
日本OP第 5-21-01 
 

日本オプティミストディンギー協会 2020 年 年次総会 議事録 
 

日時：２０２０年１２月５日（土） １０時～１１時 

場所：オンライン会議（ZOOM） 

出席役員：濱本理事長、松尾副理事長、高山副理事長、青野理事、飯島理事、菅澤理事、中村理事、西村理

事、本多理事、村松理事、安永理事、山田理事、秋山監事、檜皮監事  

１）開会の辞  濱本理事長 

２）議長選出  淺野会長欠席の為、濱本理事長が代行 

３）出席状況報告   

開会に先立ち高山副理事長より評議員総数 45 名に対し、委任状含み出席評議員数 34 名で OP 協会規約

（第 21 条 – 1、総会の定足数及び議決方法）を満たしており、本総会が成立することが報告された。（出

席 75.6％） 

４）議事録署名人 東水域：関慶評議員、西水域：平井健一評議員を選出した。 

 

第１号議案 2020 年事業報告 

松尾副理事長より資料に沿って報告した。要点を以下に記す。 

① 強化海外派遣委員会 

・海外派遣   ワールド５名（イタリア）、アジア・オセアニア１０名（スリランカ）、 

 ヨーロッパ４名（スロベニア）を選出した。ワールド、アジア・オセ

アニア共にコロナ禍の影響を受け大会中止、ヨーロッパは開催地変更

となりエントリーを見送った。 

・NT 合宿 ５月 愛知県蒲郡市豊田自動織機海陽 YH で予定したが、コロナ禍の

影響を考慮し中止した。オンライン NT 認定式を行った。 

 

② レース委員会 

・全日本大会   11 月 鹿児島県平川で開催 

・ナショナルチーム選考会  ２月 愛知県蒲郡で開催 

・東日本選手権   ９月  愛知県蒲郡で開催 

・西日本選手権   ９月  福岡県小戸で開催 

・チームレース   ９月  中止・広島県観音マリーナ 

・全日本大会枠   46 枠計 230,000 円の収入 

・選考会開催地公募結果  応募無し。理事会にて調整し、愛知県蒲郡に決定 

・第 52 回全日本開催地公募結果 ９月までに応募はなかった。開催地を検討中。 

 

③ テクニカル委員会 

・全日本大会、ナショナルチーム選考会、東日本選手権、西日本選手権にて大会計測を行った。 

・計測セミナー   開催希望のオファーなく未開催 

・IODA 大会派遣   派遣無し 

 



 

④ 普及育成委員会 

・海洋プラスチックゴミ回収プログラム 活動を開始 

・紹介パンフレット作成  OP 紹介チラシを作成。データを協会 HP に掲載 

・OP 卒業生による SNS（FB）応援メッセージ 

    コロナにより活動できない選手へ OB・OG からの応援メッセージを掲載 

 

高山副理事長より資料に沿って報告した。要点を以下に記す。 

⑤ 総務委員会 

・会議開催   コロナ対応のため例年より回数を増やし、すべてオンラインで実施 

・文書発行   イヤーブック、後援、大会派遣依頼文書などを発行 

・会員登録   42 クラブ、304 選手、170 オペスタ 

・広報    ホームページ、フェイスブックの更新運営 

・国際連携   IODA、他国協会との連絡 

 

第 1 号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第２号議案 決算報告、及び、第３号議案 監査報告 

① 会計決算報告 （飯島理事） 

・収支、資産   収入、支出の概要報告、貸借対照表の報告 

 

② 監査報告   （檜皮監事）   

監事より、監査の結果、公正かつ適正であることが報告された。 

 

第２号、第 3 号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第４号議案 2021 年事業計画案 

松尾副理事長より資料に沿って報告した。要点を以下に記す。 

① 強化海外派遣委員会 

・IODA 世界選手権   イタリア 2021 年 7 月 1 日-11 日予定 

・IODA アジアオセアニア選手権 タイ    2021 年 10 月 16 日-23 日予定 

・IODA ヨーロッパ選手権  スペイン 2021 年 6 月 20 日-27 日予定 

・アジアビーチゲームズ     中国      2021 年 4 月 2 日-10 日予定 

・ナショナルチーム合宿  海陽  2021 年 5 月 1 日-3 日予定 

 

② レース委員会 

・全日本選手権     江の島 2020 年 11 月 20 日～23 日実施 

・NT 選考会  蒲郡 2021 年 2 月 19 日～23 日予定 

・東日本選手権  未定 2020 年 8 月を予定 

・西日本選手権  未定 2020 年 8 月を予定 

・チームレース  広島 2020 年 9 月 18 日～20 日予定 



・全日本出場枠申請 協賛金一枠５０００円で最大 2 枠を予定 

・選考会公募  2021 年 1 月公示、3 月締切予定 

   ※愛知県連より 2021 年から 5 年連続で立候補する意思を受けた。 

    特に競合が無ければ 5 年連続の定点開催としたい。 

・第 54 回全日本公募 2021 年 6 月公示、9 月締切予定 

・全日本選手権、新レースフォーマット 2021 年度はコロナの影響が回避出来れば、140 艇にて新レース

フォーマットで開催する予定。 

 

【質疑応答】 

ご意見（後藤評議員） 

選考会を 5 年間連続で定点開催することは反対ではない。全日本は西日本、東日本と順番に開催するなど

東西でバランスを取ることを考慮してほしい。参加する選手、支援者にとって遠隔地への移動は負担とな

っている。 

JODA 回答（松尾副理事長）：開催地の東西バランスを取ることは認識している。是非とも西日本地域から

の開催応募を検討いただきたい。 

JODA 回答（濱本理事長）：全日本開催地を東西で交互に開催する考えは変わっていない。選考会を 5 年定

点開催することの効果はこれから実施しながら確認していきたい。 

 

③ テクニカル委員会 

・ルール改定 ERS 改定の更新講習をオンラインで計画中 

・登録艇管理 新規/変更登録、計測 

・計測員養成 オンラインで実施を計画中 

・海外派遣 IODA 国際大会に計測員を派遣予定 

 

④ 普及育成委員会 

・意見交換 Zoom で選手、保護者の交流会を検討する 

・普及広報 ホームページ、ＳＮＳ活用 

・育成強化 OP 卒業生メッセージの紹介 

 

⑤ 総務委員会 

・事務局 会員登録、事務処理、会議開催、情報発信 

・財務  会計処理、協賛/助成金確保、会費改定検討 

・法人化 法人化に伴う新しい規約の検討と作成 

 

第４号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第５号議案 2021 年予算案 

 

第５号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

 



第 6 号議案 法人化 

濱本理事長より理事会にて検討進めてきた法人化について資料に沿って報告した。要旨は次の通り。 

・令和 3 年 4 月から JODA 組織の法人化への変更を計画 

・新法人設立後、令和 3 年 6 月に総会を実施予定 

・年会費の変更（選手 2000 円＝＞3000 円、オペスタ 1000 円＝＞2000 円） 

 

第６号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第７号議案 役員の改選について 

岡田選挙管理委員長（B&G 福岡ジュニアヨットクラブ）より、資料に沿って報告いただいた。 

・任期満了役員 理事 4 名、監事１名 

・立候補結果 理事立候補 4 名、監事立候補１名 

・立候補基準 立候補全員が条件を満たしている。  

議長より立候補者数が改選定数内であるため、規約に沿って投票によらない出席者の賛同による承認

方法が提案されて了承された。 

 

第７号議案に関して、出席者一同の挙手を持って、役員立候補者全員が承認された。 

 

第８号議案 副会長の選任について 

高山副理事長から、占部副会長の退任が付議された。また、田中耕、田中令江両氏の選任が付議された。 

 

第 8 号議案に関して、出席者一同の挙手を持って、副会長の選任が承認された。 

 

退任役員の占部副会長からご挨拶いただいた。 

新任役員の田中耕、田中令江両副会長からご挨拶いただいた。 

 

 

休憩をはさみ、第一回理事会が開かれ、新理事長及び会計担当理事が以下に決定し、総会で報告された。 

    理事長  濱本 徹夫  

    会計担当理事 飯島 真理  

 

濱本理事長による閉会の辞を以て、2020 年日本 OP 協会年次総会は閉会した。 

 

議事録作成日： 2020 年 12 月 05 日 

作成者： 菅澤理事、本多理事 

 

議事録署名人： 関 慶 氏（千葉ヨットビルダーズクラブジュニア評議員） 

        平井 健一 氏（B&G 津屋崎海洋クラブ評議員）   

 以上 


