
ＪＨＦ理事会議事録 
日 時： 2005 年 8 月 26 日(金)  13：00～1７：00 
場 所： ＪＨＦ事務局会議室（文京区春日 2-24-11 春日 Shima ビル８F） 
 
1． 議長・議事録作成及び署名人指名 

議長：大沢豊  議事録署名人：北野正浩 松田保子 
 
2． 定足数確認 
出席者：出席【理事】荒井健雄 大沢豊 菊池守男 北野正浩 下村孝一 

西ヶ谷一志 松田保子 
【監事】對馬和也 

欠席【理事】関谷暢人 中島吉徳 城 涼一 
 (出席理事７名､欠席理事 3 名。今理事会は定足数を満たし成立した)  

 
3． 会長挨拶 
下村会長 改革の方向も徐々に具体化して来ました。事務所の移転、ネットシステムの変

更、そして教員検定会の改善など、早急に進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
 
議長 理事会終了後、新事務所候補地の下見に行きます。効率よく審議を進めたいと思い

ますので、ご協力をお願いいたします。 
 
4.  審議事項 
 
第８－１号議案 ２００５年度事業計画の改定 
 
議長 第１号議案について下村会長から説明願います。 
 
下村会長 ６月総会で、補正予算に沿って修正するよう宿題となっていました。 
基本は、財政再建を最優先すること。そのうえで、会員へのサービス、それから教習委員

会など普及活動によって基盤強化を図ることを掲げています。詳細は「事業の具体的内容」

を参照して頂きたいと思います。 
 
議長 これ最を終案として、正会員に送付してよろしいでしょうか。挙手を願います。 
 
採決の結果、【賛成６ 反対０ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
第８－２号議案 賛助会員の承認について 
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松田理事 日本印刷株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、エンタープライズウイン

グスさんからそれぞれ賛助会員の申し込みをいただきましたのでご承認をお願いします。 
 
議長 一括審議でよろしいでしょうか。よろしければ承認の方は挙手を願います。 
 
採決の結果、【賛成６ 反対０ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
 
第８－３号議案 JHF 事務局の移転先 
 
添石事務局長 理事や委員の方々から 60 件以上の物件紹介をいただき、その中から書類選

考で 5 件に絞り内見をしました。その中の最有力物件を、会長、荒井常任理事、事務局全

員にみていただいて選定しています。理事会終了後全理事に見ていただきます。契約時に、

礼金、敷金、諸費用等、合計で 707､000 円を現金で支払うことになりますので、併せてご

承認をお願いいたします。 
 
荒井常任理事 既に、私を含め会長、事務局職員で下見しています。働いている皆さんも

気に入っていますので承認したら如何でしょうか。 
 
採決の結果、【賛成６ 反対０ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
 
第８－４号議案 共済会役員の選任 
 
共済会から、下村前共済会理事長の後任理事長の選任、及び実質的に欠けている総代及び

理事監事の補充について、推薦を求められている。 
このため午前中の常任理事会で、来年３月をもって JHF 共済会を終了することが再確認さ

れ、後任共済会理事長に、西ヶ谷理事を推薦することを内定。 
 
これを受け、常任理事会の内定を、下村前理事長が補佐することを条件に、 
【賛成６ 反対０ 棄権０】で承認した。 

賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
 
その他役員の推薦については、朝日前会長に、引き続き総代就任をお願いし、その他は総

代・理事とも補充をしないことを、【賛成５ 反対１ 棄権０】で可決した。 
 
賛成： 荒井、北野、下村、西ケ谷、松田 
反対： 菊池 
第８－５号議案 カテゴリー２大会規定改定案 
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西ヶ谷理事より、パラグライディング競技ルールブック内の FAI カテゴリー２大会規定改

定案について説明した。 
 
<主な改定点>  
１ 大会順位に J リーグ登録 No ならびにスポーティングライセンス No が明記されてい

ること。 
２ 参加資格ミニマムを、XC 証 →P 証に変更 
３ 外国参加選手の総枠を 25%以上とする 

 
標題を、確認のうえ修正することを条件に、【賛成６ 反対０ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
 
第８－６号議案 ２００５/F1 ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰリーグ後援 
 
大会の主催者賠償責任保険は、既に独自に加入しているので、F1 シリーズ全体として 
後援公認料なしで、特別後援を頂きたいというもの。 
他の公認・後援大会とのバランスもあるので、JHF 名義使用を確認したうえで、再申請し

てもらうことになった。 
 
第８－７号議案 JAA による女子日本選手権者の表彰 
 
西ヶ谷理事 別紙のとおり、女子日本選手権者のメダルを JAA に授与してもらうことにつ

いて申請したいので、承認をお願いしたい。 
 
採決の結果、【賛成６ 反対０ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
 
第８－８号議案 IPPI＆JHF 技能証統合カード 
 
西ヶ谷理事 IPPI カードと JHF 技能証の統合カードについて、FAI の意向を打診していま

すが、この件について別紙のとおり JAA の協力を求めたいと思いますので、ご承認をお願

いいたします。 
 
採決の結果、【賛成５ 反対０ 棄権１】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷 
棄権： 松田 
 
第８－９号議案 ８/１０付正会員宛に配信された下山氏意見への対応 
審議から協議に変更された。 
下山委員から提出されている、石川県獅子吼事故調査費請求については、今年度の委員会
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経費の支出基準が明確に伝わってなかったことに鑑み、航空チケットなど確認のうえ支払

うことになった。 
また JHF 支出に関しては、最大限公開するが、個人情報保護に配慮するため、原本のコピ

ーは許可せず、閲覧にとどめることとした。 
 
第８－１０号議案 フライヤー会員情報の正会員への提供について 
 
添石事務局長 個人情報保護法が完全施行されるに伴い、正会員へのフライヤー会員情報

提供が一時中止されています。東京都連、香川県連、岡山県連など、いくつかの県連から

情報提供の申し出がありますので、別紙のとおり提案致します。 
 
下村会長 更新案内書やホームページで、「会員情報を共有します、同意できない方につい

ては提供を止めます」と告知すれば問題はないと思います。 
セキュリティーについては、例えば車が少ない田舎でも、お巡りさんに聞けば、横断歩道

でない所を渡っては駄目だといわれるのは当然のことです。JHF の事業目的である普及・

振興を念頭に、程々の所で折り合いをつけながら提供してはどうでしょうか。 
 
松田理事 仮に都道府県連盟事務局から会員情報が漏れた場合、きちんと契約を交わして

いたとしても、ＪＨＦの責任は免れません。単なる法律上の責任に止まらず、ＪＨＦとし

て、会員や社会から信頼を失うことが非常に心配です。各県連のセキュリティー管理の実

施状況にも大分差があります。 
 
議長 情報提供を希望する県連と共済会には、誓約書を提出してもらい、個人情報保護の

趣旨を周知徹底した上で、提供するということでいかがでしょうか。ご異議なければ採決

したいと思います。 
 
採決の結果、【賛成５ 反対１ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷 
反対： 松田 
 
5． 協議事項 
 
８－１ ＪＨＦ表彰制度の暫定取り決め 
 
下村会長より、別紙のとおり提案し、趣旨説明を行った。 
各賞の名称、対象者、目的などを検討する中で、協議から審議に変更することが提案され

た。 
採決の結果、【賛成６ 反対０ 棄権０】で審議とすることを可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
議長 この議案は審議事項となりましたので、改めて表彰名称など詳細を、メールで審議
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していくことについて決を取ります。 
 
採決の結果、【賛成６ 反対０ 棄権０】で可決した。 
賛成： 荒井、菊池、北野、下村、西ケ谷、松田 
 
議長 それでは、この案件についての異議、意見、訂正等について、8 月 31 日迄に下村会

長にメールし結論をまとめることにします。 
 
協議事項８－２ ＪＨＦについての各理事の理念 
 
現理事会の理念をフライヤーに訴える為、別紙頑張ろう宣言を決議することが提案され、

全会一致で承認された。起草者は松田理事。 
（朝日前会長の JPA 宛書簡並びにフライヤー会員宛メッセージは参考資料。） 
 
6． 報告事項 
８―４ 日本体育協会への加盟について 
北野常任理事から、福島県連に見る体協加盟の実例と JHF の体協加盟の可能性について報

告された。都道府県連の体協加盟については、十分なメリットがあるので、福島県連成功

例をさらに詳しくまとめ、各都道府県連盟に紹介することになった。 
ＪＨＦ本体の加盟については、条件となる５都道府県連盟の加盟が実現した段階で考える

ことになった。 
都道府県連盟あてレターは、北野常任理事が作成することになった。 
 
８－５ 制度委員会小林委員長への回答 
 
６月総会における中島理事の発言と関連する質疑応答について、小林制度委員長から要請

文が提出されていた。別紙のとおり回答し、同委員長の了承をえたことが報告された。 
 
８－１予算収支：進捗管理表 
8－２フライヤー会員・技能証実績、 
8－３共済会加入実績 
 
下村会長からそれぞれ報告した。 
 
JHF 共済会についての次の３点を確認した 
1. JHF 予算から追加の支出はしない。（再確認） 
2. 共済会は今後の受け皿つくりをする。（対東京海上日動、その他保険会社等） 
3. 正会員に対して中間報告をする。（下村会長） 

 
午前中常任理事会での合意事項 
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JHFweb とメールサーバーを移動することにした。 
 
９月８日常任理事会を開催することを決めて閉会した。 
 
この議事録が事実と相違無いことを確認し、署名する。 
 
 
 
 
 

議 長                        
（大沢 豊） 

 
 

署名人                        
（北野正弘） 

 
 

署名人                        
（松田保子） 

 
 
 

議事録作成： 桜井 加代子 
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