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公益財団法人 日本卓球協会 2021年度 第１回理事会 報告 
 

【日時】 
 2021年 6月 5日(土)   13:00 ～16:59 
 
【場所】 
 東京･Japan Sport Olympic Square 8F・(公財)日本卓球協会事務局（web 会議） 
 
◎決議事項 
 第１号議案 専務理事提案 （星野専務理事） 

①スポーツガバナンスコード（組織改編）について    （承認） 
1.カバナンスコード対応 新組織図に関する提案（組織図案） 
2.役員選考方法の見直しについて 
3.役員候補者の選考等に関する規程（案） 
 施行日は 2021 年 6 月 5 日。 
4.役員等選出規程の執行代表者会委員等選出規程への変更案について 
 現行の役員等選出規程を停止する。施行日は 2022年 6月定時評議員会の日から。 
 

②定款の変更について    （承認） 
スポーツガバナンスコードに対応するための変更であり、定時評議員会に付議する。
（第 19 条、第 9章、第 33条） 
 

③利益相反管理規程について    （承認） 
スポーツガバナンスコード対応への規程化である。施行日は 2021 年 6 月 5 日。 
 

④危機管理規程について    （承認） 
スポーツガバナンスコード対応への規程化である。施行日は 2021 年 6 月 5 日。 
 

⑤国際卓球連盟役員の推薦について    （承認） 
担当部署と調整を行い、役員候補者を申請する。 
・副会長候補    1 名 ※副会長は選挙 
・用具委員会委員  1 名 
・ルール委員    1 名 
・ﾚﾌｪﾘｰ・審判委員  1 名 
・ｽﾎﾟｰﾂ・医科学委員 1 名 
なお、アジア卓球連合の役員改選の人選については会長、専務理事、国際部に一任する。 

 
⑥顧問・会賓の追加について    （承認） 
顧問 兒玉 圭司 氏（前本協会評議員、前日本学生卓球連盟会長） 
会賓 河野  満 氏（青森県卓球連盟会長） 

河本 充昭 氏（岡山県卓球協会会長） 
川浪佐賀男 氏（佐賀県卓球協会会長） 
河田 正也 氏（日本学生卓球連盟会長） 

 
⑦2021・2022 年度専門委員会委員の推薦について    （承認） 
ルール・審判委員会（追加）通信委員 (北信越) 林  秀次 氏 
中学生普及委員会（変更） 委員 (北信越)  小川 真也 氏 → 桒原  裕 氏 

委員 (東海)   山田  尚 氏 → 児玉 智之 氏 
委員 (九州)    宮﨑 浩義 氏 → 東  政仁 氏 

 
⑧2022 全日本選手権大会について    （承認） 
第一に安全に大会を開催することに配慮し、細部は大会プロジェクトに一任する。 

 
⑨日本卓球ルールブックの本会 HP アップについて    （承認） 
競技規則、ルールをダウンロードできるようにし、ルールブックの販売は継続する。 
 

 第２号議案 事業部提案 （金﨑常務理事） 
①2020 年度事業報告について    （承認） 
新型コロナウイル感染症の影響で、2020 年の研修会、講習会、全国大会、国際競技会
等がほぼ中止となり、2021 年 1月以降で一部が開催された。登録人数は、コロナ禍で
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も大勢の方にご登録をいただいた。加盟団体にお礼申し上げる。 
 
 第３号議案 財務部提案 （安西常務理事） 

①2020 年度決算について    （承認） 
「正味財産増減ベース」の当期経常増減額は、公益目的事業会計▲8,870,121 円、法
人会計 66,039,690 円、合計 57,169,569 円の当期経常増減額を計上した。公益目的事
業会計が▲8,870,121 円のマイナスとなり収支相償を遵守した。 
 

②2021 年度第一次補正予算について    （承認） 
1.登録料収益配賦率変更について 
配賦率を公益事業目的会計は 51％から 70％、法人会計は 49％から 30％に変更す
る。 

2.2021年度第一次補正予算について 
経常収益合計 1,288,819 千円、経常費用合計 1,304,951 千円、▲16,132 千円の赤
字となり、当期経常増減額は、当初予算▲91,334 千円から、75,202 千円の赤字減
額となった。 

 
 第４号議案 総務部提案 （加藤常務理事） 

①評議員の変更について    （承認） 
評議員候補者全てを定款第 11 条第 1 項により評議員会に付議する。 
北海道ﾌﾞﾛｯｸ 現評議員  北里 嘉則 氏 → 変更候補 権平 洋美 氏 

変更希望日 2021年 6 月 20日（定時評議員会終了を以て変更） 
日学連    現評議員  西村 卓二 氏 → 変更候補 河田 正也 氏 

変更希望日 2021年 6 月 21日（定時評議員会翌日より変更） 
 

②評議員会の開催について    （承認） 
日時：2021年 6月 20 日（日）13:00～15:00（予定） 
場所：ウェブ 
議題：決議事項 

①議長の選任        ④定款の変更 
②2020年度決算        ⑤評議員の選任   
③2020年度事業報告 

 
③役員の報酬について    （承認） 
専務理事の報酬額は、「評議員、役員の報酬等及び費用規程」第 3 条 2項に則り、引
き続き平成 28 年度第 2回理事会での承認額を支給する。 
 

 第５号議案 強化部提案 （宮﨑常務理事） 
①2021 世界選手権ヒューストン大会（個人戦）選考基準について    （承認） 
世界ランキングは、国際卓球連盟からの対象月の発表があり次第補完する。 
 

②日本代表監督推薦プロジェクトメンバーについて    （承認） 
理事から 4名 ：安西弥一郎 氏（高体連選出理事） 

岸田 聡子 氏（アスリート委員長） 
濵田 美穂 氏（日学連選出理事） 
星野 一朗 氏（専務理事） 

学識経験者 2名：平野早矢香 氏 
松下 雄二 氏 

強化本部長 1名：宮﨑 義仁 氏 
 

③スポーツ医・科学委員会研究費配分について    （承認） 
 

 第６号議案 ルール・審判部提案 （蓑島常務理事） 
①日本卓球ルール改定について    （承認） 

2020 年および 2021 年 1 月 1 日の ITTF のルール改定を受け、国内のルール改定およ
び ITTF 以外の文言修正である。 
公布年月日：2021 年 7 月 1日     改定年月日：2021 年 9 月 1日 
 

②公認審判員表彰について    （承認） 
表彰状を授与しこれを表彰する。［基本規程 第 109条 3）号］ 
・大谷 純子 氏(島根県) 
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 第７号議案 その他 

①T リーグについて （加藤常務理事）    （承認） 
本協会と Tリーグとでもう一度コミュニケーションを取り、信頼関係を構築する。 

 
◎報告事項 
 ●監事監査報告 （土室監事） 

会計の執行が適正に処理されていること、事務局業務に関する監査での指摘事項を改
善されている事項を含め前向きに取り組んでいること、理事の職務執行が適正に行わ
れていることを確認した。今後も新型コロナウイルス感染症の影響による収入減が予
想されるため、適切な会計運用が望まれる。 
 

 １．専務理事報告 （星野専務理事） 
①日本スポーツ振興センターガバナンスモニタリング報告 
ガバンス診断を行った独立行政法人日本スポーツ振興センターより、診断結果につ
いて直接の説明が行われた。 
今回のガバナンス診断結果はいくつかのアラートは出ているが、ガバナンス・コン
プライアンスの強化に熱心に取り組まれている団体として、スポーツ庁等に報告を
する予定である。ガバナンス診断の目的は、現状を診断し、結果をフィードバック
することで、より良い団体運営を支援するもので、理事会において改善が必要な事
項があれば取組みを進めていただきたい。確認するものは確認するというプラクテ
ィス（習慣的な取り組み）が大事であると考えている。 
これはアンケート結果だけでの提示であり、現実と異なる点は多々あると思うが、
協会だけで難しいことはご相談いただき、今後とも競技団体と一緒にスポーツ・コ
ンプライアンスの向上に務めていきたい。 
 

②アクションプラン進捗状況について 
スポーツブランディングジャパン株式会社の日置代表より、アクションプランの全
体推進ならびにサポート体制に関する報告が行われた。 
合わせて、以下項目は詳細部の説明を各担当責任者から報告と説明を行った。 
1-2   全世代の一貫指導体制の構築（宮﨑常務理事） 
3-1   草の根レベルでの環境整備（宮﨑常務理事） 
4-1   デジタルの最大活用（星野専務理事） 
6-3   社会へ向けた情報発信の強化（星野専務理事） 
その他  90周年記念事業（加藤常務理事） 
     式典は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み日程等を含め再検討する。 
 

③Tリーグ関連について 
1.女子の新規チームが加入し、女子は 5 チーム、男子は 4 チームとなった。 
2.2021-2022シーズンスケジュールについて 

 
④オフィシャルサプライヤー入札結果について 
2022-2024 オフィシャルサプライヤーは、男子はヴィクタス（株式会社 VICTAS）、
女子はミズノ（美津濃株式会社）に決定した。 
なお、2021 年度のトップパートナーは、次の 4社（大会スポンサーを除く）となって
いる。ANA（全日本空輸株式会社）、スターツ（スターツコーポレーション株式会社）、
全農（全国農業協同組合連合会）、日清紡（日清紡ホールディングス株式会社）。 
 

⑤全日本選手権大会用具の入札について 
天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）での用具（卓
球台とマット）については、東京オリンピック・パラリンピック後となる本大会か
ら入札を行う。 
 

⑥内閣府立ち入り検査報告 
2021 年 4 月 14 日に内閣府公益認定等委員会の立ち入り検査があり、2019 年度の書
類を中心に検査が行われた。検査結果は概ね良好に行われているとの講評を受け、
書面による指摘事項はなかったが、口頭による指摘があった。 
 

 ２．事業部報告 （金﨑常務理事） 
①2021年度大会派遣審判長について 
ルール・審判委員会から審判長が示された。 
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②第一三共レディース関東ブロック大会中止について 
 

 ３．強化部報告 （宮﨑常務理事） 
①各種選考会開催について 
1.アジア卓球選手権大会国内選考会 
日程：2021 年 6 月 17 日～18日（女子選考会）、6月 19日～20 日（男子選考会） 
会場：千葉県 旭市総合体育館 
出場予定者：女子 24 名、男子 24 名 

2.世界卓球選手権大会国内選考会 
日程：2021 年 9 月 27 日～30日 
会場：大分県 杵築市文化体育館 
出場予定者：男子 24 名、女子 24 名 
 

●2021卓球 NIPPON ドリームマッチ（日本卓球協会創立 90周年記念） 
日程：2021年 7 月 2日（男子ｼﾝｸﾞﾙｽ、混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）、3日（女子団体） 
会場：会場非公開 

 
②東京オリンピックリザーブ選手について 
選考基準に則り強化本部が決定し、理事会に報告、JOCに推薦する。 
男子：宇田 幸矢 選手（明治大学）  女子：早田 ひな 選手（日本生命） 
 

 ４．国際部報告 （前原副会長） 
①国際部報告 
1.国際大会（WTT）について 
オリンピック開催前に WTT グランドスマッシュ大会などを行う予定であったが、
新型コロナウイルス感染症の再拡大により開催延期が決定された。 
WTTユースコンテンダー・ポルトガル大会をはじめ多くの大会が開催予定であるが、
日本からのジュニア選手派遣については、新型コロナウイルス感染症の感染リスク
を考慮した結果、2021 年の東京オリンピック競技会終了後までは派遣しない。 

2.2021年世界選手権大会および ITTF 総会について 
2021年 11月 23 日～29日での開催が決定した。 
ITTF 総会は、従来どおり同ヒューストン大会の開催期間で日程を調整中。 

3.2021年アジア選手権大会について 
期日：2021 年 9 月 1日～8日   開催地：カタール・ドーハ 

4.2021東アジアホープス大会について 
大会開催の可否については、9月 3日に実施する準備委員会にて決定する。 

5.東京オリンピック＆パラリンピック競技大会について 
大会審判員と競技運営スタッフ 
(1)大会審判員 ITO＝国際技術役員 NTO＝国内技術役員 

1）オリンピック ITO  4 名 
2）オリンピック NTO 16 名 
3）パラリンピック NTO 43名 （内、13名は審判員） 
4）審判員を除く NTO 30 名 
5）審判員 NTO 13名 
※ボランティアとして大会に携わる。 

(2)大会運営スタッフ 
1）スポーツマネジャー：横田 幸子 氏 
2）テクニカルオフィシャルズスーパーバイザー：瀬田 幸人 氏 
3）競技備品＆テクニカルオフィシャルズスーパーバイザー：長谷川敦司 氏 

6.その他 
世界ユース選手権大会 
期間：2021 年 12月 1 日～8日 うち、7日間で大会を行う予定である 
開催地：ポルトガル・リスボン 

 
  ５．事務局より （事務局長） 

①業務執行役員報告 
②事務局報告 
(1)今後の会議等予定 
(2)内閣府立ち入り検査 

2021年 4 月 14 日（水）10時～16 時 JSOS3階会議室 10 において実施。 
(3)令和 3年春の叙勲・褒章・文部科学大臣表彰について 
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叙勲 
旭日小綬章  柿内 愼市 氏（徳島県卓球協会･名誉会長） 
旭日双光章  茂原  治 氏（和歌山県卓球協会･会長） 
旭日単光章  新留るり子 氏（鹿児島県卓球連盟･理事長） 

褒章 
藍綬褒章   後藤 泰之 氏（愛知県卓球協会、教職員卓球連盟･会長、 

高体連卓球専門部部長） 
文部科学大臣賞 
生涯ｽﾎﾟｰﾂ功労賞 植松 克之 氏（日本卓球協会･評議員、山梨県卓球協会･会長） 

(4)事務局員動向 
 

 ６．その他 
①全日本一般・ジュニアの部における指導者養成委員会からの要望（小林理事） 
②東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ祝勝会ならびに 90周年記念式典について（野崎副会長） 
③今後の資料発送について（松本監事） 
 

 以上 


