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一般財団法人愛知県バスケットボール協会 

2021 年度 第 2 回理事会議事録 
 

【日 時】2021 年 6 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、門川浩人専務理事、石塚康裕常務理事、出原竜彦、鈴木慶光、桝岡直久、酒井康寿、

矢倉直親、糟谷愛、八木雅彦、金田武久、松藤貴秋、櫻田あけみ、毛受誉子 (内、４名途中参加) 
＜監事＞ 
伊藤隆、井上友幸、山内俊幸 
＜委員会委員長＞ 
宇田津浩史（広報委員会）、加藤昌樹（審判委員会）、堀井瑞希（TO 委員会） 
＜アンダーカテゴリー＞ 

   大石敬治（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＞ 
野村馨事務局長、村松幸雄 

【欠 席 者】加藤宣明会長、小栗弘（理事）、青木俊博（インテグリティ委員会）       
 
【次 第】 
1. 会議成立宣言〔桝岡理事〕 

本日、理事 16 名の内、(宣言時)計 11 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した。 
 

2. 副会長挨拶 
 

3. 審議事項 
 

 
① 2020 年度事業報告〔事務局 村松事務局員〕 
 
添付資料『2020 年度事業報告書』より 
総括 
年度当初からコロナウイルス感染拡大の影響により緊急事態宣言が発出され、大会の中止が続き、講習会等の

開催も困難な年度始めであった。 
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1 年間の振り返り 
年度前半は緊急事態宣言下にあり、大会・事業のほぼ全てが中止となった。8 月以降は感染対策を行い徐々に

事業を再開したが、2021 年 1 月以降はコロナウイルス感染拡大の第三波の影響を受けての緊急事態宣言の再

発出もあり、再度の事業中止を受けた。そのような状況下でも各カテゴリーで感染予防対策を講じながら、限

られた事業のみではあったが、バスケットボールの普及・強化を推進できた。 
強化育成について 
DC(育成センターU16、U14、U12)の強化事業を行った。 
組織基盤の強化について 
ガバナンス特別準備委員会を設立。ABA の 2030 年までの「将来ビジョン」、愛知県のバスケットボールをどの

ようにしていきたいか、ABA の将来像はどうあるべきか、また、その“将来像”＝ビジョンを達成するために

必要なことは？JBA へ提出するための「都道府県協会向けガバナンスコード」のチェック、これらを取り纏め、

ABA の目指すところを提言いただく 8 名を迎え、名称をGF 委員会として発足した。 
普及について 
－審判強化講習会、指導者養成講習会等の各種講習を行い、審判・コーチの活動普及に努めた。 
チーム登録数については昨年と同等数のチーム登録数を維持。しかし、U15・U18 についてはコロナ禍におけ

る大会中止の影響を受け、登録数が大幅に減少した。 
 
添付資料『2020 年度ABA 大会日程(報告)』より 
－ほとんどの大会が中止となっている。開催できた事業・講習会は、途中中断したものを含め(上記の)DC×3、 
講習会×3 に留まった。 
 
添付資料『2020 年度一般財団法人愛知県バスケットボール協会 会議日程報告』より 
－第 1 回理事会を 4 月 22日(水)に予定していたが、コロナの影響で開催を中止(延期)とし、5 月 19 日(火)、 
第 1 回理事会を Zoom で行った。その後の第 2 理事会も Zoom で開催。6 月の定時評議員会はウィンク愛知に

て対面で行われた。第 3 回理事会は対面で日本特殊陶業市民会館にて開催、続く第 4 回はコロナの感染者数増

の影響も再度出始めた影響で名古屋国際会議場にて対面と Zoom を併用して開催した。各都市協会連絡会は東

別院会館にて対面で開催。幹部会の開催は無し。その後、12 月以降に開催された理事会・幹部会・各都市協会

連絡会・臨時評議員会はコロナウイルス感染拡大の影響を受け、全て Zoom で行われた。 
 
添付資料『一般財団法人愛知県バスケットボール協会 2020 年度事業報告 付属明細書』より 
1)2020 年度行われた各会議議事について報告した。 
2)登録数の管理報告 
－2019 年度もコロナ禍により通常年とは大きく異なる為、更に前年度の 2018 年度から 3 年度分の集計を掲載 
した。また、今回から前年対比の対比率も掲載している。まず〈全体〉としてチーム数＝94%、競技者数 ＝78%、

3×3 競技者数＝66%、コーチ ＝110%、審判 ＝92% (以上、%は前年比)。コーチの登録者数増については 
コロナ禍の影響がプラスに働き、時間を取れた人達のｅラーニングのオンライン受講者が増えたことによる。 
 カテゴリー別のチーム/競技者/登録数については表の通り、どのカテゴリーにおいてもマイナスとなってい

る。ライセンス別のコーチ登録者数は表の通り。ライセンス別審判登録者数については、2019 年度から新設さ
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れた審判インストラクター登録者が大きく数値を伸ばし、152%増となっている。 
 
添付資料『2020 年度一般財団法人愛知県バスケットボール協会 大会結果』について 
別紙添付資料より下記の各大会の結果を報告した。 
 
1． U15 中学生新人大会 
2． U15 豊通カップ 
3． U18 ALL AICHI CHAMPIONSHIP 2020 特別大会 
4． U12 県大会(兼全国大会予選)  
5． 第 3 回全国社会人バスケットボール選手権大会(東海ブロック/愛知県予選) 
6． 第 7 回 3×3  U18 日本選手権大会愛知県予選 
7． 第 6 回 3×3  一般 日本選手権大会愛知県予選 
8． 社会人地域リーグ男子 東海・北信越リーグ戦 
9． 2020 円年度東海総合チャンピオンシップ 
10. 第 87 回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 
11. 第 96 回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 
12．トップリーグ関係 W リーグ、B リーグ B1/B2/B3 
 
以上、2020 年度事業報告書からの総括、提出資料の 2020 年度事業報告付属明細書から開催会議の報告、2020
年度大会結果の報告書から県協会主管主催大会および関係団体主管主催の大会結果の報告がなされ、これを以

って一般財団法人愛知県バスケットボール協会 2020 年度事業報告とすることへの承認を求めた。 
 

 
≪以上承認≫ 

 
 
 

② 2020 年度決算および監査報告〔理事／総務委員会 出原委員長・井上監事〕 
決算報告について、下記の提出資料に基づき 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までにおける当期の事

業状況を説明報告した。 
 
提出書類：決算報告書 
1． 貸借対照表 
2． 正味財産増減計算書 
3． 財産目録 
4． 貸借対照表(当年度・前年度の増減比較表) 
5． 正味財産増減計算書(当年度・前年度の増減比較表) 
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また、井上監事より 2021 年 6 月 13 日に実施された監査において、理事の業務の執行に関する不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する行為は認められなかったこと、計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の

監査結果について、法人の財産及び正味財産増減の状況等すべての重要な点において適正に示され、処理され

ているものと認めるとの報告がなされた。 
 

≪以上承認≫ 
 
 

③ 2021 年度定時評議員会への提出議案について〔事務局 野村事務局長〕 
6 月 26 日(土)に開催の 2021 年度定時評議員会について、下記 2 議案を提出すること、また、理事会より

何か追加議案があれば議案の提出を追加することも併せ、承認を求めた。 
提出議案 
［審議］2020 年度決算報告及び監査報告 
［報告］2020 年度事業報告 
 

≪以上承認≫ 
 

④ 2021 年度 強化費分配(案)について 〔理事／総務委員会 出原委員長〕 
昨年度第 7 回理事会にて承認された予算案を基に、選手強化費 3,600,000 円を以下のように分配するこ

と、(公財)愛知県スポーツ協会からの令和 3 年度競技力向上対策補助金として 1,338,000 円の交付が決

定したことによる補助金の分配額についての案を提出し、承認を求めた。 
 

≪以上承認≫ 
 
 

⑤ 2021 年度FIBA TO 国際ライセンス受講者愛知県推薦者について 〔TO 委員会 堀井委員長〕 
2021 年度FIBA TO 国際ライセンス受講者愛知県推薦者について、以下の 7 名を推薦することへの承認

を求めた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

≪以上承認≫ 

近藤　賢

千賀　由香

村上　知訓

中島　志乃奉

岡留　優介

上濱穂高

原田 果奈
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⑥ 審判委員会主催の各講習会の実施について 〔審判委員会 加藤委員長〕 
昨年度実施できなかった審判委員会の主催する以下の 3 講習会についての実施要項と収支予算書を提出

し、講習会開催の承認を求めた。 
    1．2021 年度 ABA 審判委員会主催 第 1回B 級更新講習会 
    2．2021 年度 ABA 審判委員会主催 JBA 公認B 級審判ライセンス取得講習会 
    3．2021 年度 ABA 審判委員会主催 第 2回・第 3 回B 級審判員更新講習会 

  
 

≪以上承認≫ 
 
 

⑦ JBA 公認コーチリフレッシュ研修会及び D 級・C 級コーチ養成講習会について  
〔常務理事／指導者養成部会 石塚部会長〕 
下記の 2 研修会及び 2 講習会について要項・予算書を提出し、開催の承認を求めた。 
1． リフレッシュ研修会…7～8 月の 2 日－オンライン 
2． リフレッシュ研修会…2 月 13 日(日)－対面 
3． D 級コーチ養成講習会…9～10 月の連続する土日－オンライン 
4． C 級コーチ養成講習会…11 月 21 日(日)、27 日(土)、28 日(日)－対面 

 
≪以上承認≫ 

 
 

⑧ 2021 年度TO 講習会の開催について 〔TO 委員会 堀井委員長〕 
新規TO 開拓と将来B リーグのTO に参加をしてもらうことを目的として(愛知県内にはトップチームが

多くあるため)以下の講習会の開催を計画。実施要項と予算書を提出し、承認を求めた。 
 
1. 2021 年度愛知県バスケットボール協会TO 講習会(新規) 

≪以上承認≫ 
 
 

⑨ 愛知県体育館からのイベント告知協力依頼について 〔事務局 野村事務局長〕 
愛知県体育館（ドルフィンズアリーナ）より、B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズのアカデミーコーチを招いての 
バスケットボール教室開催の告知の協力依頼(協会HPへの掲載及びU12・U15カテゴリーへの周知)について、

1．今年度初めて受ける依頼であること 
2．愛知県内に B1 チームが 3 チームある中、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ単一チームが共催であること 
上記 2 点において本依頼を県協会で受けることについて問題がないかの審議及び承認を求めた。 
 

≪以上承認≫ 
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⑩ 事務局人事について 〔理事／総務委員会 桝岡副委員長〕

野村事務局長からの退任の意向を受け、加藤会長、川本副会長、門川専務理事との協議を行った。

「事務局長規定 第 2 条 2項」に則り、加藤会長より新たな事務局長候補を推薦して頂いた。

下記新事務局長選任の審議及び承認を求めた。

[新事務局長候補者] 村松 幸雄 氏

[新人事執行日]   7 月 1 日より

≪以上承認≫

5．報告事項 

(1) 2021 愛知バスケットボールフェスティバルについて

(2) 国民体育大会における本県代表選手の選考について

(3) ガバナンス特別委員会(仮称)の名称決定について

(4) 各大会の要項・予算書の変更について

(5) アンダーカテゴリー大会/事業の延期および中止について

(6) 2021 年度 B 級審判員強化講習会の収支報告について ※総務委員長からの内容再精査の申し出により、次回以

降の理事会での報告となり、取下げとなった。

(7) 第 59 回東海学生バスケットボール大会結果報告

(8) 第 75 回愛知県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 愛知県大会 大会結果報告

(9) 名義後援申請の承諾について

(10)愛知県バスケットボール協会・主催会議の開催ガイドラインについて

(11)D-fund 旅費・謝金に係る受領印および訂正印について

6． 事務局からの連絡 
・次回理事会について

以上


