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令和３(2021)年度 第１回理事会 Web 会議 

 

日 時  令和３年５月１９日（水） １８時００分～１９時３０分 

会 場  ＣＢＡ事務所（Web 会議） 

出 席  議席数確認  理事総数 ３７名   本日の出席理事数 ３１名 

（基本規定 第１９条 理事会の定足数等） 

監事総数  ２名   本日の出席監事数  ２名 

 

１ 会長挨拶 

6月15日の社員総会に向けた議案が中心となるので、より慎重なる審議をお願いしたい。 

一日も早く、かつての穏やかな日常が戻るよう祈る。 

 

２ 報告及び連絡 

⑴ 令和２年度第４回理事会（Web 会議）議事録について       【資料１】 

   ▶資料に沿って確認された。今年度からは次回理事会を待たず、HP 掲載の前にメールに 

てこの確認作業を展開していく。 

⑵ 令和３年度第１回委員会連盟合同戦略会議（Web 会議）報告について【資料２】 

▶株式会社 UST との業務提携は白紙撤回となった。 

▶Ｄ-fund 関連の業務は、今年度から若山常務理事が担当する。 

⑶ コロナ感染症に関わる事故報告書について             【資料３】 

   ▶現在も行われている電話やメールによる第一報に加え、様式 1 により事故報告を行う。 

   ▶報告の対象範囲は協会主催・共催事業とし、あくまでも協会内の情報共有を目的とする。 

⑷ 令和３年度千葉県スポーツ協会表彰候補者の推薦について      【資料４】 

▶推薦要項及び表彰規程に沿って、各連盟・カテゴリーにて候補者を推薦して欲しい。 

▶調書作成の都合上、回答期限を 6 月末までとする。 

⑸ 事務局職員の異動について 

▶昨年度末の大島副会長退職に伴い、４月１日より若山常務理事が事務局職員として新着任 

したことが報告された。 
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⑹ その他 

    特になし 

 

３ 議事  議長：会長（定款：第 32 条） 

第１号議案  令和２年度事業報告及び決算に関する件         【資料 5】 

     ▶事務局より資料の概略について説明があった。 

     ▶監事より、4 月 17･18 日の両日会計監査を行い、適正に処理されている旨 

報告があった。 

承認 

第２号議案  役員改選に関する件                  【資料 6】 

      ▶理事選任の方針については前理事会にて説明済みである。 

▶各委員会・連盟は原則１名で理事をお願いする。 

新任の理事について（略歴等紹介） 

⑴ TO 委員長 稲垣 藍 氏  

前委員長の異動に伴い、TO の資格保有者が適任と判断した。 

⑵ アンダーカテゴリー委員会 菊地 昌廣 氏 

千葉 BEｘのクラブチーム立ち上げに尽力され経営手腕に長けた方である。 

協会内に留まらず様々な視点からの提言が期待される。 

⑶ 県サッカー協会副会長 川崎 浩祐 氏 

普及育成や競技会運営など、同じ球技スポーツという枠組みで情報共有や協力を 

期待したい。 

⑷ 学生連盟理事 JBA 理事 守屋 志保 氏 

選手時代はトップリーグ経験者。現在は江戸川大学の監督。  

⑸ アンダーカテゴリー委員会 長南 真由美 氏 

関東トップリーグの実行委員会に所属。元 ENEOS のプレイヤー。 

現在は千葉 BEｘ専属のコーチ。 

⑹ 審判委員会 中嶽 希美子 氏 

元国際審判員で、現在 S 級審判員として全国で活躍中。 
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⑺ 会社員 栗原 百合江 氏 

市立船橋高校出身で富士通のトッププレイヤーとして活躍。 

JBA 関係の仕事にも携わっている。現在は富士通の社員。  

⑻ 競技力向上委員会 稲野辺 聡 氏 

国体関係・U18 リーグ戦関係のトップ。 

⑼ トップリーグ 北館 洋一郎 氏 

アルティーリ千葉の役員。トップリーグ代表として千葉ジェッツと共同での 

活躍が期待できる。 

 

〈近藤義行理事〉提案 

▶資料の No.17 近藤義行を稲野辺聡に変更したい。 

▶これに伴い、選任区分として稲野辺聡氏が新理事に、近藤義行氏が学識経者で 

理事に残留する。 

 

〈佐藤博紀理事〉質問 

▶北舘氏の理事就任により千葉ジェッツの田村社長はどのようになるのか。 

〈大野専務理事〉回答 

▶トップリーグの理事としては北舘氏にお願いする。トップリーグはジェッツ 

と協力して盛り上げてほしい。田村氏には引き続き協会にて社員という立場 

でお願いしたい。 

 

承認 

▶今後、旧理事もオブザーバーとして参加していただき、引き続き協会運営に 

ついて情報共有をお願いしたい。 

 

第３号議案  役員報酬に関する件                  【資料 7】 

     ▶執行役員会で再度審議するため、上程した議案を取り下げた。 

 

第 4 号議案  業務手当に関する件                  【資料 7】 

     ▶資料の誤植を訂正  誤：５号議案⇒ 正：４号議案 

承認 
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 第 5 号議案  役員・委員の旅費に関する件              【資料 7】 

     ▶資料の誤植を訂正  誤：6 号議案⇒ 正：5 号議案 

承認 

 

第 6 号議案  令和３年度 予算案に関する件             【資料 8】 

     ▶常勤職員全員が役員（専務・常務・理事）のため、項目を給与報酬から 

役員報酬に変更。 

承認 

 

第 7 号議案  令和３年度社員総会の議案に関する件          【資料 9】 

▶第１号議案、第２号議案は今回の理事会で承認され議事として上程する。 

▶第３号議案 取り下げ 

▶第４号議案は第３号議案取り下げに伴い、第３号議案として上程する。 

なお、監事の任期が４年であることを改めて確認した。 

承認 

 

４ 報告及び連絡事項 

（１）各委員会報告及び連絡事項 

① 総務委員会 

▶協会資料作成の都合上、総務担当者が代わる場合は連絡をお願いしたい。 

▶社員総会終了後、名刺を作成する予定。写真撮影などへの協力依頼。 

② 財務委員会 

▶各連盟の決算報告を速やかに提出して欲しい。 

③ 競技会委員会 

▶各主要大会の会場確保の目途がたってきた。 

▶人数制限など様々な制限をかけなければならない可能性がある。 

④ 審判委員会 

▶審判員の登録期限を本県は５月３１日とする。すべての更新講習を６月 30 日までに実施 

する予定。実技や新規取得講習は未定。 

▶A 級審査会については男性女性２名ずつを推薦する予定。 



CHIBA BASKETBALL ASSOCIATION 
〒273-0031  千葉県船橋市西船 4-18-14 西船スカイマンション 701 号室 

 
Tel:047-401-1581   Fax:047-401-1781 

E-Mail:chiba.basketball@cbba.jp     URL:cbba.jp 
 

 

 

 

 

 

 

⑤ ＴＯ委員会 

▶JBA 報告の都合上、U15 カテゴリー及び学生連盟は担当者を知らせて欲しい。 

⑥ ３×３委員会 

▶６月に市立柏高校で、8 月に市立習志野高校で 

⑦ 競技力向上委員会 

▶今年度からリーグ戦を開始していく。 

▶コロナ禍による練習不足、キャリア不足で怪我のリスクが高まっているように感じる。  

⑧ 普及育成委員会 

  ▶特になし。 

⑨ 指導者養成委員会 

▶C 級講習会２月５日、６日、１１日  D 級講習会１０月３０日、３１日予定 

▶リフレッシュ講習会７月４日 会場未定 

⑩ 広報委員会 

▶特になし。   

⑪ 登録管理委員会 

▶問い合わせも多く、かなり苦慮している様子。今後、FAQ を作成し HP に公開する予定。 

 

（２）各連盟・団体報告及び連絡事項 

① 社会人連盟 

▶練習も含め、会場確保に苦慮している。 

② 学生連盟 

▶会場や日程が現在未定である。決定次第連絡する。 

③ 専門学校連盟   欠席 

④ U18 部会（高体連） 

▶関東大会千葉県予選会にて新型コロナウイルス感染症の陽性者が報告され、現在、調査を 

進めているところ。県協会へも逐次報告し情報共有に努めている。対応は各学校によって

保健所の指示を仰ぎながら、管理職が判断している。 

▶関東大会本大会については、関東高体連より会場に入れる選手数を２０名に制限するとい

う通達が来ている。また、役員を含め会場への入場制限が検討されている。 
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〈飯沼理事〉質問 

    ▶選手の制限は理解したが、その他の観戦者（指導者や大学関係者）の入場も制限

されるのか。選手の進路などを考えると非常に重要である。 

〈佐藤委員長〉回答 

▶指導者や大学関係者に対する制限は特に設けていない。ガイドラインに沿って手 

続きして欲しい。 

 

▶U-18 クラブを交えたリーグ戦（交流戦）を７月～8 月に開催予定している。 

⑤ Ｕ15 部会（中体連） 

▶会場確保の目処がつき、現在、諸大会準備中である。 

⑥ U12 部会 

▶地域差があり、練習可否の判断にも大きな差がある。支部によっては出場辞退もあるので 

感染状況によっては、大会そのものの中止も可能性としてある。  

⑦ トップリーグ 

▶プレーオフ優勝を目指して頑張る。    

⑧ 市町村協会 

▶特になし  

⑨ 大会事務局 

▶特になし 
 

（３）その他 

① 千葉県協会誌（2021 年 6 月発行）の配付に関するお願い  

▶任期満了に伴う役員の改選と基本規程の変更があることから、社員総会時の配付 

は見送り６月末の送付を目指す。 

② ミーティング ID 及び理事会資料などのメール送信に関してトラブルがあった。 

   ▶理事会は開催日の２０日前までに案内通知、７日前に議案等提出締切、その後資料 

を作成し ID・パスコードとともに送信するのが基本的な流れである。着信が確認で

きない場合は遠慮なく問い合わせて欲しい。 

③インテグリティについて 

  ▶指導者の言動を巡り、事務局へ苦情の電話が度々入る。是非、各カテゴリーでの研修を 

   充実し、啓蒙を図って欲しい。 


