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第３６回理事会 

 

日  時  令和３年３月２０日(土) 午後１４時４５分 

会  場  千葉県総合スポーツセンター 宿泊研修所大ホール 

出席状況  出席 ２６ 名  欠席 ４ 名   計 ２６／３０ 

議事内容 

（１） 令和３年度行事予定（案）について 

（２） 令和３年度競技会要項（案）について 

（３） 令和３年度予算案（案）について 

報告内容 

（１） 令和３~６年度評議員候補者及び令和３~４年度理事会候補者について 

（２） 関東陸上競技協会理事会について 

（３） 千葉県スポーツ協会理事会について 

（４） 各専門委員会より 

（５） その他 

 

１ 開会 午後１４時４５分 

 

２ 定数確認（木内専務理事） 

 定数３０  出席２６名  欠席４名   計 ２６／３０ 

 定款第３７条により、本理事会は成立する。 

 

３ 会長挨拶（高津副会長より） 

（要旨）本日、宇野会長が所用により欠席の為、高津より挨拶を申し上げる。シーズン前

半は新型コロナウイルス感染症の為、大会中止が相次ぎ大変であった。後半は感染

防止対策を講じながら、大会運営に尽力され感謝申し上げる。また、塩谷理事より、

感染防止策として手指アルコール消毒器を４台寄贈していただいた。ここに披露し、

感謝申し上げる。次年度に向けて重要な議案もあり、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。定款に従い、宇野会長が本日欠席の為、業務執行理事である長谷川副会長に  

議長をお願いする。 

 



５ 議事録署名人 

長谷川副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。代表理事として

小松崎監事、門目監事にお願いする。 

 

６ 議 事 

議案（１）令和３年度行事予定（案）について 

議長から、議案（１）について、市東総務委員長に説明するよう指示があった。 

（市東総務委員長） 

２０２１年度行事予定・大会要項冊子２ページの資料参照を願いたい。前回理事会で  

承認を頂いているので、今回は要点のみ説明する。 

・例年６月開催の千葉県選手権と７月開催の県中学通信陸上の日程を入れ替える。 

６月２６日（土）２７日（日）が千葉県中学通信陸上（総ス） 

７月３日（土）４日（日）が千葉県選手権（総ス） 

・U１６・U１８陸上競技大会千葉県記録会を８月２９日（日）開催する。 

・秋季記録会は、４日間開催となる。 

１０月１６日（土）１７日（日） ＊１６日のみ第１競技場 

１１月 ６日（土） ７日（日）  

・令和４年度審判講習会は、令和４年３月２７日（日）千葉大学で実施予定である。 

 ・例年千葉県選手権で行っている理事会並びに定時評議員会の日程が変更となる。 

  第３８回理事会、６月５日（土）高校記録会３日目 

  定時評議員会並びに第３９回理事会、６月６日（日）高校記録会４日目 

 

議長から、質問及び意見が求められたが特になく、承認された。 

 

議案（２）令和３年度競技会要項（案）について 

議長から、議案（２）について、伊藤競技運営委員長に説明するよう指示があった。 

（伊藤競技運営委員長） 

２０２１年度行事予定・大会要項冊子３ページからの資料参照を願いたい。前回理事会

で変更点等の承認は得ている。確認事項のみ説明する。 

・コロナ対策の為、無観客で行う。 

・第５５回千葉県陸上競技記録会、種目変更があるので要項で要確認を願う。 

・各駅伝大会予選会が新型コロナウイルス感染症により中止になった場合、長距離記録

会を実施する予定。 

・県民大会、公認大会で実施する。 

・新型コロナウイルス感染症により大会等に変更や中止が生じた場合、HPで連絡をする。 



 

議長から令和３年度競技会要項（案）要項全般について質問及び意見が求められた。 

 

（質問、塩谷理事より） 

・６５歳以上の審判委嘱はどのように考えるのか。 

（回答、伊藤競技運営委員長） 

 ・現状を考えると運営上６５歳以上の方も委嘱しないと競技会の運営ができないと 

考えられる。各競技会の運営状況を鑑み、柔軟な対応を考える。 

 

議長から再度、令和３年度競技会要項（案）について、質問及び意見が求められたが特に

なく、承認された。 

 

議案（３）令和３年度予算案（案）について 

議長から、議案（３）について、事務局に説明するよう指示があった。 

（事務局、中村理事） 

令和３年度収支予算書（案）の資料参照を願いたい。 

事業活動収支の部、経常収益合計 50,362,580円である。内訳は次の通りである。 

・登録料収入 27,351,000円、日本陸連登録料を徴収するため、前年より増額である。 

・補助金等収入 12,188,980円、前年より減額である。 

・事業収入 8,490,000円、アクアラインマラソンが中止の為、減額である。 

・その他の事業収入 2,332,500円、前年より減額である。 

・雑収入 100円、減額である。 

 

経常費用の部、経常費用の合計は 50,362,580 円であり、事業費合計は、41,055,656 円で  

ある。内訳は次の通りである。 

・大会費 7,750,000円、アクアラインマラソンが中止の為、減額である。 

・派遣費 1,700,000円、前年より減額である。 

・強化費 20,386,980円、前年より減額である。 

・会議費 200,000円である。 

・旅費交通費 150,000円である。 

・報償費 50,000円である。 

・印刷費 100,000円である。 

・表彰費 150,000円である。 

・負担金 10,568,676円、日本陸連登録料により増額である。 

 

 



管理費合計 9,306,924円であり、内訳は次の通りである。 

・旅費交通費 1,000,000円である。 

・給料、賃金 3,500,000円である。 

・法定福利費 159,024円である。 

・通信費 500,000円である。 

・水道光熱費 101,900円である。 

・消耗品費 300,000円である。 

・印刷費 1,000,000円である。 

・備品費 1,000,000円、前年より減額である。 

・会議費 100,000円である。 

・賃借料 50,000円である。 

・リース料 500,000円である。 

・渉外費 50,000円である。 

・慶弔費 150,000円である。 

・負担金 396,000円である。 

・諸手数料 300,000円である。 

・雑費 200,000円である。 

 

７ 報告事項 

報告事項（１）令和３~６年度評議員候補者及び令和３~４年度理事候補者について 

議長から木内専務理事に、令和３~６年度評議員候補者及び令和３~４年度理事候補者に

ついて報告をするよう指示があった。 

（木内専務理事） 

令和３~６年度評議員候補者及び令和３~４年度理事候補者について報告をする。 

・千葉中央   評議員 岸本 收次氏  理事（２）高津 乙朗氏、小野 岩男氏 

・東葛飾南部  評議員 古池 廣行氏  理事（２）本田 博行氏、水野 茂氏 

・東葛飾北部  評議員 畠中 京子氏  理事（１）蓑津 潤氏 

・印旛     評議員 勝又 美代志氏 理事（２）新村 浩章氏、大矢 知良氏 

・香取海匝山武 評議員 高山 雄司氏  理事（２）石毛 克身氏、松本 剛史氏 

 長生夷隅 

・市原君津安房 評議員 笹子 正大氏  理事（２）吉元 厚氏、 松本 克彦氏 

・広域     評議員         理事（５）髙木 義雄氏、岡野 寛氏 

佐藤 道広氏 稲葉 剛氏 

今井 淳史氏 

 

 



報告事項（２）関東陸上競技協会理事会より 

議長から木内理事に、関東陸上競技協会理事会の報告をするよう指示があった。 

（木内理事） 

令和３年１月５日（土）第３回関東陸上競技協会理事会の報告をする。別途資料参照

を願う。 

・日本陸連理事会の報告をする。詳細は別途資料を持って報告とする。 

・2021 年度関東陸上競技協会行事計画について、関東高校陸上は神奈川県、関東中

学陸上は栃木県、関東中学駅伝は栃木県、詳細は別途資料を持って報告とする。 

・各県競技会運営についての情報交換をする。 

 

報告事項（３）千葉県スポーツ協会理事会について 

議長から木内理事に、千葉県スポーツ協会理事会について報告をするよう指示があった。 

（木内理事） 

所用で理事会を欠席し、次回理事会で報告をする。 

 

報告事項（４）専門委員会より 

議長から各専門委員長等に指示があり、委員会ごとに各委員長が説明をした。 

 

総務委員会（市東委員長） 

・千葉陸協だより第１６号を発行した。 

・関東陸上競技協会感謝状・千葉県陸上競技協会功労章の地域陸協から推薦候補者を

早めに総務に提出を願う。 

 

競技運営委員会（伊藤委員長） 

・令和３年度の審判講習会を、令和３年３月２８日（日）千葉大学で実施する。 

・新 B級審判講習会は、令和３年２月２２日（日）実施、31名受講。４月県記録会にて    

実技講習を行う。 

 

強化委員会（伊東委員長） 

・令和２年度国体は中止。 

・冬季国体強化合宿は中止。今後は、新型コロナ感染症の状況をみて強化合宿の実施を

判断する。 

・令和３年度国体においては、各都道府県でマイクロバスを準備し、選手移動の工夫を

する。  

 

 



施設用器具委員会（松本委員長） 

松本委員長が欠席の為、代理で木内専務理事より報告があった。 

 ・新調した機材の使用について、研修会を実施した。 

 ・今年度の陸上競技場の公認作業は無事に終了した。 

 

学連（越川理事） 

・関東インカレ実施、順大記録会も例年通りの実施予定である。 

 

高体連（香取委員長）  

 コロナ禍で前半の大会は中止や延期となる。後半は秋季記録会から再開した。千葉陸協 

の協力に感謝する。 

・令和３年度高体連大会要項は資料をもって報告とする。 

・前回理事会後に開催された全国高等学校駅伝競走大会の結果を報告する。男子は八千

代松陰高等学校１７位、女子は成田高等学校が１１位である。 

 

中体連（舟橋委員長） 

・コロナ禍で各大会が中止となるが、後半は新人大会、駅伝大会等は実施できた。 

・令和３年度中体連大会要項は資料をもって報告とする。 

・U１６、U１８の記録会実施にあたり、中体連と高体連協力運営となる。 

 

マスターズ（鈴木理事） 

・コロナ禍で各大会が中止となる。今後のマスターズ大会への協力を願う。 

 ・２０２１マスターズ記録会は４月２９日となる。参加は会員のみである。 

 ・８月からは県外参加も考える予定である。 

 

８ その他 

（意見 塩谷理事より） 

 ・千葉陸上競技協会定款について、緊急時を想定し、規約の見直しや緊急時対応を早急

に願う。 

（回答 木内専務理事より） 

・コロナ禍で会議が開催できない状況だが、現在見直し作業は進めている。 

 ・今後、理事会等についても、web会議の環境整備を検討している。 

 

木内専務理事より、アクアラインマラソン大会について報告があった。 

 ・２０２１アクアラインマラソンは中止になるが、準備室並びに分室は残る。 

 ・２０２２アクアラインマラソンは未定である。 



９ 閉会 

長谷川副会長から閉会が宣言された。 

午後１５時４３分 閉会 


