
  
第１２１回 理事会（平成１９年度第７回）議事録 

 
財団法人 神奈川県スキー連盟 

 
１．日     時： 平成２０年２月１２日（火）１９：００～２１：００ 
２．場     所： 神奈川県社会福祉会館２階第２会議室（横浜市神奈川区沢渡４－２） 
３．出 席 理 事： （副 会 長）野地 澄雄 
           （専務理事）片  忠夫 
           （常務理事）三塚 康雄、菊地 富士夫、木村 徳善、上田 英之 

           （理  事）徳本 進、川田 光代、荻野 恭宏、金子 理人、吉野 大成、 

国島 みどり、清水 忠、百海 廷、岡本 洋一、小池 光、 

森本 珠水、斎藤 幸雄、平沢 幸一、平賀 淳夫 

  書 面 票 決： （会  長）河野 洋平 
 （副 会 長）山田 隆、八尾 勉 

     （理  事）藤田 浩介、吉岡 去私、 
４．出 席 監 事： 内海 雄三、木村 信吉 
５．議 長 選 出： 片  忠夫専務理事を指名 
６．議事録署名人選出： 百海 廷、徳本 進理事を選出 
７．書     記： 金子 理人理事を指名 
８．議     事 

 
開     会  野地 澄雄 副会長が開会の挨拶を述べた。 

 
１）競技本部関係  
 （１）報告事項  （配布資料：「第１２１回理事会 競技本部」） 

菊地本部長より、下記の報告があり了承された。 
① アルペン部 
イ）第６回チャレンジカップキャタピラー三菱大会  参加者減、運営面満足 
期日：200７年１２月２１日（金）～２３日（日） 会場：長野県野辺山 
参加者：延べ オープン ４８名、ポイント ２７３名 派遣役員：９名  
ロ）戸倉第３戦 参加者昨年並み、運営満足 
期日：200８年１月１８日（金）～２１日（月） 会場：群馬県尾瀬戸倉 
参加者：延べ ジュニア選手権 １４６名、マスターズ選手権 １３３名  
県民大会 ３３３人、国体選考会 ２６７人  派遣役員：８名  
ハ）アルペンジュニア合宿 ジュニアの競技力向上。地元の協力に感謝 
期日：200７年１２月２７日（木）～３０日（日） 会場：群馬県尾瀬戸倉に変更 
参加者：オープン ２３名、 派遣役員：１名  
ニ）アルペンジュニア合宿 雪不足で十分な練習出来ず、その他満足。 
期日：200７年１２月２７日（木）～３０日（日） 会場：群馬県尾瀬戸倉 
参加者：オープン ８名、 派遣役員：２名  

② ノルディック部 
イ） 県選手権 ジュニアの拡大がない、運営面満足 
期日：200８年１月１１日（金）～１３日（日） 会場：新潟県津南町 
参加者：延べ２１名、派遣役員：４名  
ロ）南関ノルディック兼国体選考会 若年層の拡大なし、運営面満足 



期日：200８年１月１１日（金）～１３日（日） 会場：新潟県津南町 
参加者：延べ５０名、派遣役員：６名  
ハ）フレッシュマン講習会 若年層の拡大なし、運営面満足 
期日：2007年１２月２９日（土）～200８年１月２日（水） 会場：長野県野沢温泉 
参加者：２７名、派遣役員：４名  

③ フリースタイル部 
イ）ＳＡＪ－Ｂ 第９回神奈川県モーグル競技会  専門委員努力を評価する、運営面満足 
期日：200８年１月２５日（金）～２６日（土） 会場：長野県佐野坂 
参加者：延べ１４０名 派遣役員：１５名 

④ 派遣事業 
イ）全国中学校スキー大会予選・高等学校選手権 それぞれの団体より派遣依頼あり 
期日：200８年１月３日（木）～７日（月） 会場：新潟県津南スキー場 
派遣役員：菊地本部長 

⑤ スノーボード部 
イ）ＦＩＳ公認第１３回神奈川県スノーボード選手権他  派遣役員減評価する、運営面満足 
期日：200８年１月５日（土）～７日（月） 会場：群馬県尾瀬戸倉 
参加者：延べ１５０名 派遣役員：２名 

   ⑥ 大会に撮影業者のルール化を総務本部で提案してもらいたい意見があった。 
  ・平賀理事より下記の報告があり、了承された。 

① 県総体について、宿泊は飯森地区。本部は丸大旅館。交流会はいいもりレストハウス ２９日（金）
の予定。配宿が現地で始まる。 

・平沢理事より、下記の報告があり、了承された。 
① 「南関ノルディック」は、来年度神奈川が主催県となるため副会長の参加、予算化をお願いす

る意見があった。  
 
（２）審議事項 
① 第６３回国体派遣役員・選手について 
菊地本部長より、国体県選考会で規程に基づき決定した選手・役員の提案がなされ、承認された。 

② 第６３回国体派遣監督減に伴う連盟負担について 
菊地本部長より、本年度は体協派遣枠が３名減となり、不足３名分を県連負担としたいという提 
案がなされ、承認された。（第６２回まで 派遣監督６名、第６３回 派遣監督３名）  

 
２）教育本部関係 （配布資料：「第１２１回理事会(平成１９年度７回) 教育本部」） 
 （１）報告事項 
  ・清水理事より下記報告があり、了承された。 

①  北海道行事 2007年1２月11日（火）～１６日（日） 
②  車山Ⅰ行事 2007年１２月２２日(土) ～２３日（日） 

     参加者：345名（研修152名、クリニック202名、パトロール研修7名、ＳＢ研修21名、 

ＳＢクリニック２名、ＳＢ養成１６名、養成講習会８２名） 

役員－山田副会長（ＳＡＪ立会）、三塚常務、木村本部長、清水理事、岡本理事、小池理事、 

コラボ行事：百海理事（野辺山担当）→研修２７名（担当：森本理事） 

③  強化行事（野辺山）2007年１２月２２日(土) ～２４日（月）  
参加者－１0名 役員一森本理事、清水理事（１２／２３より） 

④  野辺山行事 200８年1月５日（土）～6日（日） 
参加者：155名（研修６１名、クリニック９４名） 

役員：八尾副会長、上田本部長（ＳＡＪ立会）、木村本部長、岡本理事 
⑤  車山Ⅱ行事（ＳＡＫ・ＳＡＣスキー技術選） 200８年1月１９日（土）～２１日（月）  



参加者：男子２９０名、女子７１名 

役員：野地副会長、木村本部長、清水理事、森本理事    
⑥  五竜Ⅰ行事 200８年1月２5日（金）～２７日（日） 

     参加者：3５８名（研修80名、クリニック７８名、エキスパート４０名、養成109名、 

プライズ15名、ＨＣスキー教室、パトロール養成、パトロール強化、ＳＢ研修１４名、 

ＳＢクリニック２名、ＳＢレベルアップ１３名、ＳＢ級別７名） 

役員－山田副会長（ＳＡＪ立会）、三塚常務、木村教育本部長、上田総務本部長、清水理事、 

岡本理事、森本理事、百海理事、小池理事、金子理事、内海監事他 

⑦  湯沢Ⅰ行事 200８年２月１日（金）～３日（日） 
  参加者：１２７名（養成9７名、エキスパート２０名、ＳＢ養成４名、ＳＢ強化６名） 

  役員－木村本部長、清水理事、森本理事、小池理事 
⑧  カナダスキー行事  200８年２月１日（金）～５日（火） 総務本部報告 
⑨  教育本部会 200８年２月１１日（月）19時～ 県連事務所 
イ）後半行事の打合せ、ロ）技術選派遣選手、ＳＡＪデモ推薦者の確認 

出席：木村本部長、清水理事、百海理事、森本理事、小池理事 

  ・木村本部長より次の報告があり、了承された。 

① ＳＢ指導員検定会 200８年1月２０日（日）～２２日（火） 
  第１会場 北海道札幌国際 役員：金子ＳＡＪＳＢ専門委員（第１会場） 

②  生涯スポーツスキー指導者講習会 
  200８年1月２４日（水）～２７日（日） 第１会場 長野県菅平高原 

  200８年1月17日（水）～２０日（日） 第２会場 岐阜県飛騨高山 

③  公認パトロール研修会 200８年1月２4日（水）～２７日（日） 
  第１会場 北海道ルスツリゾート（その他会場は２月以降に開催） 

④ ブロック技術員のユニホーム着用について 
 ＳＡＪ教育本部連絡事項としてブロック技術員のユニホームを着用した者が、あるスキー場の駐車

場にて、障害者に対して非礼な発言があり、ご本人からクレームを頂戴した旨の報告があった。県連

としてもあらためて関係各位に本件、並びにユニフォーム着用を公式行事のみに徹底する事で対応す

る報告があり了承された。 
⑤ ２月の予定 
ＳＡＫ 五竜Ⅱ行事２月１５日（金）～１７日（日）、石打行事（ＳＢ）２月１５日（金）～１７日

（日）、強化行事〔スキー苗場〕 ２月１６日（土）～１８日（月） 

ＳＡＪ 指導員検定会２月１５日（金）～１７日（日）、Ａ級検定員検定会 ２月１５日（金）

～１６日（土）、パトロール研修会 ２月１３日（水）～１４日（木）第３会場 群馬県

嬬恋 ２月２３日（土）～２４日（日）第４会場 鳥取県大山、第１回スキーテクニカ

ルコンテスト ２月２９日（金）～３月２日（日） 長野県白馬八方  

⑥ ３月の予定  

ＳＡＫ 車山Ⅲ行事２月２９日（金）～２日（日）、石打Ⅱ行事（ＳＢ）３月１日（金）～2日 

     （日）車山Ⅳ行事３月７日（金）～９日（日）、強化行事〔スキー苗場〕３月８日（土）

～９日（日）パトロール強化行事 ３月１５日（土）～１６日（日） 

  ＳＡＪ パトロール検定会３月７日（金）～９日（日）第１会場 北海道ルスツリゾート、第２

会場 岐阜県朴の木平 第 6 回全日本ＳＢ技術選手権大会第３回ＳＡＪＳＢデモンス

トレータ選考会３月６日（木）～９日（日） 新潟県石打丸山スキー場 

 
（２）審議事項  
   ①スキー強化合宿（２００７年１２月２２日(土) ～２４日（月））会場変更について 
    木村本部長より、強化合宿の会場が雪不足のため車山から野辺山に変更の提案がなされ、承認さ

れた。 



   ②正指導員、Ａ級検定員受検推薦について 
    木村本部長より、正指導員検定推薦（５２２ スキー指導者検定規定 第９条２項）により荒井

琢磨、Ａ級検定員推薦（５１３ スキー公認検定規定第７条３項）により中村浩人を推薦する旨の

提案がなされ、承認された。 
   ③車山行事Ⅳ 準指導員検定会 検定員、ＢＣ級検定員について 
  木村本部長より、車山行事Ⅳの役員・検定員を下記のとおり提案がなされ、承認された。 

役員：野地副会長、片専務理事 主任検定員：木村本部長  
検定員チーフ：清水理事、田村検定委員長 検定員：田場川、望月、福岡、他３名各専門委員 
ＢＣ級主任検定員：森本理事 検定員：藤田副検定委員長、他２名 
ＳＢ主任検定員：小池理事 検定員チーフ：山本ＳＢ専門委員、検定員：根本ＳＢ専門委員 

④ 五竜Ⅲ行事 第８回環富士スキー技術選手権 ２００８年３月２２日（土）～２３日（日） 
木村本部長より、車山行事Ⅳの役員・検定員を下記のとおり提案がなされ、承認された。 

     役員：野地副会長、木村本部長、岡本理事 
     ジャッジ：（チーフ）岡田ＳＡＪ専門委員、栗田、高柴、加藤各専門委員 
   ⑤ＳＡＪデモンストレータ選考会推薦者について 

木村本部長より、ＳＡＪデモンストレータ選考会推薦者を教育本部内で選任することの提案がな 
され、事後報告とすることで承認された。 

    推薦は２月２０日締切り。教育本部方針に従い、県への貢献度を重視する。 
⑥第４５回全日本スキー技術選手権大会 派遣選手について 
 木村本部長より、上記技術選手権大会の派遣選手を下記のとおり提案がなされ、承認された。 
  男子：８名（村田健介、佐藤拓也、中村浩章、翠川和也、荒井拓磨、神山良平、沼上一浩、 

井上伸浩） 
  女子：５名（佐伯育美、諏訪部織、太田加奈子、武井智栄、八木翔子） 
  リザーブ男子・女子 各１名（石濱慎司、猪村万里子） 
⑦テクニカルコンテスト推薦選手について（別配布） 
 木村本部長より、テクニカルコンテスト推薦選手を別配布資料のとおり提案がなされ、承認された。 
  １月２９日付け推薦条件に基づき、男子１６名、女子１１名を推薦 
 

３）総務本部関係（配布資料；「第１１９回理事会(平成１９年度５回) 総務本部」） 
（１）報告事項 
  ・各理事から次の報告があり、了承された。 
    ① 慶弔関係（上田本部長） 
    １月１１日 生花 菊地競技本部専門委員 
    ２月２日  弔電 滋賀県県連会長 中江正明 ６６歳 

② 資金運用状況（上田本部長） 
１月末現預金残高は、昨年より２，６１１，８７０円増の２１，３７０，５３９円 
③ 登録状況（荻野理事） 

１９年度1月末の登録手続き状況を比較  昨年に比べ、5%近く登録会員数が減少している。 

クラブ数に関しては、増減は少ない。 

④ 各種委員会 
   イ）電子申込委員会 （徳本事務局長） 音声自動ガイドによる電話申し込みが来期より可能。 
   ロ）普及振興委員会 （吉野理事） 

２月ＪｒＡ 参加４１名、スタッフ１０名、バッジテスト実施予定。（受け渡しは、保護者不在

のため、事務局にて実施予定） 
ハ）協賛会員拡大委員会 （川田理事）  
五竜ペンション アルプス白馬 ２万円（今シーズン五竜Ⅰ宿舎、森本理事から依頼） 
ニ）個人情報保護委員会 特になし 



ホ）ＨＣ委員会 （国島理事） 
五竜Ⅰ セミナーⅡ８名、スキー教室１１名、ボランティア１２名、役員４名。 
３、４級各１名合格。来シーズン 五竜Ⅰへ笹川スポーツ財団に助成金申請中。 
賛助会費（１月末） ３３万円 

⑤その他の報告事項 
イ) 事務局源泉徴収開始（上田本部長長） １～６月分 １７，１１０円 
ロ) 海外事業報告（荻野理事） 参加者：１７名、役員３名 事故、怪我無く無事終了。 
ハ)三塚常務理事より相模原協会を代表して、菊地専門委員の県連各位の弔意に関し挨拶があった。 
 

（２）審議事項 
① 役員候補選考委員承認について （別紙資料参照） 
徳本事務局長から２００８年役員候補選考委員２６名及び日程について提案がなされ､承認された。 
② 平成２０年度の登録日程について 
荻野理事より、会員証発行問題解決のため次の日程の提案がなされ、承認された。 
１回目登録＝８月末日まで、２回目登録＝９月末日まで、以降、月末追加登録を受付 

   ７月中に各所属団体と協会担当者へ連絡をいれ、８月２０日から受け付け可能ということで告知を 

する.。２回目登録を９月２０日から月末と設定し以降は追加登録 月末締め切りとする。保険加入 

希望の人は２回目までを推奨とする。（今期中にホームページなどで案内をし、協力を要請する） 

③ 県体協の評議員推薦（Ｈ２１～２２年度）について 
徳本事務局長より県体協の評議員の推薦について提案がなされ、前回に引き続き野地副会長を推薦

することで承認された。 
 
４）その他 
（１）プレ監査について 
 内海監事より、平成１９年度 五竜Ⅰ行事の立会い報告があり、了承された。またプレ監査日程につ

いても報告があり、了承された。 
    １２月１９日及び１月２９日（実施済み）、次回 ３月１９日 

   
閉   会  野地副会長が閉会の挨拶を述べた。 

 

 
 以上、この議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人、下記により署名する。 
 
   平成２０年 ２月 ２２日 
 
                    議    長                 印 
 
 
                  議事録署名人                 印 
 

 
                    議事録署名人                 印 


