所

県協会事務所（茨城県建設業協会５階）

16:00～18:00
18:00～19:30

参加者 副会長：松尾修身，尾又篤，大金誠
理事長：柴田淳
副理事長：君和田治也，篠原克行，陰山雅義
（欠席 渡辺聡）
常任理事：高橋健，深谷聖，三浦和彦
（欠席 野村淳吾，黒沢祐士）
理事：塚原広孔，片桐元彦，高橋伸周，藤田健司，橋本哲，山﨑亨，鶴巻仁，飛田隆
（欠席 石崎勝彦，森隆徳，河西一良，圷昇一，芥川俊英，米沢智秀，内山達二
古川拓生，鬼澤衛，山田圭一，小泉博之，長野直之，渡邊修，座間味是吉）
事務局：長谷川馨
協議事項 (議事進行：柴田理事長)
(1) 県協会予算執行状況について
長谷川事務局長より、資料に基づき、執行状況についての報告がなされた。
また、これまでの賛助会員(
また、これまでの賛助会員(スポンサー)
スポンサー)の申込み状況についても報告がなされた。
(2) 第7回ラグビーフェスティバル事業・決算報告について
長谷川事務局長より、資料に基づき報告がなされ、原案のとおり承認された。
(3) 県主催事業について
ア 日韓中ジュニア交流協議会茨城大会
飛田理事より、
飛田理事より、資料に基づき、全体スケジュールおよび、会議出席者と進行内容、各種担当者 等
について説明・確認がなされた。
について説明・確認がなされた。
イ 第８回全国中学生ラグビーフットボール大会
長谷川事務局長より、資料に基づき説明がなされた。
また、別紙様式（役員出欠表
また、別紙様式（役員出欠表）
について、８月１日までに返信するよう依頼がなされた。
役員出欠表）について、８月１日までに返信
８月１日までに返信するよう依頼がなされた。
(4) 各委員長から
【競技部】
①・大学・社会人・クラブ委員会
陰山委員長より、資料に基づき、所属全チームの公式戦概要および、主管試合
陰山委員長より、資料に基づき、所属全チームの公式戦概要および、主管試合（
に基づき、所属全チームの公式戦概要および、主管試合（東日本クラブ選
手権およびトップクラブリーグ）
手権およびトップクラブリーグ）の運営について説明がなされた
の運営について説明がなされた。
説明がなされた。
また、タイ・韓国・シンガポール の女子７人制合宿の受け入れと、女子ワールドカップへの選出
輩出についても報告があった。
②高校委員会
高橋委員長より、全国７人制大会（アシックスカップ）の戦績と、花園予選
花園予選大会の
高橋委員長より、全国７人制大会（アシックスカップ）の戦績と、
花園予選大会のスケジュール
大会のスケジュール
について報告がなされた
について報告がなされた。
報告がなされた。

③普及育成委員会
陰山副理事長より、ミニラグビー秋季交流大会
陰山副理事長より、ミニラグビー秋季交流大会(10/21
ミニラグビー秋季交流大会(10/21＠ツイン
(10/21＠ツイン)
＠ツイン)の開催について
の開催について説明がなされた
ついて説明がなされた。
説明がなされた。
【選手強化部】
④国体強化委員会
渡辺委員長
渡辺委員長に代わり、君和田
委員長に代わり、君和田委員
に代わり、君和田委員より、
委員より、第
より、第72回国民体育大会に向け
72回国民体育大会に向けた
回国民体育大会に向けた 少年・女子・男子それぞ
れの強化スケジュールと、ブロック大会＠桐生 について説明がなされた
ついて説明がなされた。
説明がなされた。
つづいて、高橋委員より 少年における詳細な計画について、補足説明があった。
【支援部】
⑤レフリー委員会
篠原委員長より、資料にもとづき、
篠原委員長より、資料にもとづき、強化レフリー育成計画・活動実績、各種研修会（スタートレ
フリー研修7/8
フリー研修7/8・ルール伝達
7/8・ルール伝達講習会
・ルール伝達講習会7/1,
講習会7/1, 7/15）、Ｂ級認定講習会への派遣
7/15）、Ｂ級認定講習会への派遣 等について報告がな
された。
された。
⑥コーチ委員会
高橋委員長より、スタートコーチ資格ブラッシュアップ講習会
スタートコーチ資格ブラッシュアップ講習会 7/2 と、スタートコーチ資格取
高橋委員長より、
得講習会 7/22 の開催について報告がなされた。
⑦安全対策委員会
深谷委員長より、資料にもとづき、過日発生の重傷事故に対する対等報告および今後の防止策、
太陽生命カップ(
太陽生命カップ(全中大会)
全中大会)における役割分担・日当支給・器具(
における役割分担・日当支給・器具(タンカ等)
タンカ等)の準備
の準備、飲料 ＯＳＯＳ-１の
無償試
無償試飲について、報告と確認がなされた。
また、次
また、次とおり承認された。【新
とおり承認された。【新委員
【新委員】宮
委員】宮本
】宮本芳明医師、
医師、奥野孝祐医師
【戦略部】
⑧事業戦略委員会
君和田委員長より、のぼ
君和田委員長より、のぼり の管理方法
の管理方法について説明がなされた。
方法について説明がなされた。
また、賛助会員(
また、賛助会員(スポンサー)
スポンサー)の募集について、
募集について、ひ
について、ひきつづきの協力
きつづきの協力依頼がなされた。
協力依頼がなされた。
※報告ののち
報告ののち、以下の
以下の意見が
意見がだされた。
本年度
本年度の収入見込みを算
込みを算出するた
を算出するため
出するためにも、各委員会ご
にも、各委員会ごとに 賛助会員(
賛助会員(スポンサー)
スポンサー)の獲得見込を集
約し、
約し、次回理事会における報告を求め
回理事会における報告を求める。
を求める。
賛助会員(
賛助会員(スポンサー)
スポンサー)の募集にあたり、
募集にあたり、高校
高校委員会の作
委員会の作成する冊
成する冊子との調整
子との調整がされてお
調整がされておらず
がされておらず、
らず、相変
わらず２重の動きが生
らず２重の動きが生じ
重の動きが生じている。Ｔ
ている。Ｔシャツ作成・販売
成・販売においても
販売においても同じ問題
においても同じ問題が発生
同じ問題が発生し
が発生しているので、
今後、来
今後、来年にむ
年にむけた検討を
けた検討をすす
すすめ
め
ていく
てい
く
。
検討をすす
⑨ 第74回茨城国体開催準備委員会・キャンプ地誘致等推進委員会
⑩支部協会支援委員会
三浦委員長より、ラグビー
三浦委員長より、ラグビー普及
委員長より、ラグビー普及に
普及に関する意見
する意見交
意見交換会(仮) を企画
を企画していく旨
ていく旨の報告がなされた。
く旨の報告がなされた。
(5)その他
①応援グッズ（Ｔシャツ・ポロシャツ）について
篠原副理事長、山崎
篠原副理事長、山崎理事より、資料に基づき 収支報告がなされた。
②県協会ＨＰリニューアルについて
篠原副理事長よ
篠原副理事長より、資料に基づき 提案がなされ
案がなされ、原案のとおり承認され
なされ、原案のとおり承認された。
、原案のとおり承認された。
今後、具体的
今後、具体的な入力方法や
な入力方法や実務担当者について
力方法や実務担当者について検討を
実務担当者について検討をすす
検討をすすめ
すすめ、講習会を
、講習会を開催し
開催していく
ていく。

③県協会名刺について
篠原副理事長より、資料に基づき 提案がなされ、原案のとおり承認された。（
案がなされ、原案のとおり承認された。（一部、
一部、文字の大き
文字の大き
さ等の修正をふくむ
さ等の修正をふくむ）
）
正をふくむ
今後、委員会ご
今後、委員会ごとに 制作委員(
委員(希望・
希望・必要とする者)
要とする者)について集約
について集約するとともに、事務局より
集約するとともに、事務局より送ら
するとともに、事務局より送ら
れる 個人情報の掲載
報の掲載内容について
掲載内容について とりまとめ
とりまとめていく旨
ていく旨の
く旨の決定がなされた。
④事務局より
長谷川事務局長より、
長谷川事務局長より、予
より、予算執行にあたっての確認がなされた。
・予算範囲
・予算範囲内での運
算範囲内での運用を
内での運用を。
用を。請求書提出
請求書提出 → 事務局にて振
事務局にて振込 → 報告書
報告書・決算書提出
決算書提出
・予算範囲以上
・予算範囲以上での運
算範囲以上での運用は
での運用は。
用は。常任理事会にて
常任理事会にて協
理事会にて協議・承認が必
議・承認が必要（緊急時は
要（緊急時は理事長
緊急時は理事長決裁
理事長決裁）
決裁）

⑤次回会議予定
第２回常任理事会
第２回理事会

２０１７
建設業協会
会 ５階会議
２０１７年
１７年 １０月 ２８日(土) １６時 建設業協
５階会議室
会議室
２０１７
５階会議
会議室
２０１７年
１７年 １０月 ２８日(土) １８時
１８時 建設業協会
建設業協会 ５階
会議室
以

上

