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令和２年度 一般社団法人千葉県バスケットボール協会 

第４回理事会 Web 会議議事録 
 

日 時  令和３年３月１９日（金） １８時００分～１９時３０時分 

会 場  Web 会議 

司 会  大野専務理事 

役 員  理事総数 ３７名   本日の出席理事数 ３０名 

監事総数  ２名   本日の出席監事数  ２名 

基本規程 第 19 条により 理事会成立 

 

 

Ⅰ 会長挨拶 

昨年度のこの理事会が対面での最後の会議ではあった。それから１年間が経過した。 

この感染症の世界からいち早い回復を望んでいる。 

 

Ⅱ 専務理事報告及び連絡 

１ 第３回理事会（Web 会議）議事録について 

▶議事録配布しました。ご確認ください。 

２ 第２回 CBA 市協会合同会議（Web 会議）報告について   

▶議事録を本日メール配信しました。リモート会議ということで参加者が少数でした。今後は， 

各市協会においてもリモート会議を活用し，沢山の参加をお願いしたい。 

 ３ 第２回委員会連盟合同戦略会議（Web 会議）報告について  

▶議事録を本日市協会合同会議の議事録と一緒にメール配信しました。 

４ 令和３年度 ＣＢＡコンセプト修正案について 

▶ミッションの中の千葉ジェッツを削除しトップリーグのみとした。 

▶執行役員会で了承済みです。（4 月 1 日～アルティーリちばが参入予定のため） 

５ 令和３年度 ＣＢＡ組織図について 

▶アンダーカテゴリー委員会，スポーツ医学委員会，障がい者バスケットボール連盟を組織化 

しました。 

６ その他 

▶３X3 特別表彰について   U18 全日本選手権大会  習志野高校 準優勝 

▶千葉県体育スポーツ功労賞受賞   野村会長 表彰について 

 

Ⅲ 議事  議長：会長（定款：第 32 条） 

 

第１号議案  令和２年度 事業報告及び競技会報告に関する件 

▶別資料のとおりです。訂正・加筆などあればご連絡ください。 

承認 

第２号議案  令和３年度 事業計画及び競技会計画に関する件 
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▶別資料のとおりです。日にちの変更はないですが，会場などは Web などになる可能性が 

あります。こちらも訂正・加筆などあればご連絡ください。 

訂正：4/21 第 1 回委員会・連盟合同戦略会議 ➡ オンライン会議に変更 

訂正：県内体育館がコロナや台風被害のため，使用不可 ➡ 春季選手権大会中止 

訂正：U18 関東大会県予選会 旭市総合体育館を高等学校体育館に変更 

承認 

 

第３号議案  令和３年度 予算案に関する件 

▶収支をご確認ください。コロナウィルス感染症のため 1,000 万円程度の損失を予想してい 

たが，大会などを実施できなかったことと，人件費が抑制されたため 1,000 万程度の収益 

があった。 

▶次年度は 7,700 万円規模での事業展開を計画している。 

◇西田副会長 

▶野村会長からのご意見をくんでいただき，普及・育成のために，ぜひ理事の皆様からご提 

案をいただきたい。このまま協会として繰越金を増やす，収益を増やすことが目的ではな 

い。ぜひ，有効活用や効果的な利用のご提案をいただきたい。 

◇大野専務理事 

▶コンサルティング会社のアストや新規スポンサーの開拓をし，新しい事業展開を考えてい 

る。皆さんが金銭的に苦労しない事業展開をしていきたい。 

承認 

 

Ⅳ 各委員会及び連盟・カテゴリーの報告事項 

１ 各委員会報告及び連絡事項 

(1) 総務委員会          

(2) 財務委員会 

▶各委員会・各連盟の会計報告・決算報告を３月３１日までにお願いいたします。 

▶登録料の還付金（追加登録者）があります。別紙の通り還付いたします。 

▶オンライン会議に出席者の会議費の振込先の報告をお願いいたします。 

(3) 競技会委員会         

▶春季選手権大会は，会場確保が出来なかったため中止 

▶７月実施予定の国体選考会の会場確保も厳しい。現在，会場が予約を受けつけていな 

かったり，コロナワクチン接種会場に急遽決まったりすることから，急なキャンセル 

もあり得る。 

▶会場確保の連絡ですが，もし情報があればお願いしたい。 

※大野専務理事 大学を会場として利用は可能か。  

川北大学連盟長 可能であるかは確認する。  

(4) 審判委員会 

▶内容については，合同戦略会議の議事録をご覧ください。 

▶ホイッスルカバーについて DUPER（株）から 200 個を確保していたが，緊急事態 
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宣言のために販売ができず在庫を確保している。これから各カテゴリーに通達・販売 

予定。千葉県の審判員には今後通達予定。 

※大野専務理事   ホイッスルカバーを購入しても良いというニュアンスでなく， 

千葉県の審判員はぜひとも購入するという強いスタンスで 

発信してほしい。 

(5) ＴＯ委員会                  

▶パラリンピック東京大会にて，千葉県 TO チームから５名がノミネートされた。  

(6) ３×３委員会    

▶U18 全日本選手権大会  習志野高校 準優勝  

▶東日本大会 千葉県代表 男子は棄権 女子は千葉ＢｅＸが出場 

▶3 月 20 日,21 日に大会が開催される予定 Ｙｏｕｔｕｂｅにて観戦可 

 (7) 競技力向上委員会            

▶令和 3 年度に関東リーグ戦が行われます。 

▶令和 3 年度 DC は地区 DC を中止し，県 DC のみ行う。 

▶令和 3 年度県リーグ戦は今のところ冬に行う予定 

▶U19 世界選手権(ワールドカップ)が 7 月に開催される。八千代松陰高校出身の小河原 

幹太くんが候補選手として残っている。 

▶U18，U16 アジア選手権大会に向けた日本代表候補選手の推薦にご協力いただき，あり 

がとうございました。 

▶年度末に行われたウィンターカップの際にコロナウィルスのクラスター発生を起こし 

てしまい，皆様に多大なるご迷惑をおかけしました。また，このような状況下にあって 

も温かいお言葉やお志をいただき感謝している。この場を借りて御礼申し上げます。  

(8) 普及育成委員会 

▶普及育成事業として U6 を対象に活動している。幼稚園生にむけてのビブス・ボール 

配付など，事業展開を現在している。 

(9) 指導者養成委員会 

      ▶コーチライセンス取得のために，オンラインでの講習を JBA より行うように指導があっ 

た。千葉県としては実技を伴うコーチングの必要性を考え，今年度はコーチライセンス 

の取得講習は見合わせた。 

▶次年度８月と 11月にD級コーチを２月に C級コーチライセンス取得講習会を予定して 

いる。また，リフレッシュ講習会はコロナウィルス情勢を見極めて実施予定である。 

  (10) 広報委員会 

▶Zoom を会議での利用でなく，講習会としての実施も可能です。お気軽にお問合せくだ 

さい。 

 (11) 登録管理委員会 

▶新システムに移行します。現在システムメンテナンス中。3 月 25 日からシステムログ 

イン開始予定。 

▶管理者権限を付与してある方々はログインを試してほしい。 
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２ 各連盟・団体報告及び連絡事項 

(1) 社会人連盟 

▶登録していただいたが大会や試合がほとんど実施できなかった。 

▶カテゴリーが変更になる。エンジョイ⇒フレンドリー，また年齢も引き上げがあった。 

県相当の大会に連続で出ることもできなくなった。 

▶カテゴリー改編がかなり複雑になっており，大会出場や公式戦出場という形ができなく 

 なっている。ぜひ協会として大会の実施や支援などをお願いしたい。 

(2) 学生連盟           

▶来年度の取り組みとして，主要なメンバーや強化メンバー以外の B チームのメンバーを 

中心としたポジション別のクリニックを実施したい。また将来的には卒業した後にバス 

ケットボールに携れるように，指導者としての経験を積めるような，そのような場面の 

提供も連盟としては考えている。   

(3) 専門学校連盟         

(4) Ｕ18 部会（高体連） 

▶新人大会・U18 リーグは中止となった。特に審判委員会には，日程変更などでご迷惑を 

 おかけした。委員総会は，初めて書面議決とした。高体連専門委員会の大会がすべて無 

観客で実施するようにと通達があった。 

▶3 月 22 日より宣言前の活動に戻す旨が本日連絡された。 

▶来年度，関東大会が千葉県，船橋アリーナにて 6 月 5，6 日で無観客開催予定。 

(5) Ｕ15 部会（中体連） 

▶若山常務理事を中心に中体連・クラブチームでの対面式による総会を実施した。お互いに 

顔を突き合わせて話をしたことにより，効果的な情報交換ができたと思う。 

▶新人戦は実施をした。来年度当初に春の選手権を目指しているが，実施が緊急事態宣言の 

延長によりかなり日程的に厳しい。会場の確保に苦慮しているのが現状である。ぜひ会場 

については情報があればいただきたい。 

(6) Ｕ12 部会 

▶関東大会予選のみ実施することができたが肝心な埼玉での関東大会は中止となってし 

まった。 

▶全国大会は実施予定であるが，役員や補助員が不足しており，千葉県のチームは出場 

していないが，役員の協力依頼があり４名ほど参加する。 

▶リーグ戦を前期後期で実施予定。 

(7) ジュニアクラブ         

▶春のリーグ戦を開催予定です。男子は 1０チーム，女子は 11 チームとなった。 

▶U18 に関してはジェッツのユースは次年度からスタートになります。女子は千葉 BeX も 

あるがどちらのＵ18 チームにも参加する大会が存在しない。登録はしているが参加する 

大会がない場合はどのようにしていくかが課題である。 

(8) トップリーグ         

 ▶残り 18 試合 現在２位 優勝目指して頑張ります。 

▶八千代に新練習会場を新設。 
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３ 事務局からの連絡事項 

① 千葉県協会誌（2021 年 6 月発行）原稿作成に関するお願い  

 ▶データはすでに送付済みですがもし必要でしたらご連絡ください。 

▶石川財務担当からもありましたが，口座の連絡をよろしくお願いいたします。 

 

 

野村会長 

アンダーカテゴリーの選手たちはこのコロナウィルス禍のために，試合機会を失っており大変 

つらい思いをさせてしまっている。ぜひ，この選手たちが上位のカテゴリーに進んだ時には情熱 

をもって指導してもらいたい。 

また，この会議をぜひ連盟や各カテゴリーに持ち帰り，委員や理事の方々に共有していただき 

たい。 


