公益財団法人 日本卓球協会
【日時】
2019 年 9 月 7 日(土)

13:00

～

2019 年度 第２回理事会 報告

16:28

【場所】
東京･Japan Sport Olympic Square 14F・岸清一メモリアルルーム 2&3
◎決議事項
第１号議案 専務理事提案 （星野専務理事）
①スポーツブランディングジャパン業務進捗状況について
業務進捗状況についての報告が行われた。

承認

②JTTA 中長期計画策定について
承認
本年度後期もスポーツブランディングジャパン（株）と契約を更新し、次年度に向け
た事務局業務の補完依頼を行う。
③2021 年全日本選手権大会開催地について
承認
2021 年(2020 年度。2021 年 1 月)天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会開催地を大阪
市中央体育館（丸善インテックアリーナ大阪）で開催する。
第２号議案 財務部提案 （安西常務理事）
①2019 年度第二次補正予算について
承認
二次補正予算は、経常収益合計 1,899,089 千円、経常費用合計 2,025,636 千円、当期
経常増減額が▲126,547 千円の赤字となり、一次補正予算から 35,421 千円の赤字増
加である。
第３号議案 事業部提案 （金﨑常務理事）
①2020 年度大会日程・開催地について
承認
・2020 年度全国大会開催地・日程への追記
【 】は予定
№3 天皇杯･皇后杯 全日本選手権（一般･ｼﾞｭﾆｱの部）場所【大阪市中央体育館】
№28 全国ﾎｰﾌﾟｽ大会 ﾌﾞﾛｯｸ大会(西日本ﾎｰﾌﾟｽ)
開催地 京都
開催期間【8/17～18】 場所【島津アリーナ】
・2019 年度と開催時期の変更点
№12 を除き東京オリンピック関連での変更
№6 全日本社会人選手権 9/6～8
→ 11/6～8
№7 全日本実業団選手権 7/18～21 → 9/3～6
№10 全日本ｸﾗﾌﾞ選手権 10/11～14（例年 7 月だが参議院選挙で変更）→9/19～22
№12 全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 11/22～24 → 6/26～28（全日本ﾗｰｼﾞと同時期開催へ）
・2020 年大会申し込み締め切り日について（告知）
全日本クラブ選手権大会･･･9/19～22（茨城）
締切日 6/24
他大会の大会申し込み締め切り日と合わせ、次回理事会で提案を行う。
第４号議案 総務部提案 （松尾常務理事）
①規程改訂について
承認
(1)新規程の策定
基本規程：旧来多くの規程に分かれていた規則を『基本規程』としてまとめた。
謝金規程：これまでまとまった定めがなく、JSPO の規程を参考として作成した。
現行規程の謝金額に変更はない。
(2)旧規程の改訂
新規程策定に伴う改訂。
強化本部規程：謝金が税込であることの明示と文言変更。条文内容の変更はない。
維持会員規程：謝金が税込であることの明示と文言変更。条文内容の変更はない。
通報及び相談窓口設置に関する規程：新規程策定に伴う該当規程名への変更と、
第 1 回倫理委員会で指摘を受けたもの。
なお、今月から通報・相談窓口が設置される。
(3)就業規則と給与規程の改訂
働き方改革への対応を反映したもので、法定休日が日曜日であることを明確化し、
法定休日・法定外休日に勤務した場合の手当を明示した。
第５号議案 強化部提案 （宮﨑常務理事）
①女子 HNT 監督の交代について
承認
野中直広 氏から、渡邊隆司 氏に交代する。（渡邊 氏は女子 JNT 監督と兼任）。
なお、野中 氏は女子 HNT コーチとしてスタッフは継続する。

- 1 -

②2020 年世界選手権大会釜山大会選手選考基準一部追記について
承認
2. 国内最終選考会への出場資格
追記部
(3)国内第 1 次選考会出場資格を有する選手
⑦2019 年世界ジュニア選手権大会世界ランキングによる代表者及び日本国内
最終選考会優勝者
③ITTF スポーツ医科学委員長表彰状授与について
承認
JTTA スポーツ医・科学委員会国際会議 2014-2019 全 6 回の開催にあたり、大変大き
な役割を果たした ITTF スポーツ医科学委員会 委員長 Miran Kondric 氏に感謝状と
記念品を授与する。
◎報告事項
１．専務理事報告（星野専務理事）
①ガバナンスコードへの対応について
特に、原則 2 への対応について、12 月理事会に第 1 回目のたたき台として複数案を
提案し、議論を進め、2020 年 6 月の新体制発足時には 2022 年の役員選出方法を決
めたい。また、都道府県にもガバナンスコード遵守は求められているため、法人化
を推奨する。倫理規程および処罰規程の制定は法人化にかかわらず最低限必要であ
る。
②2021 年ジャパントップ 12 大会開催地について
2021 年(2021 年 2 月 27 日(土)～28 日(日)を予定)は東京体育館で開催する。
③インターハイにおける要請事項について
令和 2 年度(2020 年度)全国高等学校総合体育大会卓球競技応援記念Ｔシャツへ
「WASURENAI 3.11」のロゴ使用を認める。
④大会使用球について
統一球を採用する全日本地方予選会に対し統一球を無償配布すべきとの要請がなさ
れたが、昨年と同様に無償配布は行わない。
⑤日本リーグからの提案事項について
日本卓球ルール改定案(ゲームシャツへの背番号プリント)を運営会議で検討した結
果、否決された。
⑥組織強化に係わるスポーツ庁委託事業採択について
各都道府県卓球協会／連盟宛に IT 人材や IT ツールを活用した団体運営支援の要望
を伺い、希望される都道府県に対して人材を紹介する予定。都道府県の費用負担は
ない。
⑦第 30 回ユニバーシアード競技大会報告について
本年 7 月 3 日～14 日にナポリを中心に開催。卓球競技は女子団体銀メダル、男子団
体銅メダルの他、男子ダブルス 2 組、女子ダブルス 1 組が銅メダルを獲得した。
⑧Ｔリーグ関連報告
セカンドシーズンの競技スケジュールが確定。
本年 7 月 8 日付にて株式会社Ｔマーケティング代表取締役社長に日下部大次郎氏が
就任した。
⑨東京オリンピックでのテレビ解説について
大会放送局の連合体であるオリンピック放送サービス側からテレビ解説の打診があ
り、宮﨑強化本部長に解説を依頼した。
２．事業部報告（金﨑常務理事）
①本会公認球の本会主催大会準備について
基本規程第 64 条に制定された。実施時期は、2020 年度からとする。
②日学連選手の全日本選手権大会予選会参加資格について
継続審議として残し、改革ができるところから提案を行う。
３．強化本部報告（宮﨑常務理事）
①アジア選手権大会日本代表について
ランキング上位者から声かけし、選手の意向に基づき選出した。
②2020 年度全日本選手権大会推薦選手について
③オリンピック関連補足説明
４．国際部報告（星野専務理事）
①国際関連報告
1.第 28 回東アジアホープス大会（2019 年 7 月 6 日〜7 日／上海市）
2.2019 T2 ダイヤモンド（2019 年 7 月 18 日〜21 日／マレーシア）
3.アジア卓球連合（ATTU）役員・委員会委員について以下を推挙し、9 月 18 日の
ATTU 会議で決定される。
ATTU 理事 ：横田 幸子 氏
ATTU 委員会：テクニカル・審判委員：長谷川 敦司 氏
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コーチング＆ジュニア委員長：横田 幸子 氏
4.ITTF・PTT ジャパンオープン 2019 東京大会（2019 年 8 月 1 日～3 日／港区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
ITTF/PTT のテクニカルデレゲート及び審判長から、初めての日本開催となった今
大会の運営に対し、高い評価を受けた。他方、スポンサー獲得は厳しく予算から
支出項目を見直し、支出の大幅削減を図った。ITTF/PTT から本会が支給した補助
金に対し感謝の意が述べられた。
5.その他
T2 ダイヤモンドの本年 9 月開催大会(中国)が次年度に延期が決定したため、8 月
下旬に日本として ITTF へ抗議文を送付した。
５．事務局より（事務局長）
①事務局報告
(1)今後の会議予定等
(2)会合出席報告
以上
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