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第２９回理事会 

 

日  時  令和元年６月２３日(日) 午後１４時００分 

会  場  千葉県総合スポーツセンター 陸上競技場会議室 

出席状況  出席 ２７ 名  欠席 ３ 名   計 ２７／３０ 

報告事項 

（１） 平成３０年度定時評議委員会について 

 

議事内容 

（１） 令和元年・２年度役員選考について 

（２） 令和元年・２年度専門委員会の承認について 

（３） 令和元年・２年度特別委員会の承認について 

（４） 令和元年・２年度派遣役員の承認について 

（５） 令和元年・２年度事務局の承認について 

 

 

開会 午後１４時００分 

（岡野理事より） 

議長選出については定款第３６条により、「代表理事又は業務執行理事があたる。」

とある。現時点で両職とも選任されていない。選任されるまで、私（岡野理事）が

議長の任にあたるので、御了解願いたい。 

 

定数確認（岡野理事） 

  定数３０  出席２７名  欠席３名   計 ２７／３０ 

  定款第３７条により、本理事会は成立。 

 

報告事項 

（１）平成３０年度定時評議委員会について 

岡野理事より、平成３０年度定時評議委員会の報告があった。 

令和元年・２年度の理事・監事候補者を別紙参照で説明があった。３０名の理事並

びに２名の監事は、次のとおりで承認された。 

理事 

・宇野 裕氏（重任）   ・長谷川 良介氏（重任）  ・岩本 一雄氏（重任） 

・木内 俊秀氏（重任）  ・市東 和代氏（重任）   ・伊藤 信夫氏（重任） 

・伊東 謙二氏（重任）  ・松本 健氏（重任）    ・秋葉 麻帆氏（重任） 



・中村 吉光氏（重任）  ・越川 一紀氏（重任）   ・香取 憲吾氏（重任） 

・舟橋 昭太氏（重任）  ・鈴木 久一氏（重任）   ・高津 乙郎氏（重任） 

・小野 岩男氏（重任）  ・岩城 忠隆氏（新任）   ・水野 茂氏（重任） 

・畠中 京子氏（新任）  ・勝又 美代志氏（重任）  ・新村 浩章氏（新任） 

・諸持 耕太郎氏（重任） ・奥田 義彦氏（重任）   ・塩谷 常三郎氏（重任）   

・吉元 厚氏（重任）   ・髙木 義雄氏（重任）   ・今井 淳史氏（重任） 

・佐藤 道弘氏（新任）  ・西脇 修氏（重任）    ・岡野 寛氏（重任） 

監事 

・小松崎 光一氏（重任） ・門目 誠氏（新任） 

 

議事 

議案（１）令和元年・２年度役員選考について 

議長代理岡野理事より、代表理事及び業務執行理事の選任について提案をする。提案内

容は次のとおりである 

・代表理事会長     宇野裕氏 

・業務執行理事副会長  長谷川良介氏 

・業務執行理事副会長  岩本一雄氏 

・業務執行理事副会長  高津乙郎氏 

・業務執行専務理事   木内俊秀氏 

・業務執行常務理事   香取憲吾氏 

 

議長代理岡野理事から提案について質問、意見が求められたが特になかった。 

全員異議なく、代表理事及び業務執行理事の選任について提案どおり承認された。 

宇野裕代表理事が会長に選任されたため、岡野理事は議長の任を解かれた。 

 

３ 会長挨拶（宇野裕会長） 

（趣旨）千葉陸上競技協会の会長を務めるにあたり、本県陸上競技の発展並びに本協会

の担う役割を益々発展させていく所存である。皆様のご協力を願う。また多忙の中、

本日理事会への出席に感謝する。議事も多く慎重な審議を願う。 

 

４ 議長選出 

木内専務理事から説明があった。 

・議長選出については定款第３６条により、「代表理事又は業務執行理事があたる。」と

ある。代表理事である宇野会長に議長をお願いする。 

 

 



５ 議事録署名人 

宇野会長から説明があった。 

・定款第４１条により、「代表理事及び監事が記名押印する。」とある。よろしくお願い

する。 

 

７ 議事 

議案（２）令和元年・２年度各専門委員会の承認について 

議長から、議案（２）令和元年・２年度各専門委員会の承認について提案するよう指示

があり、木内専務理事が説明をする。 

・別紙資料のとおり提案する。 

総務委員会 

委員長   市東 和代 

副委員長  岡野  寛（庶務部長） 

岩脇 充司（記録情報部長） 

山村  剛 

部長    西脇  修（財務部長） 

佐藤 広史（広報部長） 

長谷川弘之（法制部長） 

中村 要一（国際部長） 

競技運営委員会 

委員長   伊藤 信夫 

副委員長  今井 淳史 

松本 剛史（競技部長） 

鈴木小枝子（審判部長） 

 

強化委員会 

委員長   伊東 謙二 

副委員長  秋葉 麻帆 

部長    浅野 真吾（強化部） 

滝田 輝行（駅伝部） 

舟橋 昭太（普及育成部） 

施設用器具 

委員長   松本  健 

副委員長  大竹  健 

 

議長から提案について質問、意見が求められたが特になく、提案どおり承認された。 



議案（３）令和元年・２年度特別委員会の承認について 

議長から、議案（３）令和元年・２年度特別委員会の承認について提案するよう指示が

あり、木内専務理事が説明をする。 

・別紙資料のとおり提案する。 

議案（３）令和元年・２年度特別委員会 

財務委員会  

委員長  木内 俊秀   

副委員長 香取 憲吾 

委員   長谷川 良介 岩本 一雄 高津 乙郎 市東 和代  

伊藤 信夫  伊東 謙二  中村 吉光 西脇 修   

栄章委員会 

委員長  木内 俊秀   

副委員長 香取 憲吾 

委員   市東 和代  伊藤 信夫  伊東 謙二  舟橋 昭太  

岩脇 充司 

 

医事科学委員会 

委員長  南 昌平    

副委員長 木内 俊秀 

委員   萩原 雅司  村田 淳   香取 憲吾  市東 和代  

伊藤 信夫  舟橋 昭太 

 

議長から提案について質問、意見が求められたが特になく、提案どおり承認された。 

 

議案（４）令和元年・２年度派遣役員の承認について 

議長から、（４）令和元年・２年度派遣役員の承認について提案するよう指示があり、

木内専務理事が説明をする。 

・別紙資料のとおり提案する。 

議案（４）令和元年・２年度派遣役員 

（公財） 日本陸上競技連盟理事        木内 俊秀 

関東陸上競技協会理事            木内 俊秀  市東 和代  

香取 憲吾（高体連南関東） 

（公財）千葉県体育協会理事          木内 俊秀 

（公財）千葉県体育協会評議員         高津 乙郎 

（公財）千葉県体育協会県民体育大会担当    伊藤 信夫 

（公財）千葉県体育協会県民体育大会第２部担当 伊藤 信夫 



 

議長から提案について質問、意見が求められたが特になく、提案どおり承認された。 

 

議案（５）令和元年・２年度事務局の承認について 

議長から、（５）令和元年・２年度事務局の承認について提案するよう指示があり、木

内専務理事が説明をする。 

・別紙資料のとおり提案する。 

議案（５）令和元年・２年度事務局 

事務局長  木内 俊秀 

事務局員  中村 吉光  鈴木都糸子 

 

議長から提案について質問、意見が求められた。 

 

質問（塩谷理事より） 

・事務局員２名の人数で足りているのか。 

回答（木内専務理事より） 

・問題なく充足している。 

 

議長から提案について再度質問、意見が求められたが特になく、提案どおり承認された。 

 

８ その他 

質問（鈴木理事より） 

・マスターズ大会で使用する器具について、日本陸連で充実した器具を揃えるなどの対

応を考えているのか。また、県内大会で使用器具を毎回運搬している。今後、千葉県

総合スポーツセンター陸上競技場に保管することはできないのか。 

回答（木内専務理事より） 

・器具について日本陸連として対応は考えていない。しかし今後は検討されていくと思

われる。また、器具の保管については、県やスポーツセンターへ要望をする。 

 

質問（塩谷理事より） 

・女子審判員の人数が不足している状況が見られる。人数確保を願いたい。 

・千葉陸上競技協会定款の見直しを再度要望する。令和の新時代にあった形に見直す必

要がある。 

回答（木内専務理事より） 

・現在定款の見直しを進めている。 

 



 

９ 閉会 

宇野会長から閉会が宣言された。 

午後１４時３０分 閉会 

 

 


