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 公益財団法人 日本卓球協会 2022年度 第１回理事会 報告 
 

【日時】 
 2022年 6月 4日(土)  13:00  ～ 16:33 
 
【場所】 
 東京･Japan Sport Olympic Square 14 階・岸清一メモリアルルーム 2・3＆ウェブ 
 
◎決議事項 
 第１号議案 専務理事提案 （星野専務理事） 

①役員候補者選考ついて    承認 
理事候補者および監事候補者全てを定款第 20条第 1項により 2022年度評議員会に付
議する。 
理事候補者（役員候補者の選考等に関する規程第 6条） 任期：2022～2023 年度 
・河田 正也 氏 
・星野 一朗 氏 
・安西弥一郎 氏 
・板垣 賢一 氏 
・伊藤 華英 氏 
・加藤 憲二 氏 
・岸田 聡子 氏 
・能瀬さやか 氏 
・馬場 美香 氏 
・平野早矢香 氏 
・蓑島 尚信 氏 
・宮﨑 義仁 氏 
・宗片 信一 氏 
・横田 幸子 氏 
・吉田 和人 氏 
監事候補者（役員候補者の選考等に関する規程第 7条） 任期：2022～2025 年度 
・金澤 恭子 氏 
・國井  隆 氏 
・平岡可奈之 氏 
 

②評議員・役員の報酬等及び費用規程改訂について    承認 
第 2条の常勤役員の定義を週 3日又は月に 12 日に変更する。 
 

③評議員の辞任について    承認 
 (一社)日本学生卓球連盟推薦 河田 正也 氏 
任期：2022年 6 月 19 日の定時評議員会まで。 
 

④評議員の推薦について    承認 
 (一社)日本学生卓球連盟推薦 濵田 美穂 氏（後任） 
定款第 11条第 1項により 2022 年度評議員会に付議する。 
任期：残任期間となるため、2024 年 6月の定時評議員会終結まで。 
 

⑤会賓の追加について    承認 
・奥山 淳一 氏（山形県卓球協会会長） 
・茂木 曉至 氏（一般社団法人群馬県卓球協会会長） 
・下田一十四 氏（静岡県卓球協会会長） 
・大平  満 氏（一般社団法人岐阜県卓球協会会長） 
・中村 和好 氏（大分県卓球連盟会長） 
・村  博愛 氏（長崎県卓球連盟会長） 

 
⑥委員の変更について    承認 
・マスターズ・ラージボール委員 
（四国ブロック）山内 繁光 氏 → 弘光 利彦 氏  

任期：退任者の残りの任期（2022 年度まで） 
 

⑦デフリンピック派遣費用補助申請について    承認 
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⑧利益相反ポリシーについて    承認 
制定日：2022 年 6月 4 日 
 

⑨倫理委員会の名称変更と規程改訂について    承認 
1.委員会名称変更 
(旧) 倫理委員会  → (新) 倫理・コンプライアンス委員会 

2.委員会規程変更箇所 
規程の名称変更 ： 倫理委員会規程 → 倫理・コンプライアンス委員会規程 
条文の追記（新設）： 第 3号に追記（新設）し、以降の号数を繰り下げる。 
第 2条 3）本協会の役職員等及び関係者等のコンプライアンス意識の向上のため

の研修その他の施策について助言すること。 
附則の追記： この規程は 2022年 6 月 4日一部改訂、2022年 6 月 4日より施行する。 

3.基本規程変更箇所 
第 11章（処分）第 125条（手続）2箇所 
 倫理委員会  → 倫理・コンプライアンス委員会 
第 13章（附則）第 128条（施行）追記 
 本規程は、2022 年 6月 4日一部改訂、2022年 6 月 4日より施行する。（第 125条） 

 
⑩定款の変更について    承認 
第 19条 1項の適用期間を示す 2022年 6 月定時評議員会を削除して整え、以降の号番
号を繰り上げる。2022 年度評議員会に付議する。 

 
 第２号議案 総務部提案 （加藤常務理事） 

①評議員会の開催について    承認 
日時：2022年 6月 19 日（日）13:00～14:30（予定） 
場所：ウェブと集合のハイブリッド形式 
議題：決議事項（予定） 

①議長の選任      ⑤規程の変更 
②2021年度決算     ⑥理事・監事の選任 
③2021年度事業報告   ⑦評議員の選任 
④定款の変更 

 
②事務局就業規則・給与規程・育児介護休業規程改訂ならびに定年退職後再雇用規程の
制定について    承認 
 

 第３号議案 事業部提案 （金﨑常務理事） 
①2021年度事業報告について    承認 
新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった事業は、指導者養成関係事業の天皇
杯・皇后杯全日本大会入場パス、本会主催の全国 7大会、延期となった事業は東アジ
アホープス大会であった。登録人数は 2020 年度より増加したが、新型コロナウイル
ス感染症の影響が残っていと考える。ご尽力いただいた加盟団体の皆様にお礼を申し
上げる。 

 
②全日本社会人選手権大会・全日本マスターズ大会要項について    承認 

 
 第４号議案 財務部提案 （安西常務理事） 

①2021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 27,808,023 円、法
人会計 32,068,455 円、合計 59,876,478 円の当期経常増減額を計上した。公益目的事
業会計が 27,808,023 円の余剰金が発生し、収支相償を遵守できなかった。余剰金解
消については内閣府に報告し、適切な指導を受ける予定である。 
 

●監事監査報告（松本監事） 
  予算の執行が適正に処理されていること、事務局体制がますます強化されることを求

めること、これまでと同様に感染防止ガイドラインに則り感染予防対策を緩めること
なく大会を実施していく必要があること、公立中学校の運動部活動が「地域移行」へ
の取り組みから今後の対応を検討していく必要があること、理事の職務執行が適正に
行われていることを確認した。新たな組織体制による協会運営が円滑かつ機能的にな
されるよう期待する。 
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②2022年度第一次補正予算案について    承認 
経常収益合計 1,235,151 千円、経常費用合計 1,283,062千円、当期経常増減額は、▲
47,911 千円の赤字となり、内訳は公益目的事業会計▲69,938 円・法人会計 22,027
千円で、当初予算▲84,251 千円から、36,340 千円の赤字減額となった。 
 

 第５号議案 強化部提案 （宮﨑常務理事） 
①パリオリンピック選考基準の考え方（基準追加）について    承認 
国際大会のシングルス種目において中国のトップ 3 選手に勝利した場合について追
加する。 
 

②パリオリンピック選考ポイント表（追加）について    承認 
 

③2023年世界選手権大会（個人戦）選手選考基準の考え方について    承認 
選考基準ではなく、選考の考え方ということで発表する。 
 

④Tリーグ個人戦について    承認 
変更する人数（女子のみ） 
現状  16名（1チーム 3名まで推薦できる）＜5 チーム＞ 
変更案 24名（1チーム 3名まで推薦できる）＜6 チーム＞ 

 
⑤アジア競技大会延期に伴う対応について    承認 
今年のメンバーをそのまま 1年間スライドして延期される大会に選考する。 
ダブルスのペアは、選手の成長や見直しも考慮し、現時点では決定とはしない。 
 

⑥スポーツ医・科学委員会研究費配分について    承認 
 

⑦基礎指導者からスタートコーチへの移行について    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（案）について    承認 

2022 年(令和 4 年)1 月 1 日の ITTF のルール改定のうち、3 月の理事会に未提出のル
ール改定を受け、国内のルール改定と文言修正提案である。 
公布年月日：2022 年（令和 4年）7月 1 日 
改定年月日：2022 年 9 月 1日 
 

◎報告事項 
 １．専務理事報告 （星野専務理事） 

①アクションプラン進捗状況について 
4-1   デジタルの最大活用（星野専務理事） 
その他  90周年記念事業（加藤常務理事） 

 ２．強化部報告 （宮﨑常務理事） 
①Tリーグ報告 
1.2021-2022シーズン 
2.2022-2023シーズン新規参入予定チーム 
3.Tリーグ個人戦について 
4.Tマーケティング関係（ライオンカップ報告） 

②コンディショニングコーチ就任について 
男女 HNT にダンストレーニングを導入する。講師は TETSUYA氏(EXILE)。 

  ３．国際部報告 （前原副会長） 
①国際大会について 
FISUワールドユニバーシティーゲームズ 6月 26 日～7月 7日 → 延期（未定） 
第 19回アジア競技大会    9月 10日～9月 25日 → 延期（未定） 
第 4回パラアジア競技大会 10 月 9日～10月 15 日 → 延期（未定） 
第 3回アジアユースゲームズ 12 月 20 日～12 月 28日 → 中止 
2022アジアカップ兼 ATTU50 周年記念 開催期日：未定 開催国：タイ・バンコク 

②2022東アジアホープス大会について 
大会の最終的な開催可否を 9月 2 日に実施する準備委員会にて決定する。 

③2022アジアジュニア・カデット選手権大会について 
日本は男女とも出場権を獲得した。 

④2022年 日・韓・中ジュニア交流競技会について → 中止となった 
来年(2023)度は、日本・和歌山県での開催を予定。 
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⑤2022ITTF総会（AGM）／理事会（BoD）への JTTA 提案について 
・WTT大会規定における各大会への出場条件について 
・ITTFおよび WTTユース大会参加に際するルール改正について 

  ４．事務局より （事務局長） 
①2021年度下半期業務執行理事活動報告 
②事務局報告 
(1)今後の会議等予定 
(2)令和 4年春の叙勲・褒章・文部科学大臣表彰について 

叙勲 
旭日双光章 八尾 正博 氏（公益財団法人日本卓球協会･副会長、 

福井県卓球協会･会長） 
旭日単光章 佐藤 笙子 氏（秋田県卓球協会･相談役） 

 
  ４．その他 

①退任の挨拶（全出席者よりひと言） 
②執行代表者会の運営内容と新組織での専門委員会について（佐藤(重)理事） 

 
以上 

 


