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令和３(2021)年度 第 4 回理事会 Web 会議 
 

日 時  令和 4 年 3 月１１日（金） １８時００～２０時００分 

会 場  CBA 事務所（Web 会議） 

出 席  議席数確認  理事総数 ３9 名   本日の出席理事数 27 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 １名 

 

1 会長挨拶（野村会長） 

年度末を迎え、皆様におかれましては、さぞご多用のことと拝察いたしますが、本理事会へ

ご参加いただき、誠にありがとうございます。今回の理事会は、当初、3 月 18 日に予定され

ておりましたものを、今年度内に臨時の社員総会を開催する必要性が出てまいりましたので、

皆様にご無理を申し上げ、日程を変更して本日の開催に至りました。改めて、ご理解とご協力

に感謝申し上げます。 

昨年末には小康状態にあった感染状況が、年明けとともに再燃し、本県でも多くの競技会や

講習会がその影響を受けました。関係の方々のご負担は如何ばかりかと、お察し申し上げます。   

他方、明るいニュースも飛び込んでまいりました。全日本社会人選手権で、本県女子代表の

QUEEN BEE が、見事に優勝いたしました。後ほど、連盟からも報告があろうかと思いますが、

誠におめでとうございました。また、B1 の千葉ジェッツも現在東地区の首位をキープしてお

り、先頃行われた天皇杯決勝では惜しくも敗れはしたものの、リーグ連覇に期待がかかるとこ

ろです。さらに、今年度 B3 に参入したアルティーリ千葉も、B2 への昇格条件を満たしている

ということで、こちらも楽しみです。 

何れにいたしましても、ピーク時と比べ、感染者数は減少しているものの、依然として高止

まり傾向が続いております。引き続き、感染防止対策と並行しての事業運営が強いられますの

で、何かとご苦労をお掛けいたしますが、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。 

それでは、本日も、アジェンダにありますように審議事項及び報告・連絡など盛りだくさん

となっております。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、挨拶といたします。 

なお、本日都合により議長を西田会長にお願いをしてございます。大変申し訳ございません

が、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

2 議事  議長：西田副会長（定款：第 32 条） 

第１号議案  令和４年度事業計画及び競技会計画に関する件（渡邉常務理事） 

▶事業計画については、既に昨年 12 月の第 3 回理事会において提示している。その後、特に

大きな変更はないので、この案でお諮りしたい。 

なお、競技会計画については「天皇杯皇后杯全日本バスケットボール選手権大会千葉県代表 

決定戦」及び「千葉県 U18 バスケットボール選手権大会」が新規事業として追加された。 

【承認】 
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第２号議案  令和４年度予算案に関する件（大野専務理事） 

▶全体的に登録数が若干減っている。収入関係では各種講習会及び競技会が中止となり大幅に 

減少した。テレビ放映等による企業協賛も大きく減少したが、事業回復を期待して 1,000 

万円程度を予算立てしている。 

支出関係では、事務所常勤役員の勤務形態変更に伴い、役員報酬額を上限 1,300 万円から 

1,550 万円に増額した。このことについては、定款の改定が必要となるので、3 月 22 日の

臨時社員総会に上程する。 

【承認】 

 

第３号議案  カテゴリー別還元振興費の取り扱いに関する件（石川財務委員長） 

▶11 月 30 日までの還元振興費の処理は、既に 12 月中に完了している。その後、2 月 28 日 

までの追加登録分に係る還元振興費は、各カテゴリーとも微少のため振込手数料の方が高額 

となる場合がある。今年度はこのまま処理を進めるが、この歪みの是正について検討して欲 

しい。 

▶このことを受け、大野専務理事より次の動議が提出された。 

 ⑴次年度から登録還元振興費の取り扱いを 11 月 30 日までとする。 

  （12 月 1 日～2 月 28 日までのものは県協会の収入とする） 

 ⑵登録還元振興費の名称を「助成金」と改め、各アンダーカテゴリー部会、学生連盟及び社 

会人連盟に還元する。 

【承認】 

 

  第４号議案  令和４年度役員報酬額の改定に関する件（大野専務理事） 

▶第 2 号議案での説明のとおり。社員総会での議決が必要になるため第 4 号議案として改めて 

上程した。 

【承認】 

 

  第 5 号議案  臨時社員総会について（大野専務理事） 

▶第 4 号議案の承認を受け、臨時社員総会の開催をお願いしたい。 

【承認】 
 

3 報告及び連絡事項 

⑴ 2022年度関東協会事業日程等について（大野専務理事） 

  ▶来年度の関東協会関連事業について、諸事業の日程等を含め報告があった。 
 

4 各委員会より報告連絡（各委員会委員長） ※欠席の委員会は除く 

⑴ 総務委員会（佐藤：総務委員長） 

▶年度替わりに伴い、各委員会、各アンダーカテゴリー部会及び各連盟の総務担当者に変更が 

生じた場合は連絡して欲しい。なお、競技会運営上の総務という立場で、実際に現場へ足を 

運んでもらうと理解して欲しい。 
 

⑵ 財務委員会（石川：財務委員長） 

▶今年度の登録還元費は、今週中に指定口座宛てに振り込む予定。また、リモート会議への 

出欠確認表を期日までに返信願いたい。 
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⑶ 競技会委員会（金杉：競技会委員長） 

▶4 月 2 日㈯・3 日㈰の両日、千葉県春季バスケットボール選手権大会を開催する予定。 

現在、男子８チーム、女子２チームの参加で準備を進めている。 

▶来年度から天皇杯皇后杯の千葉県代表決定戦を実施することになった。今年度までは国体 

選考会と兼ねていたが、JBA のレギュレーションとの齟齬があり、本県としても新規事業 

として行っていくことになった。 
 

⑷ 審判委員会（代理：大野専務理事） 

▶中島委員長は本日都合により欠席。また、4 月から一家転住により千葉県を離れるため、 

 審判委員長を中嶽希美子理事にお願いする。なお、中島委員長には引き続き任期満了まで 

理事を務めてもらう。 
 

⑸ TO委員会（稲垣：TO委員長） 

▶カテゴリーごとに JBA から配信されている TO マニュアルの伝達強化を図りたい。現在、TO 

委員にはマニュアルを伝達しているところであるが、とりわけ TO 主任のスキルアップに注  

力していきたい。 
 

⑹ 3X3委員会（黒田：3X3委員長） 

▶県内にプロチームが 2 チーム誕生した。大多喜を本拠地とした男子チーム、九十九里を本拠 

地とした女子チームである。既に印西市にも男子プロチームが活動しているが、情報不足で 

現況が把握できていない。それぞれの地域等で情報があれば提供して欲しい。 
 

⑺ 登録管理委員会（須賀：登録管理委員長） 

▶今年度、最も問い合わせの件数が多かったのが U12 カテゴリーの移籍についてである。 

新システムへの移行もあり、従来と手順が変更となった。今後、各カテゴリーへも周知して 

いきたい。 
 

⑻ スポーツ医科学委員会（蟹沢：スポーツ医科学委員長） 

▶コロナ禍で十分な活動ができなかったが、要望などあれば遠慮なく寄せて欲しい。 

 

⑼ 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） 

▶後ほど U15 部会にて報告する。 

 

5 各部会より報告連絡（各部会長） 

⑴ U12部会（大橋：U12部会長） 

▶第 46 回千葉県バスケットボール大会については、コロナの影響で中断期間もあったが無事 

終了することができた。関東大会と全国大会の出場枠を決める重要な大会だったが、学級閉 

鎖やチーム内の感染拡大等により、棄権せざるを得ないチームが多数あった。6 年生にとっ 

て最後の大会となるチームもあり心が痛んだ。関東大会は既に中止が決定されており、本大 

会の男子 1 位「ジュニアファイブ（印旛支部）」と女子 1 位「海神南 MBC（船橋支部）」が 

全国大会へ出場する予定である。なお、もう一つの事業の支部選抜交流会は中止とした。 

▶オリンピックでのメディア露出機会にも恵まれ、U12 部会でも 3X3 競技への関心が高まっ 

ている。次年度に向け、黒田委員長（3x3）の協力を得ながら部会内に委員会を立ち上げて 

いく予定である。 
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⑵ U15部会（代理：大戸理事） 

▶山口部会長欠席のため代わりに報告する。1 月の全国 U15バスケットボール選手権大会は、 

千葉ジェッツ U15（男子）がベスト 8、市川市立第三中学校（女子）がベスト 16 となった。 

また、JBA 推薦枠により翔凜中学校（女子）も出場した。 

▶県 DC はトライアウト（11 月）まで実施したが、実際の活動は残念ながらコロナの影響で 

 中止となった。また、同様に県 U15 冬季リーグも中止となった。 

▶関東Ｕ13 DC 交流会と関東Ｕ14 交流会もコロナの影響で中止となったが、来年度以降は 

関東協会主催行事として位置づけを見直し実施していく。 

▶部会内にクラブユース委員会を立ち上げた。総会を 2 月 13 日㈰に行い、来年度の活動の 

方針及び組織作りについて検討した。なお、委員長はレオビスタの金子氏が務める。 

▶全国中体連より、2023 年度から全中の参加資格について通知があった。（報道発表もあり） 

現行の学校単位での出場とあわせて、民間のクラブや団体も参加資格を認めるというもの 

である。詳細については、関係機関で調整し 6 月頃までに提示するとのこと。 
 

⑶ U18部会（相田：U18部会長） 

▶今年度で第 2 回となるＵ17 千葉県バスケットボールリーグは、第 3 節まで消化したところ 

でコロナの影響により中止とした。参加費の返金手続き等と含めて、来年度のリーグ編成に

ついても検討した。また、第 1 回関東ブロックリーグについては、本県から出場した 2 チー

ム（男子：日体大柏、女子：昭和学院）が共に優勝という成績を収めた。 

  ▶今年度、暫定的に実施した U18 交流戦を、来年度からは新規事業「U18 千葉県バスケット 

ボール選手権大会」として実施する。総合体育大会のベスト 16 のチームとクラブユースを 

合わせた 16 チームでの実施を考えている。実施時期については、ウィンターカップ第一次 

ラウンドと平行して実施する予定だが、詳細については実施要項を作成次第、提示していく。 

▶全国 U 18 部会長会議あった。来年度、全国ブロックリーグを実施していくことが決定して 

おり、参入チームは JBA で決定するとのこと。また、来年度の関東ブロックリーグに参入す 

るチームは、各都県の総体優勝チームと決定している。 
 
 

6 各連盟より報告連絡（各連盟理事長／担当理事） ※欠席の連盟は除く 

⑴ 中学校体育連盟（大戸：中学校体育連盟委員長） 

▶U15 部会にて報告済み。 
 

⑵ 高等学校体育連盟（佐藤：高等学校体育連盟委員長） 

▶2 月に群馬県で開催予定だった関東新人大会がコロナ禍のため中止となった。この上位大会

の決定を受け、県新人大会も中止とした。 

▶来年度、高体連主催事業の 3 大会は実施する方向だが、事業規模や運営方法については時 

世を鑑みた実施形態となる。また、県高体連本部は既存の高体連関連事業の見直し（精選） 

についても言及している。今後、検討を進め再来年度から具体的に動き出す見込み。 
 

⑶ 学生連盟（川北：学生連盟理事長） 

   ▶特になし 
 

⑷ 社会人連盟（石原：社会人連盟理事長） 
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▶12 月の全日本選手権県予選会を経て、アクアテック東日本（男子）と QUEEN BEE（女子） 

が 2 月の関東大会に出場する予定だったが、コロナの影響により大会そのものが中止となっ

た。その後、抽選により関東からの推薦というかたちで 3 月の全国大会への出場権を得た。

３月５日㈯～７日㈪に栃木県で行われた全国大会は、直前になって棄権するチームが出るな

ど新型コロナ感染症に翻弄された。アクアテック東日本は残念ながら２回戦敗退となったが、

QUEEN BEE が決勝まで危なげなく勝ち進み、見事３年ぶり２度目の優勝を遂げた。 

なお、アクアテック東日本は、この後地域リーグへの入れ替え戦が控えている。 

▶2023 年度に本県で全国大会が予定されている。各方面に協力をお願いしたい。 

 

７ その他 事務局からの連絡事項等（渡邉常務理事） 

 ⑴ 協会誌（令和 4 年 6 月発行）原稿の作成について 

▶後日、各団体宛てフォーマットと昨年度のデータを送付する。作成要領に従い 4 月 28 日㈭ 

までに、編集可能なファイル形式で提出をお願いしたい。 
 

⑵ 発言骨子の提出について 

▶議事録作成の都合上、各団体の報告連絡に係る発言骨子を事前に提出して欲しい。 
 

⑶ 電子メールの不具合について 

▶現在、協会アカウントの gmail に不具合が頻出している。急ぎの案件は、念のために担当者 

アカウント宛て送信をお願いしたい。不明な点等があれば事務局にお問い合わせて欲しい。 

 

 


