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 令和４（2022）年度 第 1 回理事会 Web 会議 
 

日 時  令和 4 年 5 月１８日（水） 18 時 00～19 時 20 

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 ２８ 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 

本日も諸事ご多用のさなか、ご出席を賜り誠に有難うございます。また、本日は高校の関東大

会県予選会最終日と重なり、関係の皆様には大変なご負担をお掛けしております。この場をお借

りしてお詫び申し上げる次第です。 

さて、３年ぶりに行動制限のない新しい年度を迎え、多くの事業が計画に沿って進められてい

るところです。これまでの知見を活かして、競技者登録された方々にしっかりと発表の場を保証

していくことが、本協会の重要な責務でございます。引き続き、多大なご苦労をお掛けしますが、

ご助力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、本日の理事会は、6 月 15 日に開催予定の定時社員総会に向けた議案が中心となります。

アジェンダにもありますように、審議事項及び報告・連絡等が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、ご協力のほどお願い申し上げ、挨拶といたし

ます。 
 

2 議事  議長：会長（定款：第 32 条） 

第１号議案  令和３年度事業報告に関する件（渡邉常務理事） 
 

▶事業報告総括にも記したように、昨年度も「新型コロナウイルス感染症の猛威」に、多くの

事業が翻弄された 1 年であったといえる。とりわけ、県内競技会については計画されていた

全 45 事業のうち、実に 18 事業もの競技会が中となるなど、各カテゴリーの競技者にとっ

ては大切な発表の機会を失うこととなってしまった。他方、諸会議においては、Web 会議シ

ステムによる会議体が活発に行われるなど、新しい事業様式が浸透してきたとの感がある。

今後も、この会議形態が前広に定着していくと類推できる。 
 

【承認】 
 

第２号議案  令和３年度決算報告に関する件（大野専務理事） 
 

▶多くの事業が中止となる中、新しい様式での事業運営が定着し、結果として人件費の大幅な 

削減が可能となった。協会の資産も大台を超え、今後の事業運営に対し適切に還元していき 

たい。 

※ 続けて、安藤監事より 4 月 23 日・24 日に実施した監査について、計算書類の処理が 

１ 適切である事と業務執行が妥当である旨の報告があった。 

【承認】 
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第３号議案  基本規定の一部改正に関する件（若山常務理事） 
 

▶ガバナンスコードの策定に伴い、改めて本協会の基本規程を弁護士と司法書士に相談しなが 

ら改正手続きを進めてきたところである。改正箇所は新旧対比表に示したとおりで、本理事 

会で承認をいただいた後、協会ホームページに掲載するとともに定時社員総会で報告したい。 
 
【承認】 

 

  第４号議案  定款の一部改定に関する件（若山常務理事） 
 

  ▶このことについて、前議案と同様に専門家の指導を仰ぎながら、一般社団法人法に照らし合

わせて改定の準備を進めてきた。本理事会で社員総会の議題として上程することを承認いた

だきたい。 
 

【承認】 
 

  第５号議案  令和４年度事業計画の追加及び変更に関する件（渡邉常務理事） 
 

  ▶昨年度の第 4 回理事会にて承認されたこのことについて、当初予定に追加と訂正が生じたの

で、改めてお諮りしたい。 
 
【承認】 

 

  第６号議案  令和４年度定時社員総会の議案に関する件（大野専務理事） 
 

  ▶6 月 15 日の定時社員総会の議案について、資料のとおり第 1 号議案から第 3 号議案までを

上程していきたい。なお、当日は対面での開催を予定している。 
 

【承認】 
 

3 報告及び連絡事項 

⑴ 2022 年度コーポレートスポーンサーへの提案内容について（大野専務理事） 

  ▶これまでのプランに加え、ホームページへのバナー広告を主とした「応援パートナープラン」

を設定した。 
 

 ⑵ U15 中学生選手権・U15 ジュニアウインターカップ及び高校ウインターカップの 
 表彰物について（大野専務理事） 

  ▶協会として、これらの競技会の表彰物（優勝 CUP）を作成した。※持ち回り 
 

⑶ プライバシーポリシーについて（若山常務理事） 

 ▶個人情報の保護に係る規程を、現在、弁護士・司法書士と相談しながら作成している。 

  時世を鑑み、策定を急ぐ必要があるので理事会へは事後承認となることを了承願いたい。 
 

〈大網広報委員長〉 

▶広報委員会では Google Analytics を使用しているが、個人情報を第 3 者に提供することは 
ない。 
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〈大野専務理事〉 

▶定款や基本規定は常にアップデートしていく必要がある。アンテナを高く保って欲しい。 
 

⑷ 開催要項等（県協会主催事業）への記載事項について（若山常務理事） 

▶肖像権について、映像のアップロードやライブ配信を検討する場合は必ず掲載すること。 

▶大会参加中の傷害について、学校管理下であれば日本スポーツ振興センターの災害共済給付 

制度が適用されるが、備えを充実させる意味でも別途傷害保険等の加入について、大会要項 

に記載して欲しい。 

▶映像配信を行う上での留意事項を開催要項等へ記載して欲しい。 

※県協会主催競技会は必ず掲載すること。 

 

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） 

 ▶協会名刺作成に係る手続きについて説明があった。 

⑵ 財務委員会（石川：財務委員長） 

  ▶定時社員総会当日（6 月 15 日）受付にて年会費の納入をお願いしたい。 

   ※振り込みの場合、手数料は自己負担となる。 

⑶ 競技会委員会（金杉：競技会委員長） 

  ▶特になし 

⑷ 審判委員会（中嶽：審判委員長） 

   ▶中高生の審判員について、JBA の資料を HP に掲載した。 

   ▶本県から A 級審査の一次審査に 4 名を推薦した。 
 

〈大野専務理事〉 

▶U18 の審判員は現在何名くらいいるのか？ 
 
〈中嶽審判委員長〉 

▶正確な数字は把握していないが、C 級・D 級でおそらく 20 名程度である。 

⑸ TO 委員会（稲垣：TO 委員長） 

 ▶子どもたちを事故から守るための取り組みを積極的に展開していきたい。 

また、TO マニュアル・TO 主任マニュアルの普及とともに、引き続き TO 委員の募集を進め 

ていきたい。 

⑹ 3X3 委員会（黒田：3X3 委員長） 

 ▶7 月 16 日・17 日とプレミアリーグの開催が予定されている。 

⑺ 競技力向上委員会（稲野邉：競技力向上委員長） 

欠席 

⑻ 普及育成委員会（佐藤：普及育成委員長） 

欠席 
 
⑼ 指導者養成委員会（飯沼：指導者養成委員長） 

▶講習会の予定を県協会 HP に掲載した。 



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 
 

 

 

 

 

 

⑽ 広報委員会（大網：広報委員長） 

   ▶各委員会の担当者が適宜記事をアップしてくれているので、ホームページも充実してきている。 

Google Analytics を介して、CBA ホームページのアクセス数を分析できる。 

⑾ 登録管理委員会（須賀：登録管理委員長） 

▶高校 1 年生の登録トラブル、U12 の移籍に関する問い合わせが増加している。 

手続きについての周知徹底を図る必要がある。 

⑿ スポーツ医科学委員会（蟹沢：スポーツ医科学委員長） 

  ▶各大会でトレーナーステーションを設置していきたい。概要案内や設置大会の案内なども、 

   特定の学校に利することのないように配慮しながら進めていきたい。また、各学校の部活な 

どにおけるトレーナーの状況や障害への対応等、今後の参考資料としてアンケートを実施し

たい。 

〈大野専務理事〉 

▶トレーナーステーションの設置及び充実のため、協会としても全面的にバックアップしてい 

きたい。各アンダーカテゴリー、各連盟への情報発信を行っていきたい。 

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） 

▶コロナ禍で大会はほとんど実施されなかったが、クラブ・ユース委員会が立ち上がるなど、

新しい取り組みが始まった。4 月にはクラブ・ユースのみの大会も行われた。 

▶インテグリティに係る諸問題、移籍手続きに関する問い合わせが特に多くなった。 

〈渡邉常務理事〉 

▶今後、昨年 9 月に設置された JBA の相談窓口を改めて案内するとともに、保護者アンケー 

トサマリーとコーチのインテグリティに関する意識調査サマリーを啓発資料として発信し 

ていく予定である。 

 

5 各部会より報告連絡（各部会長） 

⑴ U12 部会（大橋：U12 部会長） 

  ▶これまでの活動と今後の予定について報告があった。 

  ▶コロナ禍にあって対面での会議等が行えず、上部団体からの連絡や通知はメールを頼らざる

を得ない。審判やコーチのライセンス取得に向けた講習会実施が課題である。 

▶懸案のインテグリティ問題については注意喚起をしていきたい。 

⑵ U15 部会（山口：U15 部会長） 

▶クラブとの融和を目指し本格的に組織づくりが進んだ。 

▶大会会場の確保に苦慮している。情報提供をお願いしたい。 

▶移籍に関してのトラブルが増えているように思う。中学校とクラブ間だけでなく、今後はク 

ラブ同士でも発生する可能性がある。 

⑶ U18 部会（相田：U18 部会長） 

  ▶U17 千葉県バスケットボールリーグ戦の実施に向けた、日程及びリーグ編成について説明が 

あった。 

  ▶新規事業の第 1 回千葉県 U18 バスケットボール選手権大会について、日程及び競技方法等 

の説明があった。なお、一般観客の観戦については、ウインターカップ 2022 県予選会に準 

ずる。 
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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） 

  ▶主に今年度の連盟主催県内競技会の日程・会場と、その上位大会となる関東大会・全国大会

を含めて概要の説明があった。 

⑵ 高等学校体育連盟（佐藤：高等学校体育連盟委員長） 

 ▶本日、最終日となった関東大会千葉県予選会の結果と、ベスト 16 からの試合をライブ配信 

したことが報告された。なお、県総合体育大会での一般観戦者については、今後の社会情勢

を踏まえつつ、現時点では緩和の方向で検討していることが報告された。 

⑶ 専門学校連盟 

欠席 

⑷ 学生連盟（川北：学生連盟理事長） 

欠席 

⑸ 社会人連盟（石原：社会人連盟理事長） 

  ▶今後の競技会予定と現時点での登録状況について報告があった。また、日本社会人バスケッ 

トボール連盟主催の全国大会と関東ブロック大会が本県開催となるため、主管運営上の協力 

依頼があった。 

①競技会名：第 3 回日本社会人バスケットボール OA フレンドリー大会 O-40 

開催年月：2023 年 10 月を予定 

②競技会名：第 7 回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック大会 

開催年月：2024 年 11 月～12 月上旬を予定 

⑹ トップリーグ（佐藤：トップリーグ担当理事） 

欠席 
 

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） 

特になし 
 

8 その他 事務局からの連絡事項等 

⑴ 協会誌（令和 4 年 6 月発行）の発刊について（渡邉常務理事） 

▶定時社員総会の議案に定款の一部改定が上程されているので、通常の発刊時期より遅延する 

ことが見込まれる。総会終了後、電子データをメール添付にて送付する旨の連絡があった。 

 ⑵ 公益財団法人千葉県スポーツ協会表彰について（渡邉常務理事） 

   ▶このことについて各アンダーカテゴリーと各連盟に宛て、候補者推薦の依頼を発出する旨の連絡があった。 

〈近藤理事〉 

 ▶定期人事異動の報告並びに挨拶があった。また、6 月 18 日の日本代表強化試合は知事に随行すると  

の報告があった。 

異動先：環境生活部 スポーツ・文化局 競技スポーツ振興課 （岩波 永 課長） 

次回：【第 2 回理事会】 8 月 24 日（水）18:00  Web 会議 


