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< 注意：ランチャー台の上では注意して行動しましょう > 
先日、フライトの様子を写真で撮影しようとしていた人が、ランチャー台の脇にある網

に乗ろうとしたところ、誤って転落してしまう事故がありました。幸い大事には至りませ

んでしたが、ランチャー台は高所に設置されているため、重大事故につながる可能性は十

分あります。フライヤーのサポート等で台に上がる事は日常となっていますが、細心の注

意を払って行動するようお願いいたします。また、設置してある網はあくまで緊急時の保

護ネットです。意図的に乗ると強度が落ちるばかりではなく、あらぬ事故につながる可能

性があります。故意に網の上に乗らないようお願いいたします。 

< 再掲：アウトランディングレポートの提出について > 

板敷ランディング場周辺1km以遠（含：他エリアランディング場）に降りた場合、アウト

ランディングレポートを提出して下さい。（用紙は各ショップに置いてあります。） 

 

【 アウトランディングレポート記入上の注意 】 

氏名 アウトランディングした人（本人）の氏名を記入 

会員No又は推薦者 会員の方は会員No、ビジターの方は推薦者の指名を記入 

アウトランディング日時 アウトランディングした日時を記入（西暦 年月日時分） 

アウトランディングの内容 該当するものに○。その他の場合は内容も記入 

着地地点 ランディング地点が特定できるように記入。住所、GPS座

標、地図、ランディング名（他の正規エリアのランディ

ング場に降りた場合）のどれか1つは必ず記入すること。 

土地利用状況 土地の利用状況（田畑・河川敷・空き地等）を記入 

被害の有無 着地地点に損害が及んだ場合、その内容・対応状況を詳

細に記入 

アウトランディングレポート提出に伴う罰則規定はありません。 

何らかの害が発生した場合、各自で責任を持ち良識のある対応を心掛けて下さい。 

 



2007年 茨城ハング総会報告 
日時:2007年2月25(日)16：00-19:45 

場所: 大増 多目的センター 

出席者数：22名（議長含む） 

(会長挨拶) 残念ながら年はじめに死亡事故が発生してしまいました。未然防止対策等、課題

はいろいろありますが、会員の皆様にもご協力頂き、より安全なエリア作りを目指して行きた

いと思います。 

(議長選出) 岩崎隆司 役員を議長に選出 

 

1. 2006年度事業報告 
(1)事業概要報告（資料後掲） 

 

(2)エリア管理報告(年間委託契約作業内容については添付資料を参照ください) 

毎回の整備作業を桂役員と岡本役員が検収し、役員会で報告している。その内容は会報でも

報告しており、個々の内容については既に発行の会報を参照していただきたい。 

 

(3)会計報告（資料別掲） 

（質疑） 

Ｑ：スタチン／アウトサイドにおける罰金支払いが少ないが、実状と異なっているのではな

いか？ 

Ａ：現状、会としては発生したスタチン／アウトサイドと罰金との整合性確認は行っていな

い。会員のモラルに依存する所もあるが、今後についての対策を役員会にて検討する。 

 

(4)会計監査報告 

会計監査の小沼氏より会計報告書の報告・提出が行われた。 

以上、(1)～(4)を全会一致で承認。 

 

2. 2007年度事業計画 
(1)事業計画概要(資料後掲) 

（質疑） 

Ｑ：会報は今まで通り毎回発行するのか？ 

Ａ：紙ベースでの発送は送料がかかるため、事務経費削減を視野に入れ、複数回分をまとめ

て発送する形とし、回数を減らしていくこととする。但し、役員会開催時の会報作成は

極力行い、茨城ハングホームページ上に随時掲載していく。 

 

(2)予算案(資料後掲) 

（質疑） 

Ｑ：1月役員会以降の再入会者数は何名か？ 

Ａ：6名。例年に比べ非常に少ない状況である。 

 

Ｑ：エリア保険とは何か？ 

Ａ：茨城ハングの管理するエリアにおいて、何らかの問題が発生し、裁判等で茨城ハングの

過失が認められた場合に下りる保険である。会にかかる保険で、フライヤー個人にかか

る保険ではない。 

 

Ｑ：エリア保険がなくなったが代替手段はないのか？ 

Ａ：現時点では見つかっておらず、今後も見通しは厳しいと考えられる。 

 

 

以上の(1)と(2)について全会一致で承認。 



 

3. 会則改定 
【改定】 

第１章 総  則 

×改定前 

「第３条 本会の所在地は、茨城県石岡市大塚1529薗部重巳宅内に置く。」 

○改定後 

「第３条 本会の所在地は、茨城県石岡市に置く。」 

 

第６章 役員会 

×改定前 

「第２２条 役員会は原則として２カ月に1回開催することとする。」 

○改定後 

「第２２条 役員会は原則として２カ月に1回開催することとする。また役員会の開催手

段として電子的な手段を用いることができる。」 

 

×改定前 

「第２５条 役員会の開催日時・場所は役員会で選出された議長が決定する。」 

○改定後 

「第２５条 役員会の開催日時・場所・手段は役員会で選出された議長が決定する。」 

 

×改定前 

 「第２４条 役員会における評決は、出席者の７/１０以上の多数をもって成立する。但

し、第１３条第１号の除名決議については現役員の２/３以上の多数をもって成立するものと

する。」 

○改定後 

 「第２４条 役員会における評決は、出席者の７/１０以上の多数をもって成立する。但

し、第１３条第１号の除名決議については現役員の７/１０以上の多数をもって成立するもの

とする。」 

 

【廃止】 

第４章 役員 

「第１６条 第１４条の１～６の役員は任期中の年会費を免除する。」 

 

4. エリアルール改訂の了承 
１月役員会で実施が討議されたビジター費の値上げ（現行１５００円⇒２０００円）方針を

了承した。 

⇒ エリアルール改定は役員会の審議決定事項ですが、今回のビジター費改定について、特に

総会でも了承を受けることとし、賛成多数の了承が得られました。 



 

5. 2007年度役員改選 
今回、立候補・推薦により新たに2名の役員を迎え、副会長1名の辞退があった。 

役職 氏名 

会長 薗部 重己 

副会長 山崎 勇光 

会計 小林 奈緒子 

渉外 桂 敏之 

事務局 呉屋 紀彰 

エリア管理 岡本 正美 

役員 秋山 拓二、井上 潔、岩間 雅彦、上田 佳央、大沢 豊、 

小田島 久則、大森 崇弘、呉屋 彩子、鈴木 由路、 

藤沢 勇一、横山 豪 

会計監査  

 

以上について全会一致で承認。 

 

6. その他、会員からの意見・提案・質疑応答 
(1)エリアルールに定める罰則規定について 

現在、エリアルールに定める罰則規定は、危険行為の内容や被害状況を問わず「1ヶ月フ

ライト停止」といった形で1本かされている。「状況に応じた罰則規定を設けるべきでは？」

という声もあり会員の意見を確認した。その結果、見直すべきとの意見が多くを占めた。会

としてはこれらの意見を尊重し、罰則規定の見直しを行うこととした。 

 

(2)2008年度予算決定権について 

以前より会報を通じお知らせしているが、昨今の会員減少を受け、ここ数年茨城ハングの収

入も減少の一途をたどっており、このままでは十分なエリア整備もできなくなる可能性が出

てきている。会としては状況によっては 2008年度の年会費値上げも視野に入れ、運用して

いくことを検討している。万が一値上げせざるを得なくなった場合、2008年実施の総会での

決議を待った場合、値上げの実施は実質 2009年からとなってしまい、対応が遅れてしまう

可能性がある。この状況を未然に防ぐため、本来総会での決議事項である予算決定権を、2008

年度に限り、役員会に委ねても支障はないか決をとった。その結果、賛成多数で可決された。 

 

(3)再入会時の会費について 

茨城ハングの年会費は、再入会の場合、現状その年のどの時期に再入会しても一律20,000

円となっている。「年の後半からでも再入会しやすくするための制度を設けてはどうか」と

いう案が挙がったが、今年度からの実施をするにあたっては詳細な内容が確定しておらず、

本総会での決議事項とするには不十分な状態であった。「会員減少を食い止めるためにも本

年度での実施を検討したい。」との要望があり、内容の検討及び制度の実施について、役員

会に委ねても支障はないか決をとった。その結果、賛成多数で可決された。 

 

（閉会） 



[資料] 
1. 2006年度事業報告 
 
事業概要 
 1月 役員会 
   会報発行 
 2月 総会・役員会 
 3月 (スプリングフライト) 
 5月 役員会 
   会報発行 
 7月 救急法講習会 
   役員会 
10月 役員会 
   会報発行 
11月 オータムフライト 
 
上記のほか、日常的なエリア整備活動および安全対策活動を実施しました。 
・テイクオフ ゴムマット増設、ランディング水路転落防止網交換 
・地元との連携強化 
  ごみ拾い、八郷ふれあいまつり、枝払い作業、クラフトフェア他 
  役員だけではなく多くの会員にも参加していただきました。 
 
内容詳細については、既に発行の会報を参照してください。 

2. 2007年度事業計画 
 
事業概要 
 1月 役員会 
 2月 総会・役員会 
 3月 役員会、（日本選手権開催） 
 5月 役員会 
 7月 救急法講習会 
   役員会 
 9月 役員会 
11月 オータムフライト 
   役員会 
 
上記のほか、エリア整備活動および安全対策活動を実施します。 
・テイクオフ ゴムマット増設(様子を見ながら) 
・水路ネット安全対策 
・地元との連携強化 
・会報の発行 
・ホームページ情報更新 



会計報告および予算案・事業計画補足資料 

1. 2006年度会計報告補足 

(1)事務経費 
会報印刷および発送経費（昨年は3回発行）、ホームページ運営諸費用です。 

(2)エリア整備費 
年間エリア管理業務については別資料「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」を参照願
います。その他ＴＯゴムマット敷設費等。 

(3)大会費 
オータムフライトへの補助金です。 
他の大会は、茨城ハングからはエリアを提供するのみで独立採算となっています。 

(4)渉外費 
役員、および役員会から委任を受けた会員が本業を休んで会の活動(役場折衝等)を行う際に
支払う日当です。 

(5)地元協力金 
八郷町観光協会会費  15,000円 
地元祭礼寄付金       40,000円(夏祭り20,000円、秋祭り20,000円) 
多目的センター維持費 100,000円 

 
2. 2007年度予算案補足 

(1) 大きな支出予定なし 
今年は通常のエリア整備以外には、特に大きな出費は予定していません。 

(2) 会費収入の減少 
3月役員会の時点で、会費を納入した会員数は 149名でした。 

(3) 借地料減額のお願い他、支出削減努力 
昨年度に続き現在借地しているすべての地権者さんを対象に、借地料減額のお願いを行いま

す。 



 「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」 
I 適用 

本仕様書は、茨城県ハンググライダーの会(以下「会」と記載する)が発注する、板敷エリア管理

年間請負作業(以下「本作業」と記載する)に適用する。 

 

II 見積範囲 

1. 草刈り作業 

   作業範囲はTO・LD・土手とする。 

   当該契約年度内において、作業回数を以下の通りとする。 

     TO   ２回 

     LD   ４回 

     土手 ３回 

2. 消耗品 

   ガソリン、草刈刃等の消耗品費 

3. トラクター・草刈り機持込 

4. TO便所保守管理 

   汲み取り代金は会が負担する。受注者が立替払いし、後日実費にて精算する。 

   便所備え付けの消耗品は会からの支給とする。 

5. エリア巡回作業１２回 

   エリア設備の軽修理作業を含む。 

   安全に影響のある異常で軽修理不能な事態を発見した場合には、直ちに会に報告すること。 

   破損した吹き流し交換作業は作業範囲に含み、材料費は実費にて支給する。 

   吹き流し全損の場合には、相当する製品購入の実費を支給する。 

6. 排水ポンプ保守管理 

   ポンプのガソリン代は会からの支給とする。 

 

III支給物品 

 下記物品は会からの支給とする。ただし、受注者が立て替え払いにて購入し、後日実費にて精

算する。 

1. 破損した吹き流しの修理・交換材料代実費(全損の場合には製品購入相当額) 

2. 便所備え付けの消耗品代実費 

   ペーパー等。 

3. 排水ポンプのガソリン代実費 

 

IV検収 

1. 草刈り作業 

  当該契約期間内において、会との間で別途協議の上定める日までに作業を完了し、検査合格を

持って検収とする。 

2. エリア巡回作業 

 会の指定する日(計１２回)に巡回を行い、結果報告を持って検収とする。 

3. 保守管理(TO便所・排水ポンプ) 

 １年間の保守管理の完了を持って検収とする。 

 

V契約期間 

  本作業の契約期間は、会が定める当該年度１年間(１月１日～１２月３１日)とする。 

 

VI別途契約事項 

 本仕様書に記載していない以下の項目については、別途契約とする。 

1. 臨時草刈り作業(本仕様書記載の作業回数を越えて作業する場合) 

2. ランチャー台補修作業 



3. LD渡り板補修作業 

4. 貸与物品に関し、受注者の責に依らない破損が生じた場合の修復費用 

 

VII仕様外事項 

  以下の項目については、本作業の範囲外とする。 

1. ゴミ拾い作業 

 

上記発注仕様書に対する見積り結果 

2007年度 \420,000 

[過去の見積り額  \420,000(2006年度) \420,000(2005年度)] 

(以下内訳) 

1. 草刈り作業 

  TO   2回 

  LD   4回 

  土手 3回 

2. 消耗品 

  ガソリン、草刈刃、トラクター軽油 

3. トラクター・草刈り機持込 

4. TO便所保守管理 

5. エリア巡回作業12回 

6. 排水ポンプ保守管理 

 

(事務局注)  

1. 渡り板の補修は年間契約に含みません。 

2. 土手草刈りは年間契約に含みます。 

3. 草刈りの燃料代は年間契約料金に含みます。 

4. トラクターと草刈り機はエリア管理請負業者による持ち込み作業となります。 



 

２月役員会報告 
開催日時 2007年2月25日(日)19:45～20:30 

場所 大増多目的センター 

薗部 重己 山崎 勇光 岡本 正美 桂 敏之 

小林 奈緒子 秋山 拓二 井上 潔 岩間 雅彦 

上田 佳央 大沢 豊 大森 崇弘 小田島 久則 

呉屋 彩子 小田島 久則 鈴木 由路 横山 豪 

出席者 

他：会員数名 呉屋 紀彰(書記) 

 

1. 定例報告事項 
(1)新入会員報告 

会員番号 氏名（ふりがな） 検定員 

842 馬場 雄一郎（ばば ゆういちろう）  藤沢 

843 宮川 知己（みやがわ ともき）  桂 

844 宮川 美樹（みやがわ みき） 桂 

 

 

(2)エリア管理作業報告（岡本役員） 

作業日時 作業内容 

1月29日 ＴＯ吹流し1本交換 

エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

ＬＤ吹流し修理 

 

(3)会計状況報告（小林役員） 

2006年度会計報告・2007年度予算について総会で報告し承認を得た。（詳細については添付

資料参照のこと） 

年明けに再入会案内を送付したが、想定していたほど再入会者は増えていない。 

 

2. 報告・審議事項 
(1) ビジター費値上げの実施 
 総会においても了承を受けたので、１月役員会で決まったビジター費を１５００円⇒２

０００円に値上げする既定方針を、翌日の２月２６日から実施することとした。これに伴

い、エリア現場においてビジター費値上げの告知を徹底するよう申し合わせた。 

 

(2) 地元地域で行われるイベントへの参加案内（山崎副会長） 
 毎年八郷ふれあい祭りやクラフトフェアと言った、地元でのお祭りや催し物が開催され

ている。茨城ハングからも有志によりハンググライダーの体験コーナー等を催し、地元と

の連携強化を密に行っている。まだ参加したことのない人達もこういった機会に是非地元

の方々と触合って頂きたいとの声があがった。 

⇒ 地元開催のお祭りやイベントは毎年会報を通じ案内を出しております。こういったイ

ベントを通して、日頃お世話になっている地元の方々と更なる交流が深められればと考え

ています。まだ参加されてことのない会員の皆様にもご協力を頂ければと考えております。 



 

(3) TOエリア整備について（秋山役員、岡本役員） 
 以前よりTOエリアにはゴムマットを敷設したり草植物の種などを蒔きより快適なTOを

目指し整備を行ってきた。以前に比べれば土砂の流出も減り、雨天後の地面の泥濘も改善

されてきている。まだ一部の箇所については引き続き整備を行っていく必要があるため、

今後も継続して種まき等の作業を実施していく。 

 またランチャー台から先の木々が伸びてきており、ＴＯへの影響が懸念されている。フ

ライトに支障をきたすような事のないよう、岡本役員統括の元、順次枝払い等を行ってい

くこととした。 

 

(4) メインLD－サブLD間の魚網について（秋山役員） 
 2006年末に張替えを行ったメインLD－サブLD間の網であるが、一部耕作者の作業に支

障をきたす箇所に敷設してしまった事がわかり、地主さんからクレームがあがってしまっ

た。会としては早急にこれを撤去し、お詫びを申し入れた。 

 

(5) メインLD－サブLD間の金網について（大沢役員） 
 ランディング時にメイン LD－サブ LD間の金網に当たり、怪我人が出ていると言う報告

があった。会としては地面から浮いてしまっている箇所に対して土嚢を積む等の安全策を

とることとした。 

 

(6) LD解体場入り口付近にある給水ポンプについて（岡本役員） 
 LD解体場入り口付近にある給水ポンプを覆っているコンクリートが破損していた。原因

等は明確になっていないが茨城ハングで補修を行うこととした。 

⇒ 解体場への車の乗り入れ時に万が一接触し破損という事もあります。LD場や解体場は

地元の方からお借りしている財産です。何か問題が発生した場合、まず先に板敷フライヤ

ーが疑われてしまいます。ちょっとした不注意等で破損してしまう可能性もありますので、

十分な注意を心掛けて下さい。 

 

(7) 継続審議 
・エリアルールに定める罰則規定について（桂役員） 

・会員・ビジターフライヤー選別方法について（大沢役員） 

 

３月役員会報告 
開催日時 2007年3月25日(日)16:30～18:00 

場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重己 山崎 勇光 岡本 正美 桂 敏之 

小林 奈緒子 秋山 拓二 井上 潔 岩間 雅彦 

上田 佳央 大沢 豊 大森 崇弘 小田島 久則 

呉屋 彩子 小田島 久則 鈴木 由路 横山 豪 

出席者 

他：会員数名 呉屋 紀彰(書記) 

 

1. 定例報告事項 
(1)新入会員報告 

会員番号 氏名（ふりがな） 検定員 

845 横山 麻子（よこやま あさこ）   藤沢 

茨城ハング会員数 149名（2007年3月現在） 



 

(2)エリア管理作業報告（岡本役員） 

作業日時 作業内容 

2月26日 解体場脇の蛇口修理（蛇口が頭を出しているので、土嚢を積

むなり改良の余地有り） 

ＴＯ吹流し1本交換 

エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

ＬＤ吹流し修理 

2月28日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

3月8日 ＴＯトイレ汲み取り 

3月17日～21日 TO西トイレ裏階段修理（日本選手権大会費用にて負担） 

     ※ ランディングに置いてある撤去した魚網を廃棄します。荷積みの際、居合わせた

方はお手数ですがお手伝いをお願いいたします。 

 

(3)会計状況報告（小林役員） 

現在の所、特に大きな支出は予定していない。2007年度の新入会員数については目標を達

成したが、再入会者やビジター数が激減しており、引き続き対策を考える必要がある。 

 

2. 報告・審議事項 
(1) TOエリア整備について（秋山役員、岡本役員） 
 3種類の種を蒔き、そのうちの種類が根付いたようである。さらに 2袋購入したので、

LDの一角である程度栽培してからTOに移植する予定。 

 またランチャー台から先の伸びてきた木々については、現在西ランチャー前を中心に枝

払いを進めており、順次全体を刈り込んでいく予定。 

 

(2) メインLD－サブLD間の金網について（岡本役員、桂役員） 
 メイン LD－サブ LD間の金網に土嚢を積む件に関して、土嚢の劣化を懸念し紫外線に強

い物がないかどうか探してみたが見つからなかったため、従来のものに山砂を詰めて設定

することとした。今後岡本役員、桂役員を中心に作業を進めていく予定。 

 

(3) 日本選手権を振り返って（大沢役員） 
 5日開催期間中 3日間が成立し、特に大きな怪我もなく無事終了した。優勝は板敷エリ

ア出身の加藤実選手が飾った。大会主催のJHFからエリア整備費として25万円が支給され

る予定である。 

 

(4) スタチン・アウトサイドの罰金未払い対策について（全員） 
 昨年度の実績から見ても、実際に発生したスタチン・アウトサイドの件数より、支払わ

れた罰金の額が少ない（未払いの人がいる）可能性が伺えた。アウトサイドについてはラ

ンディング場周辺の地主さんが確認していたにもかかわらず、何の連絡も来なかったこと

があるとのクレームも挙がっている。会としては今後このような事がないよう、各ショッ

プに周知・徹底を行う事とした。 

⇒ TO・LD共に借地であるということを認識願います。ましてアウトサイドに至っては借

りていない場所になります。被害の有無に関わらず何らかの形で第 3者に迷惑をかけてし

まっています。決められたルールを守って報告・対応するようお願いいたします。 



 

(5) 会員・ビジターフライヤー選別方法について（全員） 
 会員のグライダーキール部にテプラを貼る案と、ビジターに腕章をしてもらう等のなん

らかの手続きをする案があった。前者の案はすぐに実行可能だが、具体的な展開が期待さ

れなかったので実行は見送ることとした。テプラではなくシールを使った方法が提案され、

大沢役員が次回の役員会までに見本を作成してくることとなった。 

 

(6) エリアルールに定める罰則規定について（桂役員） 
 今回の役員会で検討するには役員が少なすぎると言うことから、検討は見合わされた。

まずは素案を次回役員会までに桂役員が用意することとなった。 

 

(7) ランチャー台劣化について（大沢役員） 
 長年の使用により各ランチャー台で劣化している箇所が目立つようになってきた。板が

腐って人が乗ると破損する恐れがあるため、大沢役員に早急に修理していただくよう依頼

した。 

⇒ 各ランチャー台で部分的に板が腐り、危険な状態になっている箇所が見受けられます。

不用意に乗ったりしないようにお願いいたします。 

 

(8) 検討課題 
・再入会者年会費の分割化について（呉屋役員） 

・茨城ハングホームページについて（呉屋役員） 

 

3. イベント・大会案内 
下記イベント・大会の開催連絡が来ています。（網掛けは誰でも参加申し込みできるイベントで

す。）ご都合が合う方は参加してみてはいかがでしょうか？詳しくは各ショップにお尋ね下さい。 

イベント名 日時 開催場所 内容 
月例会（5月度） 5/12(土)・13(日) 板敷エリア 茨城ハング有志会員による月例コンペティション

です。http://imc.cloud-street.net 

茨城ハング 

2007年5月役員会 

2007/5/27(日) 

16:30～ 

ランディングカ

フェ内 

茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎

いたします。 

スカイフェスティバル

青森2007 

2007/5/26(土 )～

27(日) 

青森県弘前市常

盤野「岩木山 

空のスポーツを一般に広く紹介する共に、スカイ

スポーツの最先端技術や競技技術や知識を交換し

合い、空を愛する仲間と一般市民との交流と親睦

を図る事を目的とする大会です。 

http://www.hangpara.jp/hgc/18compe/2007/ 

aomori/pdf/kaisaiyoko.pdf 

周防大島スカイカップ 2007/5/26(土 )～

27(日) 

山口県周防郡周

防大島町 

嵩山フライトエ

リア・橘ウインド

パーク 

スポーツによる新たな地域作りを目的とした大会

です。 

http://www.hangpara.jp/hgc/18compe/2007/ 

suo_oshima/pdf/kaisaiyoko.pdf 

 

 

次回役員会: 2007年5月27日(日) 16:30～ 
 

 


