
公益財団法人新潟市スポーツ協会 

令和４年度第１回評議員会議事録 

 

１．日時  令和４年５月３１日（火曜日）  自１６時００分  至１７時００分 

２．場所  白山会館 大平明浄の間  新潟市中央区一番堀通町１－１ 

３．評議員現在数及び定足数 

現在数 ５０名  定足数 ２６名 

４．出席状況 

 （１）出席評議員（２７名） 

    伊藤  正、伊東 博孝、遠藤 聡一、大倉 一男、小野 瑞樹、加納 幹久、 

北村 京子、國兼 忠男、小林 葉子、佐々木篤行、鈴木  明、須田 俊勝、 

関谷美恵子、高岡美代子、高橋 雅朝、田中  量、土田 公一、寺尾 英臣、 

豊田 詠子、野沢 孝義、早見 和夫、原野  司、平松 賢一、法龍院 充、 

湊谷  喬、山崎 友章、若林  功 

（２）欠席者（２３名） 

間 健太郎、浅野 昌禧、阿部 信一、板垣 淳二、岩城 祐一、大林 昌智、 

金子 一夫、金子 政信、萱場 和彰、菊池 和雄、齋藤 研策、鷹野 志保、 

高松 茂雄、竹松  譲、竹谷 耕作、田中 るみ、傳川 秀雄、波多修榮智、 

伏見  忠、丸山 英人、村井 卓也、涌井 秀行、和田 良夫 

 （３）出席理事（５名） 

    副 会 長：山内 春夫、荻荘  誠、中静 浩一 

専 務 理 事：木津  茂 

 常 務 理 事：寺尾 公酉 

 （４）出席監事（３名） 

    高田 章子、鈴木 厚 

 （５）議案説明及び報告 

    椎谷事務局長 

  

 定刻、冒頭に中原会長が所用により欠席のため、山内副会長が挨拶を述べた後、議長は

公益財団法人新潟市スポーツ協会（以下本協会という）定款第１８条第２項により山内副

会長が議長となり、開会を宣言した。事務局は、評議員現在数５０名、うち出席者２７名、

欠席者２３名により、本協会定款第１９条第１項にもとづき、本評議員会は適法にして有

効に成立している旨、報告を行なった。 

 議長は、本協会定款第２０条第２項にもとづき、議事録記名押印人は議長及び出席した

評議員の中から２名であることを告げ、次の評議員を指名し、両氏はこれを承諾した。 

 

 評議員  大倉 一男 

 評議員  湊谷  喬 

 



５．議決事項 

第１号議案 令和３年度収支決算（案）について 

 第２号議案 次期役員（理事・監事）の選任について 

第３号議案 評議員の補欠選任について 

 

６．報告事項 

  令和３年度事業報告について 

 

７．議事顛末 

第１号議案 令和３年度収支決算（案）について 

議長は、第１号議案について上程。椎谷事務局長は令和３年度収支決算について資料

により説明した。 

慎重審議の結果、出席評議員全員一致で可決された。 

 

第２号議案 次期役員（理事・監事）の選任について 

議長は、第２号議案について上程。椎谷事務局長は、定款第２２条による役員の選任

について、加盟団体及び会長から推薦のあった各候補者について資料により説明した。 

その後、議長は定款第１９条第３項により、候補者ごとに選任の決議を行い、慎重審

議の結果、全ての役員の選任が出席評議員全員一致で可決された。 

 

【理事】 

氏名 選出団体役職名 現役職 新任・再任 

堀  正広 新潟市陸上競技協会理事 － 新任 

德田 絵美 新潟市馬術協会事務局長 － 新任 

髙野  昭 新潟市アーチェリー協会技術指導者 理事 再任 

和田 良夫 新潟市卓球連盟副会長 評議員 新任 

坂井 貞夫 新潟市ソフトテニス協会会長 理事 再任 

近藤 泰則 新潟市野球連盟副理事長 － 新任 

渡辺 浩司 新潟市サッカー協会会長 理事 再任 

中倉 一浩 新潟市柔道連盟会長 理事 再任 

小池  功 新潟市相撲連盟副理事長 理事 再任 

齋藤 喜慶 新潟市レスリング協会理事長 理事 再任 

金子 政信 新潟市ダンススポーツ連盟会長 評議員 新任 

藤田  淳 新潟市中学校体育連盟事務局長 理事 再任 

中原 八一 新潟市長 会長 再任 

山内 春夫 新潟市野球連盟会長 副会長 再任 

坂上  昭 新潟支部バドミントン協会副会長 副会長 再任 

高田 章子 新潟市文化スポーツ部長 監事 再任 



木津  茂 （公財）新潟市スポーツ協会専務理事 専務理事 再任 

寺尾 公酉 新潟市スポーツ振興課長 常務理事 再任 

塩田純三郎 新潟市スキー協会副会長 理事 再任 

大森  豪 新潟医療福祉大学教授 理事 再任 

松木  保 新潟水泳協会副会長 理事 再任 

鈴木  厚 新潟市バスケットボール協会会長 監事 再任 

阿部 眞也 新潟市中央区スポーツ協会副会長 － 新任 

荻荘  誠 新潟市江南区スポーツ協会会長 副会長 再任 

※任期：令和６年５月 定時評議員会終結の時まで 

 

【監事】 

氏名 選出団体役職名 現役職 新任・再任 

廣川 俊司 （公財）新潟市開発公社スポーツプロモーション課長 － 新任 

関原 一成 新潟市ラグビーフットボール協会副会長 － 新任 

川島 朝臣 新潟市バウンドテニス協会副会長 監事 再任 

※任期：令和６年５月 定時評議員会終結の時まで 

 

 

第３号議案 評議員の補欠選任について 

議長は、第３号議案について上程。椎谷事務局長は、評議員の辞任を報告し、退任者

の補欠として以下６名について評議員候補者として提案した。 

慎重審議の結果、出席評議員全員一致で可決された。 

 

氏名 選出団体役職名 

柴田 秀嗣 新潟市柔道連盟理事長 

平田 和夫 新潟市卓球連盟理事長 

坂本 和幸 新潟水泳協会副会長 

立川喜代博 新潟市セーリング連盟理事 

高橋  誠 新潟県高等学校体育連盟事務局長 

樋口 昭彦 新潟市ダンススポーツ連盟副会長 

※任期：定款第２５条３項により令和６年５月 定時評議員会の終結の時まで 

 

 

報告事項 令和３年度事業報告について 

椎谷事務局長は、５月１２日開催の理事会で承認された令和３年度事業報告について

資料により報告を行った。 

 

 



以上をもって議案の審議等を終了したので、１７時００分、議長は閉会を宣して解散

した。 

 

 

  上記の決議を明確にするため、議長及び議長の指名した出席評議員は次に記名押印 

する。 

 

    令和４年５月３１日 

 

     公益財団法人新潟市スポーツ協会 令和４年度第１回評議員会 

 

 

             議 長  山 内 春 夫 

 

             評議員  大 倉 一 男 

 

評議員  湊 谷   喬 

 


