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第3回 JMRC北海道 運営委員会議 議事録 

 

開催日時：2016年8月13日(土) 14:00～20:30 

開催会場：清田区民ｾﾝﾀｰ 視聴覚室 

 

出席者 

中田 省吾  藤原 篤志  西野 義人 

菅野 久夫  竹下 紀子  永井  真 

小池 征寛  国井 長助  石川 和男  

林  宏明  古川 雅徳 

 

欠席者（議決が必要な場合は、運営委員長に委任） 

関根 正人  柴田  誠 

 

進行・書記 古川 雅徳 

 

１．2017年モータースポーツカレンダー調整について 

 申請のあったものについては承認 

1-1) 開催日程の重複について 

1月29日開催で日程がかぶるが、開催地域が離れているために問題ないと判断。 

※AGMSC主催のラリー（新千歳）・OSC主催のダートトライアル（糠平） 

   

1-2)利用コースについて 

  冬季は、新千歳モーターランド ダートコースのスケジュールが過密のため 

  JMRC北海道のシリーズ戦日程については下記のとおりとする 

  ラリー ・・・・・・・・ アクティブセーフティパークを利用 

  スノートライアル ・・・ 中止 

 

 

２．各部会から 

1)JMRC互助会（報告者：永井） 

スピード行事保険は引き続きJMRC北海道互助会（JAF保険部）にて業務を 

継続します。 

 

2)ラリー部会（報告者：藤原） 

 2-2)1．第1回ラリー部会報告（6月5日（日）陸別にて開催） 

  別紙RL１参照 

 

 2-2)2．第2回JMRC全国ラリー振興事業委員会 開催報告 

  別紙RL２参照 

 

2-2)3．ラリー参加台数について 

 各戦とも20台を下回るエントリーになっている。 

TGRシリーズでは一定のエントリーがあるが、北海道シリーズ単体と 

しては収支マイナスが主催クラブの大きな負担となっている。 

北海道内のラリー活性化と参加敷居を下げるため、冬季カップ・夏季カップの

ような形を考案中 

（草案） 冬季 従来の新千歳での２戦分にノンタイトル開催の十勝を加え3戦 

夏季 従来開催している陸別・砂川・洞爺の3戦 

上記を草案としてレギュレーション作成をはじめている 
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3)ジムカーナ部会（報告者：石川） 

 2-3)1．第2回JMRC全国ジムカーナ振興事業会議 開催報告 

  別紙GY１参照 

 

 2-3)2．第2回JMRC全国ダートトライアル振興事業会議 開催報告 

  別紙DT１参照 

 

 2-3)3．オートテストの開催要望に関する報告 

  メーカー系販売店からオートテスト開催にむけた問い合わせを 

  数件いただいている。 

JAF札幌支部より問い合わせがあり、JMRC北海道事務局を経てジムカーナ

部会へ引継ぎ。 

 

10月15日手稲を会場に社員研修として開催 

 

（中田・藤原など複数の役員より発言） 

今後 JMRC 北海道の会員以外の団体・クラブから開催相談があった場合。

JMRC北海道の趣旨および将来的なメリットを鑑みて、円滑に対応できるよ

うにしていく。 

 

2-3)4．オートテストの今後の展望 

  ジムカーナ終了後に開催をしているが参加数は伸び悩んでいる 

  簡易的なシリーズ戦の要素を盛り込み、今年度からオートテストの 

好成績者（３名程度）も年間表彰式に招待する。 

（表彰式招待について、来シーズンは改めて運用を再考する） 

 

 

2-3)5．冬季の安全運転セミナーについて（発言者：藤原） 

  冬季に行われている安全運転セミナーは、モータースポーツへの 

参加訴求として貢献度が弱い。 

  この予算分をあらたにラリーへの参加訴求として利用したい。 

  案として、近年盛り上がりを見せているクラシックカーラリーを模した 

 走行ルートを楽しむ要素に、モータースポーツ要素をより強めた内容で展開 

していきたい。具体案は準備中。 

 （他役員より異論なし。ラリー部会にて準備開始へ） 
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4)ダートトライアル部会（報告者：林） 

 2-4)1．ダートトライアルセミナー開催について 

運営スタッフの日程調整が付かず開催自体が難しい。 

  →JMRC北海道はモータースポーツ振興の役割を担っている。 

   このことからも是非日程を工面して開催をしていただきたい。 

 

 

３．各支部から 

 

1)札幌支部（報告者：支部長代理 林） 

3-1)1．札幌支部会費未納のクラブについて 

現在支部会費を滞納している１クラブについて請求は行っているが 

現在も納入には至っていない。対応に苦慮している。 

→ 支部内のことについて運営委員会からペナルティを含めた裁定を 

下すことは現状規約では行えない。 

このため運営委員会からは 

「支部で支部規約を改定し、公示・承認を経ての改善が望ましい」 

との参考提案にとどめる 

 

 

2)室蘭支部（報告者：西野） 

3-2)1．クラブ状況について 

a.パワートライブさんがクラブとして解散。 

b.新規クラブとしてCLOUDさんが立ち上がった。 

 

 

3)旭川支部（報告者：小池） 

3-3)1．クラブ状況について 

CMCS道北 代表の鎌田さんが退任。 

旭川支部にて後任の代表者や事務局が確認できたらJMRC北海道の 

事務局へ連絡する。 

 

 

 4)帯広支部（報告者：國井） 

3-4)1．JMRC北海道のサイト更新要望について 

クラブやエントラントへ今年度のレースシリーズの統一規則・議事録 

などは、メイン記事に公開はされてもサイド部分に掲載されていないので更新

して欲しい 

→サーバー切り替えを含めたリニューアルをご提案させていただく 

詳しくは後の事務局報告にて。 
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４．運営委員会から 

１）運営委員長より（報告：中田） 

4-1)1. 代表者会議新設について 

現状、支部会や各カテゴリー部会が開催されているが、各クラブからの意見が運営 

委員会吸い上げ切れているとはいえない状況も見受けられる。 

選手会なども考えられるが、選手会代表の選出やその運営を考えると、 

運営員会開催時に合わせ、各クラブ代表が会せる場があると良いと考える。 

→開催にむけた規約改定の準備作業を開始する。 

 

a. 代表者会議の開催日時は、運営委員会の開始前。 

その際、提案や改善要望などを運営委員会にて議論する。 

b. 出席対象は、JMRC北海道に所属するクラブの代表者 

まずは、上記 2 点をもとに開催準備していく。代表者会議の運用の改善点があれば、

今後の議論を踏まえ改善に努める。 

 

 

２）事務局より（報告：古川）別紙SC１参照 

 

4-2)1. 団体・クラブの更新状況について（未更新団体・クラブへの対応） 

a.未更新意思を表明していない団体・クラブについては再度更新案内を送付する 

b.必要に応じて通知の受け取りが確認できる郵送方法を利用する 

c.管轄している支部長より確認連絡の手伝いをいただく 

 

 

4-2)2. 派遣審査員とCROについて（出張旅費清算） 

 ラリー関連）藤原さんよりリストをいただく 

 スピード行事関連）菅野さんよりリストをいただく 

 

4-2)4. フラッグ（信号旗）購入と告知案内について 

事務局ではフラッグ発注の取りまとめをせず発注できる案内にとどめる 

a. 各クラブへフラッグ作成に関する案内を送付。 

b. その案内を出したクラブのリストも同封。 

c. 事務局にて旗作成発注のフォーマットを作成し、各クラブから福祉施設へ直接発注で

きるようにする。 

 

4-2)5. JMRC北海道ホームページ（以下：サイト）について 

a. Rally Hokkaidoの時期に新設サイトへ移行する。 

b. それに伴いドメインも新規取得し、部会単位のメールアドレスも取得 

c. サイト、部会などのメールの設定などは、主要な役員と情報共有し、 

一定の個人へ情報過集中状態にならない様リスク分散していく 

d. 現在メディア活動中の方から人選し、競技中の写真・画像データなどを JMRC 北海

道としてお願いし、報酬と著作規定をすり合わせ、素材利用する 

e. 北海道内のモータースポーツを紹介しているブログなど SNS をサイトへリンクや埋

め込みができるような問い合わせ窓口（入力フォーム）を準備する。 

4-2)6. 事務局費用について（作業量・作業料） 

a. 現状、他の役員などが事務局作業の分担をするのも難しい 

b. 役員規定を改定し作業費用を支給 

（暫定的に 10 月末の支給分まで。7 月以前の訴求請求は行わない。10 月以降につい

ては再考する。） 
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５．その他（事務局資料のその他以外にあがった内容） 

5-1)1. 表彰式準備について 

a. 2017年のカレンダーを準備する。 

（前任デザイナーが道外 引越しのため引継ぎ早めに） 

b. 受付方法の改善（表彰対象者・スポンサー・ゲスト等の確認） 

 

5-1)2. 講習、オートテストなど競技主催などの依頼事項について 

a. JMRC北海道は協議会なので主催者に、なることができない。 

b. モータースポーツ振興として寄与するものであれば、主催担当のクラブに対し費用補

助や告知を手伝うなどは可能。 

c. 振興に寄与する判断としては、 

1. モータースポーツライセンス取得者の増加につながる 

2. モータースポーツ運営（参加者・主催者）の技術向上につながる 

※少なくとも１、２のいずれか、もしくは両項目に該当すること。 

 

６．互助会理事会（補足） 

 

6-1)1. 互助会を移行した場合（案）について（スポーツ安全保険について） 

 （案として） 

a. JMRC北海道互助会の保有現金について上限を設ける。 

b. 保有現金の上限を超えた場合には安全に寄与する物品を購入する。 

c. 年齢によって保険料が変わるので加入者がスポーツ安全保険もしくは従来の互助会

の選択ができるようにしてゆく。 

d. すぐさま移行するよりも、ゆるやかに移行できるような配慮をした告知を行う。 

 

 

以 上 


