
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政のミスに損害賠償命令  

 藤沢市は 5 月 30 日（月）、同市による道路境界線の設

定ミスで建築基準法に違反することになった所有者に対

し、解体や建て直しにかかる費用約2,345万円を賠償する

と発表しました。 

 建築基準法では、建物敷地が面する道路の幅員を4m（又

は 6m）以上確保すると定めており、幅員 4m 未満（又は

6m 未満）の場合は、対象住宅の敷地内側にセットバック

（後退）して、道路の幅員を確保する必要があります。 

 藤沢市は、2014

年から3年かけ、市

内の延べ約6800路

線の位置や幅員な

ど記録した「指定道

路調書」を作成して

いました。その中で

今回対象となった

住宅（2018年建築）

は、調書では道路境

界線が正しい位置

よりも55㎝手前に

設定されており、誤

りのまま調書に従

って建築したため、

現況のままでは、容

積率や建蔽率が超過してしまうことになりました（上記図

参照）。 

 今回の問題を受け藤沢市が、類似する道路286カ所を調

査したところ、同様に基準点の誤っているところは他に 5

カ所あったとのことで（誤った調書を基に建築された住宅

はないとのこと）、今後は全ての路線を再確認するとのこ

とです。 

 今回問題なのは、調書の作成業務を受託した業者から事

前に質疑が出されていたにもかかわらず、担当署内で共有

せずに、結局問題が発生するまで十分な確認をしなかった

ことです。 

 山口県阿武町の誤送金問題も発端は、本来10万円を463

人に振り込まなければならないところを、誤って4,630万

円を1人に振り込むという通常では考えられない「凡ミス」

からでした。 

 これらのミスは、共に署内にチェック機能が働いていれ

ば防げたミスです。このように、立て続けに問題が発覚し

ていることから、今回の問題は氷山の一角とも考えられ、

今後も藤沢市は勿論、他の公共団体でも同様のミスが「眠

っている」可能性が十分に考えられます。私たちも行政が

全て正しいという先入観を捨て、客観的で、かつ、冷静な

目で判断していきたいと思います。 

 4団体統一へ  

 6月7日（火）プロボクシングの世界バンタム級3団体

王座統一戦がさいたまスーパーアリーナで行われ、世界ボ

クシング協会（WBA）、国際ボクシング連盟（IBF）統一

王者の井上尚弥（大橋ジム）が、世界ボクシング評議会

（WBC）王者のノニト・ドネア（フィリピン）を、二回1

分 24 秒で TKO 勝ちし、日本人選手初の主要 3 団体王座

統一を達成しました。残るベルトは世界ボクシング機構

（WBO）のみとなり、仮に同級王者のバトラー（英国）に

勝利すると、主要4団体統一の王者となります。 

 

 

 4 つの主要団体の中で最も古い協会は、WBA（World 

Boxing Association）です。1921 年に米国で設立された

NBA（ナショナルボクシング協会）が母体で、1962年に

WBAとなっています。日本人では、大場政夫（フライ級）、

具志堅用高（ライトフライ級）、村田涼太（ミドル級）等

がいます。 

 WBC（World Boxing Council）は、1963年にWBAの

諮問機関として設立されたものの、1966 年に WBA から

脱退し、徐々に独

自の世界王者を

認定し、現在に至

ります。加入国は

4団体で一番多く、

一番権威がある

団体との見方も

あります。日本人

では、ガッツ石松（ライト級）、辰吉丈一郎（バンタム級）、

長谷川穂積（バンタム級、フェザー級、スーパーバンタム

級）がいます。 

 

協会名
（略称）

WBA WBC IBF WBO

設立 1921年 1963年 1983年 1988年
加盟国 90ヵ国 161ヵ国 27ヵ国 65ヵ国

ダウン
方式

スリーノッ
クダウン
制※1

フリーノッ
クダウン
制※2

フリーノッ
クダウン
制

スリーノッ
クダウン
制

特徴

オープンス
コアリング
システム
採用※3

当日計量
がある

プロボクシング世界主要4団体

※1：1ラウンドで3回ダウンした場合は即ノックアウト負け
※2：1ラウンドで何回ダウンしてもOK
※3：4Rと8Rの終了時に採点を公開すること

出典：言葉のギモンを解決するサイ ト「スッキリ」より抜粋
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 IBF（International Boxing Federation）とWBO

（World Boxing Organization）は、それぞれ1983年と

1988年に、何れもWBAから分裂される形で独立した団

体です。日本ボクシングコミッション（JBC）は、「1

国1コミッション」の規定を遵守していたことと、タイ

トルの乱立は望まないなどの理由で長らく未公認でした

が、2013年に正式加入しています。両団体共に日本では

歴史が浅いので、過去に王者は多くいませんが、高山勝

成（ミニマム級）は、WBA、WBC（暫定）、IBF、

WBOの王者になっています（井上尚弥はWBOスーパ

ーフライ級で7度防衛）。 

 先述の通り、WBA とWBC は共に歴史があるため、両

団体の王者になった選手も多く、日本人では、ファイティ

ング原田（バンタム級）、輪島功一（スーパーウェルター

級）、井岡一翔（ミニマム級、ライトフライ級、フライ級、

スーパーフライ級）、井上尚弥の所属する事務の会長であ

る大橋秀行（旧ストロー級）等多数排出しています。 

 さて、現在プロボクシングには主要な4団体がある旨記

載しましたが、体重別の階級はどのくらいあるのかわかり

ますか？解答は下記表をご覧ください。 

 

 上記の通り、男子ボクシングでは実に 17 の階級に分か

れています。当然これだけ階級が細かく分かれているのに

は理由があります。もちろん、階級が多い程、興業面で有

利であるということも言えますが、一番は安全面です。ボ

クシングは体重による戦力差が、他のスポーツと比べて非

常に大きく、体重が僅か数キロ違っても、パンチ力が全く

違います。 

 その為、計量は非常に厳しく、試合の前日までに契約体

重以下に落とさなければなりません（IBFは当日も計量を

行い、前日計量から10ポンド以上増やしてはいけない）。

通常は下着のまま計量を行いますが、制限体重以下に出来

なければ、全裸での計量も認められています。 

 仮に計量に失敗し、体重超過になった場合、JBCのルー

ルでは、契約体重の3％以上の場合は失格、3％未満であれ

ば 2 時間の猶予で再計量となります。また、8％以上の超

過では試合中止となります。 

 ペナルティは、国際マッチ以外は、試合が決定されても

制裁金やライセンスの停止、世界タイトルマッチでは、王

者がオーバーした場合はその時点で王座剥奪、挑戦者が勝

利した場合は挑戦者の王座認定となります。 

 逆に、挑戦者が体重オーバーした場合は挑戦権剥奪で、

王者の防衛認定となるノンタイトル試合となります。 

 このように、ペナルティが厳しいのもひとえに、体重差

による危険回避の意味合いが強いのです。 

 さて、話は井上尚弥に戻ります。彼は、ライトフライ級

王者からフライ級を飛ばし、スーパーフライ級の王者にな

り、現在はバンタム級の王者です。年末の開催とも噂され

ている4団体統一王者になった後はスーパーバンタム級へ

の転向、そしてもしかしたらもう一つ上の階級（フェザー

級）でも十分戦えるのではないかと言われています。 

 先月、米国の権威あるボクシング専門誌リングマガジン

が選定する「パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じ

て誰が最も優秀なボクサーであるかを経歴と表層上の戦

力評価で定めるランキング）」で1位になりました。これ

は 1989 年から実施されているランキングで日本人歴代最

高位であり、歴史的な快挙です（過去ベスト 10 にランク

入りした選手は井上尚弥の他は、山中慎介、内山高志、井

岡一翔の3人のみ）。 

 これだけ桁違いの実力を持つ「モンスター」選手でも、

あと階級を 2 つ上げること（リミット体重が 3.63 ㌔増加

する）は簡単なことではないのです。井上尚弥は既に35歳

で引退すると明言しています。現在 29 歳の井上尚弥は今

後「階級の壁」を突破して、あとどれだけの「伝説」を積

み重ねていくのでしょうか。とても楽しみです。 

 

 

 

 

 

  

 

階級 体重（ibポンド） 階級名の意味
1 ミニマム級 105lb以下（47.62kg以下） 原子、最小
2 ライトフライ級 108lb以下（48.97kg以下）
3 フライ級 112lb以下（50.80kg以下）
4 スーパーフライ級 115lb以下（52.16kg以下）
5 バンタム級 118lb以下（53.52kg以下）
6 スーパーバンタム級 122lb以下（55.34kg以下）
7 フェザー級 126lb以下（57.15kg以下）
8 スーパーフェザー級 130lb以下（58.97kg以下）
9 ライト級 135Ib以下（61.23kg以下）

10 スーパーライト級 140Ib以下（63.50kg以下）
11 ウエルター級 147Ib以下（66.68kg以下）
12 スーパーウエルター級 154Ib以下（69.85kg以下）
13 ミドル級 160Ib以下（72.57kg以下）
14 スーパーミドル級 168Ib以下（76.20kg以下）
15 ライトヘビー級 175Ib以下（79.38kg以下） 重い
16 クルーザー級 200Ib以下（90.72kg以下） 巡洋艦
17 ヘビー級 200Ib超 （90.72kg超） 重い

プロボクシング階級一覧

出典：（一財）日本ボクシングコミッショ ンから抜粋・加筆
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本     社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 
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トリニテーシステム業務提携先（令和4年7月現在） 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力向上・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務を

担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 


