日本協会の法人格の変更及び地域協会の設立について
The JCA’s Legal Status and Regional Associations

1.

日本協会の法人格の変更について



1.

日本クリケット協会は特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）より公益社団

The JCA’s Legal Status


The JCA is changing its legal status from NPO (Non-Profit

法人に法人格を変更する手続きをとっています。公益社団法人の認定申請

Organisation) to PIIA (Public Interest Incorporated Association).

結果は今後 3 か月～5 か月で出ますが、公益認定が許可されると同時に

A GIA (General Interest Association) has been established and

ＮＰＯ法人が解散される予定です。現在は、一般社団法人が設立されて

will be applying for PIIA status shortly. We hope to get approval

おり、地域協会の入会を受け付けております。

of PIIA status within the next 3-5 months. Currently the GIA
Japan Cricket Association is accepting applications for Regional
Association members.

2.

地域協会の設立について


地域協会の設立及び一般社団法人日本クリケット協会への入会は、次が

2.

Establishment of Regional Associations


The following are the criteria for Regional Associations to apply

要件となっています。

for membership of the GIA Japan Cricket Association

① 日本協会の目的に賛同し、その事業に協力すること

①

② 理事会の指定する管轄地域におけるクリケット界を統括する唯一の団
体であり、クリケットを通じて公益事業を行うことを主たる目的とすること

operations.
②

③ 理事会において別に定める規則を定めること（日本協会に認められた

To be the sole governing body of a JCA designated region
which purpose is to serve the public interest through

地域協会の定款）
④ 事業計画書・収支予算書・事業報告書・決算報告書・役員名簿を、

To agree to the purpose of the JCA and cooperate with its

cricket.
③

To submit annual plans, budgets, annual reports, financial

理事会において別に定める時期に提出すること

reports, list of directors to the JCA by designated deadlines.

⑤ その他理事会において定める要件を満たすこと（総会の議事録の提

④

出）


To meet other criteria which may be set by the JCA from
time to time (currently to submit minutes of the AGM)

地域協会の入会申請には、申請書、定款、役員名簿が必要です。



To apply to become a JCA member/registered Regional
Association, please submit the registration form, the
constitution, and a list of directors.

3.

地域協会設立助成金について


3.

入会が認められた地域協会で、地域協会名義の銀行口座（地域協会印

Regional Association Set Up Grant


The JCA will provide a Set Up Grant of 50,000 yen to successful

による）を開設した地域協会には、設立支援金として 50,000 円の助成金

applicants subject to the Regional Association having a bank

を拠出します。ただし、近畿協会については、2015 年に関西支部として 50

account in the Regional Association’s name with a Regional

人以上の個人正会員の登録があり、50,000 円以上の助成金を拠出して

Association seal. The Kinki Cricket Association will be eligible for

いるため、2015 年の登録個人正会員 1 人当たり 1,000 円に該当する金

up to 1,000 yen per number of registrations in 2015, as they

額の助成金を拠出します。

had more than 50 members in 2015 and received a grant of
more than 50,000 yen in 2015. This is instead of the 50,000
yen and not in addition to it.

4.

地域協会助成金について


2017 年度以降は、前年の地域協会における選手登録数に応じ、最大で

4.

Regional Associations Grants


In 2017 and every year onwards, the JCA will provide a

登録費（ジュニア選手を除く）の半額までの助成金を拠出します。

regional association grant of up to half of the player registration



ただし、地域協会の要件①～⑤を継続して満たしている必要があります。

fees of senior players registered with the JCA from the region.



要件③については、ＪＣＡが提供するフォームを使用してください。また、作



成については、日本協会で個別に相談・協力させていただきます。ご不明な
点等ございましたら、窪田(090-7178-4343 mkubota@cricket.or.jp)までご連絡ください。

The regional association must continue to meet all of the
criteria (1-5) above to be eligible to receive the grant.



The JCA will provide forms for criteria 3 and support the
Regional Associations to fill them out. Please contact Makoto
Kubota if you have any questions. (090-7178-4343, mkubota@cricket.or.jp ).

5.

会員登録／選手登録について





2016 年から個人会員登録は、選手登録となり、個人でのオンライン登録及

5.

JCA Individual Membership / Player Registrations


Until 2015, a player needed to register as a JCA Individual

び登録費の支払いとなりますので、クラブや地域協会で登録・支払いする必

Members to play in official JCA competitions. From 2016, this

要がありません。（選手登録費は個人正会員費と同じ、年額 2,000 円で

will be renamed as “Player Registration”. “Player Registrations

す）

will be made on-line including payment, so registrations and

オンライン登録は、4 月末／5 月初めにシステムの準備が整う予定です。シス

payment will not need to be made through clubs and Regional

テムが稼働し次第、登録及び登録費の支払いをお願いいたします。

Associations any more. (Player Registration Fee will be the

スポーツ安全保険は引き続き各クラブ／チームでの加入になりますので、各ク

same as what the JCA Individual Membership Fee was: 2,000

ラブ／チームで出場する選手全てが、そのクラブ／チームで保険に加入してい

yen/year)

るように十分にご注意ください。



The on-line registration system is planned to be ready in late
April/early May. Please ensure all players are registered through
this system when it is ready to accept registrations.



Sport Insurance is the responsibility of the teams. Please
continue to ensure that all players that play for your club/teams
are insured under your club/team.

