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平成２７年度

公益財団法人 日本体操協会第２回理事会議事録

1.日 時  平成２７年１２月１９日（日） １３時００分～１４時３０分

2.場 所  岸記念体育会館５階 ５０５号室

3.出席者 ＜理事＞

      二木会長、塚原副会長、具志堅副会長、石﨑副会長、渡辺専務理事、

遠藤常務理事、張西常務理事、竹内常務理事、水鳥常務理事、

山本常務理事、塚原千恵子常務理事、竹村常務理事、長谷川理事、

田坂理事、村木理事、

                           １５名

＜欠席＞

  山﨑常務理事、米田常務理事、荒木理事、加納理事、福井理事

    ５名

＜監事＞

      監物監事、竹田監事                   ２名  

4.資料の確認

<資料>（公財）日本体操協会２０１５第 2 回理事会資料

〔別紙〕報告事項：各執行理事の業務報告（上半期分）

5.権限審査 定款第 7 章第 39 条の定足数（１０名）を超えているので本会議は合法的

に成立していることを渡邉事務局長より報告した。

6.議長就任 定款第７章第 38 条の定めるところにより、二木会長が議長に就任した。

7.議事録署名人

            議長は、議事録署名人として議長ならびに遠藤常務理事の 2 名を指名し、

議場に諮り、全員が賛同した。

なお、出席監事２名は定款第４３条第２項の規定により、理事会議事録に 

記名押印することとなる。
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8.審議事項

       第 1 号議案 女子体操 ２０１６リオデジャネイロオリンピック日本代表選考方法   

塚原本部長より、日本代表選考方法について次のとおり、説明した。

            Ⅰ．代表候補選手７名の選出方法

① 個人総合上位者（NHK 杯順位）        ３名

② チーム貢献得点選出者 A（NHK 杯 12 位以内） ３名

③ チーム貢献得点選出者 B（Ｄスコア 6.0 以上）  １名

      Ⅱ．代表選手決定方法

       ネームエントリー一週間前に５名を決定。

       強化本部で検討し、常務理事会の承認をもって決定する。

      議長は、塚原本部長の説明に対し、質問・意見の有無を確認し、議場に

      諮り、第１号議案は原案通り、承認・可決された。

第２号議案 総務 平成２７年度協会三賞表彰候補者の件

 遠藤総務委員長より、加盟団体・委員会・都道府県体操協会から推薦を受

けた功労賞２０名、世界選手権大会でメダル獲得した選手対象の栄光賞

８名の提案説明があった。

議長は、遠藤委員長の説明に対し、質問・意見の有無を確認し、議場に

諮り、第２号議案は原案通り、承認・可決された。

第３号議案 総務 器械・器具検定申請について

     遠藤総務委員長より、チャコット㈱からクラブ２件の申請の提案説明が

     あった。（ＦＩＧ認定証添付）

議長は、遠藤総務委員長の説明に対し、質問・意見の有無を確認し、議場

に諮り、第２号議案は原案通り、承認・可決された。

第４号議案 専務理事 指導における暴力案件の処分について

渡辺専務理事より、次のとおり、提案説明が行われた。

Ⅰ．事象内容（傷害・刑事訴訟）

平成２４年３月、選手の顔を平手で叩かれた（２日）。

平成２４年４月、選手の顔を蹴られ全治３日間の怪我を負った。

《略式命令》平成２６年４月、罰金２０万円
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Ⅱ．協会処分

協会倫理規程に定める（3）資格停止１ヶ月間

Ⅲ．処分理由

① 被害者が刑事処分を望んで刑事処分で終結。

② 弁護士報告書では、本人は事実を認め、真摯に反省し、円満解決を

求め、取調べ等にも協力していた。

③ 所属では、再発しておらず、３ヶ月の出勤停止、減給などの処分済

み。

④ 事件は当協会が暴力根絶に平成２５年度より取り組んだが、１年

前に発生した事件である。

本件は７月常務理事会審議・可決済み

  議長は、渡辺専務理事の説明に対し、質問・意見の有無を確認し、議

場に諮り、第４号議案は原案通り、承認・可決された。

第５号議案 専務理事 新体操・指導における暴力の処分

    渡辺専務理事より、次のとおり、提案説明があった。

    Ⅰ．事案内容 平成２４年の年間

① 言葉の暴力：片親だからお金がない

② 金銭要求：音楽デッキ弁償、大会経費の請求等

③ 指導者在籍する県体操協会に対する不信：相談するが回答なし

④ 指導における暴力：２年前の大会で昼食場所が悪いと平手で叩く。

    Ⅱ．指導における暴力の事実確認

① 昼食時の暴力：全面否認

② 平成２４年暴力については、本人自主申告。

③ 音楽デッキ弁償：事実であるが、保護者に返金。処理は後悔。

    Ⅲ．協会処分

     協会倫理規程に定める（4）戒告の上、厳重注意処分。

    本件、2015.8.19.パワハラ相談登録。9.3.専務・弁護士ヒアリング実施

    本件、１０月常務理事会審議・可決済み

議長は、渡辺専務理事の説明に対し、質問・意見の有無を確認し、議場

に諮り、第５号議案は原案通り、承認・可決された。
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第６号議案 専務理事 体操・指導におけるセクハラ事件の処分

渡辺専務理事より、次のとおり、提案説明があった。

     Ⅰ．事案内容 

      平成２７年５月２日、宮崎県都城市立西中学校教諭 谷口津四士

      体操部の合宿中に女子生徒の体を触ったとして強制わいせつ行為

で逮捕。

     Ⅱ．指導における暴力に事実確認

      平成２７年１０月２９日付けで懲役２年６ヶ月の実刑判決確定。

      控訴断念。

     Ⅲ．協会処分

      倫理規程に定める（1）永久追放

      本件、１１月の常務理事会審議・可決済み

議長は、渡辺専務理事の説明に対し、質問・意見の有無を確認し、議

場に諮り、第６号議案は原案通り、承認・可決された。

以上で審議案件６件の全てを終了した。

報告事項 1 各執行理事の業務報告 第 2 回理事会資料 〔別冊〕

  渡辺専務より、定款第４２条に基づく会長及び業務執行理事は２回以上

報告することが規定されているための資料で詳細内容は省略する。

報告事項２ 男子体操 第４６回世界選手権大会男子結果報告

   水鳥本部長より、次の報告があった。

男子団体：１位 日本、２位 イギリス  ３位 中国

個人総合：１位 内村航平   １０位 萱 和磨

ゆか：１位 白井健三 鉄棒：１位 内村航平

あん馬：３位 萱 和磨

              ３７年ぶりの団体優勝。

報告事項 3 男子体操 ２０１６年度日本代表選考方法について

      水鳥本部長より、次の報告があった。
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        個人総合上位者（内定者含む）          ２名

        チーム貢献得点選出者Ａ（個人総合５位以内）   １名

        チーム貢献得点選手者Ｂ（個人総合１２位以内）  １名

        チーム貢献得点選手Ｃ              １名

報告事項４ 女子体操 第４６回世界選手権大会(ｸﾞﾗｽｺﾞｰ)女子選手団報告

 塚原本部長より、次の報告があった。

団体決勝  １位 アメリカ ２位 中国  ３位 イギリス

５位 日本

     個人総合  ６位 村上茉愛  ９位 寺本明日香

     種目別    ゆか ４位 宮川紗江

報告事項５ 新体操 世界選手権（ドイツ）結果報告

山﨑本部長より、次の報告があった。

       リオオリンピック出場枠、個人・団体ともに獲得！

       団体総合 ５位入賞 ２４ヶ国

       団体種目別 リボン ３位 ４０年ぶり銅メダル獲得

             フープ＆クラブ ５位

       個人総合  皆川夏穂  15 位 

             早川さくら 17 位

国別対抗  ６位

報告事項６ 新体操 リオオリンピック日本代表団体及び個人選手の選考

     山﨑本部長より、次の報告があった。

       団体：フェアリージャパンＰＯＬＡが出場

       個人：皆川夏穂選手または早川さくら選手対象。

          ＷＣ大会の成績を考慮して決定。

          同成績の場合は皆川選手を代表とする。

報告事項７ トランポリン 第３１回世界選手権大会結果報告

山本本部長より、次の報告があった。

       男子個人：４位 伊藤正樹  ８位 棟朝銀河

       男子シンクロ：６位 伊藤・上山

       女子シンクロ：４位 佐竹・土井畑

       男子団体：５位   女子団体：６位

       男子個人はリオ出場権獲得 ２名、女子はテストイベント進出
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報告事項８ トランポリン 第３１回リオ五輪日本代表選考方法

山本本部長より、次の説明があった。

           男子個人 伊藤正樹、棟朝銀河

           女子個人 テストイベントで出場資格獲得選手

報告事項９ アクロ 第９回アクロ体操 アジア選手権大会

中国・杭州  27.9/17-19,  女子ペア ３位

報告事項１０ 第２６回全日本アクロ体操選手権大会

      省略

報告報告１１ コーチ育成 平成２７年度公認コーチ養成講習会

      省略

報告事項１２ コーチ育成 平成２７年度東西ブロック指導者・選手講習会

      省略

報告事項１３ 事務局 ＪＡＳＲＡＣ（日本音楽著作権協会）交渉の件

      更なる交渉を行うこと。

報告事項１４ 専務理事 リオオリンピック帰国報告演技会

2016.11 月～2017.１月

      体操男女、新体操、トランポリン

      開催経費 各都道府県体操協会負担

      開催地 最大 ４ヶ所、2016.2.末までに事務局申込

      多数の場合は抽選。

報告事項１５ ２０２０東京オリンピック事前合宿誘致イベント

      日時：2016.10.18.（火） 13：00～15：00 
      場所：ヒルトン東京お台場 宴会場（予定）

      ２０１６国際体操連盟総会時に開催

      出展費用 ３０万円、各行政負担

報告事項 １６ 総務 ２０１５年優秀選手・指導者

      省略
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9.閉 会  議長は、すべての事項の終了を確認し、１４時３０分閉会を宣言した。

      平成２７年１２月１９日

                     議事録署名人  二木 英徳

                     議事録署名人  遠藤 幸一

                     議事録署名人  監物 永三

                     議事録署名人  竹田 幸夫


