
 

 

（一社）鳥取県バスケットボール協会 

 

 

 

２０２０年度 

事 業 計 画 
 



一般社団法人鳥取県バスケットボール協会 事業計画 

金額表示：今年度当初予算額（前年度当初予算額） 

【共益目的事業】 ··················································· 21,336,240 円（22,866,820円） 

(1) 大会事業 ······································································ 6,261,800円（7,267,000円） 

1. 全日本選手権県予選会事業 ················································ 424,000円（492,000円） 

期 日：2020年 8月 29日（土）・30日（日） 

場 所：コカ・コーラボトラーズスポーツパーク鳥取県民体育館 

 

2. 国体予選会事業 ·································································· 75,000円（75,000円） 

少年の部 

期 日：2020年 6月上旬 

場 所：中部地区 

成年の部 

期 日：2020年 5月～6月 

場 所：中部地区 

※県体協より委託額が未提示であるが、提示額での実施となる。 

 

3. スポレク祭事業 ······························································· 790,000円（790,000円） 

小学生の部 

期 日：2020年 11月 28日（土）・29日（日） 

場 所：コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館 他 

中学生の部 

期 日：2020年 10月 24日（土）・25日（日） 

場 所：西部地区（会場未定） 

一般の部・障がい者（車イス）の部（社会人連盟へ委託） 

期 日：2020年 10月 17日（土）・18日（日） 

場 所：東部地区 

※県体協より委託額が未提示であるが、提示額での実施となる。 

 

4. 競技会事業 ································································ 2,403,000円（2,078,000円） 

（U-12）スプリングカップ 

期 日：2020年 6月 27日（土）・28日（日） 

場 所：西部地区 

（U-12）東部地区 

スプリングカップ東部予選（兼砂丘カップ 1次予選） 

期 日：2020年 6月 6日（土）・7日（日） 

県優勝大会（スポレク祭）東部地区予選 

期 日：2020年 10月 31日（土）・11月 1日（日）・7日（土）・8日（日） 

東部地区新人大会 



期 日：2021年 1月中旬～2月中旬・2月 28日（日） 

サマーチャレンジ東部 

期 日：2020年 7月 25日（土）・26日（日） 

砂丘カップ 

期 日：2020年 7月 18日（土）・19日（日） 

砂丘カップ 2次予選 

期 日：2020年 6月 13日（土）・14日（日） 

（U-12）中部地区 

スプリングカップ中部予選 

期 日：2020年 6月 13日（土）・14日（日） 

県優勝大会（スポレク祭）中部地区予選 

期 日：2020年 11月 7日（土）・8日（日） 

中部地区新人大会 

期 日：未定 

サマーチャレンジ中部 

期 日：2020年 8月 22日（土） 

ロータリーカップ 

期 日：未定 

（U-12）西部地区 

スプリングカップ西部予選 

期 日：2020年 6月 7日（土）・8日（日） 

県優勝大会（スポレク祭）西部地区予選 

期 日：2020年 10月 24日（土）・25日（日）・11月 1日（日）・3日（火・祝）・

7日（土）・8日（日） 

西部地区新人大会 

期 日：2021年 2月 27日（土）・28日（日）・3月 6日（土）・7日（日） 

6年生交流会 

期 日：2021年 2月 14日（日） 

（U-15）U15バスケットボール選手権大会鳥取県予選 

期 日：未定 

場 所：未定 

（U-18）ウインターカップ鳥取県予選 

期 日：2020年 11月 3日（火・祝）・6日（金）～8日（日） 

場 所：米子市民体育館 他 

※県高体連で会計処理を行うため、計上せず 

 

5. 中国ブロック国体事業 ····························································· 1,337,800円（0円） 

2020年度開催県：鳥取県 

 

6. リーグ戦大会事業 ······················································· 1,220,000円（1,080,000円） 



U-12リーグ戦 

期 日：2020年 5月～2020年 11月 

U-15リーグ戦 

期 日：未定 

U-18リーグ戦 

期 日：未定 

OPENリーグ戦（T.LEAGUE）（社会人連盟へ委託） 

期 日：2020年 4月～2021年 2月 

 

7. ３×３大会事業 ·································································· 12,000円（12,000円） 

３×３日本選手権鳥取県予選会 

期 日：未定 

場 所：未定 

 

8. 中国大会開催補助金 ·································································· 0円（274,000円） 

鳥取県における中国大会開催時の運営費補助 

対象大会：中国ミニ、中国中学、中国高校、中国高校新人、中国社会人 

 

(2) 専門委員会事業（審判委員会） ········································· 2,108,000円（1,954,000円） 

1. 審判派遣事業 ····························································· 1,940,000円（1,736,000円） 

中国大会・全国大会等への審判員の派遣費 

 

2. 審判講習会事業 ······························································· 168,000円（218,000円） 

県内審判員への更新講習会および審判研修会事業費 

TO育成のための講習会費用および県外大会への TO派遣費 

 

(3) 専門委員会事業（技術委員会・強化部） ··························· 9,719,850円（10,382,040円） 

1. 中学校強化事業 ········································································ 0円（800,000円） 

中国 5県育成センター交流戦 

期 日：2021年 2月 

※U14育成センター事業として会計処理 

 

2. 国体強化事業 ····························································· 7,589,800円（7,451,990円） 

中国ブロック国体 

期 日：2020年 8月 21日（金）～23日（日） 

場 所：鳥取県 

国民体育大会本大会 

期 日：2020年 10月 8日（木）～12日（月） 

場 所：鹿児島県 

アンダーカテゴリー選手強化（育成センター） 



期 日：2020年 4月～2021年 3月 

規 模：県育成センター・地区育成センターで開催 

 

3. 安全管理対策事業 ···························································· 130,050円（130,050円） 

国体強化事業に係る監督・選手の保険 

 

4. 国体派遣事業 ····························································· 2,000,000円（2,000,000円） 

国体強化事業に係る監督・選手の派遣費 

 

(4) 専門委員会事業（技術委員会・育成部） ·································· 488,090円（501,780円） 

1. 指導者育成講習会 ···························································· 144,890円（145,880円） 

コーチライセンス新規養成講習会・コーチライセンスリフレッシュ講習会等の指導者育成

のための事業 

 

2. 選手育成講習会 ······························································· 343,200円（355,900円） 

カテゴリー別合同練習会等の選手育成のための事業 

 

3. 普及事業保険料 ················································································· 0円（0円） 

中国ブロック育成センターデバー事業に参加するための保険料 

 

(5) 専門委員会事業（医科学委員会） ·············································· 89,500円（93,000円） 

1. 医科学サポート事業 ···························································· 89,500円（93,000円） 

国体選手を対象にけが防止等の医科学サポートを行う 

 

(6) 専門委員会事業（会議費） ··············································· 1,127,000円（1,127,000円） 

1. 県内会議 ········································································ 465,000円（465,000円） 

各種専門委員会の会議開催費用 

 

2. 県外会議 ········································································ 662,000円（662,000円） 

中国協会理事会 

第 1回理事会：2020年 5月 

第 2回理事会：2020年 8月 

第 3回理事会：2020年 11月 

その他国体等の視察旅費 

 

(7) 専門委員会事業（出版物） ···················································· 186,000円（186,000円） 

1. 出版物購入 ····································································· 186,000円（186,000円） 

加盟団体等へ斡旋するスコアシート等の購入費 

 

(8) 加盟団体補助事業 ································································ 910,000円（910,000円） 



加盟団体運営にかかわる経費の補助 

1. 中体連活動補助金 ···························································· 100,000円（100,000円） 

2. 高体連活動補助金 ···························································· 200,000円（200,000円） 

3. 高専活動補助金 ················································································· 0円（0円） 

4. 大学活動補助金 ················································································· 0円（0円） 

5. 社会人連盟活動補助金 ······················································ 400,000円（400,000円） 

6. 地区協会活動補助金 ························································· 210,000円（210,000円） 

 

(9) 表彰・激励事業 ··································································· 446,000円（446,000円） 

1. 表彰事業 ········································································ 110,000円（110,000円） 

県バスケットボール協会優秀選手表彰のための経費 

 

2. 全国大会出場激励事業 ······················································ 200,000円（200,000円） 

全国大会へ出場するチームへの激励費 

 

3. 選抜チーム激励事業 ························································· 136,000円（136,000円） 

国体チームへの Tシャツ・ユニフォーム等の支給経費 

 

 

【収益目的事業】 ································································· 0円（4,000,000 円） 

(1) ＷＪＢＬ開催事業 

実施なし 


