
2019 年 3 月 6 日 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

2018 年度 第 7 回理事会 報告書 

日時：2019（平成 31）年 3 月 6 日（水） 13:30～15:30 

会場：JBA 会議室 

【決議報告内容】 

1. 幹部会承認事項の追認について

2. 2019 年度事業方針および事業計画について

3. 定款の改定について

4. コーチライセンス制度改定に伴う規程の改定および大会における

ライセンス適用基準の見直しについて

5. 3x3 日本選手権大会の大会フォーマット変更について

【報告事項】 

1. 評議員選定委員会の選定結果について

以上 



 

 

【決議報告内容】 

 

1) 幹部会承認事項の追認について  

 

＜目的＞ 

・幹部会承認事項の追認 

 

＜承認決議した事項＞ 

・2018 年度 第3 回幹部会（2019 年1 月16 日）承認事項の追認 

・2018 年度 第4 回幹部会（2019 年2 月13 日）承認事項の追認 

 

【2018年度 第3回幹部会 (2019年1月16日)】 

議題① FIBA 新公式試合球の検定について 

認否：承認 

内容： 

①株式会社モルテンの製品（FIBA 新公式試合球「BG5000（7・6 号球）」）の検定品認可承認 

②「バスケットボール施設・用器具規格」に関する認可承認の事務総長決裁化 

 

議題② インテグリティ委員会委員選任および任期について 

認否：承認 

内容： 

① インテグリティ委員11名および事務局 (幹事) の選任 (※敬称略) 

委員長 委員 幹事 

【JBA】 宇田川貴生 (選任済) 【JBA】        中村彰久、山本明、 

鈴木 淳、七川竜寛 

【B リーグ】     浜武恭生、数野真吾 

【B3 リーグ】    堀井幹也 

【BCP】        後藤祐子 

【WJBL】       長崎俊也 

【都道府県協会】 藤原 修 

【学識】        大神雄子 

【JBA】 松澤年紀 

【B リーグ】 黒田 祐 

【BCP】 袋江聡子 

② 委員の任期 ： 2020年6月の定時評議員会終結の時まで 



 

議題③ 2019 年度A 級審判員昇格者および1 級2 級審判インストラクターの認定について 

認否：承認 

内容： 

① 2019 年度JBA 公認A 級審判員ライセンス取得（昇格）者 (48名) の認定 

② 2019 年度JBA 公認1 級審判インストラクター (75名) の認定 

③ 2019 年度JBA 公認2 級審判インストラクター (284名) の認定 

 

議題④ 2019 競技規則改正（スコアシート関係）について 

認否：承認 

内容： 

2017/10/1、2018/10/1 のFIBA ルール改正に伴う、2019 年度より実施予定の国内におけるスコアシートの改

訂 

① P (ピリオド) をQ (クォーター)等、競技規則に準じた文言への改訂 

P (Period)→Q (Quarter)、延長 (Extra Period→Over Time)、主審 (Referee→Crew Chief) 

② 審判名、ライセンスNO (最後の3桁)、勝利チームおよび試合終了時刻記載欄の追加 

③  抗議記載欄を追加しない（抗議を採用しない）こと 

 

【2018年度 第4回幹部会 (2019 年2月13日)】 

議題① JBA公認S級コーチライセンスについて 

認否：承認 

内容： 

①  S級コーチライセンス (正式S級) の内容 

講習会の全体像、S級講習会の受講要件、国内講習の内容及びカリキュラム、検定試験の内容、インターンシッ

プ (国内)の実施、インターンシップ (海外) の実施、S級認定後の研修会の参加、S級コーチの認定方法、講習

会受講料 

②  暫定S級コーチライセンス保持者の暫定解除要件の見直し 

暫定解除要件の全体像、国内講習会の時間数及び受講方法、研修会・講習会講師の実施時間数及び実施

要領、海外研修の実施期間及び実施要領、日本代表ヘッドコーチ経験者の海外研修及び研修会・講習会講

師免除について（追加案件） 

③   S級～B級担当コーチデベロッパーの養成方針 

 



 

議題② 基本規程の改定について 

認否：承認 

内容：基本規程の改定 

第110条〔外国籍選手の登録〕 

①外国籍選手は、本協会への登録に際し、次の各号の書類を本協会に提出し、その審査を受けなければならな

い。 

(1)最後に所属していた外国のチームの加盟するバスケットボール協会の競技許可書（過去にいずれの国において

も競技経験のない選手の場合は、本協会が規定する宣誓書） 

(2)入国および滞在を証明する入国査証等の写し 

②外国籍選手は、日本以外の国の代表チーム以外の単独チームに選手登録されている場合、本協会に登録す

ることができない。 

③日本と在籍国間の相互免除により査証を有しない外国籍選手および観光査証により来日している外国籍選

手は、本協会に登録することができない。 

④若年層（当該年度開始日（4 月1 日）において18 歳未満）の外国籍選手が所属する加盟チームは、本協会

が別途定める申請手続きに基づき、当該選手をFIBA および本協会に登録しなければならない。 

 

第191 条〔施行〕 

本規程は、平成25年3月16日から施行する。 

（略） 

平成31年2月13日一部改定 

 

※改定後の基本規程は「各種規程ページ」にてご確認ください。 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei 

 

 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei


 

2) 2019年度 事業方針および事業計画について 

 

＜目的＞ 

2019 年度のJBA 事業方針および事業計画 （事業計画書）を策定する。 

 

＜承認決議した事項＞ 

・2019年度 事業方針 

・2019年度 事業計画 

 

＜その他特記事項＞ 

・本件は、3月21日開催予定の臨時評議員会にて、評議員を対象に報告する。 

 

 

3) 定款の改定について 

 

＜目的＞ 

事務総長の役員（専務理事）との兼職解除、および日本スポーツ協会の名称変更を定款へ反 

映する。 

 

＜承認決議した事項＞ 

定款を以下の点について改定する 

②  専務理事の役職削除、および専務理事の役割を事務総長へ変更 

③  一部表記の改定 (会長・副会長 → 代表理事・業務執行理事) 

④  日本体育協会→日本スポーツ協会の名称変更を反映 

 

＜その他特記事項＞ 

3月21日開催予定の臨時評議員会にて本改定を付議する。 

評議員会承認後に、定款改定を内閣府へ要提出 (公益認定の変更申請) 

 



 

 

4) コーチライセンス制度改定に伴う規程の改定および大会におけるライセンス適用基準

の見直しについて 

 

＜目的＞ 

2019 年度からのコーチライセンス制度改定に伴い、コーチライセンス関連規程の改定を行う。 

また、新たなライセンス基準に対応するように各大会におけるライセンス適用基準の見直しを 

行う。 

 

＜承認決議した事項＞ 

①「公認コーチライセンス制度」および「公認コーチ登録規程」を見直し、「コーチに関する規程」 

として一本化して新たに制定すること。 

②2019年度以降の各大会におけるコーチライセンスの適用基準を別紙「各大会におけるコー 

チライセンスの適用基準について見直すこと。 

 

＜その他特記事項＞ 

▸コーチデベロッパー、アセッサーの制度については現在制度設計を検討中のため別途定める 

こととする。 

▸コーチライセンスの適用基準については、上級ライセンスの普及推進とともに、各大会におけるライ

センス基準を、今後も実情等を考慮しながら、さらに見直していく予定。 

 

※改定後の関連規程は「各種規程ページ」にてご確認ください。 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei 

 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei


 

 

5) 3x3 日本選手権大会 大会フォーマットの変更について  

 

＜目的＞ 

2020 東京オリンピック出場へ向けた3x3 国内強化活動スケジュールを考慮し、日本選手権大会の

開催時期を変更 ならびに大会価値向上と運営コスト効率化を図る為、当大会の開催フォーマットを

2019年度から変更する。 

 

＜承認決議した事項＞ 

1. 2019年度以降の3x3日本選手権大会の大会フォーマット変更と都道府県代表チーム決定後にエ

リア大会実施のうえ、決勝大会を開催する (エリア大会開催地を年度内目途に公募すること) 

 

2． エリア大会及び本戦の開催時期は下記の通りとする。 

U18 カテゴリー エリア大会：11月 / 本大会：12月 

OPEN カテゴリー エリア大会：1月 / 本大会：2月 

 

＜その他特記事項＞ 

各都道府県への詳細説明をおこなう為、ブロック説明会を下記日程にて開催。 

3月 9日 (土) 東北ブロック＠仙台 

3月10日 (日) 北海道 関東 北信越 ブロック＠東京 (JBA) 

3月16日 (土) 東海 近畿ブロック、中国・四国ブロック 

3月17日 (日) 九州ブロック 

 



 

【報告事項】 

1) 評議員選定委員会の選定結果について 

内容： 

2月27日開催の評議員選定委員会における評議員選定結果の報告 

※「評議員選定委員会運営規則」 第4条 (議事録) 

選定委員会は議事終了後速やかに議事録を作成し、委員長及び出席した選定委員会委 

員全員が記名押印し、理事会に提出しなければならない。 

 

【選定委員会開催理由】 

評議員の辞任に伴う後任評議員の選定 

 

【審議対象候補者】 

(以下、表記は「推薦／所属団体 評議員候補者 所属団体における役職」の順) 

兵庫県協会 大倉 範雄 専務理事 

愛知県協会 野村 馨 事務局長補佐兼常務理事 

JPBL/川崎ブレイブサンダース 元沢 伸夫 代表取締役 

JPBL/富山グラウジーズ 永守 徹 代表取締役社長 

JPBL/三遠ネオフェニックス 北郷 謙二郎 代表取締役社長 

JPBL/ライジングゼファー福岡 神田 康範 CEO 

WJBL/山梨クィーンビーズ 笹本 嘉朝 統括 

WJBL/アイシン・エィ・ダブリュ ウイングス 安藤 秀剛 部長 

計8名 

 

【審議結果】 

上記8名が評議員に選定された。 

 

【欠員となっている東京都協会の評議員の選定について】 

東京都協会推薦の評議員候補者の選定については、3月12日開催の同協会理事会において推薦候

補者の決議を予定しており、推薦書受理後、3月21日(評議員会当日)12：30より評議員選定委員会を

開催する予定。 

 

以上 


