2020 年 11 月 12 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 5 回理事会 報告
日時：2020 年 11 月 12 日(木) 13:30～15:00
会場：－ (WEB 会議)

【報告内容】

1. 技術委員会規程について
2. 基本規程の改定について
3. 2020 年度功労表彰について
4. JBA 新規後援名義申請について
5. その他、報告事項
以上

1. 技術委員会規程について
代表強化やユー ス育成 、 指導者養成等の方 向づ けや 、スポーツ団体ガバ ナンスコー ド への対
応等を目的 とした 技術委 員会規程 の制定につい て、承認 された。

＜承認内容＞
技術委員会規 程の制定
・構成： 統制 、遵守義 務 、技術委員会の構成 、部 会および プロジェクトチ ーム・分科 会 他
・第24条 ：代表ヘッ ドコー チの専権・専決に関 する 事項、また第 25条： 日本 代表選手の選
出については、2020年4月21日の理事会に て大 枠は決議 ・承認済 み。 そ の内容の規程
内への落とし込み 。

＜その他特記事 項＞
技術委員会同 様に専門 委員会のひとつである 審 判委員会で は、 2017年6月1日に同委員
会規程を制 定・施 行している。今 回の技術委員会 規程同様に 、【第2条：統 制】の記述内容
(下記ご参 照)は両 委員会 同様の記述とする べく 、審判委員会規 程第 2条 ： 統制の内容を一
部変更する 。
◎JBA審判担 当および 審 判委員会に関する 規程 第2条(統制)
『審判担当 は、JBA定 款、基本規程お よび これに付随する諸規程に基 づき、また各種事
項についてJBAの承 認の下、日 本国内におい て行 われるバスケット ボール競技の審判
に関する事項につい て、統制する権 限 をもつ決 議 機関であり、委 員会は本 規程に定め
る事項の意思決定に際 して、専門的 な立場 から審 議する合議制の諮 問機 関である。』
※「統制す る権限 をもつ 決議機関であ り」 ⇒「統 制 する権限を持つ」に変 更

2. 基本規程の改定について
組織運営に関する 運用 変更等に伴う 基本規程の 改定について 、承 認され た。

＜承認内容＞
・基本規程の改 定
①第48条〔 専門委員 会の設置〕： 専門委員 会の構 成変更に伴う改定
②第81条〔 各種の連盟の 設置〕： 各種連盟の構 成 変更に伴う改 定
③第 131 条 〔国内競 技会 の主催〕： JBA 主催競 技 会の整備に伴う改 定

＜改定箇所と 改定後の 内容＞
第48条〔専 門委員会の設 置〕
本協会の事業遂行 上必 要ある場合は、理 事会の 議決を得 て、次の各号の 専門委員会
を置く ことができる 。
(1)～(8) (略)
(削除)
(9) 3x3委員 会
第81条〔各 種の連盟の設 置〕
② 本協会が設置 する各 種の連盟は、次の各号の と おりとする 。
(1)～(4) (略)
(削除)
(5) 日本障がい者バ スケ ットボール連盟
第131条〔 国内競技会の 主催〕
① 本協会 は、次の各号 の国内競技会を主催する 。
(1)～(10) (略)
(11) 全日本社 会人O-40／O-50 バ スケット ボー ル選 手権大 会
(削除)
(削除)
(12) 全国専門 学校バ スケットボール選手権大 会
(13) 全国専門 学校バ スケットボール選抜大会
(14) 全国高等 専門学校 総合体育大会 バス ケット ボール競 技
(15) 全国高等 学校総合 体育大会全国 高等学校 バスケットボール競 技大 会 (イン ターハ
イ)
(16) 全国高等 学校バ スケットボール選手権大 会 (ウインター カップ )
(17) 全国高等 学校定時 制通信制バ スケットボー ル 大会

(18) 全国中学 校バスケッ トボール大会
(19) 全国U15バ スケット ボール選 手権大会 (ジュ ニアウ インターカッ プ)
(20) 全国ミニ バスケット ボール大 会
(21) 3x3日本 選手権大 会
(22) 3x3 U18日本 選手 権大会
第191条〔 施行〕
本規程は、平 成25年3月 16日から施行する 。
(略)
2020 年 11 月 12 日一部 改定

※改定後の詳細につい ては 、JBA 公式サ イト内 の「各種 規程 」にて ご確 認ください 。
【JBA 公式 サイト URL】 http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei/

3. 2020 年度 功労表彰について
2020年度の功労表 彰の実施にあたり、 推薦 され た15名の授賞対象者がﾞ承認された 。

＜承認内容＞
・2020年度 功労表彰 対 象者

＜その他特記事 項＞
・表彰式 ： 今年 度は開 催しない
・表彰物 ： 賞状 、記 念 品(銀杯)

4. JBA 新規後援名義申請について
沖縄市が主催する 「FIBA バスケット ボールワ ールドカッ プ 2023 大 会開催1000日前セレモニ
ー」に関する 、沖縄 市からの新規後援 名義申請 に対 する使用許諾が承 認された 。

＜承認内容＞
沖縄市が開催する 「FIBA バスケット ボールワ ールドカッ プ 2023 大 会開催1000日前セレモ
ニー」に対する 、後援名 義の使用許可

＜その他特記事 項＞
・新規の後援申 請のため 、JBA理 事会承認が必 要
・沖縄県も同 セレモ ニー に後援予定
・セレモ ニー後に 引き続 き開催される 3x3イベント については後援の対象 外

5. その他、報告事項
(1) スポーツ 団体ガバナン スコー ド (中間報 告)につい て
2021年3月末までに自己 説明・公表 をし、 2021年 度には適合性審 査を受 ける予定 の スポーツ
団体ガバナンスコー ドへ の対応状況につい て 、中 間報告がなされた 。

【ガバナンスコー ド情報 連絡会】
JBA、BLG、BCPの担当者の参加のもと、下記の 通り情 報連絡会 を開催 した。
第1回：2020年7月30日(木)
第2回：2020年8月24日(月)
第3回：2020年9月25日(金)
第4回：2020年10月30日(金)
また、各団体 別に個別の 会議も適宜実施 した 。

【JOC NF総合 支援セン タ ー室 訪問(BCP 後藤、大野)】
第1回：2020年9月11日(金)
第2回：2020年11月24日(火)予定

【一般団体ガバナ ンスコ ード「 JBA方針 」案】
対象団体： 47都道府 県バ スケットボー ル協会 (PBA)、一社)バスケット ボール女子日本リーグ
(WJBL)、一社)ジャパ ン・ バスケットボールリーグ (B3)、一社 )日本社会 人バ スケ ッ
トボール連盟(JSB)、一財 )全日本大学生 バスケット ボール連 盟 (11ブロック連 盟含
む)

以上

