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令和３(2021)年度 第 2 回理事会 Web 会議 

 

日 時  令和３年 8 月１7 日（火） １８時００分～１9 時 3０分 

会 場  Web 会議 

出 席  議席数確認  理事総数 ３9 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（野村会長） 
 

依然として新型コロナの感染状況の改善が見られず、皆さんには大変なご不便をおかけして

おりますが、このような時世にあっても、本協会の諸事業に対するご支援に深く感謝申し上げ

ます。 

未だ、オリンピックの興奮が冷めやらぬところですが、5 人制女子の銀メダルの獲得がメデ

ィアでも取り上げられ、さらには 3x3 が男女で決勝トーナメント進出、5 人制男子も成績こそ

振るいませんでしたが、海外組の活躍もあって、確かな成長ぶりを見せました。 

今後、バスケットボール界に対する注目度が大幅にアップするのは自明の理です。本協会と

いたしましても、これまでと同様、健全な組織運営に努めるとともに、基本理念・活動理念に

基づき、確実にミッションを遂行していかなければならないと、改めて覚悟した次第です。 

   本日は、6 月 15 日の社員総会で選任された皆様と迎える最初の定例理事会となります。会

議のアジェンダにもありますように、審議事項及び報告・連絡事項が盛りだくさんとなってお

りますので、慎重審議、かつスムーズに議事が進行しますよう、ご協力のほどよろしくお願い

申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

2 議事  議長：会長（定款：第 32 条） 

 

第１号議案  2021-22 年度活動方針（案）に関する件（大野専務理事） 

▶役員改選年に合わせ、次の 2 年間の重点方針を提示している。これまでも県内の基礎基盤

の整備を主な重点項目として進めてきた。特に、組織改革とガバナンスの強化に注力して

きたといえる。今後も継続するとともに、新たな課題についても積極的に取り組んでいき

たい。本協会の取り組みとして適切な内容かお諮りしたい。 

 

《重点活動方針について》 

⑴ コロナ対策 

▶各カテゴリーでは、ガイドラインに基づき慎重に判断して実施している。これまでの知見

を踏まえ、関係諸機関と連携しながら柔軟で即応性のある対応に努めていく。諸会議にお

いては、積極的に Web 会議による開催を求める。オンラインのメリットとデメリットを

理解した上で合理的に進めていきたいと考える。 
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⑵ 新たな環境を整えるための挑戦 

▶子どもたちの将来を考えた育成環境の整備が急務である。多様な価値観が存在する中、新

たな制度作りにハレーションやアレルギー反応はつきものである。アンダーカテゴリーの

みならず、社会人も含めて大人たちが知恵を出し合いながら協力して進めていきたい。ま

た、高校卒業後の登録者が大幅に減少する傾向が続いている。毎年 2,000 人～3,000 人の

高校生の登録があるので、卒業後もバスケットボールが続けられる魅力的な環境作りを模

索していきたい。 
 

⑶ インテグリティ 

▶バスケットボール文化を価値あるものとして社会に定着させるために、必要不可欠な要素

である。偏った思いや価値観に縛られない、指導者として常にアップデートしていく姿勢

が肝要と考える。 
 

《活動方針について》 
 

▶平成２８年の法人格取得以来「未来への挑戦」のスローガンのもと、この理念に基づいて

目標設定をしてきた。かつて経験したことのない時代変化の中で、多少の行きつ戻りつが

あったとしても、軸足のサイズ感や置き場所を見失わないための道標としたい。 
 

【承認】 

 
第２号議案  スポーツ医学委員会の名称変更及び委員の選出に関する件（大野専務理事） 

 

▶既に、設置済みの特別委員会「スポーツ医学委員会」を、本県の活動実態（ドクターとス

ポーツトレーナーの協働）に合わせて「スポーツ医科学委員会」に名称変更したい。また、

協会内での情報共有や活動状況の把握を迅速化するため、各カテゴリーから担当委員を選

出することについてお諮りしたい。 

 

【承認】 
 
※その後、スポーツ医科学委員会の紹介と蟹沢委員長並びに室田副委員長の挨拶があった。 

 

第３号議案  千葉県スポーツ協会表彰の候補者推薦に関する件（渡邉常務理事） 

▶令和３年度の功労章候補者及び優秀選手賞候補者の推薦について、８月２日の執行役員会

にて推薦基準及び内規と照らし合わせ、適格と判断したのでお諮りしたい。 

 

【承認】 

 

第 4 号議案  基本規程の一部改訂に関する件（渡邉常務理事） 

 ▶第 1 回理事会において承認された「役員・委員の旅費に関する件（第 116 条）」を、同趣

旨ゆえ別項の（第 93 条）にも適用させていただきたくお諮りしたい。 

 

【承認】 
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3 報告及び連絡事項 

⑴ 千葉ジェッツふなばし B リーグ初優勝に伴うクラウドファンディングプロジェクトについて（野村会長） 

      ▶優勝記念モニュメントの作成にあたり、本協会としても同プロジェクトに５０万円を拠出したことが報

告された。 

      ※佐藤理事（ジェッツ GM）よりお礼の言葉が述べられた。 
 

⑵ 臨時評議委員会について（若山常務理事） 

      ▶６月２７日㈰の JBA 臨時評議委員会において「三屋裕子会長」が再任されたことと、事業計画の

承認等が報告された。 
 

⑶ 登記の完了について（若山常務理事） 

▶2021 年度の定時社員総会を経て、本年度の登記手続きが滞りなく完了したことが報告された。 
 

⑷ 規律・裁定・インテグリティ委員会について（大野専務理事） 

▶2021-22 年度の規律委員会・裁定委員会並びにインテグリティ委員会の委員選任について報告 

があった。 
 

⑸ 2021 年度三重国体選手・スタッフについて（稲野邉 競技力向上委員長） 

▶各種別の選手及びスタッフの名簿が示され、８月２１日㈯・２２日㈰に栃木県で行われ

る関東ブロック大会についての展望が語られた。 

※大野専務理事が代わってコメントした。 
 

⑹ 令和 3 年度千葉県民大会について（大野専務理事） 

▶会場として予定していた公共施設から、国会議員選挙が行われる場合は会場確保が困難となる旨

連絡があった。時世柄、学校体育館の使用が制限されており、社会人の大会は実施困難と判断し

中止としたことが報告された。 

 

4 各委員会より報告連絡（各委員会委員長） 

⑴ 総務委員会（佐藤：総務委員長） 

▶名刺作成に係る配慮について、ご協力に感謝している。 

⑵ 財務委員会（石川：財務委員長） 

▶８月に予定していた財務委員会の開催が遅滞しているが、Ｄ-fund 関係の連絡とともにメールにて

必要資料等を展開していく。 

▶昨年度の決算書が未提出の団体が散見される。至急の対応をお願いしたい。 

※渡邉常務理事が代わってコメントした。 

⑶ 競技会委員会（金杉：競技会委員長） 

▶全日本総合選手権天皇杯・皇后杯千葉県予選会、ウインターカップ千葉県予選会一次ラウンドの

終了報告と、引き続きの２次ラウンド及びファイナルラウンドに向けた協力をお願いしたい。 
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⑷ 審判委員会（中島：審判委員長） 

▶感染対策に十分配慮しながら各種事業に派遣活動を行っている。ライセンスの新規取得や更新及

び昇格に関する問い合わせもあり、委員会としても講習会開催に向けて模索している。 

⑸ TO 委員会（稲垣：TO 委員長） 

      ▶トップリーグ担当の TO 公募について、現況と見通しについての報告と関係者への広報依頼。 

      ▶TO 委員長会議の報告。今年度からトップリーグ担当が登録制になった。今後、ライセンス制度の導

入はもとより、研修への参加や行動規範の遵守等が求められていく。今シーズンは実施に向けた移

行期間と位置づけられている。 

▶FIBA の TO ライセンステストの結果、県内で稲垣・望月の２名が合格した。（現在も１名受講中）

２年ごとに実務実績と更新試験がある。今後は、2023 年の世界選手権（沖縄）派遣を目指し

研鑽を積んでいきたい。 

▶東京オリンピックに一色が参加した。また、パラリンピックには稲垣・寺沢・萩原・朝倉・渋谷の 5 名が

参加の予定である。 

⑹ 3X3 委員会（黒田：3X3 委員長） 

▶今後の事業予定についての連絡と普及活動への協力依頼。 

8/22㈰ 第 8 回 日本選手権大会千葉県予選会（U18） 会場：市立柏高等学校 

8/22㈰ 第 13 回 CBA CUP（U12） 会場：市立柏高等学校 

8/28㈯ 第 14 回 CBA CUP（U15） 会場：八日市場ドーム 

11/6㈯ 第７回 日本選手権大会千葉県予選会（OPEN） 会場：市立習志野高等学校 

11/6㈯ 第 15 回 CBA CUP（U18） 会場：市立習志野高等学校 

《ブロック大会》 

11/21㈰ 令和 3 年度日本選手権東エリア大会（U18） 会場：幕張ベイパークアリーナ 

※ 1/29㈯ 令和 3 年度日本選手権東エリア大会（OPEN） 会場：幕張ベイパークアリーナ 

※大野専務理事が代わってコメントした。 

⑺ 競技力向上委員会（稲野邉：競技力向上委員長） 

      ▶（欠席）関連コメント特になし 

⑻ 普及育成委員会（佐藤：普及育成委員長） 

▶小中学生だけでなく U6 に向けた活動も実施している。今後も幅広い普及活動を目指す。 

▶アルティーリ千葉の参入を踏まえ、さらに活性化して欲しい。（大野専務理事） 

⑼ 指導者養成委員会（飯沼：指導者養成委員長） 

▶コーチ登録期間を延長（5 月 31 日⇒9 月 30 日）している。リフレッシュ講習に代わるｅラーニング

でのポイント取得をアナウンスしていきたい。 

※若山常務理事が代わってコメントした。 
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⑽ 広報委員会（大網：広報委員長） 

▶協会アドレス発行についての報告。システムトラブル等の対応については相談して欲しい。 

⑾ 登録管理委員会（須賀：登録管理委員長） 

▶（欠席）関連コメント特になし 

⑿ スポーツ医科学委員会（蟹沢：スポーツ医科学委員長） 

▶前述のとおり。 

⒀ アンダーカテゴリー委員会（若山：アンダーカテゴリー委員長） 

▶インテグリティに係る課題が山積している。指導者への啓発活動はもとより、レフェリーと連携しながらク

リーン・ザ・ゲームを構築していかなければならない。 

▶ゲームが成立しなくなる。誰もがルールであると認識してほしい。（大野専務理事）  

 

5 各部会より報告連絡（各部会長） 

⑴ U12 部会（大橋：U12 部会長） 

▶先月、久しぶりに県レベルの大会を実施できたことに喜びを感じたのも束の間、感染状況の悪化から

再び事業開催の目処が立たない状態である。インテグリティに関する事案はU12が多いと認識してい

る。指導者講習会の開催もままならず、啓発活動が進んでいない。必要性は十分感じているので、

今後計画的に取り組んでいきたい。 

⑵ U15 部会（山口：U15 部会長） 

▶ジュニアウインターカップ予選に向けての事業は進めているが、今後の状況に不安を感じている。感染

防止対策に配慮しながら、できる限り活動を継続していきたい。 

⑶ U18 部会（相田：U18 部会長） 

▶新規事業として U18 交流戦を実施した。開催にあたり様々な課題があったが、一つひとつ丁寧にク 

リアし大変有意義な事業となった。次年度以降も継続していきたい。関東ブロックリーグは日本体育

大学柏高等学校（男子）、昭和学院高等学校（女子）が参入の予定。また、8月28日から県

リーグがスタートしていく。感染防止に努めながら進めていきたい。 

 

6 各連盟より報告連絡（各連盟理事長／担当理事） 

⑴ 中学校体育連盟（大戸：中学校体育連盟委員長） 

▶コロナ禍で会場確保に苦慮しながらも、無事に県総合体育大会を実施できた。続く関東大会では、

八千代松陰中学校（男子）と昭和学院中学校（女子）がアベック優勝を遂げた。この後、準優

勝の市川第三中学校（女子）を含めた三校が、8 月 19 日より群馬県で開催される全国大会に

出場する。 
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⑵ 高等学校体育連盟（佐藤：高等学校体育連盟委員長） 

▶7 月 25 日～8 月 10 日に、新潟県で行われたインターハイに日本体育大学柏高等学校（男子）

と昭和学院高等学校（女子）出場した。残念ながら、日体大柏高校は１回戦で中部第一高校

に、昭和学院高校は 3 回戦で大阪薫英女子高校に敗れた。今月末からリーグ戦がスタートするが、

会場分散に伴う審判員の不足や感染状況の悪化等、難題が山積している。 

⑶ 専門学校連盟 

▶（欠席）関連コメント特になし 

⑷ 学生連盟（川北：学生連盟理事長） 

▶コロナ禍により県内の大会は男女ともまだ行われていない状況。秋には実施できるよう計画中。女子

の関東リーグは 9 月に開催の方向で進めている。男子は変則的で、1 部は 10 月から、2 部・3 部は

予定していた開催計画が見送られ、今後 2 週間ごとに判断していくこととなった。 

⑸ 社会人連盟（石原：社会人連盟理事長） 

▶9 月 4・5 日で男女の OPEN リーグを富里社会体育館で実施の予定。（新組織となって最初の試

合）また、10 月 23 日、11 月 27・28 日はオーバーカテゴリーの大会を同じく富里社会体育館で

実施の予定。現在、オーバーエイジ及びフレンドリーの交歓大会を実施すべく準備を進めている。また、

年齢区分を変えたかたちでチームを作れるのであれば、交流戦の枠にとらわれずにゲームを実施して

いきたいと考えている。新しいカテゴリーになってからの話し合いが､組織として行えていないのが現状で

ある。当面は本部役員を中心に運営をしていきたいと思っている。 

⑹ トップリーグ（佐藤：トップリーグ担当理事） 

※北舘理事より挨拶 

▶この秋から B3 に参入していく。バスケットボールを通じた社会貢献活動を積極的に行っていきたい。 

 

7 市協会より現状報告（鈴木：安房郡市代表／金坂：長生郡市代表） 

※安房郡市 鈴木代表 

▶コロナ禍にあって、協会としての活動が行えていない。今後の状況を見守りたい。 
 

※長生郡市 金坂代表 

▶県協会の名誉会長でもある本協会酒井茂英会長に代わり、御園正二氏が会長に就任した。 

▶８月 14・15 日に長生郡市バスケットボール協会主催で茂原カップを開催した。（高等学校の男女

8チームが参加）今後は、U12及びU15のカテゴリーを入れて交流試合を実施していきたい。また、

３Ｘ３の大会も積極的に実施していきたい。 
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※成田市 宮本代表 

▶6 月に市民大会（シニア）を実施することができた。今後は 12 月に一般の大会を計画している。 

 

8 その他 

  ⑴ 2020 年度登録状況について（大野専務理事） 

▶詳細は第 2 回合同戦略会議でお伝えする。各カテゴリーとも全国で上位に位置している。 

  ⑵ 理事会の出席者について（大野専務理事） 

▶高体連の佐藤委員長、中体連の大戸委員長がオブザーバーとして参加している。アンダーカテゴリー

との連携もあり、今後も引き続き参加してもらう。 

 

 

次回：【第 3 回理事会】 12 月 18 日（土）15:00  「ポートプラザちば」 


