2020 年 8 月 16 日

公益財団法人日本バスケットボール協会
2020 年度 7‐6 月期 第 2 回理事会 報告
日時：2020 年 8 月 16 日(日) 11:00～12:00
会場：－ (WEB 会議)

【報告内容】

1. 2021 年度ウインターカップについて
2. 役員賠償責任保険の加入(継続加入)について
3. その他、報告事項
以上

1. 2021 年度ウインターカップについて
2021 年度ウ インター カッ プ の開催概要 (参加チ ーム数 、日程 、都道 府県 予選 ) について 、承認
された。

＜承認内容＞
・2021年度のウ インタ ー カップ開催 概要
①大会日程

2021年12月23日(木)～12月29日(水)

②参加チーム 数

男女各60チー ム

③都道府県予 選

2021年度以降 、ブロック 枠はブロック選手権 大会 で優勝したチ ームの
所属する都道 府県に 付 与することを 、全 ブロック で統一する 。
※このことにより 、ブロッ ク大会で優勝 したチーム もウインターカッ プ都
道府県予選に必ず 出場 することが求め られる 。

＜その他特記事 項＞
・コロナ禍の なか 、不透 明ではあるが高体連 と申 し合わせ され ている内容 を決議するもので
ある。
･2022年度以降につい ては現在検討 中 。
･詳細大会要項案 は今後 競技運営から提 案 予定 。

＜背景＞
・全国大会の競 技日程 、参加チーム など大会要項 に関する事項は理事会 で の決議事項 。
・ウイン ター カップは 2018年度まで男女各50チ ーム で実施。
・2019年度 及び2020年度 の参加チーム数 は60チ ームと 、2018年12月理事 会にて決議 済 み。
2021年度以降につ いて 今後検討 してい くことになっていた 。
・2021年度 以降のウイン ターカッ プも2020年 度と 同様の規模 、日程で行 うことが高体連 と話
されていたが 、決議 は行 ってい なかった 。
・次年度に向 けて高体連 に対しアナウン ス (及び 相談) する必要があるた め、この時期の
決議提案と なった 。

2. 役員賠償責任保険の加入(継続加入)について
現在加入 してい る役員賠 償責任保険につい て、継 続加入が承認 された。

＜承認内容＞
・保険会社 ： 東京海 上 日動火災保 険 株式会社
・被保険者 ： 現役員(理 事、監 事)、評議員 、理事 会決議により「重 要な使 用人」と して選任
された管理職従 業員 、退 任役員(※2006年8月1日 ～現在)
・総支払限 度額： ※ 非 公開
・保険期間 ： 2020年 9月 1日午後4時 から2021年9月1日午後4時まで

3. その他、報告事項
(1) JBA 職員の PCR 検査結 果を受 けて
本日開催の「BASKETBALL ACTION 2020 SHOWCASE」に先立 ち8月8日 および8月11日に
行った 、2回のPCR検査の結果、ならびにその対 応について報告が なされた。

＜報告内容＞
・当協会 (JBA) に勤務 する職員 1名の新型 コロナウイルス 感染 、およ び この当該職員の
行動履歴等の確認 か ら、別の当協会職員1名が濃 厚接触者であると 判明
・保健所の指導に基 づい た消毒作業 、療養 などの 対応を実施
・ 当該職員2名は 「BASKETBALL ACTION 2020 SHOWCASE」の会場業 務に は不参加

※当協会(JBA)の公 式発 表については、以下をご参照ください 。
http://www.japanbasketball.jp/news/56409

(2) 2020年度新 型コロナ感染 症による審判 /審判 IR ライセンス特例措置 適 用につい て
新型コロナウイルス感染 症拡大の影響により、 2020年度のライセン ス取得/更新が困難である
審判/審判 イン スト ラクタ ーに対する特例措 置適 用について報告が なされた。

＜報告内容＞
下記1および 2については、新規 ・更新講 習会実施 が厳しい状況であ るため 特例措置適用
※なお 、1-⑥につ いては特例措置の例外と して追 加
3については、今 後の状 況を考慮 し 2021年2月に 追加判断を行う 。

1. 2020年度審判 /審判 IRライセン スの新規審査 会お よび更新講 習会に関する 特例措置
本年度は8月31日までに 審判員/審判 IRの安心安 全が確保できる講習会が 実施できな
い場合､
①すべての ライセンス新 規審査会は中止とす る
理由 ・コロナによ る各種 制限等により審判活 動をしていない 受講生の準備 期間 (試
合勘、体力面の取 り戻 し) として最低1カ月程 度は必要である。
・受講生の準備 期間を考 慮した うえでの審査 会の設定 (1次審査 、2次審査 等)
が困難。また 、審査会 実 施の場合は各種 大会を使用する ことと なるが、現 状で
は多くの混乱が予想 され るため。
②各ライセン ス更新講 習 会については、座学内容 およびルールテストはJBAからの情報

配信により実施する 。実 技・フィッ トネステストにつ いては免除し、本年度 は特例として
更新とする 。なお 、特例 措置適用の場合 、更新 受講料は徴 収しない こと とする。
理由 ・上記① と同様
③eラーニ ングによる E級 および3級 IR新規 更新講 習会は例年 どお りと する 。
理由 ・eラーニングにつ いては 自宅等で 、PCにより個々で 受講できるため
④本件判断につい ては全国で統一 して実 施する ため、JBAが判 断する こと とする。
⑤なお 、今後 各都道府 県 の実態に合わせ、更新講 習会および 新規審査 会 以外の講習
会実施については可と す る。
⑥ただし、次年度 および 次々年度等全 国大会実 施等の理由により B級新 規審査会を実
施する場合 は、都道府県 協会お よび JBA審判の承 認により実 施可とす る。

※登録料徴収に対 する 還元事業と して
審判同様 、競技者 (選手 ) ・コーチ登 録の 方々へ も各種情を配信予定 。

2. 2020年度S/A級新 規ライセンス審査 会受講生に対 する特例措置
本年度S/A級新規 ライセ ンス審査会が中 止と なった場合、本年度で受 講資 格を失 う受講
者に対して1年猶予 措置 とする。

理由 ・ S/A級の受 講資 格として50歳 未満の規定 があるため。

3. 2020年度定年 対象S/A級審判員お よびT/1/2/3級審判インストラク ターに 対する特例措 置
本年度自粛等に よりライセンス活動が充 分にでき なかった場合 、年齢に よる定年 (S/A級
審判員：55歳、T級審判 IR：65歳 、1/2/3級審判 IR：70歳) を1年間猶 予措 置とする 。

理由

長きにわた って貢 献したいただいた方々に 対して最終年 度のライセ ンス保証 をす
るため。
①対象者の意思確 認を行い申告制と する。
(対象合計13名 S級4名、A級4名 、T級1名、2級2名、3級 2名)
②来年度登録 時に同ライセンスの登録 を行い 、来 年度の更新講習も受 講 すること
とする。
③本特例措置の適 用については、今後の状況 を考慮し 2021年2月にJBAとして判
断する。

＜その他特記事 項＞
本理事会後 、都道 府県 協会専務理事 および 審 判長へ特例措 置適用に 関する通知文 送付

(3) 指導者養 成事業 2020年 度8-9月 講習会・ 研修会の開 催可否 (2次判断) につ いて
「2020年度 指導者養 成事 業 講習会 ・研修会実 施 方針」 (第二 次判断 を開 催1ヶ月 前に実施)
に基づき、2020年8-9月 に実施予定の講習会 ・研 修会開催可否につ いて、以下の とお り報告
がなされた 。

＜報告内容＞
以下の講習会・ 研修会 の 中止
日程

講習会・研修会

開催予定場所

受講予定人数

8月27日 (木 )～31日 (月 )

B級 コ ー チ 養 成 講 習 会

@東 京 (NTC)

50

9月5日 (土 )～6日 (日 )

コーチデベロッパー養成講習
会

@東 京 (NTC)

50

9月18日 (金 )～22日 (火 )

B級 コ ー チ 養 成 講 習 会

@東 京 (NTC)

50

・判断理由 講 習会会場 を確保する ことができ ない ため。
➢

味の素ナショナルトレー ニングセンター (NTC)に て実施する 予定で準 備を
進めてきたが 、新型コ ロナウイルス感染症の影響 のため使用することがで
きない 。

➢

現在のNTCの利用条件 では、 9月末までは東京 オリンピックに関わる 、選
手、 スタッ フし か利用でき ない制限の実施 中である 。

➢

NTC以外の会場につい ても確保す べくあたった が、教育関 係機関 (大 学 、
高等学校 など)は閉鎖 、ま たは、外部関係 者の使用 を制限 。公共 施設につ
いても講習 会会場要件 を満たす会場を確保する ことがで きない 。

・講習会 を中止にするに あたり、以下の 対応 措置 を講ずる 。
◆B級コーチ養成講 習会
・受講予定 者 (内定 者) は2021年度B級 受講 。
・受講予定 者に 対し 、大 会におけるコー チライセ ンス適用基 準を 1年間に 限り免 除。
・A級受 講予定者 (2019年度第5回B級受講 予定 者に限る )は、A級 受講可 能。
◆コーチデベ ロッパー養 成講習会
・コーチデベ ロッパー 資 格がなくても講習ができ る移行期間 を 2022年 度まで延長する こ
とを検討す る。
・コーチデベ ロッパーの 更新条件 (2年 間続 けて講習担当 なしで ライセン ス失効 ) の見
直しを検討する 。

(4) FIBA バ スケットボ ールワールドカップ 2023につい て
2023年に日本 、フィリピン 、インドネシアの 3か国共 催で開催される 「 FIBAバ スケットボー ルワ
ールドカップ2023」の基 本概要について報告が なされた 。

(5) スポーツ 団体ガバナン スコー ドについて
2020年度よ り中 央競技団 体および一 般スポーツ団 体に対して課 される ､組織運営規範と なる
「スポーツ団体ガバナン スコード」の ､2021年度の 適合性審査に向 け、基本 概要および 今後
の対応スケジュールにつ いて報告が なされた 。

※スポーツ 団体ガバナン スコード につ いては、スポーツ庁公式サ イト をご参 照ください 。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1412105.htm

(6) 東京2020 オリ ンピック競技 スケ ジュールについ て
公益財団法人 東京オリン ピ ック・パ ラリン ピック競技 大会組織委員 会より発表 された、東京
2020オリンピックの新 しい 競技スケ ジュールにつ い て報告が なされた 。

【バスケット ボー ル競技 】
○3人制バ スケットボー ル男女： 2021年7月24日 (土 )～7月28日(水)
会場：青梅 アー バンスポーツパーク

○バスケット ボール男子： 2021年7月25日(日)～8月7日(土)
会場： さいたまスー パー アリーナ

○バスケット ボール女子： 2021年7月26日(月)～8月8日(日)
会場： さいたまスー パー アリーナ

※競技スケ ジュー ルにつ いては、TOKYO2020公 式サイト をご参照くだ さい 。
https://tokyo2020.org/ja/schedule/

以上

