
函館地区バスケットボール協会

令和４年度 評議員会（総会）

部会事業計画

日 時 令和４年４月１７日（日）１４：００～

会 場 北斗市総合文化センター（かなで～る）



令和３年度Ｕ１２部会事業計画案 
 

Ｕ１２部会総務委員会事業計画 

１．チーム登録，選手登録業務 
  ①各チームへの登録作業の協力，登録締め切り期限のアナウンス 
２．各大会に関する業務 
  ①学校施設使用許可書の提出 

②「会場利用」「駐車場利用」に関する諸注意の各チームへの依頼 
③賞状（地区協会）作成，役員駐車証作成など 

３．その他 
  ①各チームへの諸連絡 
  ②U-12部会事業，その他各種会計予算・報告書作成，提出業務 

③その他 
◎新チームになって，連絡担当者（窓口）が代わったチームは，「担当者名」と「メールアドレス」を今

年度は「k.m.t.y-2729@outlook.jp」へ送信下さい。 
 

Ｕ１２部会競技委員会事業計画 

 

 

Ｕ１２部会審判委員会事業計画 

◎ 活動方針 
  ミニバスケットボール競技規則を通して、競技者に健全な方向を与えるとともに、ゲームを円滑に運
 営することによって、ミニバスケットボール競技の発展に寄与する。 

  １．公認審判員の補強・育成をはかる。（Ｂ級・Ｃ級・Ｄ級） 
  ２．公認審判員の資質向上をはかる。 
  ３．ミニバスケットボール競技規則の周知をはかる。 
 

期　　　　日 開催地 開催地

　　５月７日(土)

　　　　８日(日)

　　５月14日(土)

　　　　15日(日)

ミニバス春季大会 　　６月18日(土)

兼・夏季交歓大会 　　　　19日(日)

　　　　地区予選 　　    26日(日)

　　 9月10日(土)

　　    11日(日)

　　 9月17日(土)

　　    18日(日)

　  11月12日(土)

　　    13日(日)

　　　　19日(土)

　　　　23日(水)

  R5.1月21日(土)

　　　  28日(土)

　　 　 29日(日)

《U-12部会後援大会》

・６年生大会　　令和5年　2月4日（土）　北斗市総合体育館  　　

期　　　日

江別
北広島
恵庭

未定

乙部町体

北斗市総体

北斗市総体

・オニウシサマーキャンプ　7月16日（土），17日（日）　森町民体育館

東京
都

R5.1月12日(木)
～15日(日)

R4.3月　日

・フレッシュカップ　　　　8月27日（土），28日（日）　北斗市総合体育館

スプリングリーグ

期　　　日
大会名

主たる会場

7月30日(土)
～7月31日(日)

八雲町体予定
(18,19,26)

旭川

ミニバス秋季大会
兼・選手権予選

ミニバス地区
新人大会

北斗市スポセン

オータムリーグ 北斗市総体

・北海道ブロック大会（道南３地区）令和5年　2月23日（木）　登別予定

北 海 道 大 会函　館　地　区　大　会 全　国　大　会
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◎ 事 業 
  １．各地区大会審判割当の作成及び発送 
 ２．各地区大会における審判研修 
 ３．地区研修会・講習会の実施 
  （１）審判研修会・講習会 
  （２）テーブル・オフィシャル講習会 
  （３）マンツーマン・コミッショナー講習会 
    （４）その他 
 ４．審判派遣・研修（函館地区協会との連携） 
  （１）全道大会への審判派遣 
    ・夏季交歓（８月 旭川） 
    ・選手権 （１月 江別・恵庭・北広島） 
  （２）北海道ミニバスケットボール審判講習会への派遣・研修 
  （３）全国大会への審判派遣・研修 
  （４）レベルアップを希望するＤ級・Ｃ級審判員の公募・育成 
 ５．道ミニ連との連絡 
  （１）競技規則変更等の伝達 
  （２）ルールブック等の販売促進 
  （３）派遣審判員の把握 
 ６．その他 
  （１）各種地区大会（ローカル）への協力 
  （２）各審判員の自主研修 
 

Ｕ１２部会強化委員会事業計画 

１ 全道大会出場チームの強化試合の実施 
  （１）選手権大会 
    全道大会参加チームと協力チームにより強化試合を行う。 
    期日、会場については、秋季大会終了後に調整して実施する。 
２ 秋季大会優秀選手・特別表彰選手の選考、表彰の実施 
３ 年間優秀選手の選考、表彰の実施 
４ ルーキーズチャレンジカップ参加選手及びチームスタッフの選考、決定 
  ※今年度も大会が中止のため、実施しない。次年度以降も大会の開催は難しいため（北海道ブロッ

ク大会開催のため）実施しない可能性が高い。 
５ 強化合同練習会の実施（DC） 
  U10、U11のカテゴリーに分けて年数回の強化合同練習を実施する。開催日などの詳細は、日程を調

整し、後日連絡をする。なお、新型コロナウイルスの感染状況を見ながらの実施となるため、従来通
りの実施が難しくなる場合もあるので了承いただきたい。 

６ ミニバスクリニックの実施 
U12 部会単独の財源がないため、部会としての実施は難しい。協会の強化育成委員会に実施を要請

していくが、今後部会としての事業としては難しいと考える。⇒廃止(すべて DCへ集約) 
 

Ｕ１２部会広報委員会事業計画 

１ 大会結果のとりまとめ，結果表の作成 
①地区協会・地区 U-12部会主催、主管大会（春季大会・秋季大会） 

２ 大会の案内・組み合わせ・結果の送付（報道機関） 
①地区協会・地区 U-12部会主催、主管大会（春季大会・秋季大会） 

３ 地区協会ＨＰ・U-12部会ＨＰアップロード 
①開催要項・組み合わせ・大会結果 
②各大会ベスト４（３）のチーム写真 
③各大会の速報（facebook） 

４ 各大会スコアシートの保管 
５ 写真使用同意書の提出依頼，保管 
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大会名 開催場所 開催日 
担当者 

総務 競技 審判 

・第 5 回道南春季 函館アリーナ 

4/23(土)24(日) 

天野 西本 須藤 
29(金)30(土)5/1(日) 

・U15 選手権バスケットボール

大会函館地区大会 
未定 

９月３日（土）・４日（日） 

１０日（土）・１１日（日） 
  森 

・第 63 回道南中学校新人大

会 

各中学校 １０月１５日（土）・１６日（日） 
  須藤 

鹿部町総合体育館 ２２日（土）・２３日（日） 

・１年生大会 

各中学校  

  南 
未定 

１１月１９日（土）・２０日（日）・２３

日（水） 

・第１２回道南ジュニアカップ 

各中学校 １２月１７日（土）・１８日（日） 

   
各中学校 １月７日（土）・８日（日） 

各中学校 ２月４日（土）・５日（日） 
  

※渡島中学校体育連盟大会 北斗市総合体育館 
６月２１日（火）・２２日（水）・２３

日（木）・２５日（土） 
   

※函館市中学校体育連盟大

会 
函館アリーナ 

6 月２７日（月）・２８日（火）・２９

日（水） 
   

※檜山中学校体育連盟大会 上ノ国町総合体育館 ７月５日（火）・６日（水）    

 

総務委員会 

(1)事務関係 ・諸連絡（メール、ＦＡＸ） ・資料作成 ・発送、配付  

・印刷製本(極力ＰＤＦ活用の方針) ・D-Found 関係（予算決算の報告） 

(2)登録関係 ・TeamJBA 

(3)渉外関係 ・他団体への連絡調整 ・諸会議への参加報告 

(4)大会式典関係 ・賞状 ・楯類の準備 ・開閉会式の進行、準備 

 

競技会委員会 

(1)大会要項の作成及び抽選会の開催 

(2)物品運搬の計画及び運用 

(3)各種大会の予算および決算報告の作成 

 

審判委員会 

(1)審判活動の計画・実施 

(2)各種競技会の審判割り当てとその審判 

(3) 審判技術の向上事業  Ｃ・Ｄ級の養成講習会、更新講習会の開催の参加を呼びかけ 

(4) テーブル･オフィシャルズの指導 実施なし。 

(5)その他，審判に関する事業 ・審判謝礼受領証をメール配信する審判割に添付し，各会場で印刷してもらう。各会場で審判謝礼 

受領用紙をまとめる。記入完了した受領用紙については総務委員会（天野ｔ）へ送付する。 

・今年度もすべての大会を資格に応じて審判謝礼金額を変える大会とする。 

              Ａ級…２，０００円 Ｂ級…１，５００円 Ｃ級…１，０００円 Ｄ・Ｅ級…５００円 無資格…無し 

              ※今年度資格取得の講習を受講した場合は，資格取得中として D・E 級と同じ謝礼とする。 

 

強化普及委員会（統合） 

(1)U14 および U13DC 事業（函館地区選抜チーム）の計画および運営 

(2)道南中学校ビギナーズカップの開催 

 

広報委員会 

(1)ホームページの更新・運用 

(2)報道関係  北海道新聞社および函館新聞社への大会結果（各会場校担当者に依頼） 

会議予定日 

・５月中旬 

・７月中旬 

・８月下旬（新人戦関係） 

・９月上旬（１年生大会関係） 

・１１月中旬（ジュニアカップ関係） 

・１月末（年間反省） 

・２月末（春季大会関係） 

令和４年度Ｕ１５部会事業計画案
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 令和４年度Ｕ１８部会事業計画案      

１ 2022（令和 4）年度 函館支部・地区大会の日程、当番校（主管校）、会場校 

大会名（高体連） 日 程 主 催 当番校 会場校 

春季大会 ４月２３日（土） 

   ２４日（日） 

   ２９日（金祝） 

高体連 函館商業 M 函館商業 

函館大妻 

高専 

七飯 

函館大谷 

高校総体 

支部予選会 

 ５月２７日（金） 

   ２８日（土） 

   ２９日（日） 

全道（6/16～6/19 苫小牧） 

高体連 函館水産 M 北斗市総体（函水） 

 市立函館 

 函大付柏稜 

 函館大谷 

大会名（共催） 日 程 主催 当番校 会場校 

秋季大会 

選手権大会 

 ９月１７日（土） 

   １８日（日） 

   １９日（月・祝） 

全道（11/11～11/13 室蘭【調整中】） 

道協会 

高体連 

函館工業 

 

M 函館アリーナ（函工） 

 函館西 

 函館大谷 

大会（協会） 日 程 主 催 主管校 会場校 

新人予選リーグ 

 

10 月 1 日（土）～11 月 27 日

（日）までに実施すること。 

 

道協会 専門部及び 

各リーグ主

幹校 

 

新人大会 

地区予選会 

１２月１１日（日） 

   １７日（土） 

   １８日（日） 

全道（2/3～2/5 北見） 

道協会 函大付有斗 M 函大付有斗 

 函館白百合 

 函館中部 

 函館大谷 
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函館地区バスケットボール協会　社会人部会

２０２２事業計画

（１）登録関係

（２）競技関係 各施設使用許可書の提出など

（３）その他 各チームへの諸連絡・事業・その他各種会計予算・報告書作成、提出業務

社会人　春季バスケットボール大会 森町民体育館 コロナにより中止

社会人　リーグバスケットボール大会 各市内近郊体育館 コロナにより中止

社会人　道南選手権バスケットボール大会 森町民体育館 10月30日・11月3日・6日

社会人春季バスケットボール大会は、予定参加チームが過半数以下であり、コロナ過の状況もあり中止と致します。

社会人リーグバスケットボール大会は、予定参加チームがコロナ状況・練習状況等も踏まえ１／３以上の不参加が

確認されましたので、令和4年度に関しては中止と致します。

社会人道南選手権バスケットボール大会は、再度9月に各チームの状況も踏まえ大会開催の確認を取ります。

※地区協会常任理事会において、社会人試合の開催について常任理事より検討して欲しいという要望もあり

　予定していたリーグ開催日程で、参加に自由度を持たせた大会を検討致します。

　リーグ予定日　6/5・12・19・26　7/3・24・31　8/7・21・31　9/4・19・23・25　10月は取り消す

（１）各地区大会審判割当の作成及び発送

（２）地区無資格者講習会の実施

（３）帯同審判の管理

（１）国体選抜選手の選出

（２）道南選手権大会ベスト５の選考、表彰の実施

（３）年間優秀選手の選考、表彰の実施

（１）大会結果のとりまとめ、結果表の作成

（２）大会の案内・組み合わせ・結果の送付（報道機関）

（３）社会人部会ＨＰアップロード

（４）各大会スコアシートの保管

（５）写真使用同意書の提出依頼・保管

※コロナ過の為、代表者会議のＺＯＯＭを用いたオンライン会議にて行う予定

※大会において、検温チェック、競技者チェックなどの試合会場においての作業が増えるため部会員を

 　各チームより２名選出し、各種対応を分担し行う。

※社会人部会長が改選により変更となるため、部会再編成を部会員で行う。

審 判 委 員 会

強 化 普 及 委 員 会

広 報 委 員 会

総 務 委 員 会

各チームへの登録作業の依頼、協力

競 技 委 員 会

大　　会　　名 開催場所 開催日

令和４年度社会人部会事業計画案

-部会計画5-



チーム代表者 各位 

       

函館地区バスケットボール協会 

広報委員  梶  利之 

U-12部会  

広報委員  高山健太郎 

       

 

写真撮影使用同意書へのお願い 
       

貴チーム・選手の写真を、当協会広報事業への使用にあたり、別紙様式により

同意手続きをしていただきますようご協力お願い申し上げます。 

 使用する写真は、当協会の主管大会の試合中・表彰式・ベスト４チームの集合

写真、各クリニックで当協会役員が撮影したものです。 

 撮影した写真は、当協会広報事業のホームページと会報に掲載する以外には、

一切使用しません。万が一、他で使用する時は、事前に当該チームへ連絡し、許

可を得ることを約束します。自チームで使いたい場合は、広報委員へご連絡くだ

さい。 

 この同意書は、選手やチームの肖像権を保護するとともに、写真管理の責任の

所在が当協会にあることを示すためのものです。お手数をおかけしますが、ご協

力よろしくお願いいたします。 

 なお、チーム代表者は、同意書を提出する前に、写真の撮影と使用についてチ

ームの全選手とその保護者から許可を得ておいてください。 
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2022年        月    日        

函館地区バスケットボール協会 

広報委員  梶  利之 様 

U-12部会  

広報委員  高山健太郎 様 

 

        

写真撮影使用同意書 
        

        

当チームは、2022（令和 4）年度函館地区バスケットボール協会主管の大会中

に写真を撮影すること、貴協会広報事業（ホームページ・会報への掲載）に使用

することについて、チーム所属全選手ならびにその保護者の許可を得ましたので、

同意します。 

 また、上記の目的での写真撮影使用に関して、貴協会に対して、苦情や訴訟な

どを一切行いません。 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

チーム名          （ 男子 ・ 女子 ・ 男女 ）

  

        

チーム代表者名                印 
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2022 年 3 月 25 日 

一般（社会人） 

社会人チーム・選手 各位 

（一財）北海道バスケットボール協会  

                         専務理事  森 野 和 泰 

 

 2022 年度 一般（社会人）【チーム加盟料・競技者登録料限定免除】 

および【ＴｅａｍＪＢＡ登録手続き開始日のご案内】について 

 

（公財）日本バスケットボール協会（以下「JBA」という）が定める JBA および（一財）北海道バスケットボール

協会（以下「HBA」という）が定める加盟種別（一般「社会人」）基本チーム加盟料および基本選手登録料の免

除ならびにＴｅａｍＪＢＡ登録手続きについてお知らせ致します。 

「記」 

１．「対象カテゴリー」 

(1)一般（社会人）に属する種別「JBA 基本規程第 3 章 第 63 条①ニ」 

(2)北海道内を拠点に活動し、JBA ならびに HBA に加盟登録しようとするチームならびに選手 

 

２．「免除対象納付金（年間）」 

(1)JBA 基本加盟料（チーム）「20,000 円・HBA 加盟料「10,000 円」   合計 30,000 円 

(2)JBA 基本選手登録料（選手 1 名あたり）「2,000 円」・HBA「1,000 円」 合計 3,000 円 

※これらの登録は全国統一のシステムを使用しているため、北海道のみ登録料を支払わない設定ができないこと

から、一度、チームで立て替え払いをお願いします。 

 

３．「免除となる登録対象期間」 

(1)2022 年度 TeamJBA 登録システム運用期間 4 月 1 日(開始)～6 月末(完了)までに登録事務を 

完了すること 

   ※7 月 1 日以降に登録されるチーム加盟料、選手登録料は免除の対象になりません。 

(2) TeamJBA 登録時 ⇒ チーム情報の「本人手続き時の支払者」を「責任者がまとめて支払う」を選択して下

さい。(一括払いの立替となります。) 

(3)期間の登録料(チーム+選手)は、「CASH POST」を運用して、チーム代表者に返金いたします。 

7 月 1 日以降から返金手続きを進めますが、返金まで凡そ 1 か月半程度を見込んで下さい。 

＜参考＞ 

https://www.econtext.jp/cashpost/ 

受け取る方のメールアドレスがあれば送金でき、受け取る方は「銀行振込、ローソン、ドコモ口座、セブン銀行 

ATM」の 4 種の受取り方法を自分で選ぶサービスです。 

 

４．「事由」 

(1)一般カテゴリー「社会人部会」のチーム・選手登録実績 2020 年度「133 チーム、2,000 名」、2021 年度

「137 チーム、2,138 名」の基本チーム加盟・基本選手登録を頂いているものの、当該年度 2 年間にわたり、

新型コロナ感染症のまん延により、北海道内においての「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」等により、

競技会全般および関連事業が実施できていないこと。 

(2)2022 年度の本道社会人部会競技会事業ならびに関連事業、諸活動の実施をより多くのチーム・選手の 

皆様の参加を得、活動の活性化を図るため。 

                               本件問合せ先：HBA 事務局 Tel 011-820-1632 
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