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JMRC北海道 

2016年第 4回運営委員会議事録 

開催日時 2016年 10月 22日（土）15:00～18:00 

場所  清田区民センター 集会室 4 

出席者 中田 西野 藤原 林 柴田 小池 國井 菅野 古川  

竹下（記） 

欠席者 石川 永井 関根   

出張 なし 

傍聴者 なし 

配布資料 別紙 1：ジムカーナ部会資料互助会資料（A4/9枚) 

 別紙 2：互助会資料（A4/21枚） 

 

Ⅰ 審議案件 

 1 2017年モータースポーツカレンダー調整・確認について 報告：事務局 資料：なし 

  ・現在のところ 8月のカレンダー調整会議の時から変更なし。 

  ・次回 12月の運営委員会で決定 

 

 2 表彰式について 

  ・12月 3日（土）札幌コンベンションセンターにて開催。内容は例年通り。 

  ・スポンサー関係には 10月中、招待者には 11月 10日（木）を目途に招待状を発送す

る。順位の確定、表彰対象者の確定を期限までに行う。ホームページで事前に日程

を周知する。 

  ・カレンダー、映像の担当を確定する。 

  ・ゲストの確定。 

  ・コンパニオンの手配を三木さんに依頼する。 

 

 3 2017年の部会編成について 

  ・オフィシャル部会を新設する。人選はこれから行う。 

  ・活動内容はオフィシャルの勉強会の開催など。 

 

 4 代表者会議について 

  ・8月運営委員会の内容から進展なし 

  

Ⅱ 定例報告 

 1 部会報告 

  (1) ラリー部会 報告：藤原 資料：なし 

   a セミナーについて 
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    ・11月 27日（日）新千歳モーターランドジムカーナコースにて開催。 

    ・初・中級の 2コースとし、内容はルール解説(座学)主体とする。 

 

      b オールスターラリーについて 

      ・四国地区（高知県）にて 11月 19日（土）～20日（日）開催。 

        ・北海道から 5台出場予定。 

 

   c JMRC全国会議について 

    ・2017 年オールスターラリー（近畿地区）、共済などが議題に上がる見込み。 

 

   d 冬のイベントのシリーズ化について 

    ・クローズドクラスを対象に、既存のウインターラリー2戦と十勝サーキットラリ

ー走行会をシリーズ化し、底辺拡大を図りたい。 

 

   e 2017年シリーズ規定等について 

    ・シリーズポイント有効戦数の変更（現行：7戦中 6戦有効→案：7戦中 5戦有効）。 

    ・その他ほぼ変更なし。 

 

      f Gazoo Racing Challengeとの併催について 

    ・2017 年は RTC（ターマック）を併催とする予定 

    ・EZO（スノー）は Gazoo Racing の Challenge シリーズ外イベントとの併催にな

る予定 

 

  (2) ダートトライアル部会 報告：林 資料：なし 

   ・部会開催無し 

   ・2017年シリーズ規定について。規定案は書面審議とする。 

    ・クラス区分の変更（4WD-1クラスを FF-2クラスとへ統合する) 

 

  (3) レース部会 報告：柴田 資料：なし 

・ 2017 年 の 日 程 に つ い て （ 5/21 、 7/9 、 8/27 、 10/15 開 催 予 定 ） 

※他のレーススケジュールとの兼ね合いで日程変更は大いにある 

・86、Netz Cup Vitz は開催予定。 

・SCP10 のクラスは今年で終了する。 

・VITA のコントロールタイヤの変更。 

 

  (4) ジムカーナ部会 報告：事務局 資料：資料 1 

   石川ジムカーナ部長欠席につき、資料に基づき事務局が報告した。 
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   a 2017年シリーズ規定について 

    ・ラジアル部門の使用禁止タイヤについて 

    ・ラジアル部門の参加料を各主催者で決定できることについて 

    ※以上 2項目について運営委員会で承認した。 

    

   b シリーズポイントについて 

    ・シリーズポイント表および表彰対象者表について確認した。 

 

   c セミナーについて 

    ・10月 10日、JAF ドライビングレッスンに協力する形で開催 

    ・参加 17 名、うち 9名が 20歳代以下、8名が競技経験なし。互助会新規入会 6名、

B級ライセンス取得希望者 3名。 

    

   d その他 

    ・オートテスト報告、JAFカップ出場者について等  

 

 2 支部報告（室蘭支部、旭川支部からは報告事項無し） 

  (1) 札幌支部 報告者：林（支部長代理） 資料：なし 

   ・支部会費未納クラブの件は解決済み。 

 

  (2) 帯広支部  

   ・年末までに代表者会議と忘年会を行う予定。 

 

Ⅲ 互助会審議案件（提案者：中田） 

 互助会からスポーツ保険への切り替えおよび互助会準備金の使途について 

 

 1 提案の理由 

  ・全国的に互助会（共済）からスポーツ保険への移行が進んでおり、近い将来、全国

共済の存続が危ぶまれる。 

  ・互助会の準備金が多額になりすぎる懸念。 

  ・わずかな負担増はあるが、スポーツ保険の担保範囲を考えるとメリットは多い。 

 

 2 提案内容 

  (1) スポーツ保険への切り替えについて 

    互助会は存続させる。現行制度にスポーツ保険を加え、スポーツ保険への加入を

推奨したい。 

  (2) 余剰金の使途について 
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   全国共済の負担金および互助会としての支出金に必要な準備金は維持した上で、余

剰金を道内のモータースポーツ振興およびオーガナイザー支援に使用したい。予算

規模としては 300 万円程度を支出したい。 

 3 審議内容 

  (1) スポーツ保険への切り替えについて 

   ・互助会は存続させる。全国共済との関係、セミナー等の参加者への保障等。 

   ・ラリー見舞金も現行のまま存続させる。 

   ・現在の互助会加入者が 2017 年に互助会に継続して加入するか、スポーツ保険へ切

り替えるかは任意。また、2017 年も互助会加入は受け付ける。大会参加の割引等

はどちらも現行の互助会加入者と同等の扱いとなる。 

   ・スポーツ保険の保険開始時期が毎年 4 月 1 日であることから、2016 年の互助会の

有効期限を 3月 31日までとする（2017年 1～3月の新規入会者は 2016年の互助会

会員となる）。2017年以降は 4月～翌年 3月の有効期間とする。 

   ・各主催者、参加者に周知し、関連規則を改正する。 

   ・スポーツ保険は加入団体の活動が保障対象となるため、JAF または JMRC 全国の構

成員として加入することとなると思われる。加入団体については追加で調査する。 

   ・スポーツ保険は、証券や加入者証の発行が無いため、加入証明（加入確認）でき

る方策が必要。導入済みの他 JMRCや施設などの運用を参考に準備する。 

 

 

 

  (2) 余剰金の使途について 

   ・オーガナイザー単独での更新、購入が困難な物品を JMRC 北海道で購入し、貸し出

すこととしたい。物品の例としては、ホイヤー計測器および集計機器、消火器、

ストレッチャー、AED など。（ホイヤー計測器をセットで購入すると 180 万円程度

となる見込み） 

 

   ・露出を増やし、選手のモチベーションを高めるため、装飾用の物品等を JMRC 北海

道で購入し、貸し出すこととしたい。表彰台、スタートゲート、表彰式用のバッ

クパネル（幕）、各種サインなど。また、ホームページの拡充、既存のインターネ

ットサイト（ジムキタ、RallyDoなど）へのバックアップを行う。取材協力が必要

な場合は予算措置を行う。専属アナウンサー等も検討する。 

 

   ・プレスリリースを定期的に発行し、既存メディアの取材を誘導する。 

    

   ・表彰式において、必要であれば対象外者を振興目的として招待する（オートテス

ト参加者、オフィシャル参加者当）。また、サイン等も見栄えのするものを作成。 
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 ４ 審議結果 

   (1) スポーツ保険への切り替えについては確定とし、事務作業に入る。 

   (2) 余剰金の使途については大筋で合意した。具体的な内容については今後、金額

等も含め、具体的に検討を進める。今年の表彰式で使用する物品については、運

営委員会が互助会理事を兼ねることから、互助会の承認を得られたものとし、製

作に入る。 

 

次回運営委員会は 12 月 3日（土）札幌コンベンションセンターにて開催予定。 

 

以上。 


