
 

2019 年 9 月 18 日 

 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

2019 年度 第 3 回理事会 報告 
 

日時：2019 年 9 月 18 日（水） 15:30～17:30 

会場：東京ドームホテル 42 階「オリオン」 

 

【報告内容】 

1. 裁定委員会からの答申について 

2. 幹部会承認事項の追認について 

3. 2020 年度 JBA 主催競技会について 

4. 2020 年度第 1 回以降の U15 選手権について 

5. 全国 U15 選手権 大会実施委員の追加について 

6. 証紙及び検定工場料等の消費税対応について 

7. 3x3 の呼称変更について 

8. 役員賠償責任保険の加入について(継続加入) 

9. その他、報告事項 

以上  

 



 

1. 裁定委員会からの答申について 

 

裁定委員会から答申のあった下記事案について、以下の通り懲罰を科すことが承認された。 

 

<事案内容>  

【群馬県協会からの移管事案】 

クラブチーム指導者による暴力行為（対象者非公表） 

 

<事案概要> 

・行為時、JBA公認指導者ライセンス不所持(現在は公認E級指導者ライセンスを所持) 

・遠征先で、飲酒のうえ所属男子選手の左頬を平手で1回殴る暴力事案。 

 

<懲罰内容> 

行為者に対し「本協会加盟チーム責任者としての登録資格を令和元年9月18日(処分決定の 

日)から令和2年3月17日まで6か月間停止する」懲罰を科す 

 

 

 



 

2. 幹部会承認事項の追認について 

 

2019 年度 第 2 回幹部会(2019 年 7 月 10 日)での承認事項について追認された。 

  

<追認内容> 

【議題①】2019年度スポンサー契約について 

①株式会社ワールドとのVIK協賛契約(新規) 

②三井不動産株式会社との協賛契約(追加) 

 

【議題②】2019年8月開催の以下2大会に関する実行予算について 

① 男子日本代表国際強化試合「Internationaー Basketbaーー Games 2019」 

・千葉大会：2019/8/12(月)＠千葉ポートアリーナ 

・川崎大会：2019/8/14(水)＠カルッツ川崎 

② 男子日本代表国際強化試合「Internationaー Basketbaーー Games 2019」 

・埼玉大会：(2019/8/22(木)～25(日)＠さいたまスーパーアリーナ 

 

 

【議題③】外国籍コーチライセンス認定について 

①JBA公認S(F)級コーチ(6名)の認定 

②JBA公認A(F)級コーチ(1名)の認定 

 

【議題④】JBA新規後援名義申請について 

日本スポーツ産業学会等主催イベントへの後援名義使用の許諾承認 

 

 

 



 

3. 2020 年度 JBA 主催競技会について 

 

JBA基本規程第131条「国内競技会の主催」において定める、「2020年度JBA主催競技会」の開催 

概要や日程等が承認された 

 

<承認事項> 

・2020年度JBA主催大会 

-  社会人地域リーグ・・・期間のみ承認(日程・会場等の詳細は主管PBAと調整中) 

-  全国高等専門学校体育大会・・・承認 

-  天皇杯・皇后杯・・・条件付き承認(F４、GFとBリーグ日程の一部重複) 

-  Wリーグ・・・条件付き承認(3/13SFを原則東京以外で調整を打診) 

-  B3リーグ・・・条件付き承認(22節HOMEを原則東京以外で調整を打診) 

-  B2リーグ・・・条件付き承認(13節25節HOMEを原則東京以外で調整を打診) 

-  B1リーグ・・・条件付き承認(14節のHOMEを原則東京以外で調整を打診) 

-  日本社会人レディース交流大会(中地域)・・・承認 

-  全日本社会人O-40/O-50選手権大会・・・承認 

-  Bリーグオールスター・・・承認 

-  全日本社会人地域リーグチャンピオンシップ・・・承認 

-  全国U15選手権大会・・・条件付き承認(会場は東京体育館で調整中) 

-  ウインターカップ・・・条件付き承認(日程・会場の詳細は委員会で調整中) 

-  全国ミニバスケットボール大会・・・条件付き承認(A案・B案どちらか未確定) 

-  3x3日本選手権・・・承認 

-  3x3U18日本選手権・・・条件付き承認(日程・会場は委員会で調整中) 

-  3x3JAPANTOUR・・・条件付き承認(要項作成中および今後PBAと調整) 

※「条件付き承認」競技会については、調整後「競技会委員会」にて確認し、事務総長の承諾を 

もって最終承認とする。 

 

<その他特記事項> 

1． その他 

1） 都道府県予選につながる大会においては、早期に都道府県協会へ大会要項などの情報 

発信を行う。 

2） 全国定通大会、全国専門学校大会、インターハイ、全中、はオリンピックとの期間重複の 

ため、会場確保が難航。今後各所とも確認し、日程を競技会委員会で審議。 

3） 調整中等の大会含め、各団体等における競技会の手続きについては、「国内競技会開催 

手続き」を随時行っていただくこととする。 



 

4. 2020 年度第 1 回以降の U15 選手権について 

 

2020年度に始まるU15選手権について、以下の実施方針が承認された。 

 

<承認事項> 

① 日程：2020年12月26日〜29日(4日間) 

② 場所：東京体育館(予定) 

③ 参加チーム数：最大52チーム(47都道府県代表+JBA推薦枠5) 

④ 予算 (有料開催での実施を含む) 

⑤ JBA推薦枠（推薦・判定等）の考え方 

 

 

 

 

5. 全国 U15 選手権 大会実施委員の追加について 

 

全国U15バスケットボール選手権の基盤づくりや価値向上へ向け、東京都U15部会長の喜多村 剛生

氏の、全国U15バスケットボール選手権「大会実施委員会」委員への追加が承認された。 

 

【喜多村剛生氏プロフィール】 

東京都中学校体育連盟バスケットボール部副部長 

東京都バスケットボール協会 U15 部会長 

北区立滝野川紅葉中学校 教諭 

 

 



 

6. 証紙及び検定工場料等の消費税対応について 

 

2019年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、「バスケットボール施設・用器具検定審査規程検

定に関する細則」の改訂ならびに、現行規程に明記されておらず理事会決議事項となっている同規

程の改廃権限を、事務総長に変更する改定が承認された。 

 

<改定内容> 

1.「バスケットボール施設・用器具検定審査規程 検定に関する細則」の改訂 

※消費税率引き上げに伴う現行価格の改訂 

2.同規程に以下文言を追加 

12. 規程の改廃 

12.1 本規程並びに別に定める細則及び手続きを改正または廃止しようとするときは、事務総 

長の承認を得てこれを行う 

3.同規程の文言を修正 

総則 定款第4条第18項の規定に基づき ⇒ 定款第4条の規定に基づき 

 

<特記事項> 

・証紙は2019年10月1日以降受注分より適用。 

・検定工場新規申請料は2019年10月1日以降登録分より適用。 

・既存検定工場から毎年徴収している検定工場料は2020年度分より適用。 

・審判ウェアに関する証紙および検定工場料については、別途規定している「認定審判ウェア規 

程」の改訂を行う(事務総長決裁) 

 

 

※改定後の詳細については JBA 公式サイト内の「各種規定」にてご確認ください。 

 【JBA 公式サイト URー】 http://www.japanbasketbaーー.jp/jba/kitei/ 

 

 

 

7. 3x3 の呼称変更について 

 

3x3の競技呼称を「スリーバイスリー」から「スリーエックススリー」に変更することが承認された。 

 

 

 

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


 

8. 役員賠償責任保険の加入について(継続加入) 

 

JBA役員等が、JBAもしくは第三者から損害賠償請求がなされる場合に備えて、役員賠償責任保険

に加入する。(初回：2016年9月1日、継続契約) 

 

<承認内容> 

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) 

保険期間：2019年9月1日午後4時から2020年9月1日午後4時まで 

 

 

 



 

９. その他、報告事項 

 

（1） JBA 公認プロフェッショナルレフェリーの追加採用について 

JBA公認プロフェッショナルレフェリーとして、1名の追加採用が報告された。 

<参考> 

（採用審判） 漆間 大吾氏 東京都：３３歳 

FIBA ライセンス（２０１９年９月１日～、ブラックライセンス：世界大会可） 

（採用予定日） ２０１９年１０月１日 

（審判歴）   S 級ライセンス（２０１７年４月～） 

～２０１５年 bj リーグ担当審判 

２０１６年～B.LEAGUELG 担当審判 

BLG２０１７－１８、２０１８－１９シーズン FINAL 担当 

２０１７年度天皇杯 FINAL 担当 

２０１８年３月 シュバイツァーカップ（ドイツ）派遣 

２０１９年８月 スーパーカップ（ドイツ）派遣 

 

（2） 2019 年度 功労表彰について 

「基本規程」の「第 9 章 表彰」の規定に基づき、2019 年度の功労表彰を実施することが報告 

された。 

 

（3） 評議員選定委員会の選定結果について(実施報告) 

   評議員の辞任に伴う後任評議員選定のために 6 月 19 日に開催された評議員選定委員会に 

おける選定結果（いずれも承認）について報告された。 

 

【推薦評議員】以下 5 名 

（以下表記は、「推薦/所属団体、所属団体における役職、評議員氏名」の順） 

・石川県バスケットボール協会  専務理事  岩端 由紀子  

・香川県バスケットボール協会  専務理事  松岡 修  

・福岡県バスケットボール協会  専務理事  平野 正剛  

・日立サンロッカーズ        代表取締役  浦長瀬 正一  

・JBA 理事会/日本車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟会長  玉川 敏彦 

 

【任期】 

前評議員の残任期間（2020 年 6 月の定時評議員会終結時まで） 

 



 

（4） FIBA 各種会議報告 

FIBAバスケットボールワールドカップ2019に伴い、2019年8月27日(FIBAセントラルボード)および 

2019年8月28日(FIBA世界総会)に開催された会議の内容についての報告がなされた。 

 

以上  


