処分決定 に対す る不服申 立に関 する 規則
（目 的）
第１ 条

この 規則 は、 公益 財団 法人 日本 野球 連 盟（ 以下 「本 連盟 ）と いう 。） が行

った あら ゆる 処分 決定 に対 する 不服 申立 につ い て、 その 手続 を定 める こと を目
的と する 。
（手 続に おけ る通 信手 段）
第２ 条

この 規則 の定 めに 従い 書面 の提 出を 必 要と する 場 合 には 、書 面（ 原本 ）に

代え て、 ファ ック ス、 電子 メー ル等 の通 信手 段 によ るこ とが でき る 。 この 場
合、 本連 盟事 務局 は、 当該 当事 者に 対し て、 必 要に 応じ てフ ァッ クス や電 子メ
ール と同 一内 容の 書面 （原 本） の提 出を 求め る こと がで きる 。
（規 則の 解釈 ）
第３ 条

この 規則 の解 釈に つき 疑義 が生 じた と きは 、 本 連盟 の解 釈に 従う もの とす

る。
（代 理お よび 補佐 ）
第４ 条

当事 者は 、こ の規 則に よる 手続 にお い て、 自己 の選 択す る者 に代 理ま たは

補佐 をさ せる こと がで きる 。
２

本連 盟は 、正 当な 理由 があ ると きは 、不 適 切な 代理 人ま たは 補佐 人に よる 代理
また は補 佐を 認め ない こと がで きる 。

３

前項 の代 理人 また は補 佐人 の適 正に 関す る 判断 に対 し、 独立 した 不服 申立 はで

きな い。
（審 査に 関す る事 務）
第５ 条

この 規則 によ る審 査 に 関す る事 務は 、 本連 盟事 務局 が行 う。

（免 責）
第６ 条

本連 盟の 役員 、審 査員 およ び事 務局 員 は、 故意 また は重 過失 によ る場 合を

除き 、注 意・ 処分 等の 手続 に関 する 作為 また は 不作 為に つい て、 何人 に対 して
も責 任を 負わ ない 。
（不 服申 立が でき る者 ）
第７ 条

不服 申立 をす るこ とが でき る者 (以下 「申 立人 」と いう 。 )は 、処 分決 定を
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受け た者 （未 成年 者の 場合 には 法定 代理 人） と する 。
（決 定に 関す る不 服申 立 ）
第８ 条

処分 決定 によ り不 利益 を受 け 、 当該 処 分決 定に 対し て不 服申 立を する 場合

には 、申 立人 は、 理由 を付 して 、 本 連盟 に不 服 申立 書を 提出 しな けれ ばな らな
い。
２

不服 申立 は、 申立 人が 本連 盟の 処分 決定 の 通告 を受 けた 日か ら 、 ６か 月以 内に
行わ なけ れば なら ない 。

（処 分決 定に 対す る不 服申 立の 再審 査）
第９ 条

処分 決定 に対 する 不服 申立 の審 査に つ いて は、 再度 、審 査を 行う 。 再 審査

は、 本連 盟が 定め る「 処分 決定 に対 する 不服 申 立 に 関す る規 則」 を準 用し て再
審査 を行 う。
な お、 再審 査に あた って は処 分対 象者 の聴 聞 の機 会を 設け るも のと する 。
（不 服申 立に 対す る決 定の 通知 ・通 告 ）
第１ ０条

不 服申 立に 対す る決 定に つい て、 本 連盟 は速 やか に申 立人 に対 して 、書

面に て通 知・ 通告 する 。 ま たそ の通 知・ 通告 の 書面 には 日本 スポ ーツ 仲裁 機構
へ不 服を 申し 立て るこ とが でき る旨 、明 記す る こと とす る。
（日 本ス ポー ツ仲 裁機 構に 対す る仲 裁の 申立 ）
第１ １条

こ の規 則に 基づ き 本 連盟 が下 した 不 服申 立に 対す る決 定に 対し て不 服 が

ある 場合 には 、申 立人 は、 日本 スポ ーツ 仲裁 機 構に 仲裁 の申 立が でき る。
２

日本 スポ ーツ 仲裁 機構 にお ける 仲裁 申立 に つい ては 、ス ポー ツ仲 裁規 則に 従

う。
（本 規則 の改 正手 続 ）
第１ ２条

本 規則 を改 正す るに は、 あら かじ め 、 コ ンプ ライ アン ス委 員会 の意 見を

求め なけ れば なら ない 。
（施 行日 ）
第１ ３条

本 規則 は２ ０２ ２年 ２月 １６ 日か ら 施行 する 。
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