一般財団法人愛知県バスケットボール協会
2021 年度 第 1 回理事会議事録
【日

時】2021 年 4 月 20 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、出原竜彦、桝岡直久、酒井康寿、矢倉直親、鈴木慶光、
糟谷愛、小栗弘、八木雅彦、金田武久、松藤貴秋、櫻田あけみ、毛受誉子、
＜監事＞
井上友幸、伊藤隆、山内俊幸
＜委員会委員長＞
加藤昌樹、青木俊博、宇田津浩史
＜アンダーカテゴリー＞
大石敬冶（U18 部会）
、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
【次
1.

第】
会議成立宣言
本日、理事 16 名の内、計 15 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 2020 年度各大会・講習会等の収支報告について
2020 年度はコロナの影響により、催行された大会・講習会が例年に比べ大幅減となったが、開催された下記大会・
講習会についての収支報告書を提出し、承認を求めた。
1．第 73 回全国高等学校バスケットボール選手権大会
(U18 ALL AICHI CHAMPIONSHIP 2020)
2．第 7 回 3ｘ3 U18 日本選手権大会愛知県予選大会/第 6 回 3ｘ3 日本選手権大会愛知県予選大会
3．愛知県中学生バスケットボール新人大会 (支部５大会まとめ）
4．第９回 U15 クラブバスケットボールゲームス
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5．U15(クラブ・Ｂユース)バスケットボールリーグ戦
6. B 級審判員強化講習会（1 次審査）
7. B 級審判員強化講習会（2 次審査）
8. B 級審判員強化講習会（最終審査）
9. JBA 公認 D 級コーチ養成講習会
10. U14DC
11. U16DC
≪以上承認≫
② TO 委員会 委員長及び委員の選出について
2020 年度第 7 回理事会にて承認された TO 委員会について、下記メンバーを委員長及び副委員長、委員
として TO 委員会を発足させることへの承認を求めた。
委員長：堀井 瑞希（社会人）
副委員長：岡留 優介（U15）
委員：近藤 賢（U18）
委員：片山 誠太（社会人）
委員：中島 志乃奉（U18）
委員：上濱 穂高（U15）
委員：鈴木 貴哉（U12）
委員：千賀 由香（一般）
委員：柴田 雅美（スタッツ）※ ①
委員：村上 祥吾（スタッツ）
委員：高橋 一輝（スタッツ）

以上 11 名※ ②

※①個人スタッツの記録を担う。2026 年の FIAB スタッツライセンス取得を目標として活動する。
【補足】
・TO 委員会は JBA から依頼があり発足した。スタッツに関しては愛知県だけでなく、JBA 同様、
FIBA スタッツという認識となる。
・※②について、ABA 専門委員会規程（構成）第 4 条(3)において、
『委員は 2 名以上 10 名以内
(委員長及び副委員長含む)』と定められているが、重要な担務の為、このメンバー(人数)のままで
発足させる。
・トップリーグのＴＯについては来年度からライセンス登録制度となることが予定されている。

≪以上承認≫
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③ TO 委員会追加による ABA 専門委員会規程の改訂について
前回理事会での基本規程の改訂に加え、専門委員会規程 第 3 条（専門委員会の種類及び所管事項）につい
て以下の通り改訂すること、併せて前号での門川専務理事からの補足の通り、委員会人数について規程上は委
員長・副委員長含め 10 名以内となっているが、スタッツという特殊な役割であることから人数は変更せずに
11 名で発足させることへの承認を求めた。
1．（3）審判委員会から TO に関することを削除
2．（4）に TO 委員会及び所管事項を追加
3．（4）へ TO 委員会が追加されたことにより、委員会の号番号が変更となる。
≪以上承認≫
④ 2021 年度愛知フェスティバルについて
昨年度は中止となった愛知フェスティバルについて、本年度は 2021 年 6 月 6 日(日)にドルフィンズアリーナにて
開催し、運営については下記の体制で事業部が中心となって行うことへの審議及び承認を求めた。
［体制］
・事業部： 運営全体管理
・事務局: スポーツ振興くじ(toto)の申請含む事務処理・招待派遣選手依頼
・総務委員会： 当日旅費交通費精算会計
・広報委員会： チラシ・T シャツ製作等
・競技員会： 運営スタッフ
・アンダーカテゴリー: 運営スタッフ及び小学校へのチラシ配布
・外部組織： ASSIAD、若宮商業高等学校 OG・OB
・理事: 当日視察
[事業計画]
スポーツ振興くじ（toto）申請時提出の資料(別紙)に基づく。
[収支予算書]
スポーツ振興くじ(toto)申請時提出の予算書(別紙)に基づく。
※コロナ禍の現況を鑑み、フェスティバルの開催自体の是非について多くの意見が出された。出された意見、トップリ
ーグの状況を踏まえ、事業部・専務理事・事務局で再検討とする。
≪以上承認保留≫

⑤ 国民体育大会における県代表選手「選考方法」の文書化依頼について
愛知県スポーツ協会より国民体育大会(以後、国体)における代表選手の選考方法を、スポーツガバナンスコードの基
準を含む選手選考に関する情報の開示と、「選考方法」を文書化し理事会の承認を得たうえで提出をするよう要請があ
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った。素案を基に今後競技会委員会長酒井氏・Ｕ１８大石氏・Ｕ１５坂野氏と選考内容を協議し、専務理事の承諾を取
った上でスポーツ協会へ提出することへの承認を求めた。
→矢倉理事を中心に大石 U18 部会長・坂野 U15 部会長・門川専務理事 4 名で会議し、そこで決定されたものをスポ
ーツ協会へ報告する。その後、今年中にガバナンス委員会で再度検証し、愛知県協会の正式な選考基準として決定
する。
≪以上承認保留・継続審議≫
⑥ 2021 年度定時評議員会開催について
2021 年 6 月 26 日（土）に国際会議場にて開催を予定している 2021 年度定時評議員会へ、次回 6 月 15 日（火）開催
予定の第 2 回理事会にて審議予定の下記内容を、会議の開催と併せて承認を求めた。
1．2020 年度決算報告
2．2020 年度事業報告

他
≪以上承認≫

⑦ 2021 年度 事業部 事業計画について(2020 年度第 7 回理事会 再審議議案)
2020 年度第 7 回理事会において再審議となった事業計画について再提出し、承認を求めた。
≪以上承認≫
⑧ 2021 年度事業保険について(2020 年度第 7 回理事会 再審議議案
2020 年度第 6 回理事会にて再審議となった事業保険の補償内容等についての内容の見直しを行った。理事会前に
実施したアンケートの結果も参考資料として下記についての審議・承認を求めた。
・補償事業(範囲)について
・補償対象者
・補償内容について
＜検討議題＞
・死亡保険金額
・後遺傷害保険金額
・入院保障金額
・通院補償金額
・補償内容の統一
・予算をどこまでとするか
-選手について：審議により、県協会の保険への加入は無しとする。
-補償金額について：多数意見の 300 万円のプランを採用とする。
≪以上承認≫
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4.

報告事項
① JBA2020 年度全国専務理事連絡会報告
② 第 1 回ガバナンスコード委員会(仮称)開催報告
③ 委員会追加による組織図の改訂について
④ スポーツ振興くじ(toto)申請結果について
⑤ 2021 年度 U15 バスケットボール中学校地区リーグ戦の内容変更について
⑥ W リーグ 2020-21 シーズン終了報告
⑦ B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP2021 名古屋ダイヤモンドドルフィンズユース 優勝報告
⑧ 第 52 回全国ミニバスケットボール大会出場結果報告
⑨ 事故報告書について
⑩ 事務局からの報告

以上
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