
平成２４年公益財団法人埼玉県体育協会第１回定例理事会議事録

日 時 平成２４年５月２３日（水）午後３時から４時３０分まで

場 所 上尾市・スポーツ総合センター３階３０１研修室

議事次第及び資料 別添一式のとおり

出席者 森副会長、桜井副会長、三戸副会長兼専務理事、関根副会長、

北副会長

理事 岩崎、大保木、岡野、加賀谷、斉藤（明）、斉藤（博）、玉木、

豊田、羽鳥、原島、藤井、藤沼、松岡、宮下、茂木、山下、油井

監事 関口、高田、堀口 以上

事務局 岩崎、栗原、岡田

岩崎事務局長 本会理事定足数２７人中、本日２２人出席です。

定款３０条により、本理事会成立いたしました。

まず、開会に当たり、桜井代表理事よりごあいさつ申し上げます。

桜井代表理事 ご多忙の中、第１回の理事会にご出席いただき厚く御礼申し上げます。

２５度以上の夏日の後、昨日の３月下旬の天気など天候不順の折、皆様

におかれましては健康にご留意ください。

さて、ご案内のとおり、公益財団法人第１回の本日の理事会において、

協議事項の議案を５月３０日の評議員会に上程するべくご審議いただき

ます。

とりわけ、この７月２１日からロンドンオリンピックが開催されます

が、埼玉からもたくさんの選手が内定しておりますし、バレーボールな

ども、これから選ばれて行くところで、選手の活躍が、日本の国民に勇

気と夢を与えてくれること期待しております。

さらに、２０２０年東京オリンピック開催招致ということで申請フア

イルが出されました。

今日、カナダのケベックでＩＯＣ理事会が開催されています。明日に

は、マドリッドなど立候補しているなかから３つの候補地が選ばれて、

フアイナルステージに進み、来年２月から３月にかけて、ＩＯＣの評価

委員会が視察に来る予定です。そしてオリンピックへの国民の６５％以

上が要望していることを示して、９月のブエノスアイレスの総会でプレ

ゼンテーションののち、東京開催が決定されることを祈念しております。

本日はその案件もありますので、十分なご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。

岩崎事務局長 議事に入ります前に、先般、臨時理事会ご欠席の理事のご紹介をいた



します。

副会長 関根郁夫様 高体連会長、浦和高校長

同じく 北 清治様 さいたま市体育協会会長

理事 加賀谷貴彦様 スポーツ振興課副課長

同じく 豊田幹雄様 三郷市体育協会会長

同じく 油井正幸様 県テニス協会副会長兼理事長

それでは、協議の議長を、桜井代表理事にお願いします。

議長 それでは、ただいまから、理事会の議事に入ります。初めに、本日の

議事録署名人２名の方お願いします。岡野進一様、加賀谷貴彦様お願い

します。

岡野、加賀谷 了承

議長 まず、第１号議案 平成２３年度事業報告について、第２号議案 平

成２３年度決算報告について、関連がありますので一括して審議いただ

きます。事務局からご説明願います。

三戸専務理事 それでは、第１号議案は、私から、第２号議案については、総務課長

の栗原から説明します。

それでは、第１号議案ですが、基本方針は、変わりありません。

平成２３年度は、新規事業として取り上げるのは、事務局を移転し、旧

スポーツ研修センターに入り、スポーツ総合センターとして、管理運営

し、また、生涯スポーツ・相談事業を県から受託し、さらに、新しくジ

ュニア期からの競技力向上事業を、正式には、「プラチナキッズ」という

名称で、県の委託を受けて、はじめました。

Ⅰのスポーツ振興事業は、１の総合型地域スポーツクラブの育成推進

事業から７ページの１５ スポーツ活動の安全管理の推進まで１５の事

業を実施したところでございます。それでは、かいつまんで、ご説明申

し上げます。

１ 総合型スポーツクラブの育成推進事業では、クラブ育成アドバイ

ザー２名配置し、（１）から（６）までの事業について関わり推進し、結

果、３つの新しいクラブが設立された。

２ 広域スポーツセンターは、県の委託事業であり、専任指導員１名

を雇い、（１）から（５）までの事業を実施し、７２のクラブの認定につ

いて、県に具申報告したところです。

３ の生涯スポーツ・相談業務の受託はスポーツ研修センターでの事

業を県から受託したもので、（１）から（６）までそれぞれ実施しました。

参加者は、以前より相当受講者数が増えております。

４ の生涯スポーツ地域振興助成事業は、２１事業に助成したところ



です。

５ 郡市町村体育協会連絡会議ですが、郡体育協会がなくなりました

ので、４ブロックとも最後の会議となり、活発な意見交換がされまし

た。

６ 公認スポーツ指導者養成講習会は、各々、講習会を実施して資格

認定したところですが、認定証は、おおむね１年後に交付されます。

参考に掲げましたが、埼玉県の登録者数は、８，５０１名であります。

７ 武道館の指定管理については、株式会社サイオーとの共同事業体

で県民サービスと武道の振興のため実施したところであります。なお、

（２）のア、イ、ウは、参加実数のみで、一般見学客など入れますと、

１．５倍くらいにはなります。

８ スポーツ総合センターの管理運営は、新規に受けているわけです

が、参考にありますように、各施設合計利用者数は、１４３，７２４

名で、県直営の時より増加しております。

９ 県民総合体育大会及び埼玉県駅伝競走大会を記載の通り実行委員

会方式で行いました。

１０，１１も、記載のとおり、行いました。

１２は、私どもを通して、補助を出した事業であります。

１３も 大宮公園の飛行塔約４万人利用であります。

１４は、今回の公益法人移行事務について、無事、４月１日に登記し、

スタートしました。

１５ スポーツ活動の安全管理の推進ですが、スポーツ実施団体が、

様々の高額な賠償事件に対処できるようにするため、２年かけて準備

し、賠償責任保険の導入実施したものです。

続きまして、ローマ数字のⅡ 競技力向上事業ですが、１の国体から

１２ページの６まで記載した通りです。

国体については、目標天皇杯３位・皇后杯５位に遠く及ばず、それぞ

れ、８位、１１位となり、今後、選手強化対策を進め、きめ細かく対

処してまいります。

２については、強化事業として実施したところです。（６）のア、イ、

ウの内、ウが、「プラチナキッズ」として新規にスタートしたものです。

全県から９２人の小学生４，５，６年の子供たちを選抜して、各プロ

グラムを実施したところです。

１１ページの３については、コーチ研修会ですが、ドーピングの研修

を行い、国体の必勝対策会議を行いました。４についても、できるだ

け多くサポーターになっていただくという趣旨のもと企業、大学と競



技団体が一堂に会したものです。

５ 指導者研修会は、日体協公認資格更新のための義務研修でもあり、

国立女性教育会館で２日間にわたり実施した。

６については、７競技３１人の派遣費補助を行った。

Ⅲのスポーツ少年団については、１８ページの７までです。

とりわけ１の大会のうち、種目別大会を１３大会実施しました。１５

ページの日独交流については、東日本大震災及び福島原発事故のため

中止となりましたが、今年は実施する予定です。

３の指導者養成・研修事業も実施しました。認定員養成講習会受講者

で、検定合格者には指導者資格付与されました。

１７ページ国内交流大会派遣事業もそれぞれ実施しました。

７の登録状況ですが、団数、団員数は、やや減少しているが、団員５

７，７２９人で依然全国１位です。

Ⅳ スポーツ科学研究事業は、１９ページ４まで実施いたしました。

１のアンチドーピング教育啓発事業は、（１）から（５）まであらゆる

機会をとらえて研修しています。

２の（１）、（３）で国体候補選手らのアドバイスし、チェックするも

のです。

４の研修会ですが、コーチングセミナーなど例年通り実施しました。

Ⅴの免税募金活動も充実実施しました。

Ⅵのいわゆる『ＴｏＴｏ』の応募はしませんでした。

Ⅶの広報普及活動は、できるだけ体協の活動をＰＲし、広報誌「スポ

ーツ埼玉」も年２回発行、見やすいものに工夫しました。

Ⅷ の顕彰事業も、３月１７日表彰式行い、なでしこジャパンの佐々

木監督や選手、箱根駅伝の東洋大の陸上部、マラソンで県庁の星、川

内選手ら表彰しました。

また、日体協創立１００周年記念表彰で１３９人が受章されました。

最後にⅨ 各種会議は、例年より多くなりましたが、公益財団法人

移行のための会議が増えたものです。

最後のページが免税募金寄付者一覧です。

三戸専務理事 続きまして、第２号議案 平成２３年度決算については、栗原総務

課長からご説明申し上げます。

栗原総務課長 まず、貸借対照表です。

資産の部１流動資産９６、０８８、３０９円、２の固定資産が、（１）

基本財産定期預金等が、１００，０００，０００円、（２）施設改善等

積立預金が、１５、０００、０００円など特定資産



計７０，１６８，５９２円

（３）その他固定資産計９，９７６，０６６円

合計１８０，１４４，６５８円、

資産合計２７６，２３２，９６７円です。

負債の部１流動負債２４，２３４，３１６円

固定負債各引当金５２，２０９，９６６円、

負債合計７６，４４４，２８２円です。

特に、引当金ですが、施設改善引当金と協賛金引当金は、公益財団移

行に伴い事務処理上、引当金勘定から除き、特定資産減に残しました。

正味財産の部は、合計１９９，７８８，６８５円となっております。

次に、貸借対照表内訳表ですが、今回から総括表に代わり、お示しし

ます。公益目的事業会計と収益事業会計とに分け、さらに、公益の中

を、生涯スポーツ、競技力向上、スポーツ少年団、スポーツ総合セン

ター管理運営事業とに分けて計上しております。

さらに、各事業ごとに、正味財産増減計算書、お示ししてありますが、

Ａ３版の内訳書と突き合わせてご覧ください。Ａ３版１枚目が、経常

収益、総収入が、４３４、４３４、４０３円、２枚目に、経常費用、

計４３２，５９０５９５円、当期経常増減額、１，８４３，８０８円

増となります。

公益財団としては、収支相償の観点からは、どう処理していくか課

題です。

最後の財務諸表に対する注記ですが、会計方針、基本財産、さらに財

産目録等の詳細をご覧ください。以上ご報告申し上げます。

議長 複雑で、長い説明でしたが、お諮りさせていただきます。質問、意見

ありませんか。ございませんでしたら、監査報告を関口監事お願いしま

す。

関口監事 監査報告書読み上げさせていただきます。

「私たちは、平成２４年５月１８日、スポーツ総合センター会議室に

置いて、定款第２５条に基づいて、公益財団法人埼玉県体育協会の平成

２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの平成２３年度業務及び

会計状況について、貸借対照表及び正味財産増減計算書などにより監査

をした結果、適正に執行されているものと認めます。」

ちょっと申し上げますが、今までと内容、タイトルを変えました。

定款２５条第１項第１号で、「監査報告書」と明記されたので、これに

合わせることとしました。内容についても、執行状況を監査するので、

文案を変えました。以上です。



議長 第１号議案、第２号議案について、お諮りします。

（拍手）

議長 ご異議なしと認め、承認されたものとして、評議員会に報告します。

三戸専務理事 平成２３年度決算をご承認いただきましたので、当期経常増減額から

経費を差し引いた約１８０万円の増益の扱いについて、ここで動議とし

てお願いします。

議長 先ほどの決算報告でご了解いただきましたように、増益 1、800、000

円ほどあります。

公益財団においては、先ほどの説明通り、プラスになると、ルールに

抵触しますので、１８０万円が収支繰り越しになりますが、三戸専務理

事からお諮りさせていただきます。

三戸専務理事 180 万円の用途につきお諮りしますが、事前に副会長の協議で、築 30

年になりますので昨年度も修繕箇所が出ておりましたことから、平成 24

年度の当センターの修繕に充てたいと存じますので、ご提案させていた

だきます。

議長 ただいまの緊急動議は、平成 24 年度の予算上、公益事業 4「センター

運営管理事業」に繰り入れさせていただくということになります。

お諮りします。

異議なしということで承認されました。

続きまして、第 3 号議案 定款の一部改訂について 説明願います。

三戸専務理事 従前、定款附則で、設立登記の日から施行するとなっておりましたの

で、公益法人設立の登記日を明記するために（平成 24 年 4 月 1 日）と修

正し、5 月 30 日の評議員会で認めていただくために、附則 7 で、平成 24

年 5 月 30 日一部改訂ということにさせていただきます。

議長 ただいまの提案で、お諮りします。異議なしということで、

原案のとおり決しました。

議長 次に、第 4 号議案細則の一部改正についてお諮りします。事務局の説

明お願いします。

三戸専務理事 細則改正対比表により、ご説明します。

当財団公益財団法人移行に伴い、昨年度中に定めた細則の中で変更す

べき個所を改正します。

まず、第 7 章役員等については、（9）上記に属さない業務を（１１）

にし、スポーツ少年団、スポーツ総合センターの管理運営という大きな

事業をそれぞれ（9）、（10）として加えさせていただいた。

次に、第 9 章 加盟団体の章の中で、競技団体では、公益財団に移行

しました「サッカー協会」、一般社団法人となりました「自転車競技連盟」



を改め、市町村体協では、鳩ケ谷市体協を削り、番号整除し、公益財団

になりました、さいたま市、川口市、新座市を、改正しました。

また、学校体育団体では、新たに、埼玉県学校体育協会が登録された

ので、掲載します。

さらに、関係団体のうち、「埼玉県体育指導委員協議会」が「埼玉県ス

ポーツ推進委員協議会」と名称変更したので改めました。

第 26 条の新規加盟団体の審査基準の中、市町村合併が進みましたので、

92 市町村の時の「4 分の 1」を 62 市町村の「３分の１」にし、基準の維

持を図りました。また、学校体育協会の加盟分担金を定額 5 万円とし、

記載しました。

第 10 章加盟団体協議会も、第 33 条中、鳩ケ谷市の川口市への合併に

伴い、別表Ⅱ－２南北地区 市町村の数を、26 団体（17 市 9 町）から

25 団体（１６市９町）に改め、鳩ケ谷市を削りました。同様に、第３４

条別表Ⅱ－２も改めました。さらに、学校体育協会の加盟により、各条

の該当箇所に付け加え、４団体から５団体にしました。

後、単純なミスですが、第４０条の「ア、イ、ウ、エ、オ」の整序を

行い、施行を、理事会での本日の決定による日付としました。

議長 ただいまの説明について、ご質問がありますか。

大保木理事 女子体育連盟は、どこに入っているのですか。

三戸専務理事 組織団体の体育部門として、掲載されております。

議長 それでは、お諮りいたします。

異議なしということで承認されました。

続いて、第５号議案諸規定の一部改正についてお諮りします。

三戸専務理事 公益財団法人に移行したことに伴い、定款に規定されている諸規定の

うち、１から１８まで「財団法人」を「公益財団法人」に読み替えを行

う条文を一括して改正するものです。

議長 ただいまの説明のとおりご承認いただけますか。

関口監事 定款２３条役員の定年があるが、私どもの任期との関係はどうか。

三戸専務理事 定款の施行が、登記をした日、すなわち４月１日となりますので、こ

れを基準として任期を定めます。

議長 それではお諮りします。異議なしということで承認されました。

議長 続いて第６号議案 ２０２０年東京オリンピック招致の決議文につい

てお諮りします。

三戸専務理 文案については、決議文に従って、理事会の決議をいただければよいの

で、本日付で成文にしていただきたい。

議長 原案のとおり承認することでご異議ないか。



異議なしとして、日本体育協会及びオリンピック委員会に報告します。

議長 次に、第７号議案賛助会規程についてお諮りします。

三戸専務理事 この賛助会規程については、公益財団になり、多くの協力支援をいた

だきたいので、実施したいと思う。４７都道府県のうち、４２くらいで

きているので、こういう規程で、本会も行いたいと思うがいかがでしょ

うか。

議長 お諮りします。

原案のとおりで異議なしということで承認されました。

議長 最後に報告ですが、資料３について報告願います。

三戸専務理事 定款では、代表理事及び業務執行理事は、理事会に対し、職務の執行

状況を年に２回以上しなければいけないので、今回第１回の報告をさせ

ていただきます。

（資料３について報告。）

議長 何かご質問ありますか。

なければ以上で議事は終わりました。ご協力ありがとうございました。

会議終了 午後４時３０分

議長［代表理事］

監事

監事

監事

署名人

署名人


