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公益社団法人 日本モーターボート選手会 



はじめに 

 

平成２５年度は、４月には日本銀行による異次元の金融緩和実施に象徴されるように大きな政策転換があり、９

月８日には東京オリンピック開催が決定し、その翌日には株式市場が全面高となった。日本経済にとって、現内閣

の経済政策はアベノミクスと称され「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」、そ

れに相伴ってオリンピック景気の始まりにより大きなプラス要因になった。 

１２月２４日に公表された１２月の月例経済報告において、物価について「底堅く推移している」として、４年

２カ月ぶりに「デフレ」という文言がなくなり、名目成長率が実質成長率を下回るいわゆる「名実逆転」現象が解

消されるなど、日本経済にとって明るい情報が多い１年であった。 

ところでボートレース業界では、売上状況は開催日数が前年度比で３８日増の４，４６８日、売上額は業界が標

榜する動物的有機体精神による一枚岩盤の結束により、従来から積極的に行った種々の新規ファン獲得策や売上向

上策が萌芽したことなどもあり、前年度比３．３％増の９，４７５億円余りとなった。 

売上げに貢献している本会の会員である選手は、日々研鑽し全国のレース場へ転戦し、常に危険と隣り合わせの

中、ファンに感動を与え魅了するレースを展開しているが、不幸にも１１月に同僚会員の一命を失った。 

本会の事業活動の概略は以下のとおりである。 

モーターボート競走事業については、選手が安心して競走に臨めるセーフティネットとして、本会の最重要事業

である給付事業を主体的かつ適切に運営し、事業活動の状況について各種委員会へ報告した。 

当該年度の賞金・完走手当については前年度と同一であり、給付事業健全化のための共済助成金額も同額であっ

た。なお、消費税法の改正に伴い、平成２６年度賞金・完走手当については、競走のグレード変更等に伴う修正が

なされた上で前年度と同内容であり、税率引き上げ分は転嫁せずに内税での対応になった。そのうえで、一般社団

法人全国モーターボート競走施行者協議会から平成２７年度以降の各施行者における税負担を軽減すべく賞金・完

走手当の減額の申し入れがなされ、当該申し入れを約諾するとともに給付事業健全化のため軽減額に相応した特別

共済助成を成約している。 

また、魅力ある競技の展開および公正かつ安全な競技運営に資するため、常設訓練所での各種訓練や委員会を実

施し、選手視点からの提言や指導、選手の技能向上や選手相互の事故防止、負傷事故防止に努めた。 

社会貢献活動事業は、東日本大震災復興支援活動として、被災地青少年と本会運営の勤労青少年水上スポーツセ

ンターがある愛知県碧南市の青少年とのスポーツ交流支援や宮城県石巻市の狐崎浜を拠点に災害復興支援を前年

度から継続して実施したほか、本会施設や愛知県唯一の天然湖沼である油ケ淵を利用した各種親水事業ならびに公

益財団法人日本財団が実施しているハンセン病制圧活動への支援を行った。 

社会貢献活動の中の青少年育成事業は、ボートレース業界の道徳である「礼と節」を徳育する場として、全国の

中学・高校生を対象にボートレーサー養成体験学習会を春季・夏季の２回実施したほか、常設訓練所の施設を広く

一般に開放し、健康増進のための利用、学校の部活動や地域サークル活動の拠点、民間企業の研修会場や地域親睦

のために利用されるなど海事思想の啓発や地域振興にも寄与した。 

以上、公益社団法人日本モーターボート選手会としての事業活動を以下のとおり報告する。 

 

 

  



【定款抜粋（公益社団法人日本モーターボート選手会）】 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）モーターボート競走実施に伴う調査研究に関すること 

（２）競技技術・資質の向上を図る研修・訓練に関すること 

（３）出場条件の改善及び事故・災害防止に関すること 

（４）選手の共済（認可特定保険業含む）制度及び育英制度の実施に関すること 

（５）海事思想の普及宣伝及び地域の振興に関すること 

（６）海事思想普及や地域振興に資する施設の設置・運営に関すること 

（７）社会貢献活動事業に関すること 

（８）機関誌の発行に関すること 

（９）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

  



Ⅰ．モーターボート競走実施に伴う調査研究に関する事業 

【定款第４条第１項第１号】 

一、会員の殉職事故について 

登録第２９８８号故鈴木詔子会員は、平成２５年１０月３０日から１１月４日まで開催の下関競走参加の際、

当日第９レースに出走を控えた１１月２日午前９時３８分頃、朝の試運転のためボートを着水しモーターを始

動させた直後に全速状態となり、しかもスロットルレバーのロックが解除できない状況で約１５０ｍ離れた第

２ターンマーク奥のコンクリート側壁に衝突、その際、頭部を強打するなどして心肺停止状態に陥り、すぐさま

関門医療センターに救急搬送されたが、懸命なる治療の甲斐なく同日午前１１時０９分、多発性脳挫傷による死

亡が確認された。 

事故の原因調査については、所轄の警察署および海上保安署による事故現場での実況見分、山口県警科学捜査

研究所による当該ボート・モーターの実況見分が実施されたが、競技水面および航走機材に関しては特に問題が

なかったことが確認された。 

かかる状況を受け、一般財団法人日本モーターボート競走会（以下、競走会という。）のボート・モーター等

改善研究委員会では、機材関係の改善策として、選手や関係者の意見を踏まえて検討した結果、スロットルレバ

ー操作を制限する「レバースペーサー」を着水時には取り付ける事を義務化し、平成２６年５月以降順次各競走

場へ配備される事となった。 

なお、同機材配備にあたっては、初期配備に関する費用を競走会が、選手の使用に伴う破損・紛失による補充

費用は本会が負担する事で合意した。 

 

二、競走の安全対策および技術研究に関する事業について 

競走の安全対策および技術研究に関する事業では、競走の公正・安全の確保を基本理念とし、会員に対しては、

法令はもとより関係規程の遵守ならびに航走事故の未然防止を主柱とする指導を徹底すると共に、関係団体と

連携し事故防止に関する事業として次のとおり実施した。 

① 競走の安全対策について、各競走の参加会員から代表を選任し、現地との調整役として、競走参加中におけ

る種々の事象について報告を求め、具体的な事象発生にあっては、その内容を詳細に検討し、後述の「事故防

止対策委員会」に付議する事をはじめ、個別指導にあたった。 

② 前述の「レバースペーサー」導入にあたり、実地モニターテストを実施し、導入に向けた選手視点での問題

点や改善案を提起した。 

③ 殉職事故が朝の着水時という業界関係者誰もが想定し得なかった状況下においての発生を見て、関係団体

が連携して原因究明ならびに器材改良に着手すると共に会員に対し、改めて乗艇時における防護具着用を指

導徹底した。 

④ 前年度より継続して研究開発を進めている低出力モーターについて、航走性能調査に協力し、競走に充分対

応できることが確認されたことを受け実用化が決定し、平成２７年１月以降のモーター切替えより順次導入

される事となった。 

 

この他、ボート・モーター並びに各種防護具等の機材関連に関する研究事項については、競走会が主催する「技

術連絡会議」ならびに「ボート・モーター等改善研究委員会」と連携し、研究および改良にあたった。 

 

 

 

 



Ⅱ．競技技術・資質の向上を図る研修・訓練に関する事業 

  【定款第４条第１項第２号】 

一、競技技術・資質の向上を図る研修・訓練に関する事業について 

選手の人格品性の陶冶ならびに技能の修練を目的に、以下のとおり各種訓練を実施した。また、自主的な訓練

希望による訓練所利用申請に対しても積極的に施設を開放した。 

なお、訓練用発走信号時計は、国土交通省中部運輸局による法定精度検査を年４回受けて精度維持に努め、訓

練器材（ボート・モーター等）については、登録有効期間を経過した実走に供していたものを浜名湖競艇企業団、

常滑市競艇事業部、株式会社スミノエマリンシステムより払い下げを受け、各種訓練に活用した。 

 

（１）特別訓練について 

①特別訓練 

経験の浅い新人選手に対し、公人としての自覚および競技技能の向上を図ることを目的に行う特別訓練は、実

施計画に基づき年度内４回実施し、第１０９期生から第１１２期生までの４期を対象とし、１１６名が参加した。 

訓練は、模擬レースを主として、スタート練習・旋回練習・プロペラ修整・ＶＴＲ講義等を実施した。なお、

この訓練には２４名の会員が実技教官として協力し後進指導にあたった。 

②新入会選手特別研修会 

業界の道徳である「礼と節」を重んじ、社会人としての人間形成の徳育を目的に行う新入会選手特別研修会は、

年度内２回実施し、新たに選手登録を行った第１１２期生および第１１３期生５８名が参加した。 

訓練は、すべての事故を防止する観点から、実技面においてはスタート練習、模擬レース、モーター整備等を、

座学においては選手としての在り方、初出走にあたっての心構えと手続き等の諸準備ならびに会員遵守事項等

の講義を実施した。なお、この訓練には１５名の会員が協力し後進指導にあたった。 

 

（２）自主訓練について 

スタート事故者に対する正常なスタート技能を習熟せしめるため、競走会より業務移管を受け実施している

自主訓練については、年度内１８回実施し、延べ２８８名が自主訓練規程に基づき参加した。 

 

（３）訓練所利用について 

自主的な練習希望による訓練所利用状況については、８支部、延べ１２４名の会員が技量向上のために訓練

所を利用した。 

 

  



Ⅲ．出場条件の改善及び事故・災害防止に関する事業 

  【定款第４条第１項第３号】 

一、選手処遇について 

選手処遇については、本年度は前年度より開催された賞金女王決定戦シリーズ戦競走の賞金改定に伴う増額

分が前年度選手処遇に上乗せされる運びとなった。 

また、次年度選手処遇については、消費税法改正に伴う税率引上げに関し、施行者側と対応について協議した

結果、依然として厳しい売上状況等を鑑み、平成２６年度賞金基準については、税率引上げ分を含む総額表示と

することとし、平成２７年度からは賞金総額を減額する一方、本会の認可特定保険業健全化のため、特別共済助

成金として助成する旨の内容で合意するに至った。 

なお、選手収入総額、共済助成金額は次のとおりである。 

 

施行者支給金額   24,465,834,048円 

 

競走会支給金額     470,968,000円 

 

合計        24,936,802,048円 

 

平均収入（注）     15,556,333円 

（注）平成２６年３月末日現在の会員数1,603名で除したもの 

また、施行者支給の共済助成金額は、1,810,000,000円であった。 

 

二、競走の出場条件について 

本年度の開催状況については、日中開催の他、ナイターレースが桐生、蒲郡、住之江、丸亀および若松の５場

で合計８８２日、また、モーニングレースが徳山、芦屋および唐津の３場で合計５２８日それぞれ開催された。

なお、２４場の総開催日数は４，４６８日であった。 

また、鳴門競走場については、国の撫養港海岸保全施設整備事業のため、平成２７年度末まで休催されること

となっている。 

 

三、競走の公正確保及び競技水準の向上化について 

「競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程」に基づく４期間通算勝率の該当者に対しては、同適用

の申し合わせ事項により、平成２４年１１月１日以降新たに始まる有効級別期間の４期間通算勝率が成立する

までの間は退会勧告を猶予することとなっており、本年度は第２条第１項第２号に延べ２６３名、同第３号に延

べ４５名が該当し、該当者に対する退会勧告を猶予した。 

なお、同規程の該当状況については、次項のとおりである。 

  



｢競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程｣該当状況 

年度 昭和50
～ 　

内容 平成3 4～7 8～9 10～11 12～23

第2条 整備規程違反

第1項 出場停止

第1号 6カ月以上

4期通算

事故率

第2条 0.70以上

通　 算

第1項 4期通算 4期通算 勝 　率 19 17 4期通算

3.50未満

第2号 勝　率 勝 　率 　 勝　 率
4期通算

3.00未満 3.50未満 勝　 率 3.80未満
3.80未満

4期通算 第2条 33年経過 33年経過

第2条 第1項 後　4期 後 4期

第2項 第3号 通算勝率 通算勝率

3.50未満 4.30未満 4.80未満

33年経過 33年経過 第2条

後　4期 後　4期 第1項第4号

      4. 1 施行 通算勝率 通算勝率 4期通算

      5. 1 運用 4.30未満 4.80未満 出走回数

○52. 3.30 改正 60走未満

      5. 1 施行 4/30 10/31 4/30 10/31

備考 ○54. 6.27 制定 ○4. 3.30 改正○ 8. 3.18 改正 1,557 1,575 1,584 1,598

     11. 1 施行      5. 1 施行      5. 1 施行 名 名 名 名

○61. 3.19 制定

      5. 1 施行 ○7. 3.23 改正○10. 3.24 改正

     5. 1 施行      5. 1 施行

0 0

　    4. 1 施行

0 0

0 0

00 0 0

24

（競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程）

001

　　　3.24 施行

　    6.22 施行

内容内容

（会員数適正化に関する規程）

8

勝　率

○50. 3.27 制定

88 11

合計

300

←

－

←

12

12 ←

←3

10

←

条項 内容

39

0

54

8

←

－ 18

○12. 3.22 改正

　    4. 1 施行

25

○22. 3.24 改正

　　　4. 1 施行

○25. 3.22改正

○19. 6.22 改正       6.26施行

○18. 3.14 改正

○21. 3.24 改正

      4. 1施行

○24. 6.26改正

 

｢競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程｣適用の申し合わせ事項該当状況 

 

四、事故防止対策委員会について 

事故防止対策委員会は、定款第３８条に定める特別委員会として組織し、選手に関わる全ての事故防止ならび

に公正かつ安全な競走の確保を目的として年度内６回開催し、競走会の褒賞懲戒審議会における懲戒事象や人

身事故を誘発しかねない無謀な航法を行った者をはじめ、７２件の事象について懲戒処分に付すと共に、顕著な

避航により人身事故の発生を未然に防いだ６０件の事象については、他に範を示すものとしてその行為を讃え

記念品を贈呈した。 

年度 平成

内容

第2条 4期通算

第1項 勝率

第2号 3.80未満

第2条 4期通算

第1項 勝率

第3号 4.80未満

17

24

20 23

12～18

22

25

131 132

35

条項

756

432

19

136 13979

41 33 30

合計

2,316

824

86 83 88

22

113 122

23

37 38 27 24 25 20

20 21

117 12910699



また、公正かつ安全な競走を確保する環境づくりとして、選手間での事故防止という観点から種々指導や処置

を行った。 

 

五、スタート事故防止について 

ボートレースでは、一定時間内にスタートラインを通過するフライングスタート方式を採用しているが、この

方式で生じるスタート事故の本年度発生状況については、業界の努力目標であるスタート事故率０．３０以内の

ところ０．２７であり目標を達成した。この０．２７という記録は平成２年度の０．２８を上回る過去最良の記

録であった。 

また、熾烈な競走の中、連続して無事故出走を達成している会員に対し、昭和６０年制定「連続無事故出走者

特別褒賞要領」に基づき、本年度は連続３，０００回スタート無事故出走者１名、同２，０００回出走者６名の

会員に対しては特別表彰のうえ褒賞金を、同１，５００回出走者７名に対して褒賞金をそれぞれ贈呈した。 

なお、同要領制定後における連続無事故出走達成・表彰者は下表のとおりである。 

 

連続無事故出走達成・表彰者  

  内  容 達成者数 

連続２，０００回完全無事故出走 １ 

〃 １，５００回   〃 １ 

〃 １，０００回   〃 ７ 

  連続５，０００回スタート無事故出走 ３ 

〃 ４，０００回     〃 ３ 

〃 ３，０００回     〃 １８ 

〃 ２，０００回     〃 １０５ 

〃 １，５００回     〃 １８５ 

 

六、モーター備え付けプロペラについて 

平成２４年４月より、競走用プロペラについては、本会が各競走場のモーター基数に応じてプロペラ（ヤマト

発動機社製およびナカシマプロペラ社製）を配備し、会員が共同で使用しているが、この内、ナカシマプロペラ

については、安定的な生産の見通しが立たなくなったとして、平成２５年１０月をもって競走用プロペラの供給

事業から撤退することとなり、競走会と善後策について協議した結果、翌１１月からヤマト発動機一社による供

給体制を整え競走を実施することとなった。 

なお、本年度は、プロペラ定期交換分として２１競走場に合計１，９０５枚を新規配備し、また、全配備プロ

ペラのうち、１，０９７枚が競走使用または修整等に伴い破損・紛失したため、それぞれ競走に支障を来さぬよ

う予備プロペラに交換、随時補充を行った。 

また、ナカシマプロペラ社製の予備を含めた全てのプロペラおよびヤマト発動機社製の使用期間が終了した

プロペラは、競走用プロペラとしての役割は終えたが、その大部分は地元の施行者や日本モーターボート選手会

支部においてファンサービス用もしくは練習用等として活用された。 



Ⅳ．選手の共済（認可特定保険業含む）制度及び育英制度の実施に関する事業 

【定款第４条第１項第４号】 

共済制度とは、競走に参加する会員とその家族へのセーフティネットとして、モーターボート競走法第６２条に

ある選手の福利厚生の増進、運営者と選手との相互救済をその目的とし、各施行者からの助成を受け運営している

事業である。 

一、特定保険業について 

新法人移行に際し、旧特例民法法人時に実施していた共済事業の内、「退会一時金」、「慰労給付年金（特別含）」、

「遺児福祉年金」については、掛金の一部又は全額を会員が負担している事から、保険業に該当し、移行後も事

業として行うべく、国土交通省海事局総務課より「特定保険業者」の認可を受け引き続き運営している事業であ

る。 

 

（１）責任準備金と保険料について 

責任準備金とは、将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した保険料積立金ならびに将来の債

務を確実に履行するためのものと、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した異常危険準備金が挙げられ、

「毎決算期において保険約款に基づく将来における債務の履行に備えるため積み立てなければならない」と保険

業法第１１６条に定められているものであり、その評価に当たっては、年度末日における会員数および年金受給

権者に対する給付現価から保険料および助成金の収入現価を控除したものが評価時点における給付債務である

と考えるいわゆる閉鎖型責任準備金方式を本会では採用し、本年度は退会時給付保険に１２，４７４，８７０，

９９０円、慰労給付年金保険に１６，３５７，２２７，５４４円（但し、助成金は慰労給付年金にのみ充当）、

遺児福祉年金保険に１４６，５７８円の合計２８，８３２，２４５，１１２円を計上した。（保険料補助と責任

準備金不足に対応するものとに区分し、保険料補助については将来に亘り受領する事を前提とし、責任準備金不

足に対応するものについては、計算の結果、解消するまでの期間が退会時給付保険については５１年間、慰労給

付年金保険については５２年間であった。） 

また、賞金・完走手当から徴収する保険料率については、下表のとおりである。 

 

             保険料率一覧表（賞金部分）           （単位：％） 

保険種類 純保険料 付加保険料 計 

退 会 時 給 付 保 険 ８．４００    ０．１７０ ８．５７０ 

慰 労 給 付 年 金 保 険  ３．７００（注） ０．１５０ ３．８５０ 

遺 児 福 祉 年 金 保 険 ０．０５３    ０．０２７ ０．０８０ 

合計 １２．１５３    ０．３４７ １２．５００ 

（注）慰労給付年金：２．２０％、慰労給付特別年金：１．５０％。別途、参加賞支給日数に対応する保険料あり。 

 

（２）退会時給付保険について 

退会後の生活基盤を支える退会時給付保険は、退会時給付保険普通保険約款に基づき本年度３５名に対し、退

会一時金として支給した。また、年度末までに退会し、未払いである４名分１８４，２９３，２９４円を支払備

金として計上した。 

なお、退会会員の在籍期間は１２年９カ月から５０年９カ月であり、退会会員の在籍平均期間は３０年３カ月

であった。 

 



（３）慰労給付年金について 

慰労給付年金保険を構成する慰労給付年金は、昭和５５年度に制度が発足して以来、１，４７８名が受給資格

を得て、本年度末までに６４２名（内本年度７９名）が受給期間を満了し、慰労給付年金保険普通保険約款に基

づき、新たに待機期間を経過した受給資格者２２名を加えた８７１名（慰労給付年金７９４名、遺族年金７７名）

に対し支給した。 

なお、本年度退会時給付保険を支給した３９名の内、３７名が慰労給付年金に加入し、２名が退会返戻金の対

象となっており、年度末現在の待機者は４２名となっている。 

 

（４）慰労給付特別年金について 

慰労給付年金保険を構成する慰労給付特別年金は、平成８年度に制度が発足して以来、７４５名が受給資格を

得て、本年度末までに１０７名（内本年度６２名）が受給資格を満了し、慰労給付年金保険普通保険約款に基づ

き、新たに待機期間を経過した受給資格者１６名を加えた６８８名（慰労給付特別年金６２１名、特別遺族年金   

６７名）に対し支給した。 

なお、本年度退会時給付保険を支給した３９名の内、１５名（内、１３名が後に申請取消）が慰労給付特別年

金に加入し、２名が退会返戻金の対象となっており、年度末現在の待機者は７名となっている。 

また、前年度において、同年金の加入を申請した者の内、本年度４名から同年金の加入申請を取り消したい旨

の申し入れがあり、理事会にて審議した結果、その申し入れを応諾することとし、受給者特別拠出金を本人へ返

還した。 

 

（５）遺児福祉年金保険について 

会員が私傷病により、死亡もしくは重度の障害となったとき、その遺児等の養育費援助と福祉を目的とする遺

児福祉年金保険は、昭和６３年度に制度が発足して以来、本年度新たに承認された１名を含め、本年度末現在で

１０名の遺児等が奨学生に採用された。 

なお、遺児福祉年金保険普通保険約款に基づき本年度は、幼稚園児１名、保育園児１名、小学生１名、中学生

３名、高校生１名、大学生２名、専修学校生１名の合計１０名に対し遺児福祉年金を支給した。また、この１０

名分、３１，６９８，０００円を支払備金として計上した。 

 

二、給付事業について 

 

（１）災害事故について 

災害事故の発生件数は、見込み日数１１日以上が１３９件（前年度１４９件）、見込み日数１０日以内が７３

４件（同６６２件）の合計８７３件（同８１１件）であった。 

なお、全治見込み１１日以上の事故１３９件の内、６４件が全治３０日以上の重傷事故であり、その発生状

況については表１・２のとおりである。 

   

（２）育英制度について 

育英制度については、会員が競走参加中の事故により、死亡もしくは重度の障害となったとき、その子弟の生

活の安定と社会有用な人材を育成することを目的とし、昭和５７年度に制度が発足して以来、年度末現在で３５

名の子弟が奨学生に採用された。 

なお、本会諸規程に基づき本年度は、小学生３名、高校生２名の合計５名について育英金を支給した。 

 



（３）会員制服の貸与および選定 

本年度の会員制服については、平成２５年５月１日より着用開始の通勤着を貸与した。 

また、新入会員の第１１３期生２８名、第１１４期生２７名には夏季・冬季制服、通勤着等の制服一式を貸与

した。 

なお、平成２６年度貸与夏季制服については、第２回共済事業関係委員会において選定し、第５回理事会にお

いて決定した。 

 

三、各種委員会および会議の開催について 

 

（１）選手共済事業運営委員会 

給付事業の健全な運営を目的とする選手共済事業運営委員会は、本年度３回開催し、事業報告・決算・翌年度

事業計画・予算について審議し承認された。 

また、平成２５年１１月２日に発生した選手の死亡事故に係る給付についても審議がなされ了承を得た。 

 

（２）災害補償実務担当者会議 

平成２５年度災害補償実務担当者会議は、平成２５年１０月に開催し、全国２３競走場の担当者２３名および

日本モーターボート競走会の出席を得、平成２５年度上半期の負傷事故状況および負傷事故発生時における諸

手続きについて説明し、負傷事故発生の際には引き続きの協力を依頼した。 

 

（３）奨学生選考委員会 

育英制度の健全な運営および奨学生の選考を目的とする奨学生選考委員会は、平成２６年２月に第３８回委

員会を開催し、決算および予算ならびに奨学生の進学・進級について審議し承認された。 

 

（４）各種保険料等徴収事務担当者会議 

平成２５年度各種保険料等徴収事務担当者会議は、平成２６年３月に開催し、全国２３施行者の担当者２３名

および一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会ならびにＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会の出席を得、平成

２６年度会費・各種保険料徴収要領および選手賞金入力システムについて説明し、引き続きの協力を依頼した。 

なお、平成２６年度の同会議については、消費税法改正に伴う賞金・完走手当の変更およびそれに伴う保険料

率の改定がなされることから、平成２６年１１月頃を目途に開催する旨報告した。 

 

（５）共済給付審査委員会 

会員共済規程に関する給付の適正化および審査請求に関する審査事務を目的とする共済給付審査委員会は、

平成２６年３月に開催し、審査請求は発生していなかったため、過去の審査請求の事例について説明した。 

 

  











 

 



Ⅴ．海事思想の普及宣伝及び地域の振興に関する事業 

【定款第４条第１項第５号】 

一、海事思想の普及宣伝および地域の振興に関する事業について 

水上スポーツを通じた海事思想の普及宣伝および水難事故防止への啓発推進は、児童や青少年ならびに地域

住民へ、国土交通省認可の特定水域である本会訓練水面を開放し、公益財団法人日本財団（以下、日本財団とい

う。）より寄贈を受けたエンジン付きゴムボート、バナナボート等や本会施設を活用して実施した。 

また、昨年度に引き続き、宮城県塩竈市のサッカーチームを招待し、ボート体験乗船会や本会施設を無償提供

して、碧南市で行われたサッカー大会への出場支援や、全国の中学高校生を対象としてボートレース業界の道徳

である「礼と節」を徳育し、集団生活を通じて社会の一員たる自覚を促すことを目的とした「ＢＯＡＴ ＲＡＣ

ＥＲ養成体験学習会」を行うと共に、本年度は新たに本会が支援している宮城県石巻市の野球チームを招待し、

ボート体験乗船会や本会主催の碧南市少年野球チーム、ボートレーサーチームとの交流野球大会を開催した。 

 

（１）温水プールの開放状況について 

① 本会施設のある愛知県碧南市は、市内の四方を海・川・湖沼と水に囲まれた立地上の特性もあり、水難事

故防止や水に親しむことを目的とし、碧南市教育委員会の協力の下、市内の泳げない小学３・４年生３０名

を対象に無償で「キッズスイミングスクール」を開講した。 

このキッズスイミングスクールは全７回の日程で実施され、最終回には参加者の効果測定を行い、２５ｍ

および着衣１０ｍの完泳者２６名に対して本会会長名の認定証を授与した。 

② 碧南市消防本部の水難救助訓練に対し本会施設を開放し、延べ４９回３０８名が利用した。 

 

（２）特定水域水面の開放状況について 

特定水域水面を次のとおり開放した。 

内        容 参 加 者 名 回数 参加者数 

「見て」「乗って」「参加して」のテーマの 

マリンスポーツフェスタ 

障がい者、一般市

民等 
1 1,022名 

「親子ふれあいゴムボート大会」 

エンジン付きゴムボートでの油ヶ淵の水上遊覧 

油ヶ淵周辺住民、

子供会等 
3 135名 

地元の中学生を対象として、“ボランティア講座”を開き、

マリンスポーツを通して児童福祉施設の子供達をサポート

する実践活動 

幼児、小・中学生、

一般市民等 
1 89名 

復興地児童を招待し、ボート乗船会や宿泊施設を提供する

とともに、碧南市の野球及びサッカー交流会を支援し、ス

ポーツ親交を通してこどもたちの「心のケア」に役立てる 

東日本大震災復興

地住民 
2 47名 

ボートレーサー養成学校の疑似体験を通して、「礼と節」

を徳育し、社会人への人間形成の一助とする機会を提供 
中学・高校生 2  42名 

全日本モデルパワーボート連盟による 

ラジコンボート競技大会 
同好者、一般市民 7 356名 

日本ソーラー・人力ボート協会による全日本選手権大会 同好者 1 380名 

 

 



（３）施設の開放状況について 

① マリンスポーツフェスタの開催と併行して、碧南市内の中学生を対象にボランティア講座を開講し、同フェ

スタへ招待した児童福祉施設等の入所者に対し､講座の実践活動を行った。 

② 地域行事への協賛・協力として碧南市観光協会主催「花しょうぶまつり」の碧南油ヶ淵学童写生大会ならび

に碧南油ヶ淵釣大会に協賛し、また地元の応仁寺蓮如忌にも協力した。 

③ 「凧造り教室と餅つき大会」を開催し､招待した西端保育園の園児および周辺地域の親子４６名が参加した。

保存会の専門講師による凧の造り方等の講義の後、親子が協力して日本財団のロゴマークや自作したぬり絵

を凧にして凧揚げを楽しんだ。またその後は、子供たちによる餅つき大会を行った。 

④ 本会が訓練水面として使用している愛知県唯一の天然湖沼である油ヶ淵は、愛知県による油ヶ淵水辺公園

化の推進がなされており、その公園は清流のある親水公園とするために水質浄化運動が活発に行われている。 

また、同湖沼は環境省指定の絶滅危惧種１Ｂに指定されている「日本ウナギ」が生息しており、中学生及び

地域住民に対し、同地を通じて「水」と「環境」の大切さを知育し、ここを日本で唯一の日本ウナギの拠点化

とさせるべく啓発講座を行った。 

 

Ⅵ．海事思想普及や地域振興に資する施設の設置・運営に関する事業 

  【定款第４条第１項第６号】 

一、海事思想の普及宣伝および地域振興に資する施設の設置・運営に関する事業について 

常設訓練所の各種施設（プール、宿泊施設、体育館、会議室）を勤労青少年水上スポーツセンターとして、青

壮年の豊かな人間性の涵養および近隣住民の健康増進、地域振興のため、学校の部活動や少年スポーツ団、地域

住民、地方公共団体や企業に対し開放した。なお、利用状況は次のとおりである。 

 

（１）宿泊施設の利用について 

宿泊施設の利用状況については、主に各種スポーツ合宿のほか、地域住民の親睦会、地方公共団体および企業

の研修や各種サークル活動による延べ８，０３１名の利用があり、青少年の豊かな人間性の涵養や地域振興に寄

与した。 

 

（２）体育施設の利用について 

体育施設の利用状況については、温水プールの利用が主であり、個人利用をはじめ、碧南市スポーツ課主催の

婦人水泳教室や岡崎竜城スイミングクラブ、西端スイミングクラブ、中学、大学の水泳部、ライフセービングク

ラブ等による延べ６９，５０４名の利用があり地域住民の健康増進や地域振興に寄与した。 

また、多目的ホールにおいては毎週、体育教室、空手教室や社交ダンスといったサークル活動のみならず、フ

ォークリフトの講習会をはじめとした企業の研修や講習会に利用された。 

 

  



Ⅶ．社会貢献活動事業 

  【定款第４条第１項第７号】 

一、社会貢献活動について 

慈善活動を行うプロスポーツ選手の団体として、直接的または間接的に社会貢献活動を行い、関係団体との協

調を図りつつ、広く公衆の利益に資する活動を行う事を目的に次のとおり実施した。 

 

（１）東日本大震災被災地復興支援について 

①宮城県石巻市狐崎浜における支援活動 

本会では、平成２４年７月以降、宮城県石巻市狐崎浜を拠点とした、同地の復興、発展に向けた支援活動を継

続的に実施している。 

本年度は、牡蠣を養殖するために必要な帆立の原盤造りや成育の妨げとなるムール貝の除去、傷んだ定置網の

解体作業等のボランティア活動を年度内１４回実施し、延べ８０名の会員が参加した。 

②会員の支援活動 

前述の支援活動の他、各会員が獲得賞金の一部を支援金として寄付したほか、自主的に被災地でのボランティ

ア活動に参加した。 

③各地における募金活動 

日本財団では、東日本大震災を風化させることなく、被災地復興をより加速させるべく「忘れないで！３１１」

プロジェクトを立ち上げた。本会ではその趣旨に賛同し、関係団体の協力の下、全国各地で募金活動やチャリテ

ィーイベントを実施し、その全額を同財団へ寄付した。 

④スポーツ振興事業への協賛 

被災地児童および震災孤児を対象としたＮＰＯ法人Ｏｎｅ‘ｓ Ｈａｎｄｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ主催のキッズ

スノーフェスタ（福島・岩手）に協賛した。 

 

（２）ハンセン病制圧事業への支援について 

ハンセン病とは、元々日本では「らい病」と呼ばれ、伝染力は非常に低く、また感染して発症したとしても適

切な治療を行えば治癒が可能であり、重篤な後遺症を残すこともない病気であるにも拘らず、その外貌により、

古くから患者やその家族が差別・偏見の対象となった病気である。 

このハンセン病制圧事業への支援は、ボートレース業界が一丸となって取り組んでおり、本年度は、地域での

催事に出店した際の収益金や獲得賞金の一部を、公益財団法人笹川記念保健協力財団が管理する「ハンセン病制

圧ボートレースチャリティー基金」へ寄付した。 

また、本年度はハンセン病制圧活動の海外視察が実施され、本会会長は、日本財団・笹川会長、笹川記念保健

協力財団・喜多理事長と共にインドネシアのパプア州ジャヤプラ市およびビアク島ならびにジャカルタ首都特

別州を訪問した。 

この視察では、ハンセン病回復者子弟を対象とした奨学金制度である「日本ボートレーサー奨学金」の調印式

を行ったほか、ハンセン病蔓延地を訪問し、ハンセン病患者との交流等を図った。 

なお、同奨学金は、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ネパール各国におけるハンセン病回復者やその子

弟を対象に、高等教育に必要な４年間、教育支援を行うべく設立された奨学金である。 

 

 

 

 



（３）「社会貢献ボートレース基金」の新設について 

日本財団では、多様化する社会問題に対し、本会をはじめとしたボートレース業界からの寄付金を迅速かつ柔

軟に活用すべく「社会貢献ボートレース基金」を設立した。 

本会としても、常に社会貢献活動の最前線を走り、豊富な経験とネットワークを持つ同財団を通じて、きめ細

かな社会貢献を行うべく全会員からの寄付金１，５００万円のほか獲得賞金の一部を同基金へ寄付した。 

なお、同基金の使途については、日本財団との協議の上決定され、幅広い社会貢献事業に活用される予定とな

っている。 

 

（４）地域での社会貢献活動について 

毎年多くの会員が実施している地域での社会貢献活動については、本年度も全国で会員が社会福祉施設等へ

の慰問や施設入所者との旅行、地域の催事スタッフとしてのボランティア参加、獲得賞金の一部を各地の社会福

祉協議会等へ寄付するなど、地域福祉の向上や振興に努めた。 

 

（５）職業紹介をはじめとした各種講話について 

豊かな人格形成の醸成や先輩プロアスリートとしての心構えを教授することを目的に、会員が地元の小中学

校や他団体が実施するプロジェクト、選手養成訓練に講師として赴き、職業紹介や実体験を踏まえた講話を行っ

た。 

 

Ⅷ．機関誌の発行について 

  【定款第４条第１項第８号】 

一、機関誌の発行について 

本会の事業活動等を会員および関係各所に対し広く告知することを目的とした機関誌「モーターボート選手

新聞」を本年度は第３５９号から第３６０号、第１号から第６号までの計８回発行した。 

 

 

  



Ⅸ．その他本会の目的を達成するために必要な事業 

一、本会会員数の増減および役員の選任について 

 

（１）会員の増減について 

本年度末日における会員数は、１，６０３名（内、女子１９６名）で本年度中における入退会者数は次のとお

りである。 

入 会 者           ５５名 （第１１３期２８名、第１１４期２７名） 

退 会 者           ３８名 

 

地 区 別 会 員 数 

（ ）内は女子会員 

 

（２）役員の選任について 

本年度、６月２８日開催の第１回定時社員総会において、監事１名が退任し、新たに理事３名、監事１名（い

ずれも非常勤）を選任し、本年度末日時点における役員は次のとおりである。 

理 事 上瀧 和則（会長） 理 事 白石 桂三（常務理事）理 事 渥美 敏男（常務理事） 

理 事 鈴木 茂正     理 事 山崎 義明      理 事 鈴木 幸夫 

理 事 佐野 隆仁     理 事 濱村 芳宏      理 事 山﨑 昭生 

理 事 片山  晃     理 事 田中  寛      理 事 藤丸 光一 

理 事 小髙 幹雄（新任） 理 事 屋敷 伸之（新任）  理 事 牧  茂史（新任） 

監 事 鈴木 賢一     監 事 大内 隆美（新任） 

 

（３）常設訓練所指導員および勤労青少年水上スポーツセンター所長について 

本年度末日時点における指導員および所長については次のとおりである。 

指 導 員 久間  繁 

所   長 上瀧 和則（兼任） 

 

 

 

 

 

地 区 会 員 数 地 区 会 員 数 地 区 会 員 数 

群 馬  ８６（ ７） 滋 賀 ４８（ ７） 山 口 ７３（ ６） 

埼 玉 ９０（１１） 大 阪 １１２（１０） 福 岡 ２０９（３０） 

東 京 １９７（３２） 兵 庫 ６３（ ５） 佐 賀 ６１（ ４） 

静 岡 ８３（１５） 徳 島 ４９（ ８） 長 崎 ５８（ ５） 

愛 知 １４０（１３） 香 川 ６６（ ９）  

三 重 ４５（ ７） 岡 山 ９８（１４） 会員総数  １，６０３名 

福 井 ４５（ ５） 広 島 ８０（ ８）         （１９６名） 



二、会議について 

 

（１）社員総会 

第１回定時社員総会（Ｈ２５．６．２８ 於：東京「笹川記念会館」６階会議室） 

出席者  １，５６０名 

議 題 

第１号議案 平成２４年度事業報告書の承認に関する件 

第２号議案 平成２４年度決算報告書の承認に関する件 

第３号議案 公益財団法人日本財団に対する平成２６年度補助金・助成金申請の承認に関する件 

第４号議案 会員外役員の選任に関する件 

 

（２）理事会 

本年度における理事会は次のとおり、年度内９回開催した。 

第１回理事会（Ｈ２５．４．１ 於：東京「本会」会議室） 

議 題 

協議事項 

（１）代表理事の選定について 

（２）常務理事（担当業務執行理事）の選定について 

（３）会員外の理事・監事について 

（４）事務局長の任命について 

（５）第１１２期登録選手の入会承認について 

（６）支部名称使用許諾について 

（７）各支部との業務委託契約について 

（８）「理事会規則」の一部改正（案）について 

（９）平成２５年度事故防止対策委員会委員について 

（１０）平成２４年度第４回業務関係委員会の答申について 

（１１）プロペラ制度の方向性について 

（１２）関連団体からの依頼について 

 

第２回理事会（Ｈ２５．６．６ 於：愛知「勤労青少年水上スポーツセンター」新館会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）第１９０回選手出場あっせん委員会について 

（２）第３００回褒賞懲戒審議会について 

（３）年金資産について 

（４）清泉監査法人による平成２４年度監査報告書について 

（二）協議事項 

（１）平成２５年度後期級別審査対象期間における特定会費納付対象者の取扱いについて 

（２）連続無事故出走者に対する特別褒賞について 

（３）「遺児福祉年金保険」の奨学生について 

（４）共済給付について 



（５）平成２５年度第１回総務関係委員会について 

（６）登録更新検査手続における誓約書について 

（７）平成２５年度第１回共済事業関係委員会について 

（８）平成２５年度第１・２回業務関係委員会について 

（９）企画広報関係委員会について 

（１０）関係団体からの依頼について 

（１１）平成２４年度事業報告書（案）について 

（１２）平成２４年度決算報告書（案）について 

（１３）公益財団法人日本財団に対する平成２６年度補助金及び助成金申請について 

（１４）会員外の理事・監事について 

（１５）定時社員総会の開催に関する事項について 

 

第３回理事会（Ｈ２５．６．２８ 於：東京「笹川記念会館」８階会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）担当業務執行理事から理事会への業務報告について 

（２）平成２５年度第１回共済事業運営委員会について 

（３）慰労給付特別年金保険について 

（４）平成２５年度第１回事故防止対策委員会について 

（５）通算成績記録達成者に対する特別褒賞について 

（二）協議事項 

（１）褒賞懲戒審議会の付議案件の取り扱いについて 

（２）連続無事故出走者に対する特別褒賞について 

（３）「総務関係委員会」および「企画広報関係委員会」の統合について 

（４）特定会費について 

（５）社会貢献事業の予算執行について 

（６）理事から理事会へ、会員のための施策並びに当会の運営への建設的な意見募集について 

 

第４回理事会（Ｈ２５．９．３ 於：東京「本会」会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）ボートレース鳴門休止に伴う代替開催日数について 

（２）第５９回ボート・モーター等改善研究委員会について 

（３）第３０１回褒賞懲戒審議会について 

（４）平成２５年度事故防止対策委員会について 

（５）第９６回競技運営研究委員会について 

（６）平成２５年度第３回業務関係委員会について 

（７）共済給付について 

（８）平成２５年度第２回共済事業関係委員会について 

（９）平成２５年度第１回総務企画関係委員会について 

 



（二）協議事項 

（１）ナカシマ製プロペラの取り扱いについて 

（２）「競走出場選手代表に対する現地指導費の取り扱い要領」の新設（案）について 

（３）「役員選任規程」の一部改正（案）について 

（４）「役員候補者選任実施細則」の一部改正（案）について 

（５）平成２５年度第１回総務企画関係委員会の答申について 

（６）各種委員会委員について 

 

第５回理事会（Ｈ２５．１０．１ 於：東京「日本財団ビル」２階会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）担当業務執行理事から理事会への業務報告について 

（２）平成２５年度第１回技術連絡会議について 

（３）第３０２回褒賞懲戒審議会について 

（４）平成２５年度第３回事故防止対策委員会・第４回業務関係委員会合同委員会について 

（５）第９７回競技運営研究委員会について 

（６）平成２５年度第４回事故防止対策委員会について 

（二）協議事項 

（１）消費税増税対応に関する申し入れについて 

（２）第１１３期登録選手の入会承認について 

（３）登録第４１４０号梶野学志会員の会員資格について 

（４）「自主訓練規程」の一部改正（案）について 

（５）「競走出場選手代表に対する現地指導費の取り扱い要領」の新設（案）について 

（６）平成２６年度貸与夏季制服について 

（７）公益財団法人日本財団に対する平成２６年度補助金及び助成金申請について 

 

第６回理事会（Ｈ２５．１１．２６ 於：東京「本会」会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）登録第２９８８号鈴木詔子会員の殉職事故について 

（２）第４０回モーターボート競走関係全国責任者会議について 

（３）平成２５年度第３回共済事業関係委員会について 

（４）平成２５年度災害補償実務担当者会議について 

（５）第６０回ボート・モーター等改善研究委員会について 

（６）第１９１回選手出場あっせん委員会について 

（７）平成２５年度第２回総務企画関係委員会について 

（８）平成２５年度第２回選手共済事業運営委員会について 

（９）共済給付について 

（１０）「『競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程』申し合わせ事項」に基づく会員数増加時の取

扱いについて 

 



（二）協議事項 

（１）消費税増税対応に関する申し入れについて 

（２）慰労給付特別年金保険の事案に関する弁護士への依頼について 

（３）平成２０年基準に基づく平成２５年度収支計算書（案）について 

（４）選手登録更新手続に関する保証人並びに誓約書の提出について 

（５）「役員の報酬及び費用に関する規程」の一部改正（案）について 

（６）幹部職員の年俸制導入（案）について 

（７）「役員選任規程」および「役員候補者選任実施細則」に基づく次期役員選任について 

（８）「印章管理規程」の一部改正（案）について 

（９）平成２６年度前期級別審査対象期間における特定会費納付対象者の取扱いについて 

（１０）連続無事故出走者に対する特別褒賞について 

 

第７回理事会（Ｈ２６．１．１６ 於：東京「本会」会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）担当業務執行理事から理事会への業務報告について 

（２）平成２５年売上状況について 

（３）監査法人ＴＳＫによる期中監査講評について 

（４）第６１回ボート・モーター等改善研究委員会について 

（５）第３０３回褒賞懲戒審議会について 

（６）平成２５年度第５回事故防止対策委員会について 

（７）平成２６年度ＳＧ競走等実施要項第２回打合せ会議について 

（８）平成２５年度あっせん事務連絡会議について 

（９）平成２５年優秀選手選考委員会について 

（１０）平成２５年度支部職員研修会について 

（１１）遺児福祉年金の奨学生の新規採用について 

（１２）共済給付について 

（二）協議事項 

（１）平成２６年度事業計画書（案）の大綱について 

（２）慰労給付特別年金保険加入の取り消し者の取り扱いについて 

（３）慰労給付特別年金保険の特別計算に関する依頼について 

（４）消費税増税対応に関する全施協への回答について 

（５）「自主訓練規程」の一部改正（案）について 

（６）連続無事故出走者に対する特別褒賞について 

 

第８回理事会（Ｈ２６．３．４～５ 於：愛知「勤労青少年水上スポーツセンター」新館会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）平成２５年度第５回業務関係委員会について 

（２）平成２５年度第４回共済事業関係委員会について 

（３）平成２５年度第３回総務企画関係委員会について 



（４）第３８回奨学生選考委員会について 

（５）第６２回ボート・モーター等改善研究委員会について 

（６）第３０４回褒賞懲戒審議会について 

（７）ハンセン病制圧海外視察について 

（８）グランプリ・四大競走・クイーンズクライマックス優勝戦の副賞に関する件について 

（９）共済給付について 

（１０）認可特定保険業内部監査について 

（二）協議事項 

（１）業務関係委員会の答申に基づく平成２７年度選手処遇（案）について 

（２）慰労給付特別年金保険加入の取り消し者の取扱いについて 

（３）次期会員外の理事・監事について 

（４）「競走の出場辞退に関する規程」の一部改正（案）について 

（５）「勤労青少年水上スポーツセンター利用規程」の一部改正（案）について 

（６）平成２６年度事業報告書（案）について 

（７）平成２６年度予算書（案）および予算書内訳書（案）について 

（８）連続無事故出走者に対する特別褒賞について 

（９）元登録第２９８８号鈴木詔子選手死亡事故の取扱いについて 

 

第９回理事会（Ｈ２６．３．１６ 於：東京「笹川記念会館」８階会議室） 

議 題 

（一）報告事項 

（１）平成２５年度第６回事故防止対策委員会について 

（２）平成２５年度各種保険料等徴収事務担当者会議について 

（３）平成２５年度第５回共済事業関係委員会について 

（４）第１５回共済給付審査委員会について 

（５）平成２５年度第３回選手共済事業運営委員会について 

（６）共済給付について 

（７）登録第２９９２号今村豊選手通算２５００勝達成に伴う表彰について 

（二）協議事項 

（１）第１１４期登録選手の入会承認について 

（２）次期会員外の理事・監事について 

（３）重要な職員の任免について 

（４）慰労給付特別年金加入の取り消し者の取扱いについて 

（５）業務委託契約について 

 

三、監査について 

本年度の会計監査人または本会監事による監査の執行状況は次のとおりである。 

平成２４年度第４／４半期監査 

監査法人：Ｈ２５．５．３～４（碧南）、Ｈ２５．５．２４、２７～２８（東京） 

本会監事：Ｈ２５．５．８（碧南）、Ｈ２５．５．１６～１７（東京） 

 



平成２５年度半期監査 

会計監査人：Ｈ２５．１１．２７（碧南）、Ｈ２５．１１．２１～２２（東京） 

本会監事 ：Ｈ２５．１２．４（碧南）、Ｈ２５．１２．５～６（東京） 

 

四、専門委員会について 

本会では、広く会員の意見を会の運営に反映させるべく、総務、業務、共済、企画広報の各部門に対する専門

委員会を設置しているが、活動内容、人数構成等を改めて見直した結果、総務ならびに企画広報部門について統

合して総務企画関係委員会として活動することとし、業務関係委員会については、所期の目的と共に従前の技術

研究専門委員会の主管であった「ボート・モーターおよび防護具等の調査研究」を継承して活動することとし、

技術研究専門委員会を廃止することとなった。 

 

（１）総務企画関係委員会 

総務企画関係委員会については、本会の総務関連事項、企画広報関連事項および勤労青少年水上スポーツセン

ター関連事項について会長からの諮問に応じることを目的に組織した委員会であり、年度内３回開催し、次の事

項を重点項目として審議した。 

・関係諸規程の改正および新設について 

・次期役員体制および次期役員候補者選任手続きについて 

・平成２６年度事業計画、平成２６年度競走事業会計、地域振興事業会計、収益事業会計および法人会計予算に

ついて 

・社会貢献事業の執行について 

 

（２）業務関係委員会について 

業務関係委員会については、会員の資質向上、競走出場に関する適正条件の確保、本会訓練業務等競技運営に

関する業務関係の適正性を確保するための組織体制整備および合理的な運営の改善に関する事項ならびにボー

ト・モーターおよび防護具等の調査研究について会長からの諮問に応じることを目的に組織した委員会であり、

年度内５回開催し、次の事項を重点項目として審議した。 

・競走用プロペラの小径化について 

・選手の最低体重に関する重量調整要領について 

・ナカシマプロペラの撤退に伴う取り扱いについて 

・平成２６年度業務関係予算、訓練事業会計予算について 

・平成２６年度選手処遇について 

・平成２７年度賞金基準案について 

・スロットルレバーの改善について 

 

（３）共済事業関係委員会について 

共済事業関係委員会については、選手が安心して競走に臨めるセーフティネットである給付事業について会

長からの諮問に応じることを目的に組織した委員会であり、年度内５回開催し、次の事項を重点項目として審議

した。 

・慰労給付特別年金について 

・平成２６年度貸与夏季制服の選定について 

・平成２６年度給付・扶助事業会計予算書について 



五、企画広報に関する事業について 

 

（１）普及協賛について 

普及協賛については、会員の敢闘意欲の向上を目的とした副賞の寄贈や式典・ファン対象のイベントへの協賛、

通算成績記録達成選手への褒賞を次のとおり実施した。 

①競走に対する副賞の協賛について 

副賞の協賛については、会員の敢闘精神を高揚せしめ観衆を魅了する競走を提供すべく、ＳＧ、Ｇ

Ⅰ、ＧⅡ競走の優勝者へ副賞金や副賞品を寄贈した。また競走への支援として本会会長賞競走を全２

４場にて開催し、優勝者に副賞金、賞状、トロフィーを、また優出者に副賞金をそれぞれ贈呈した。 

②式典への協賛について 

競走会が主催する各種式典への協賛として、永年功労者表彰を受けた８６名および優秀選手表彰を受けた５

名の合計９１名へ記念品を贈呈した。 

③通算成績記録達成選手の表彰について 

「通算成績記録達成選手褒賞要領」基づき、本年度は通算２，５００勝を達成した１名及び同２，０００勝を

達成した３名の合計４名へ表彰の上、褒賞金を贈呈した。 

④各種イベントへの協賛について 

本会会員が各地で行ったチャリティーイベントやトークショー、サイン会をはじめとしたファン対象イベン

トに対し、本会オリジナルグッズを提供し、ファンサービス等に活用された。 

⑤水上スポーツの普及について 

アマチュアボートレース競技の健全な発展ならびに水上スポーツへの普及のため、アマチュアボートレース

競技会への普及協賛を行った。 

 

（２）各種イベント参加の調整およびマスコミ等への対応について 

施行者や競走会をはじめとした関係団体が実施するイベント等、選手派遣への協力依頼に対し、諸条件の調整

を行う等の対応をした他、業界内で発行されている各種専門誌からの取材依頼や番組出演依頼等に対しても諸

条件の調整を行う等の対応をした。 

また、一般メディアからの取材要請等についても関係団体と連携して対応した。 

 

（３）公式ホームページについて 

本会の地域振興・社会貢献事業をはじめとした活動内容の周知とともに海事思想の普及宣伝に寄与すること

を目的に公式ホームページを開設しており、事業・決算報告といった情報公開の他、関係団体のホームページと

の相互リンクによりボートレースを多くの人々にＰＲするとともに、ボートレースの楽しみ方や選手情報等を

紹介している。 

 

 


