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公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 
平成２７年度 臨時社員総会議事録 

 
 
Ⅰ．日 時 平成 28 年 3 月 13 日（日） 14：00～17：00 

Ⅱ．場 所 国立スポーツ科学センター（JISS）2 階研修室 A  

  東京都北区西が丘 3-15-1 

 
  ○出席正会員（29 名） 

  玉利  齊  藤原 達也   酒井  孝    中尾 尚志  

 青田 正順    赤木 恭平   藤岡 秀樹    辻本 俊子 
 栗原 信行  宮畑  豊   春原 輝明    宮島  望 
 荒木  章  谷本 明禧   木下 俊昭    五十嵐 清四郎 
 朝生 照雄  加藤  勇   大谷 博行    神白 徹雄 
 斉藤 光典  元木 俊博   内藤 隆之    廣田 ゆみ 
 松嶋 幸一  小川  淳   金澤 利翼    嶋岡 克巳 
 北原  誠 
     
○出席委任正会員（22 名） 
  石井 直方  水嶋 章陽   野沢 秀雄    塚本 猛義 
 涌島 剛智三  石澤 正明   豊田 成昭    阿部  勉 
 水尾 仲秀  小中 秀俊   佐々木 大作   合戸 孝二 
 谷口  明  木谷 健一   呉屋 幸市    高井 隆義 
 中尾 達文  浦岡  悟   岸元 治幸    鮫島 幹博 
 外  純也  島袋 正和 
 
○欠席正会員（7 名） 
  吉田  進  杉山  仁   勅使川原 伸   大岡 明尋 
 継谷 洋一  高橋  進   上村 秀一 
 

  ○出席監事（2 名） 
    辛嶋 保馬  佐藤 和弘 
 

 本日の総会は、出席者 29 名、委任状の提出による議決権の代理行使 22 名の合計  

51 名で会員現在数 58 名の過半数に達しており、定足数を満たしていることを確認した。 
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 開会に先立ち、玉利会長が藤原副会長を議長に指名した。また、議事録署名人は議

長、及び青田常務理事、並びに廣田正会員となった。 
 

Ⅲ．議 事 
【決議事項】 
 第一号議案 監査報酬料支払の件 

  ・佐藤監事に対する平成 27 年度の中間・期末会計監査報酬料を 108,000 円（消費税・ 

   源泉税込）にしたい旨の説明が事務局長より為された。 

  ・議長はこれを議場に諮ったところ、議決権代理行使正会員を含め 51 名の正会員が賛 

   成し承認可決された。 
 
【報告事項】 
 ≪理事会承認事項の報告≫ 
 １．平成 28 年度 事業計画策定について 
  ・①平成 28 年度 事業計画書【別紙①】、②平成 28 年度 収支予算書【別紙②】、③平 
   成 28 年度 資金調達及び設備投資の計画【別紙③】の内容について、事務局長より 
   報告された。また②の収支予算書に記載ある平成 27 年度の収支見込額については、 
   当期経常増減額を一般正味財産に組み入れる旨の報告があった。 
  ・理事会で、事業計画書に記載ある日本体育協会への加盟促進経費の予算計上額に 
   ついての質問があり、収支予算書には特定の金額を計上していない旨を回答したと 
   の報告が事務局長よりあった。 
  ・理事会で、収支予算書に記載ある事業収益の内訳を示して欲しいとの要望があり、   
   次回の理事会で内容を示す旨を回答したとの報告が事務局長よりあった。 
 
 ２．規程の制定及び改定について 
  ・アンチドーピング規程【別紙④】の制定内容について、青田常務理事より報告があ 
   った。 
  ・危機管理規程【別紙⑤】及び特定個人情報取扱規程【別紙⑥】の制定内容について、 
   事務局長より報告があった。 
  ・選手権大会実施規程【別紙⑦】の改定内容について、中尾専務理事より報告があっ 
   た。 
  ・倫理規程【別紙⑧】の改定内容について、事務局長より報告があった。 
 
 ３．正会員の選任について 
  ・現正会員 高橋進氏（愛媛県連盟理事長）の逝去に伴い、同県連盟から新正会員候補 
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   に崎山敏明氏（同県連盟新理事長）を推薦する旨の通知があった。 
  ・また、現正会員 上村秀一氏（熊本県連盟理事長）の辞任に伴い、同県連盟から新正 
   会員候補に高木直範氏（同県連新理事長）を推薦する旨の通知があった。 
  ・これらに伴い、崎山敏明氏と高木直範氏を新正会員に選任したとの報告が事務局長 
   よりあった。 
 
 ４．新規加盟クラブ・同好会の認定について 

  ・新規加盟クラブ・同好会が以下のとおり認定された旨の報告が事務局長よりあった。 
   ≪新規正加盟クラブ≫ 

・ゴールドジム溝の口神奈川 手塚栄司代表 神奈川県連盟 
・ゴールドジム横浜上星川  木村祐介代表 神奈川県連盟 
・坂井トレーニングジム   坂井宏行代表 埼玉県連盟 

   ≪新規正加盟社会人クラブ≫ 
・㈱日立セキュリティサービスボディビル・フィットネスクラブ 登坂文朗代 

   ≪新規準加盟クラブ≫ 
・BIG FIVE    杉田智之代表 埼玉県連盟 
・KING GYM    大林賢将代表 大阪連盟 

   ≪新規準加盟社会人クラブ≫ 
・取手医師会病院ボディビル・フィットネスクラブ    鈴木宏子代表 
・㈱名和ボディビル・フィットネスクラブ     高橋基代表 
・了徳寺大学ボディビルクラブ      松本揚代表 

   ≪新規準加盟同好会≫ 
・熊野ボディビル同好会   鈴木寛郎代表 三重県連盟 
・岩国ボディビル同好会   村重典昭代表 山口県連盟 

   ※但し、KING GYM の認定は、アンチドーピング誓約書の提出を以て承認とする。 
 

 ５．JOC 強化スタッフ及びアンチドーピング委員選任について 
  ・JOC 強化スタッフマネジメントに遠藤哲氏が推薦された旨を、またアンチドーピング 
   委員会の委員に須藤ゆき氏が選任された旨の報告が事務局長よりあった。 
 
 ６．定時社員総会の招集について 
  ・平成 28 年 6 月 12 日（日）13 時 30 分（場所未定）より、定時社員総会を開催する 
   旨の報告が事務局長よりあった。 
   予定議案：①平成 27 年度計算書類承認の件、②平成 28 年度中期事業計画策定の件、 
        ③その他 
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 ７．アンチドーピングの徹底について 
  ・資料に基づき、青田常務理事より報告があった。【別紙⑨】 
 
 ８．平成 28 年度 JBBF 主催大会の開催について 
  ・JBBF 主催大会を地方連盟の協力の下実施するに際しては、以下の方法があり、それ 
   ぞれにおいて大会の事業収支の捉え方が異なる旨の報告が青田常務理事よりあった。 
    1）地方連盟が主管となる場合 

   ①大会の事業収支は地方連盟に帰属する。 
  ②JBBF は地方連盟に運営補助金を支払う。但し、補助金の額は都度協議とする。 
  ③大会の事業収支がプラスとなった場合は、JBBF は大会利益の半額を地方連盟 
   より徴収する。 
  ④大会の事業収支がマイナスとなった場合は、JBBF は大会損失額の全てを地方 
   連盟へ支払う。 
2）地方連盟が協力となる場合 

    大会の事業収支は JBBF に帰属する。 
 
 ９．平成 28 年度 地方オープン大会について 
  ・平成 28 年度より、地方オープン大会への出場資格は、限定登録選手に限る旨の報告 
   が青田常務理事よりあった。但し、大阪連盟及び沖縄県連盟が主催するオープン大 
   会は、その開催準備が進んでいることを考慮し、平成 28 年度に限って従来通りの選 
   手登録方法で開催することを認める旨の確認があった。 
 
１０．競技人口の拡大について 
  ・資料に基づき、辻本理事より報告があった。【別紙⑩】 
 
１１．今後の理事会等のスケジュールについて 
  ・今後の理事会、社員総会、執行部会の開催スケジュールの報告が事務局長よりあっ 
   た。 

理 事 会 2016.06.12(日) 2016.10.01(土) 2017.03.12(日)  

社員総会 2016.06.12(日) 2016.10.01(土) 2017.03.12(日)  

執行部会 
2016.05.27(金) 2016.07.22(金) 2016.09.26(月) 2016.11.25(金)

2017.01.27(金) 2017.02.24(金)   

 
１２．JBBF トレーニングコミュニティの活動について 
  ・資料に基づき、小西氏より説明があった。【別紙⑪】 
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 以上、各報告責任者から報告され終了した。 
 
以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。 
 
  平成 28 年 3 月 13 日 
 


