一般財団法人愛知県バスケットボール協会
2021 年度 定時評議員会 議事録
【日

時】2021 年 6 月 26 日(土) 18：30～

【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】＜評議員＞
北郷謙二郎 佐藤廣幸 鈴木良尚 吉田茂雄 佐藤満明 齋藤隆夫 辻村浩 安藤秀剛 寺本章人
円城寺賢治 岡本悠嗣 稲山泰樹 田中博信 西山恵子 安藤英哲 中島俊光 杉山正弘 森岡勇
北村千麻夫 牧原英治 神田久美子 久保田竜弥 丸山裕万 山下雄樹 杉浦忍 清野英二
内藤吉文
＜理事＞
加藤宜明会長 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 酒井康寿
桝岡直久 鈴木慶光 糟谷愛 櫻田あけみ 毛受誉子 小栗弘 八木雅彦 金田武久
＜監事＞
伊藤隆 井上友幸 山内俊幸
＜委員会＞
加藤昌樹（審判委員長）
＜アンダーカテゴリー＞
大石敬治（U18 部会長）
＜事務局＞
野村馨事務局長 村松幸雄

【欠

席】＜評議員＞
久留宮直樹 小河憲造 梅村辰也 安田学 衛藤公彦 高橋誠一 三品慶祐 西林輝彦 青山英立
太田亨 立岩秀公

【議

長】評議員 円城寺賢治

【議事録署名人】 評議員 円城寺賢治 森岡勇 久保田竜弥
【司
1.

会】理事/総務副委員長 桝岡直久
会議成立宣言〔理事/総務副委員長 桝岡直久〕
評議員 38 名の内、27 名(会議成立宣言時は 25 名)の出席により過半数を超えるため、定款 第 5 章 第 18 条
の 2 に則り定時評議員会が成立することを宣言した。
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2.

加藤宜明会長挨拶
日頃より協会事業へのご理解、ご尽力に御礼申し上げます。
今なお終息の見えないコロナ禍での大会やイベントにおいて、感染防止対策を講じながら進めていただいてい
ること、また、やむを得ず中止や延期がある中でも開催に向けて尽力して頂いていることについて感謝を申し
上げます。ワクチン接種が始まり、接種のペースも徐々に上がってきましたので、もう少しの辛抱かとは思い
たいところでありますが、引き続き対策を講じての事業運営をお願いいたします。そしていよいよ今夏、あと
一ヶ月を切ったところで東京オリンピックが開催される見通しです。バスケットボール競技へ愛知県内のチー
ムからも選手が出場されますが、選手皆さんの活躍を心から願っております。本日の定時評議員会におきまし
てもいつものようにご審議を賜り、色々なご意見も頂戴したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

3.

議長選出
円城寺評議員を議長に任命。

4.

議事録署名人選出
議長の円城寺評議員に加え、森岡評議員、久保田評議員を議事録署名人に任命。

5.

審

議

審議事項 第 1 号 2020 年度決算および監査報告について
〔決算報告：総務委員会 出原総務委員長／監査報告 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)
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。
決算及び監査の報告について議長が議議決権を持つ評議員へ承認を求めたところ、満場異議なく承認された。
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6.

報

告

報告〔１〕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〔事務局 村松〕
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報告がなされた。
提出資料①：2020 年度事業報告書
1． 総括
2． 1 年間の振り返り
3． 強化育成について
4． 組織基盤の強化について
5． バスケットボールの普及について
提出資料②：2020 年度 会議日程報告書
提出資料③：2020 年度 事業報告の付属明細書
1．2020 年度行われた各会議議事について
2. 登録数の管理報告
提出資料④：2020 年度 大会結果
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

報告〔２〕事務局人事について〔総務委員会 桝岡直久副委員長〕
現野村馨事務局長の退任の意向を受け、
【事務局長規程 第 2 条第 2 項】に則り、加藤会長より新たな事務局
長候補の推薦を頂いた。先般行われた 6 月 15 日開催の理事会において新事務局長選任の審議を行い、新事務
局長として村松幸雄氏が就任すること、また、その新人事執行日は 7 月 1 日からとすることを報告した。
7.

事務局からの諸連絡
・2021 年度臨時評議員会について
・本会議の精算書について

以上
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