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2019年度　旭川バレーボール協会総会議事次第

1.開　会

2.会長挨拶

3.報告事項

(1)各委員会事業報告 総務委員会事業報告・ ・
競技委員会事業報告・ ・
審判委員会事業報告・ ・
強化委員会事業報告・ ・
指導普及委員会事業報告
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2

3

4

5・-6

生涯スポーツ委員会事業報告…　‥　7

VOREAS HOKKAIDO支援事業報告・ 8

(2)平成30年度一般会計、特別会計決算報告

(3)監査報告…　…　…　…　‥ ・

9-11

・ 12

4.審議事項

第1号議案　協会運営の基本方針および事業計画について

運営の基本方針…　… ・13

総務委員会事業計画…　‥14

競技委員会事業計画…　‥15

審判委員会事業計画…　‥16

強化委員会事業計画…　‥17

指導普及委員会事業計画・ ・ ・18~19

生涯スポーツ委員会事業計画・20
VOREAS HOKKAIDO支援事業計画・ 21

第2号議案　各種大会実施大綱並びに大会開催日程について…　‥22-23

第3号議案　2019年度一般会計収支予算について…　…　‥24→25

第4号議案　役員改選について

5.その他

6.閉　会



平成30年度　総務委員会　事業報告

l.諸　会　議

(1)総　　会

(2)常任理事会

平成30年　4月24日(火)アートホテルズ旭川

4回開催

2.経理の執行に関して

(1)一般会計,特別会計定期監査…　…　… ・(7月)

(2)一般会計,特別会計監査…　…　…　…(平成31年4月2日)

(3)一般会計,特別会計決算報告…　…　‥総会(平成31年4月22日)

3.旭川バレーボール協会ホームページの作成と運用に関して

・担当業者との折衝の上、平成31年3月正式開設。

http://asahikawavolley.com



平成30年度　競技委員会　事業報告

!事業報割

l 、地区協会競技委員長会議・競技研修会(札幌市)
平成30年　4月　7日(土)

2、各部競技委員研修会 →未実施(メール・電話での調整)

3、競技委員会HP更新
競技委員会のホームページが継続できたので、報告のあった分については記載

4、平成3 1年度旭川市総合体育館等調整会議(全国大会関係)
クラブカップ6人制男子

5、平成3 1年度旭川市総合体育館等調整会議(全道大会関係)
全日本バレーボール小学生・クラブカップ6人制男女

6、平成3 1年度旭川市総合体育館等調整会議(地区大会関係)
平成31年　2月7日

7、平成31年度用競技日程表作成　　　　　　　　　　　平成31年　2月←3月

8、平成3 0年度競技記録作成　　→大会を実施したパートは結果報告をしてください
asahikawa, VO=ey@即ai i. comまで報告を!

9、平成3 1年度用大会実施大綱作成 平成30年　3月

10、平成30年度は全道大会4大会を実施、どの大会も滞りまく運営できた。

第37回道新カップ小学生バレーボール大会道北ブロック　　1 1月4日→5日
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平成30年度　審判委員会　事業報告

審判員の育成とスキルアップを図る
委員会の組織を再編し、継続的な活動を目指す
Ⅴリーグ開催に向けた体制を整える
2019年開催のクラブカップに向けた準備を進める

5月12日

51月13日

6月16日

7月29日

8月

9月2日

10月13日・14日

11月10日・11日

1月1日

1月19日・20日

3月16日・17日

その他

平成30年度　北海道審判員伝達講習会派遣
平成30年度　北海道バレーボール協会審判委員会

日B級審判員スクール受講者決定
品田真太朗氏(神居中学校教諭)

6人制地区審判(日C級・道級公認審判員資格取得)講習会開催
審判員の新規登録・ B級審判員への伝達講習
参加者　　89名
新規公認　日C級5名・道級14名
講師　　　川崎　尚子

北海道バレーボール協会審判委員会指導担当
日本A級審判員

会場　　　旭川実業高等学校

北海道高等学校定時制通信制体育大会

国民体育大会ビーチバレーボール競技　北海道予選会

審判員の更新登録

北海道ビーチバレーポール優勝大会

日B級資格取得講習会(北海道大学リーグ)旭川開催
2名受講

2018-19 V.LEAGUE Division3(V 3 )MEN忠和大会支援

日B審判員認定
新山　竜彦氏(中体連) ・鏡　拓也氏(中体連)

2018葛19 V.LEAG日E Division3(V 3 )MEN東川大会支援

2018-19 V.しEAG日E Division3(V 3 )MEN鷹栖大会支援

2018-19 V.LEAGUE Division3(V 3 )MEN開催に向けた研修を実施
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平成30年度　強化委員会事業報告

*平威3 0年度基本方針

1)旭川地区チームの強化を図り、旭川地区バレーボール競技レベルの向上を目指す。

2)講習会、練習会を通し、強化体制の充実と指導者の更なる指導力向上を目指す。

3)中3練習会の実施により、バレーボールを継続する選手を一層増やす。

4)指導普及委員会・小学校連盟、中学校との連係をいっそうはかり、組織一丸となった

取り組みの継続を目指す。

*基本方針に関する反省

1)高体連旭川支部、全国強化委員の実業高校岡本先生のご準備で、講習会を行うこと

ができた。昨年から始めた講習会であるが、回数を増やすなど改善していきたい。

中高一貫中3女子練習会を9月から12月まで12回実施した。また男子において

も実施することができた。日程、周知の問題から、参加者数のばらつきが大きく、

日程および周知方法について改めて検討したい。特に協会ホームページを利用し、

告知できるようにしていきたい。

4)高校側からの働きかけやアプローチが少なかった。指導普及委員会・小学校連盟、

中学校との連携を模索し、改善したい。

*活動報告

1)強化講習会12月l日(土)　会場　旭川実業高校

講　　　師　元バレーボール日本代表　　朝長　孝介　様

(長崎県立大村工業高校監督)

参　加　校　男子5校　女子6校　中学校4校

2)中高一貫一中3練習会(9月一12月の各土、日曜日、回数13回)

会　　　場　男子:旭川工業

女子:旭川明成　旭川南　旭川龍谷　旭川大学　旭川商業

参　加　者　旭川市内および近郊の中学校3年生　女子選手28名

*高校関係一全道大会(結果)

平成3 0年度北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(小樽市)

男子:旭川実業　第3位　　旭川工業　決勝トーナメント

女子:旭川実業　第4位　　旭川龍谷　旭川商業　決勝トーナメント

平成3 0年度第7 1回全日本バレーボール高等学校選手権大会(江別市)

男子:旭川実業　2回戦　旭川工業　l回戦

女子:旭川実業　ベスト4　　旭川大学　3回戦　旭川龍谷　2回戦　旭川西　2回戦

平成3 0年度第14回北海道高等学校バレーボール新人大会(釧路市)

男子:旭川実業　2回戦　　旭川工業　2回戦

女子:旭川実業　優勝　旭川大学　2回戦　旭川商業　2回戦
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平成3 0年度　指導普及委員会事業報告

☆中学校関係事業

l )第3 8回北海道中学校八〇レーホ○-ル選抜優勝大会
・男子　神楽　　　　　　1回戦敗退

西神楽
・女子　永山

永山南

1回戦敗退

第3位
l回戦敗退

2)中学生強化練習会実施
・男子全チーム,女子ベスト4,ベスト8

・地域ブロック(男子l会場、女子5会場)
. ALL KAMIKAWA大会

3)第l次ジュニアキャンプ
・男子,女子

生徒348名、指導者51名参加

4)第4 8回北海道中学校バレーボール選手権大会
・男子　西神楽　　　　　　予選敗退
・女子　永山　　　　　　　予選敗退

5)チーム個人努力常(九天賞)表彰
・男子5名、女子20名　　計25名

6)旭川選抜チーム第一次選考
・男子17名、女子36名　計53名

7)旭川選抜チーム　第一次候補選手練習会

8)第1. 5次ジュニアキャンプ

(旭川選抜チーム　第一次候補選手練習会と同日開催)

9)旭川選抜チーム最終選考　結団式
・男女各12名、スタッフ11名決定

10)旭川選抜チーム遠征

11)第2次全道ジュニアキャンプに参加
・男子(神楽,永山南)
・女子(永山南,広陵,神楽)

12)第2 8回北海道中学生バレーボール優秀選手選抜大会
・男子一　優　勝
・女子~　ベスト8

☆研修会関係事業

1)指導者研修会・ ‥ゾユニアギャガ時に開催
・中学校等指導者を対象にして
・指導者認定(道コーチ)講習会
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30年5月3日→5日

芦別市総合体育館
富良野市スポーツセンター他

各中学校体育館
30年6月10日・17日

30年9月各ブロックで

30年9月22日10月27日

30年8月5日→6日

旭川大雪アリーナ

30年7月31日一8月2日

北海きたえーる

30年9月1日

緑が丘中,東光中・春光台中

30年1〇月20日

30年11月11日一23日

中学校体育館

30年11月Il日一23日

中学校体育館

30年12月15日

神楽中学校

札幌遠征を実施

31年1月5日~11日

芦別市総合体育館他

31年3月26→28日

芦別市総合体育館他

30年8月5日→6日

旭川大雪アリーナ



☆小学校関係事業

l)第3 8回全日本′ヾレーボー用、学生北北海道大会
・男子　永小ウイング

神楽岡ボーイズ
・女子　永山西ラビット

ひがしかわジュニア
・混合　西神楽BB-Ⅱ

優勝
準優勝
1回戦敗退
1回戦敗退
l回戦敗退

2)第41回ミカサ北海道小学生′ルーボールサマーキャンプ

3)第2 9回ふかがれカップ全道小学生大会

男子　神楽岡ボーイズ
女子　永南WAVE
混合　西神楽BB-Ⅱ

優勝
ベスト16

ベスト8

4)第24回ななかまど杯全道小学生大会
・男子　永小ウイング　　　　　　　予選敗退

5)第38回道新カップ道北大会
・男子　神楽岡ボーイズ

永小ウイング
・女子　神居ジュニアペガサス

ひがしかわジュニア

永山西ラビット

緑新ジュニア
・混合　西神楽BB-Ⅱ

優勝
準優勝
優勝
準優勝
第3位
第3位
1回戦敗退

6)第1 6回北海道スポーツ少年団I、●レーボール交流大会
・男子　永小ウイング　　　　　　　1回戦敗退
・女子　神居ジュニアペガサス　　　　ベスト8

7)第3 5回北海道小学生′、●レーホ●-ル選抜優勝大会
・男子　神楽岡ボーイズ

永小ウイング
・女子　神居ジュニアペガサス

ひがしかわジュニア

永山西ラビット

緑新ジュニア

優勝
第3位
ベスト8

ベスト16

ベスト8

予選敗退

30年6月23日→24日

音更町総合体育館

30年7月28日→8月l日

芦別市総合体育館

30年9月15日へ16日

深川市総合体育館

30年10月13日へ14日

江別市民体育館

30年11月3日→4日

旭川市総合体育館

30年11月17日→18日

深川市総合体育館

31年1月12日→14日

野幌総合運動公園

☆小中高連携ジュニア育成事業

1) 2023北海道ⅡうTA強化プロジェクト　　　　　　30年6月へ3 1年3月

2023年インターハイのターゲットエイジを対象に発育・発達段階に応じ競技の特性に触れる

機会を提供する。 6月より月1回神楽中を会場に実施。 9月は地震の影響で中止。
小6男子12名,女子42名。中1男子9名,女子36名。合計計99名の希望があり、延べ
人数440名が参加した。

2) winter Campin ASAHIKAWA　　　　　　　　3 1年2月9日

中学校指導者による小学生への指導・モデルチームとして、旭川選抜チームの中学生が参加
男子　3チーム参加　　　　　　　　　　　　　　神楽岡小
女子1 0チーム参加　　　　　　　　　　　　　　東川小
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平成30年度　生涯スポーツ委員会事業報告
1.講習会・研修会

<ママさん>

4/21 ・ 22

6/30

7/1

11/17・ 18

30年2/4

4月一1月

全国連盟北海道ブロック審判講習会(札幌)

道北ブロック審判研修会(旭川)

北海道KFV公認審判資格取得審査会

道北ブロック(旭川)

全国KFV公認審判取得審査会(札幌)

審判研修会(講師　北海道KFV連盟)

審判講習会

<ソフトバレーボール>

4/29　　　　道審判・伝達講習会(札幌)

4月→3月　　普及講習会

2.会報・大会・その他

<ママさん>

2/28

3

31年l/12

2月←ll月

4月へ3月

30年度理事会

新年会

10大会の開催(北海道ママさんバレー

ボールはなす大会含む)

全道・道北への会議出席

<ソフトバレーボール>

3/30　　　　30年度理事会

4月→3月　　全道への会議出席

4月~3月　　大会の開催

6/10　　　　全道大会開催

3名派遣

モデル1チーム派遣

20名受講　モデル6チーム

22名受講

5名受講　モデル1チーム

24名受講

22回(約300名参加)

1名派遣

35回(約400名参加)

14回

11名

2回

7大会(61チーム)

30チーム参加

11/3→6　　全国大会(ねんりんピック富山)　　　旭川黄連雀(9回目)
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平成30年度　VOREAS HOKKAIDO支援事業報告

日的
VⅢリーグ出場したVOREAS HOKKAIDOを旭川バレーボール協会として支援

していく。

協力事業
8月18日　19日

9月26日

11月10日、 11日

1月19日、 20日

3月16日、 17日

VOREAS V-THEATER2018事業開催協力

エキシビジョンマッチ

ヴォレアス2-3　豊田合成

競技役員　審判員　総務役員　コートオフィシャル派遣

キューバ女子エキシビジョンマッチ

競技役員　審判員　総務役員　コートオフィシャル派遣

VⅢリーグ　旭川大会

10日　ヴォレアス　3-0　東京トヨペット

19日　ヴ才レアス　3-0　奈良

競技役員　審判員　総務役員　コートオフィシャル派遣

ⅤⅢI)-グ　東川大会

19日　ヴォレアス　3-1　近畿クラブ

20日　ヴ才レアス　3-0　一兵庫

競技役員　審判員　総務役員　コートオフィシャル派遣

VⅢリーグ　鷹栖大会

16日　　ヴォレアス　3-0　兵庫

17日　　ヴォレアス　2-3　三重

ヴォレアス18勝2敗　優勝

競技役員　審判員　総務役員　コートオフィシャル派遣

各大会前に準備委員会の開催、審判委員会、競技委員会の協力のもと研修会の実施

競技委員、審判員、 Vリーグコートオフィシャルの派遣に降しご協力頂きました、
協会役員の皆様、中学、高校のチーム関係者の皆様に感謝いたします。



平成30年度　一般会計決算書
収入の部

費　　　　　　　　目 ��予算額 �決算額 �増・減 �備考(単位:千円) 
借入金 ��l,000,000 �l,000,000 �0 � 

特別会計 �1.000.000 �l.000.000 �0 � 

登録料 ��626,000 �674,500 �48,500 � 

クラブ(旭川協会) �150,000 �210,000 �60,000 0 0 -11,000 �10　×　2l 

大学 �50,000 �50,000 ��10　×　　5 

高専 �20,000 �20,000 ��10　×　　2 

高校 �231,000 �220,000 ��11　×　20 

中学校 �60,000 �58,000 �-2,000 �2　×　29 

小学校 �30,000 �28,000 �-2,000 �2　×　14 

家庭婦人 �80,000 �82,000 �2,000 �2　×　41 

ソフトバレー �5,000 �6.500 �1.500 �0.1　×　50 

参加料 ��2,610,000 �2,652.000 �42,000 � 

クラブ(6人制) �150,000 �176,000 �26,000 � 

クラブ(9人制) �330.000 �324,000 �-6,000 

高校 �840,000 �820,000 �-20,000 

中学校 �960,000 �l.008,000 �48,000 

小学校 �270,000 �252.000 �-18,000 

ソフトバレー �60.000 �72.000 �12.000 

規則書代金 ��129,600 �129,600 �0 �1.08　×　90 

6人制 �97,200 �97,200 �0 0 

9人制 �32.400 �32.400 ��1.08　〈　30 

協力金 ��30,000 �30,000 �0 � 

富良野協会 �15,000 �15,000 �0 0 � 

留萌協会 �15.000 �15.000 

雑収入 ��0 �40,006 �40.006 � 

預金利子 寄付金 �0 0 �　6 40,000 �　6 40.000 �重DF他 

合　　　　　　　計 ��4.395.600 �4.526.106 �130.506 � 
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支出の部

費　　　　　　　　目 ��予算額 �決算額 �増・減 �備考(単位:千円) 
借入返済 ��l,000,000 �1,000,000 � � 

漢特別会計 ��1.000,000 �1.000.000 � � 

納入金 ��55,000 �75,000 �20,000 � 

北海道協会 �45,000 �45,000 �　0 　0 20,000 � 

旭川市体育協会 �10,000 　0 �10,000 

北海道バレーボールクラブ ��20.000 

賦課金 ��0 �0 �0 � 

クラブ �0 0 0 0 0 �0 0 0 0 0 �0 0 0 0 0 �0　×　　3 

大学 ����0　×　　5 

高専 ����0　×　　2 

高校 ����0　×　　20 

中学校 ����0　×　　29 
規則書代金 ��129,600 �129,600 �0 � 

6人制 �97,200 �97,200 �0 0 �l.08　×　90 

9人制 �32.400 �32.400 ��1.08　×　　30 

委員会費 ��530,000 �530,000 �0 � 

総務委員会費 �200,000 �200,000 �0 0 0 0 0 0 � 

競技委員会 �40,000 �40,000 

審判委員会 �70,000 �70.000 

指導普及委員会 �100,000 �100,000 

強化委員会 �100,000 �100,000 

生涯スポーツ委員会 �20,000 �20.000 

事業費 ��82,700 �97,540 �14,840 � 

HP運営費 �30,000 �　0 35,992 �-30,000 �会場費・往復はがき 

総会 �50000 0 0 2700 ��-14,008 

協賛金 ��10,800 �10,800 

旅費 ��49,560 �49,560 

振込手数料 ��l188 �-1.512 

大会運営費 ��l,970,500 �l.742,567 �葵227,933 � 

消耗品費 �250,000 �166,744 �-83,256 � 

印刷費 �50,000 �30,803 �-19,197 

昼食費 �750,000 �667,605 �-82,395 

会場費 �450,000 �439,153 �-10,847 

会議費 �25,000 �29,100 �4,100 

通信費 �40,000 �39,518 �-482 

審判謝礼 �400,000 �365,000 �-35.000 

振込手数料 �5.500 �4.644 �-856 

助成費 ��470,000 �416,872 �-53,128 � 

中速 �20,000 �20,000 �0 0 0 0 0 0 0 � 

中体連 �30,000 �30,000 

中学校連絡協議会 �20,000 �20,000 

旭川中学校選抜 �250,000 �250,000 

高体連 �20,000 �20,000 

ヴォレアス支援 �30,000 �30,000 

表彰 �100.000 �46.872 

予備費 ��157,800 �42,960 �-53,128 � 

l予備費 ��157.800 �42.960 �-114.840 �香典・供花 

合　　　　　　　計 ��4.395,600 �4.034.539 �-114.840 � 

※収支差引 �� � � � 
収入　　　　　　　　　　　　　支出

4,526,106　　　　　　4,034,539
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平成30年度　特別会計決算書

収入の部 
1)平成29年度繰越金　　　　　　　　　1,961,060　円 
2)預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　円 
3)一般会計貸付金返済　　　　　　　　1,000,000　円 
4)繰入金(平成30年度一般会計より)　　491,567　円 

合　　　　　計　　　　　　　　　　　　3,452,633　円 

支出の部 
1)一般会計貸付金　　　　　　　　　　　1,000,000　円 

合　　　　　計　　　　　　　　　　　1,000,000　円 

差引残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,452,633　円 
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監　査　報　告　書

旭川バレーボール協会

会長　加　藤　礼　一　様

平成31年4月2日

旭川バレーボール協会

監事稀を

監事佐藤保㊨

旭川バレーボール協会規約第5章第16条に基づき、監査を下記の通り実施いたしましたの

で報告いたします。

l.日　　　　時

2.場　　　　所

3.監査対象項目

4.監　査　事項

5.監　査　結　果

記

平成31年4月2日(火)

上川教育研修センター　　所長室

一般会計,特別会計

1)予算収支状況

2)出納簿、その他関係書類

3)預金通帳

予算の収支状況、出納簿、預金通帳外、慎重に監査した結果、

異常なく正確に処理されていたことを報告いたします。

以　上
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第1号議

平成3 1年度　旭川バレーボール協会運営の基本方針(案)

日本バレーボール協会はバレーボールが持つ特性の“つなぐをキーワードにバレーボールを通じて「自

分のからだとこころの“つながり’’」 「自分とひととの“つながり’’」 「ひととひととの“つながり’’」を大切

にするひとを育むよう、各種事業を展開しています。
“つなぐ　というのは、バレーボールの原点であり、旭川バレーボール協会においても、 “つながり’’を

大切にし、小学生からの底辺を拡大し、中高で育て、大学・クラブ・ママさん・生涯スポーツで受け皿とま

り、どの年代でも旭川ではバレーボールができる体制を作っていくためにも各パートの“つながり’’を深め

ていきます。

昨年度は、少年団では永小ウイングと神楽岡ボーイズ、中学校では旭川選抜の男子、高校は旭川実業女子、

クラブ6では旭青会男子、クラブ9で夢創塾と旭川クラブがそれぞれのカテゴリーで全道優勝を果たしてく

れました。

また、 ⅤリーグV3でヴォレアス北海道が優勝を飾ってくれました。今年度は、 V2へと昇格し更に旭川

バレーボールの活性化の起爆剤になってくれると期待しています。

2020年東京オリンピックでは旭川協会出身選手がコートで活躍することを願い強化・育成を目指します。

そのための土台として、各年代の旭川代表のチームが好成績を上げられるよう各チームのレベルアップを目

指して、小・中・高・大・クラス6 ・ 9などの連携および年齢や種目の垣根を越えた強化に取り組みます。

また、残念なことに未だ行き過ぎた指導による問題にバレーボールが筆頭に挙げられています。指導者は

じめ、関係者による社会的信頼を失墜するような言動・行動については厳に戒めていかなけれげなりません。

今年度も旭川協会といたしましては、役員改選後も前年度まで取り組んできた組織の強化と財政の健全化

を更に進め、引き続き強い旭川を目指し、新たを課題解決に取り組んでいきたいと考えております。

以上のような現状を踏まえ、次の諸点を基本方針として今年度の事業を展開していきます。

1.近隣7町・加盟7団体と連携を保ち、健全で安定した組織基盤の確立に努めます。

2.各委員会の基本方針・事業計画を軸に、一層の組織発展・飛躍に努めます。

3.バレーボールの復興は旭川からをスローガンに、小・中・高・クラブ・ママさんバレーボール連盟

ソフトバレー・ヴォレアス北海道を含めた連携を強化しバレーボール人口の拡大につなげます。

4.小・中・高一貫体制によるジュニア強化をすすめるため、人材発掘と指導者の育成を図り強い旭川を

目指します。

5.クラブ6 ・ 9 ・ママさん・ソフトバレーの組織協力を得て生涯スポーツとしてのバレーボールの拡大

を図ります。

6.年少者をバレーボールに興味を持たせるため、専門的指導者の発掘連携に努めます。

7.賃の高い審判養成と若手審判員の発掘育成に努めます。

8.マスメディアとの連携を図り、旭川のPRに努めます。

9.倫理規定を遵守し、体罰・暴力・暴言などの根絶に努めます。
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2019年度　総務委員会　事業計画

l.事業計画の骨子

(1)協会事業が円滑に運営されるよう各パート,各委員会との``っなめこり’’の強化に努める。

(2)MRSシステムを活用したJVAメンバー制度の周知に努める。

本制度を活用し、各パート、加盟団体と``っながり’’、チーム加盟登録並びに個人登録の

増加に努める。

(3)MRSシステムによるチーム・個人登録料の徴収方法の周知と旭川協会登録料徴収への

理解に努める。

2.業務計画

(1)登録チームの集約と増加に努める。

・一次登録締切り・ ・ ・4月22日(月)

(2)各種大会およびイベントの企画・運営

・協会主催大会…　‥パート毎

・クラブカップ6人制全道・全国大会・ ・ ・全道(6月2日)・全国(8月8-11日)

(3)予算に基づく適正な経理事務の執行

・協会主催大会執行状況報告… ・大会終了毎2週間以内

・一般会計,特別会計,委員会予算等監査・ ・ ・(中間監査、最終監査4月初旬)

・-般会計,特別会計決算報告…　…総会(4月)

(4)協会事業の円滑を運営を図るための各種会議の開催

・総　　　会…　…　…4月22日(月)

・常任理事会…　…　…年3回程度

(5)協会運営の理解と周知を図る。

(6)旭川バレーボール協会ホームページの運用。
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平成31年度　競技委員会　事業計画

1事業計副

1 、地区協会競技委員長会議・競技研修会(札幌市)
平成31年　4月　6日

2、各部競技委員研修会 必要に応じて実施、調整はメールで実施

3、旭川バレーボール協会HP更新
競技委員会のホームぺ-ジが閉鎖となりましたが、旭川バレーボール協会
ホームページに掲載しますので大会結果を報告してください。

asahikawa. vo=ey@即a廿comか715617飢okkaido-c. ed. jpまで

4、 2020年度旭川市総合体育館等調整会議(全国大会関係)　　2019年　6月

5、 2020年度旭川市総合体育館等調整会議(全道大会関係)　　2019年　9月

6、 2020年度旭川市総合体育館等調整会議(地区大会関係)　　2020年　2月

7、 2020年度用競技日程表作成　　　　　　　　　　　2020年　2月→3月

8、 2019年度競技記録作成　　　　　　　　　　　　　2020年1月一3月
asahikawa. vo=ey@即a=. comか715617@hokkaido-C. ed. jpまで

9、 201 9年度用大会実施大綱作成 2020年　3月

地区大会については別紙を参照ください

全国6人制バレーボールクラブカップ選手権大会　　　8月8
全国6人制バレーボールクラブカップ選手権大会北海道予選会
第3 9回全日本バレーボール小学生大会北北海道予選会　　　　6
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活動計画

その他

平成31年度　審判委員会活動計画

審判員の育成とスキルアップを図る
委員会の組織を再編し、継続的な活動を目指す
2019-20 V.LEAGUE Division2(V 2 )MEN開催に向けた体制を整える

全国クラブカップ男子大会に向けた準備を進める

4月7日

4月28日

6月2日

6月22日へ23日

6月29日

8月8日へ11日

8月

10月19日・20日

工l月←1月

平成31年度　北海道審判員伝達講習会派遣

6人制地区審判(日C級・道級公認審判員資格取得)講習会開催
講師　　小瀧　健二氏

北海道バレーボール協会審判委員会副主事
日高バレーボール協会審判委員会委員長
日本A級審判員

会場　　旭川実業高等学校

全日本6人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会北海道予選

全日本バレーボール小学生大会　北北海道予選会

全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会事前研修会

全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会

審判員の更新登録

日B級資格取得講習会(北海道大学リーグ)岩見沢開催

2019-20 V.しEAGUE Division2(V 2 )MEN開催支援

各地区大会への参加
前期全道大会　品田真太朗氏’(中学生選抜優勝大会) 、品田真大朝氏(高校総合体育:

大山　　彰氏(小学生南北海道予選会)
2019年度全国大会派遣(北海道協会)

大塚　健之氏(都道府県対抗中学大会)
川崎　尚子(高校総合体育大会)

北海道バレーボール協会主催各種講習会・研修会への参加
北海道バレーボール協会審判委員会B級スクール派遣
品田其太朗氏(旭川市立神居中学校教諭)

2O19-20 VLEAGUE Division2(V 2 )MEN開催に向けた研修会の実施

ワールドカップへの参加

9月21日~24日　北海きたえ-る(札幌市)で開催

品田真太朗氏、大塚　健之氏、川崎　尚子
クラブカップ全道・全国大会に向けた研修と準備
強化練習会への参加

2019年度　JVAMRSについては各自での登録をお願いします
公認審判員の方は、 2020年3月末までに審判活動報告書を各パート審判委員会委員
に提出してください

大山さん(小)、大塚さん(中)、寺田さん(高)、番線さん(9)、矢ノ目さん(6)
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平成31年度　強化委員会　事業計画

*平威3 1年度基本方針

1)旭川地区チームの強化を図り、旭川地区バレーボール競技レベルの向上を目指す。

2)　講習会、練習会を通し、強化体制の充実と指導者の更なる指導力向上を目指す。

3)　中3練習会の実施により、バレーボールを継続する選手を一層増やす。

4)指導普及委員会・小学校連盟中学校との連係をいっそうはかり、組織一丸とまった

取り組みの継続を目指す。

*活動計画

1)　強化講習会の実施(7月下旬、 2月上旬)

2)　中高一貫中3練習会(9月→12月)

年間10回程度を目標として、旭川市内の高校にて練習会を行う。
一昨年度までは女子のみの実施であったが、今年度も男女両方での実施。

3)　小中高連携ジュニア育成事業

指導普及委員会と連携し小学校連盟の協力を得て、ジュニア選手の育成・強化のた

めの事業を実施する。
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2019年度　指導普及委員会事業計画
・基本方針

(1)ジュニア選手の育成・強化をはかり、バレーボールの健全な普及に努める。

(2)中学生の個人登録制を継続施行し、ジュニア選手の底辺の拡大を図る。
(3)指導者講習会などにより若手指導者の養成と指導力の強化を図る。
(4)強化委員会・小学校連盟との連携をいっそう図り、組織一丸となった取り組みの継続。

☆中学校関係事業計画

1 )第3 9回北海道中学校Iヾレーポール選抜優勝大会
・男子(神楽,永山南)
・女子(永山南,広陵)

出場権獲得

2)中学生強化練習会実施
・男子全チーム、女子ベスト4,ベスト8

・地域ブロック(男子l、女子5)

. AしL KAMIKAWA大会

3)第1次ジュニアキャンプの実施
・男子,女子

4)チーム個人努力賞(九天賞)表彰
・ジュニアキャンプ参加チームごと1名を対象

5)旭川選抜チーム　第一次選考

6)旭川選抜チーム第一次候補選手練習会

2019年5月3-5日

芦別市総合体育館,
富良野市スポーツセンター他

各中学校体育館
6月中

9月中　各ブロックで

2019年9月・10月

2019年8月5日→6日

大雪アリーナ

2019年8月31日

2019年10月

2019年1 1月

各中学校体育館

7)第1. 5次ジュニアキャンプ　　　　　　　　　　2019年11月

(旭川選抜チーム第一次候補選手練習会と同日開催)各中学校体育館

8)旭川選抜チーム結団式　　　　　　　　　　　　　2019年1 2月

神楽中

9)旭川選抜チーム遠征　　　　　　　　　　　　　遠征(札幌他)を予定

10)第2次全道ジュニアキャンプに参加　　　　　　　2020年1月5日一11日

芦別市総合体育館

11)第29回北海道中学生バレーが功優秀選手選抜大会　2020年3月26日へ28日

芦別市総合体育館
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☆研修会関係事業

1)指導者研修会‥ ・ゾエア轟け時に開催予定
・中学校等指導者を対象にして
・指導者認定(道コーチ)講習会

2019年8月5日→6日

大雪アリーナ

2)指導者学習研修会・ ・ ・先輩指導者,専門家などに学ぶ　　随時
☆小学校関係事業

1)第3 9回全日本小学生ハ●レーポー肋ヒ北海道大会

2)第4 2回ミカサ北海道小学生Iヾレーボール伸一ギャガ
・男女とも参加の予定

3)第3 0回ふかがわカップ全道小学生大会

4)第2 5回むなかまど杯北海道小学生大会

5)第39回道新カップ道北大会

6)第1 7回北海道スポーツ少年団′、◆レーボール交流大会

7)第3 6回北海道小学生′ヾレーボール選抜優勝大会

2019年6月22日→23日

旭川市総合体育館

2019年7月29日へ8月2日

深川市総合体育館他

2019年9月14日→15日

深川市総合体育館

2019年9月28日へ29日

江別市民体育館

2019年11月2日→3日

深川市総合体育館

2019年11月16日→17日

深川市総合体育館

2020年1月11日→13日

野幌総合運動公園

☆小中高連携ジュニア育成事業

強化委員会と連携し小学校連盟の協力を得て、ジュニア選手の育成・強化のための事業を実施。

1) 2023北海道Ⅱ1TA強化プロジェクト　　　　　　　2019年6月→2020年3月

2023年インターハイのターゲットエイジ(小6,中1,中2)を対象に発育・発達段階に応

じ競技の特性に触れる機会を提供する。

2) WinterCamp in ASAHKAWA ・　　　　　　2O20年2月

中学校指導者による小学生への指導(第l次ジュニアキャンプの内容を中心に)
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平成31年度　生涯スポーツ委員会事業計画

1.基本方針

北海道のママさんバレーの趣旨・目的を踏まえ、 21世紀に即応した組織運営を推進する

ソフトバレーを通じて、地域社会への親善や健康・体力の向上を図り、メディアを利用して

さらに普及・発展を進める。

2.講習会・研修会の開催及び参加

<ママさん>

4/20・21　全国ママさん連盟北海道ブロック審判講習会(札幌)

6/30　　　　道北ブロック審判研修会(深川)

2020/2/9　　審判研修会(講師北海道連盟)

4月→3月　審判講習会(10回予定)

<ソフトバレーボール>

4/28　　　　全道審判伝達講習会

4月へ3月　審判講習会

4月→3月　普及講習会(35回以上)大成市民センター・総合体育館

3.会議・大会・その他

<ママさん>

7/22

10/3 ・4

2020/1/1 1

2/29

4月へ3月

〃

第36回道北ブロックシニア大会(滝川)

第19回道北ブロックことぶき交流会(上富良野)

新年会

2020年度理事会

常任理事会・部長会議、道連盟・道北ブロック会議への出席

12大会開催(道北・道東はまなす大会含む)

<ソフトバレーボール>

4月へ3月　理事会・道連盟会議等への出席

6/9　　　　第14回全道ブロックフェスティバル旭川大会

4月→3月　9大会開催
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平成3 1年度　VOREAS HOKKAIDO支援事業計画

目的
リーグV皿に出場したVOREAS HOKKAIDOが昨季に続き優勝しました。

本年よりリーグVⅡに昇格します。ホームゲーム、イベント、普及活動の支援を行う。

協力事業
VOREAS HOKKAIDO主催事業への協力

エキシビジョンマッチ支援-

イベント事業支援

Ⅴリーグ主催試合への役員派遣

準備委員会の開催
競技役員　審判員　総務役員の派遣

各事業前の準備委員会の開催

各大会前に準備委員会の開催、審判委員会、競技委員会の協力のもと研修会の実施
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201’9年度　各種大会実施大綱

旭川バレーボール協会

競　技　委　員　会

1.競技規則と競技方法

(1) (財)日本バレーボール協会競技規則により、トーナメント形式・3セットマッチ

を原則とするが、参加チーム数によりリーグ戦を行なうこともある。

(2)　各種大会のコート・ネット・ボールの規格は、北海道バレーボール協会の、各種

大会実施大綱のとおりとする。

2.参加資格

(1)　旭川バレーボール協会に加盟し北海道バレーボール協会に有効に登録された

チーム。原則として1加盟団体からの参加はlチームとする。

その他については、北海道バレーボール協会開催要項による。一般チームは、

旭川バレーボール協会に加盟し有効に登録されたチームとする。

(2)　一般の大会には、旭川バレーボール協会主催の大会のみ大学チームの参加を認

める。ただし、旭川バレーボール協会に有効に登録されたチームとする。

(3)　中学選抜大会は別に定める。

3.登録及び加盟

(l)総合大会を除く北海道バレーボール協会主催大会に参加するためには、大会申

し込み締切日までに、チーム及び個人が有効に登録されなけれげならか、。

但し、一般チームの旭川バレーボール協会への加盟(登録)は、参加しようとす

る競技会の代表者会議開始時までとする。事後の加盟(登録)は認めさい、。

(2)　登録料は、次のとおりとする。

個人登録料は、 MRS登録をする際に納入が義務付けられる。

複数カテゴリーに登録する際は差額分が上乗せと生る。詳細はMRSを参照のこと。

※ 1個人登録料はhttp:〃vamrs.jp/を通して登録後、日本協会に振込等にて直接納入

※2　ソフトバレーは、チーム登録が無いため個人登録料100円を旭川協会に納入する。

22



チーム登録料

実業団 �一般 (クラブ) �大　学 �高　専 �高　校 �中学校 �小学校 �ママさん 

道協会登録料 �17,000 �14,000 �12,000 �14,000 �12,000 �4,000 �1,000 �1,000 

道協会登録料は、平成30年度よりhttp://jvamrS.jp/を通して登録後、振込等にて直接納入 

旭川協会登録料 �10,000 �10,000 �10,000 �10,000 �11,000 �2,000 �2,000 �2,000 

旭川協会登録料は、各パート総務を通して旭川協会事務局へ納入 

合　計 �27,000 �24,000 �22,000 �24,000 �23,000 �6,000 �3,000 �3,000 

※3　MRSでのチーム登録の際、旭川バレーボール協会は北海道バレーボール協会

旭川支部という名称を用いる。

4.参加申込の方法

(1)全道大会への参加申込は、道協会大会大綱に基づき申し込み用紙等に必要事項

を記入し、申し込み締切1週間前迄に当協会総務委員会へ提出する。

(2)　当協会主催の各種大会の申込は、競技日程にある締切日までとする。

但し、小学校・高校・一般・ママさんは、原則として競技日程の締切日の代表者

会議開始時までとする。

5.大会参加料　　　　6, 000円

ただし、各パートで独自に行う親睦大会

例外を認める場合がある。

(競技振興を 目的とする)は、

6.組合せ方法　　小学校・中学校・高校・一般・ママさんは,代表者会議で抽選を行い決

定する。

7.大会開催通知方法

(1)各種大会の都度、開催案内を送付する。

(2)　競技日程の変更は、各チームに通知する。
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2019年度　一般会計予算書(案)
収入の部

費　　　　　　　　目 ��前年度実績 �予算額 �増・減 �備考(単位:千円) 
借入金 ��1,000,000 �l,200,000 �200,000 � 

特別会計 �1,000,000 �1,200,000 �200,000 � 

登録料(旭川協会) ��674,500 �674,500 �0 � 

クラブ �210,000 �210,000 �0 0 0 0 0 0 0 0 �10　×　21 

大学 �50,000 �50,000 ��10　×　　5 

高専 �20,000 �20.000 ��10　×　　2 

高校 �220,000 �220,000 ��11　×　　20 

中学校 �58,000 �58,000 ��2　×　　29 

小学校 �28,000 �28.000 ��2　×　14 

家庭婦人 �82,000 �82,000 ��2　×　41 

ソフトバレー �6.500 �6,500 ��0.1　×　　65 

参加料 ��2,652,000 �2.652,000 �0 � 

クラブ(6人制) �176,000 �176,000 �0 0 0 0 0 0 � 

クラブ(9人制) �324.000 �324.000 

高校 �820,000 �820.000 

中学校 �1,008,000 �1.008,000 

小学校 �252,000 �252,000 

ソフトバレー �72,000 �72,000 

規則書代金 ��129,600 �129,600 �0 �1,08　×　90 

6人制 �97.200 �97,200 �0 0 

9人制 �32,400 �32,400 ��1.08　〈　30 

協力金 ��30,000 �30,000 �0 � 

富良野協会 �15,000 �15,000 �0 0 � 

留萌協会 �15.000 �15,000 

雑収入 ��40,006 �30,000 �ー10,006 � 

預金利子 �6 �　0 30,000 �-6 � 

寄付金 �40,000 ��一10,000 

合　　　　　　　計 ��4,526,106 �4,716.100 �189.994 � 
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支出の部

費　　　　　　　　目 ��前年度実績 �予算額 �増・減 �備考(単位:千円) 
借入返済 ��1,000,000 �1,200,000 �200000 � 

特別会計 �1,000.000 �1,200,000 �200000 � 

納入金 ��75,000 �75,000 �0 � 

北海道協会 �45,000 �45,000 �0 0 0 � 

旭川市体育協会 �10,000 �10,000 

北海道バレーボールクラブ �20,000 �20,000 

規則書代金 ��129,600 �130,200 �600 � 

6人制 �97,200 �114,000 �16,800 �1.20　×　　95 

9人制 �32,400 �16,200 �-16,200 �1.08　×　15 

委員会費 ��530,000 �530,000 �0 � 

総務委員会費 �200,000 �200,000 �0 0 0 0 0 0 � 

競技委員会 �40,000 �40.000 

審判委員会 �70,000 �70,000 

指導普及委員会 �100,000 �100,000 

強化委員会 �100,000 �100,000 

生涯スポーツ委員会 �20.000 �20,000 

事業費 ��97,540 �332,000 �234,460 � 

HP運営費 �　0 35,992 �50,000 �50,000 � 

総会 ��50.000 �14,008 

協賛金 �10,800 �30,000 �19,200 

旅費 �49,560 0 0 0 1188 �100,000 �50,440 

ブザー作成費 ��50,000 �50,000 

通信費 ��20,000 �20,000 

消耗品費 ��30,000 �30,000 

振込手数料 ��2000 �812 

大会運営費 ��1,742,567 �1.771,000 �28,433 � 

消耗品費 �166,744 �180,000 �13,256 � 

印刷費 �30,803 �35,000 �4,197 

昼食費 �667,605 �670,000 �2,395 

会場費 �439,153 �440,000 �847 

会議費 �29,100 �30,000 �900 

通信費 �39,518 �40,000 �482 

審判謝礼 �365,000 �_370,000 �5,000 

振込手数料 �4.644 �6.000 �1,356 

助成費 ��416.872 �620,000 �203,128 � 

中速 �20,000 �20,000 �0 0 0 0 0 100,000 � 

中体連 �30,000 �30,000 

中学校連絡協議会 �20,000 �20,000 

旭川中学校選抜　′ �250,000 �250,000 

高体連 �20,000 �20,000 

ヴ才レアス支援 �30,000 �130,000 

表彰 �46,872 �150,000 �103,128 

予備費 ��42,960 �57,900 �14,940 � 

予備費 �42,960 �57,900 �14,940 � 

合　　　　　　　計 ��4.034.539 �4.716.100 �681.561 � 
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