
2019年度 埼玉県バスケットボール協会Ｕ12部会 第 4回部会議事録  

【日 時】 2019年 11月 9日（土）  １８時３０分～２１時００分 

【場 所】 埼玉県スポーツ総合センター会議室 

【出欠名簿】 役員総数 17名＋県協会事務局長 出席 16名 欠席 2名                

有賀 千歳 ○ 篠田 好恵 ○ 小山 高広 ○ 外尾 直己 ○ 田村 則夫 ○ 

大柴 幸一 ○ 鈴木 康司 ○ 竹田 真太郎 ○ 波多野 隆史 ○ 栄田 真志 ○ 

藤井 博美 ○ 北原 信介 ○ 岩本 健司 ○ 矢嶋 吉雄 ○ 星野 延之 ○ 

小泉 登 × 矢島 伸彰 ○ 青砥 修二 ×     

 

【報告事項】 

1．部会長報告 

（１）2019年度県協会第 3回定例理事会報告 

 ①2020年度 D-fund交付金申請案について 

  U12部会関連 10/31に県協会→ＪＢＡ 

ファンドＡ D-fund予算 参加料 ＳＢＡ予算 その他収入 総額 

Ｕ１２育成 700,000 880,000 400,000 100,000 2,080,000 

秋季リーグ支

部大会 

1,500,000 1,880,000 360,000 0 3,740,000 

冬季リーグ 300,000 1,410,000 154,000 30,000 1,894,000 

Ｕ１１新人支部

リーグ 

1,400,000 1,410,000 135,000 200,000 3,145,000 

Ｕ１０大会 0 1,410,000 0 30,000 1,440,000 

秋季大会 500,000 496,000 679,000 585,000 2,260,000 

  

②連絡報告事項 

  ・国体報告…全種別本国体に進めず 

  ・天皇杯・皇后杯１次ラウンド報告…埼玉ブロンコス２次ラウンド進出 11/30 vsアルバルク東京 奥州市 

  ・全国専務理事会報告 

   スポーツ団体ガバナンスコードを作成中 

   ＪＢＡの事業年度 ４月～３月→７月～６月 ２０２０年度より（国際的標準に合わせる） 

            ＰＢＡは変更なし 登録年度４月～３月は変更なし  D-fund対象期間、手続等変更なし 

   関連規定の改定（詳細後日） 

   競技会関連報告…Ｕ１５大会要項ができた 

   インテグリティ関連…全体として数は減ったが。Ｕ１２は多い。 「バカ」「チビ」「オーイ！」も×。 

啓蒙活動として講習会での周知も限界、今後は新たな方法を検討。 

   ２０２１年度天皇杯・皇后杯第１次ラウンド（東日本大会）埼玉県開催が確認 

   Ｂ２ゲーム…ゲームディレクター配置しなければならない。 



   天皇杯・皇后杯ファイナルラウンド ２０２０年１月９日（木）～１２日（日）埼玉スーパーアリーナ 

 →観客の動員をお願いしたい。 

   次回理事会の開催は 12月 8日（日）、場所：大宮サンパレス 

   理事会の後、懇親会がある。例年Ｕ１２部会の関係者が少ないので是非参加していただきたい。 

 ③令和２・３年度（２０２０・２０２１年度）役員について 

  理事（部会長）、評議員（副部会長+１名）、各部会・委員会の人選を進めてください。（県協会事務局より） 

  →＜今後の審議事項＞Ｕ１２部会としては、ある程度軌道に乗るまでは現状の人選としたい。（マイナーチェ

ンジに留めたい）来年度は、埼玉県開催の関東大会も控えている。もし、交替希望がある場合は各部署

にて引き継ぎの準備をしておいてほしい。なお、Ｕ１２部会内の人事も同様とする。 

 ④スポーツ少年団との協議について 

  10月 19日、スポ少との 2020年度からの地区割についての話し合いを行った。 

→今後何度か会議を持ち、相互協力できるような体制を取っていきたいということで散会した。 

スポ少の４地区については、結論は出なかったが、近々スポ少部会で話し合いを持ち、その後、 

第２回調整会議を持つことになった。 

 

（２）関東大会関係 

  ・2019年度東京都大会は府中の郷土の森体育館が台風で使用不可となった。それにより開催会場が 

未定となり大会要項が出来ていない。県からの推薦チームには後日伝達する対応とする。 

  ・１月４日（土）５日（日）に行われる関東大会（東京開催）への視察員を決める。視察のメンバーについては 

近日中に予定調整し決定（宿泊、日帰りも含めて）。両日が困難な場合はいずれか一日でも構わないので 

自分の担当部署の視察をお願いしたい。 

参加可能な方は、別途集計表に記入して部会長へ返信報告のこと（11月末まで）。 

  ・視察では開会式、競技、閉会式、各イベント等しっかり視察し、来年の埼玉開催関東大会に活用したい。 

なお、関東大会には、ミニ連会長尾崎氏、功労者表彰者（冨澤氏、田中氏）にも出席してもらうように 

声をかけるつもりです。かかる経費については県協会と相談。 

  ・PTを別途組織し、現部会と並行して運営をしていく方針としたい。特に財務に関しては JBA との連携が 

必要となるので財務関係に有識者を人選する必要がある。 

   人選すべき担当：総務、競技、審判、ＴＯ、広報、財務（ＪＢＡ、県協会、積立金等の調整事務） 

 

（3）県協会のロゴの使用について 

  ・許可無く使用することのないように徹底 

  ・事前に報告をすることを徹底 

 

（4）県の広報誌への掲載について 

  ・埼玉県広報課より広報誌「彩の国だより」へのチーム取材の申し入れがあった。内容は 2020年の 

   オリンピック、パラリンピックに関する特集記事で、県内大会で優秀な成績を収めた U12女子チームへの 

   インタビューなどを企画しているとのこと。これに対して U12部会でも取り扱いを承認し、チームの選定を 

   現在行われている県大会決勝進出チームから選定することとする。 



（5）ミニバス連盟解散式について 

 期日 ２０２０年２月１日（土）１８時３０分～ 

 会場 大宮駅周辺 会場担当は栄田氏 

 参加者： 現部会役員、尾崎会長、小林副会長 別途各地区より 5名程度推薦（11月末まで） 

       総勢 50名程度見通し 

 

２．各担当報告  …記載の無い担当は報告事項なし 

（1）競技担当 

県秋季大会決勝について 

 ・当初予定のスケジュール通りに実施予定 

 ・その他運営上の注意事項について最終確認 

 ・登録手続きの期日経過チームへの対応について → 審議事項 

 ・会場の使用方法など確認（東部地区より） 

（2）副部会長（外尾） 

２０２０年度事業計画案について 

 ・年度計画の日程を確認。会場については未定が多く、今後決定次第追加していくこととする。 

 ・大会名称の一部修正 

  大会名称に「バスケットボール」の表示を加える。 

  （例）埼玉県 U12バスケットボール 秋季リーグ大会 

     埼玉県 U12バスケットボール 冬季リーグ大会 

  ※「埼玉県 U12（または U11，10）バスケットボール」＋「○○大会」 

（3）各地区担当 

 Ｕ１１大会について 

 ・東部地区 当初計画通り準備中  

推薦する東部親善大会には 2020年度より東部地区へ編入される草加市チームを優先する 

 ・西部地区 当初計画通り準備中  

 ・南部地区 当初計画通り準備中  

 ・北部地区 当初計画通り準備中 

 ・中部地区 当初計画通り準備中 

 ※14秒ルールへの対応について 

  年度当初の予定では 2019年度 U11大会より 14秒ルールを導入することが決定していたが、その後の 

  JBAのショットクロックに関する方針に若干の変動が見られることから、11月 10日に開催されるブロック 

  部会長会議にて JBAの方針を確認したのちに、必要に応じて導入を再検討することとする。 

（4）TO担当 

 ・スコアシートに記載されている試合開始及び終了時刻より、1試合あたりの平均所要時間を集計した。 

  今後の大会運営に活用していきたい。 

 

 



【審議事項】 

（1）県秋季大会提出書類の提出期限経過チームへの処置について 

 ・代表者会議開催後、期日までにスコアシート登録用紙を提出しなかったチームが複数発生。該当チームへの 

処置を審議する。尚、該当チームには秋季大会初日開会式終了後、個別に指導と警告を実施済み。 

 ・今回のスコアシート登録用紙は今年度より導入した書類であり、部会からの周知徹底方法については 

代表者会議での口頭での告知とホームページでの告知のみとなった。本来であればホームページに掲載 

することで書類提出確認の責任は参加チームにあるが、期限経過が複数チームに及んだ背景を鑑みると 

部会としての周知方法改善の必要性も否めない。従って、今回の事案に対する処置は、既に実施している 

開会式初日の各チームへの指導にて留める。（処分事案に該当しないことする） 

 ・しかしながら、該当チームの中で一部のチームでは、下記事由により県秋季大会参加チームとしてその 

姿勢、意識に極めて疑義があるチームが存在することから、当該チームには別途個別に処置を検討する 

必要がある。また県秋季大会の結果に基づく関東大会等派遣大会への推薦の可否も検討する必要がある。 

  ※今回の県秋季大会において当該チームに見られた事象 

   ①開会式終了後の指導に対し、事態を軽視し事情を理解できる指導者が出席しなかった（2日男子会場） 

   ②事情聴取の結果、チーム内にて重要事項の共有などを徹底する体制が確立されていない可能性がある 

   ③更衣室の利用において一般利用者から苦情が入った（3日女子会場） 

   今回の県秋季大会以外のこれまでの事象（参考） 

④ 秋季大会への提出資料は毎年不備があり、チーム代表者の確認がされていない可能性がある。 

⑤ 地区大会にてインテグリティに関して疑義がある報告が上がっている 

→現時点で地区からの処置は未実施 

 ・上記を踏まえ、県 U12部会では当該チームに対し何らかの処置をすることを決定する。 

  具体的な処置は 10日の部会などで別途協議し決定することとする。 

  （処置例） 

① 当該チーム指導者及び保護者全員を集合させ、県部会より直接指導を実施する 

② 今回指摘されている事象について、「発生原因」と「再発防止策」を書面での提出を求め、かつ、 

一定期間のモニタリングとして定期的に「再発防止策実施状況」を書面での報告を求める。 

尚、そこにはチーム代表者（実質的な代表者含む）の関与を必須とする。 

③ その他 

 ・秋季大会結果に基づく関東大会等派遣大会への推薦資格除外については、部会役員の採決により 

  採用しないこととする。尚、採決の結果は推薦対象外とすることに 賛成 5 反対 10 保留 1 。 

 ・関東大会等派遣大会への推薦については大会結果ありきではなく、チーム及び指導者、保護者の振る舞い 

やマナー、ルールの遵守状況などを考慮し、真に埼玉県を代表するにふさわしいチームを推薦することで 

一致した。 

【承認】 

以 上 

文責：外尾 直己 

※次回以降の部会開催日程 

  2019年 11月 10日（日）  U12冬季大会準備部会 春日部市民体育館会議室（県秋季大会会場） 


