一般財団法人愛知県バスケットボール協会
2020 年度 第 5 回理事会議事録
【日

時】2020 年 12 月 15 日（火） 19：00～

【場

所】一般財団法人愛知県バスケットボール協会 事務局

【開催方法】Web 会議（Zoom 使用）
【出 席 者】＜理事＞
川本睦副会長、門川浩人、石塚康裕、鈴木慶光、矢倉直親、酒井康寿、出原竜彦、桝岡直久、
松藤貴秋、八木雅彦、金田武久、糟谷愛、櫻田あけみ、毛受誉子、
＜監事＞
伊藤隆、井上友幸
＜委員会委員長＞
加藤昌樹
＜アンダーカテゴリー＞
坂野貴則（U15 部会）
、近藤淳司（U12 部会）
＜事業部＞
佐々木貴之
＜事務局長＞
野村馨
【欠 席 者】加藤宣明会長、小栗弘理事、山内俊幸監事、青木インテグリティ委員長、宇田津広報委員長、
大石部長（U18 部会）
【次
1.

第】
会議成立宣言
本日、理事 16 名の内、計 14 名の理事が出席し、過半数を超えている為、定款 第 7 章 第 35 条に則り理事
会が成立することを宣言致します。

2.

副会長挨拶

3.

審議事項
① 基本規程の一部改定について
JBA の規程変更や各カテゴリー競技大会の変更に伴い、当協会の基本規程について一部改定の提案が
された。いくつかの項目に不備が認められた為、再考後改めて理事会へ提出することとなった。
≪継続審議≫
② D 級コーチ講習会の受講者合否について
11 月 28 日、29 日に行われた D 級コーチ養成講習会が終了し、指導者養成部会として、受講生の参加状
況を評価した。その結果である受講者 57 名の合否一覧を提出し、合否結果の承認を求めた。
≪以上承認≫
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③ ミニバスケットボール連盟残余財産の還付金について
公益財団法人日本バスケットボール協会（以下 JBA）よりミニバスケットボール連盟の残余財産の還
付通知が届き、その交付金の用途について検討を求めた。
【提案】1.選手及びチームへの還元に使用する目的の還付金として U12 部会へ
2.チームへ直接還元（手続きは事務局で行う）
U12 部会としてはこれまでの大会収支状況や、振込み作業に係る、振込先数・手数料・人件費や振り込み
に掛かる時間を考慮すると果たして、チームへ還付することが適切な対応であるのかと指摘を受けた。
支払いを一旦保留にし、
振込方法を1月のU12部会の会議で検討して事務局と調整を行うこととなった。
≪以上承認≫
④ 開催終了に伴う収支報告書の提出
以下 2 つの大会が開催終了した為、収支報告書が提出された。
（1）第 7 回 3x3 U18 日本選手権大会 愛知県予選大会
（2）第 6 回 3x3 日本選手権大会 愛知県予選大会
≪以上承認≫
⑤ toto 前年度の書類不備についての改善案
独立行政法人日本スポーツ振興センターより平成 30 年度事業の調査結果に基づく改善方策の提出依頼が
届き、指摘箇所についての改善策が提案された。
具体的な指摘内容を確認し、指摘された箇所については日本スポーツ振興センターへの申請だけでなく、
今後ガバナンスコードの観点からも、本協会の運営を更に向上させていく必要があると議論された。
日本スポーツ振興センターへの回答については期限もある為、事務局提案の改善策を提出すること。
また今後の運営にあたり、具体的な基準を設けるなどの当協会の会計規程を見直しが求められ、今後理事
会へ提案することが決まった。
≪以上承認≫
⑥ 令和 3 年度 toto 申請事業について
本年度（令和 2 年度）と同様に、以下 4 事業の申請を検討しており、その他のカテゴリーより申請を希望
する事業がないか、意見・検討を求めた。
(1) 愛知バスケットボールフェスティバル
(2) 愛知県バスケットボール選手権大会
(3) 愛知県バスケットボール選手権大会 社会人連盟予選会
(4) 愛知県社会人バスケットボール選手権大会
JBA から D-fund の実態調査なども依頼が来ており、D-fund の今後の運用が不明である為、当協会
として様々な補助金で金銭を工面していくことは今後の課題である。来年度から、より申請事業を増
やし、申請拡大を予定している。
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≪以上承認≫
⑦ 愛知県スポーツ協会表彰者について
公益財団法人愛知県スポーツ協会の表彰候補者推薦について、以下 2 名の候補者の答申がされた。
【スポーツ功労賞 功労賞への候補者推薦】
（1） 杉山 正弘 （2）神田 久美子
≪以上承認≫
⑧ 全国ミニバスケットボール大会の大会要項変更について
第 3 回理事会で提出以降、大会の開催方法について変更があり大会要項および収支予算書を再提出さ
れた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともない様々な大会が中止になったが、全国大会への出場
チームの推薦にあたり、今まで開催していた県大会と全国出場予選を一つにして開催することとした。
収支予算書について 2 つの大会が合併したことにより、収支の変動があった。支出について D-fund の補
助金を含めて計算してもマイナスが大きく、人員の見直しや会議費等で再度支出の検討が求められ、本年
度初めての合併の為、支出の見積もりが想定できず、極力支出がでないように努めると約束された。
≪以上承認≫
⑨ U12 来年度の大会名変更等
U12 部会より来年度の競技大会について、大会名の変更希望につき変更箇所の資料が提出された。
なお (4)「第 45 回愛知県ミニバスケットボール大会」と「2021 全国出場チーム選考会」が 1 つの大会へ
開催方法が大幅に変更となる為、大会要項と収支予算書が再提出された。
（※その他（1）～（3）
、
（5）
、
（6）の大会については大会名称のみの変更。
）
【変更前】
（1）2021 愛知県ミニバスケットボール春季リーグ
（2）2021 愛知県ミニバスケットボール秋季リーグ
（3）第 17 回ミニハズク・フレッシュ＆ミクロバスケットボール交歓会
（4）第 45 回愛知県ミニバスケットボール大会、2021 全国出場チーム選考会
（5）第 4 回愛知県バスケットボール U11 交流会
（6）アイチミニバスケットボールサマーフェスティバル
【変更後】
（1）21 愛知県 U12 バスケットボール前期リーグ
（2）21 愛知県 U12 バスケットボール後期リーグ
（3）21 愛知県 U8&U10 バスケットボール交流会
（4）第 45 回愛知県ミニバスケットボール大会
（5）21 愛知県 U11 バスケットボール交流会
（6）愛知県 U12 バスケットボールサマーフェスティバル
≪以上承認≫
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4.

報告事項
① 各大会の結果報告
② JBA2020 年度の功労表彰受賞者について
顧問 小宮山享氏がＪＢＡ功労表彰を受賞が報告された。
③ 鹿児島国体の延期と、今後の国体選手及び出場枠について
④ 法人保険の使用報告
【意見】事故当時の状況詳細など把握し、再発防止の観点から各カテゴリーへの情報展開を図る。
⑤ ガバナンスコードについて
【意見】将来のガバナンスに向けて事務局だけでなく理事を含めて、専門委員会などの組織を立ち上げて
運用に向けての措置を図っていく。
⑥ JBA 令和 3 年度の競技大会日程
⑦ フジパン全社バスケットボール大会について
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、開催中止が報告された。

5.

その他
・審判委員会より審判が使用するホイッスルに、新型コロナウイルス感染症の感染対策の観点から、唾液の飛
沫防止用のホイッスルカバーを推奨しており、各カテゴリーからの情報展開を求めた。
また審判が公式大会へ参加の際に、健康チェックシート等の提出などで管理保管しているが、個人的な練習
試合などの小規模までは情報が回っておらず管理が難しい為、各カテゴリーと連携して情報把握を行っていく
必要がある。必ず試合へ参加する場合は報告をするようにと注意喚起を促すよう依頼があった。
・U15 クラブよりＵ15 クラブバスケットボールゲームスについて、中止の判断基準が「政府又は JBA からの
自粛要請」また「現状の参加チームから、10％のチーム数が辞退した場合は JBA の規程に従って開催中止を
判断する」との説明がされた。

6.

連絡事項
・事務局より連絡
1. 年末年始休業日について
2. TeamJBA のシステム概要説明会
3. 提出書類について
以上
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