
理事会・評議員会議案書

徳島県小学生バレーボール連盟

徳島県小学生バレーボール連盟

　  令和２年度

　午前　１０時～
  日時　令和２年３月２１日（土）

  場所  八万中央コミュニティセンター

＜新人大会等中止のお知らせ（３月１日）＞
３月２８日~３０日に開催を予定しておりました，令和元年度徳島県バレーボール小学生新

人大会につきまして，新型コロナウィルス感染症の感染が拡大していること，公立小中高等

学校が３月２日から春休みに入るまで臨時休業になったことを受け，子どもたちの健康被害

及び安全な大会運営への影響を考慮し，やむを得ず大会を中止することに決定いたしまし

た。

また，３月２１日開催予定の令和２年度評議員会・理事会（総会）につい

ても中止いたします。
ご理解のうえご了承いただきますようお願い申しあげます。



（６）その他

５．そ　の　他 

６．閉　　　会

次　　　第

１．開　　　 会

２．会 長 挨 拶

３．報 告 事 項

（２）委員会報告
①総務委員会
②競技委員会

（１）日本小学生バレーボール連盟評議員会

③審判規則委員会

（３）その他

４．議　　　 案

（１）令和元・２年度事業報告について

（５）令和２年度団登録について

④指導普及委員会

（２）令和元年度決算報告について

（３）令和２年度事業計画（案）について

（４）令和２年度予算（案）について



優　勝 準優勝

男　子 三庄 南部

女　子 津田 佐古

優　勝 準優勝

男　子 松茂 新町

女　子 津田 佐古

混　合 芝田 北島

⑤全国大会参加（８／６～９）川崎市ほか：男子＝松茂　女子＝津田　混合＝芝田

新町 ２組２位 佐古 １組３位 北島 １組３位

三庄 ３組２位 桑島 ２組１位

南部 １組２位 里浦 ３組４位

優　勝 準優勝

男　子 松茂 新町

女　子 津田 芝田

混　合 松茂 山川

（２）かんぽ生命ドリームカップ第３９回全日本バレーボール小学生大会徳島県大会

②場所　　サンフラワードーム北島，北島町民体育館，藍住町民体育館

（３）令和元年度　第３１回徳島県バレーボール小学生選手権大会

新野・明神

③参加チーム（男子６チーム，女子４２チーム，混合１５チーム）

①日時　　令和元年６月１６日（日）・２２日（土）・２３日（日）

④成績

混合

（４）令和元年度　徳島県バレーボール小学生新人大会（中止）
①日時　　令和２年３月２８日（土）・２９日（日）・３０日（月）

岩脇・新開

①日時　　令和元年８月２４日（土）・２５日（日）・２６日（月）

第３位

⑥四国大会参加（７／２０～２１）香川：高松市
女子

②場所　　小松島市立体育館，松茂町総合体育館

明神・新野

③参加チーム（男子６チーム，女子４５チーム）
④成績

椿・羽ノ浦

三庄・南部

第３位
④成績

橘・岩脇

①日時　　平成３１年３月２３日（土）・２４日（日）・２５日（月）

里浦・桑島

第 １ 号 議 案
議 案

平成３０・令和元年度事業報告について

第３位

（１）平成３０年度　徳島県バレーボール小学生新人大会

三庄・南部

男子

②場所　　小松島市立体育館，阿南市スポーツ総合センター
③参加チーム（男子６チーム，女子４２チーム，混合１５チーム）

②場所　　小松島市立体育館



　※全国大会予選最終日にラインジャッジ講習会を実施

（６）その他

①令和元年度　徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会
　ア．日時　　令和２年２月１１日（火）
　イ．場所　　藍住町民体育館・藍住西小学校
　ウ．参加チーム　　男子　６チーム　　女子２４チーム
　エ．成績

優　勝 １組 ２組 ３組
男　子 新町
女　子 北島 生比奈 藍住西

②令和元年度　徳島県小学生優秀選手表彰
　ア．表彰者　　男子４名，女子２５名
　イ．徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会開会式において表彰

　イ．場所　　東京

　イ．場所　　

②平成３１年度　審判規則伝達講習会（県小連主催）

④令和元年度　指導者講習会（県小連主催）

　ア．日時　　未開催

　ア．日時　　未開催

①平成３１年度　全国審判規則伝達講習会

　イ．場所　　

③令和元年度全国・四国大会出場チーム練習交歓会

　ア．日時　　未開催
　イ．場所　　

（５）講習会・練習交歓会

　ア．日時　　平成３１年　４月１３日（土）１４日（日）



△は減

科　目

繰越金

登録料

補助金

ボール払い下げ金(4個)・利子等

合　計

科　目

郵送費 97,014

事務費ﾌﾞﾛｯｸ 24,000

事務用品費 8,668

印刷費 0

通信費 0

会場費 384,940

役員費 20,000

食料費 130,786

用具費 88,320

表彰費 147,508

四小連関係 54,400

日小連関係 41,900

会議費 会議等 42,000

日小連分担金 30,660

四小連分担金 50,000

県協会登録費 360,000

予備費 4,000

引当金 四国大会運営引当金 40,000

合　計

以上

支出の部決算額 1,524,196 円

20,081 円差し引き （次年度へ繰り越し）

　上記について会計監査をした結果，関係諸帳簿は正しく記載されており，その内容も妥当であるこ
とを認めます。

収入の部決算額 1,544,277 円

40,000

内　　訳

1,544,277

0

△ 6,000

日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会配賦金(85,530)
△ 7,723

△ 29,318

比較増減額

全国大会運営費等

60,000

参加料

129,682

10,660

40,000 0

監　事　　石　田　　隆　志

24,1961,500,000 1,524,196

令和2年3月21日

監　事　　藤　本　　賢　一

440,660

10,000 4,000

200,000

96,300

480,000

令和元年度決算報告について

△ 8,000720,000 712,000

6,000×90団体

全国大会  （4,000× 64）

選手権大会（4,000× 63）

新人大会　（4,000× 51）

747 747 0

令和元年度会計決算書について［H31.3.1～R2.2.29]

前年度繰越金

第 ２ 号 議 案

91,530

比較増減額予　算　額 本年度決算額

１．収入の部

事業費

430,000

50,000 42,000

735,000

旅費

分担金

540,000

内　　訳

1,500,000

２．支出の部

予　算　額

159,000事務費

雑収入

44,277

99,253

200,000

本年度決算額

36,554771,554

△ 8,000

20,30076,000



※５月６日現在でわかっている事業計画について掲載

令和２年度事業計画（案）について

⑤全国・四国大会出場チームラインジャッジ講習会

　イ．場所　　未定

　イ．場所　　未定

③全国大会参加：男子（8/4～7）岩手県奥州市総合体育館・北上市総合体育館（延期）
　全国大会参加：女子（8/9～12）福島県あずま総合体育館・国体記念体育館（延期）
　全国大会参加：混合（8/9～12）宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ・カメイアリーナ（延期）
④四国大会参加：男・女２位・３位，混合推薦（7/25･26）松山市（中止または延期）

第 ３ 号 議 案

（１）第４０回記念全日本バレーボール小学生大会徳島県大会（延期）

　ア．日時　　令和２年　４～６月中に開催予定

①令和２年度　徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会

②令和２年度　徳島県小学生優秀選手表彰
　ア．日時　　令和３年　２月１１日（木）

　ア．日時　　令和３年　２月１１日（木）

①日時　　令和２年６月２１日（日）・２７日（土）・２８日（日）

　ア．日時　　令和２年　４月１９日（日）
　イ．場所　　東京

　イ．場所　　未定

　が徳島県スポーツ少年団に推薦する。

（３）令和２年度　徳島県バレーボール小学生新人大会
①日時　　令和３年３月２７日（土）・２８日（日）・２９日（月）

②場所　　サンフラワードーム北島ほか

（６）その他

②令和２年度　審判規則講習会（県小連主催）

　ア．日時　　令和２年　４月１２日（日）

　ア．日時　　全国大会予選最終日実施予定

　イ．場所　　四国大学

　イ．場所　　未定

③令和２年度　指導者講習会（県小連主催）

④令和２年度　審判規則伝達講習会（徳島県バレーボール協会主催）

①令和２年度　全国審判委員長会議

　ル小学生大会徳島県大会」の組み合せ抽選会で，日本バレーボール協会競
　技規則に則りシードする。

②場所　　小松島市立体育館ほか

　ボール交流大会」の候補チームとして，徳島県小学生バレーボール連盟

②場所　　小松島市立体育館
③男子１・２位及び女子ベスト８のチームを「第４１回全日本バレーボー

　ア．日時　　未定

（２）令和２年度　第３２回徳島県バレーボール小学生選手権大会

（４）講習会等

③大会の結果により，優秀チームを「第１８回全国スポーツ少年団バレー

①日時　　令和２年８月２９日（土）・３０日（日）・３１日（月）



△は減

科　目

繰越金

登録料

補助金

雑収入

合　計

科　目

郵送費 87,000

事務費ﾌﾞﾛｯｸ 24,000

事務用品費 35,000

会場費 359,000

役員費 30,000

食料費 90,000

用具費 120,000

表彰費 140,000

四小連関係 60,000

日小連関係 50,000

会議費 会議等 55,000

日小連分担金 60,000

四小連分担金 50,000

県協会登録費 360,000

予備費 雑費 10,000

引当金 四国大会 20,000

合　計

参加料

69,919 91,530 △ 21,611 配賦金・ボール払い下げ金・利子等

200,000 全国大会予選運営費等

720,000

200,000

712,000 8,000

前年度決算額

第 ４ 号 議 案

0 6000×90団体

選手権大会（4,000×60）

新人大会　（4,000×60）

全国大会  （4,000×60）

25,804

内　　訳

16,318129,682

△ 20,000

13,000

110,000 96,300

　但し，必要に応じて科目間の流用を認める。

1,550,000 1,524,196

10,000

470,000

比較増減額

771,554

4,000 6,000

13,700

事業費 739,000

１．収入の部

予　算　額

令和２年度予算（案）について

事務費 146,000

42,000

40,00020,000

55,000

予　算　額

旅　費

分担金

△ 32,554

29,340440,660

前年度決算額

5,723

0

２．支出の部

1,550,000 1,544,277

74720,081 19,334

540,000 540,000

比較増減額 内　　訳

令和２年度予算書について［R2.3.1～R3.2.28]



　１　ＪＶＡ（日本バレーボール協会）への登録

      ３月初旬以降にパソコンや携帯電話など，インターネットが使える環境で

　　　（https://jvamrs.jp）にアクセスし，チームを登録する。

       「個人登録料の金額（小学生は500円，指導者は2，000円）」と，「支払い方法

　　　（小連はチーム一括払）」を周知し，登録を促してください。　　

※ ネット手続きが終了していても，登録料が納入されていなければ登録されない。

登録してきた選手を「自分のチームのマイページ」で承認してください。

※

また，全国大会予選の１ヵ月前までには追加登録をお願いします。

※

　２　徳島県バレーボール協会への登録

　　　　　①徳島県バレーボール協会加盟チーム登録届に必要事項を記入する。

　　　　　【記入の諸注意】　      

　　　　　・「種別」→　「小学生」

　　　　　・「加盟登録番号」・「登録年月日」は記入しない。

　　　　　・チーム名はできるだけ簡略化する。

             例　「徳島ジュニアバレーボールクラブ」　→　「徳島ＪＶＣ」

　　　　　・「チーム所在地」・「担当者連絡先・住所・氏名」は，何丁目・番地まで詳しく書く。

　　　　　・「有資格者」には，「日本小学生バレーボール連盟指導者講習会」の資格は含まれない

　　　　　　ので記入しない。

　　　　　・選手の「氏名・学年・身長・学校名」を記入する。

　　　　　②登録料「６，０００円」を郵便振替で納め，払込票のコピーを申込み時に添付すること。

　　　　　③「４月２０日」までに登録完了すること。（各ブロック担当者へ送付する）

※

チームにより，「ＪＶＡに登録した代表者」と「県協会に登録した代表者」が異なる場合が
ございます。各種通知や大会要項等は「県協会に登録した代表者に送付」いたしますので，代
表者を変更される場合は，各ブロック担当者または事務局までご連絡ください。

ＪＶＡ（日本バレーボール協会）への登録には特に締め切りはありませんが，事務の都合上
「県協会への登録（４月２０日ごろ）」とあわせてください。

平成３１年度から，全国大会予選，選手権大会，新人大会も混合チームの大会を開催しま
すので，登録する全チームは登録料を納めることになります。

令和２年度の登録について

第 ５ 号 議 案



第１章　名　　　　称

  第１条　本連盟は，徳島県小学生バレーボール連盟と称する。

第２章  目　　　　的

  第２条　本連盟は，徳島県内における小学生バレーボール団体を統轄し，小学生バレーボールの普及

          発展を図り，もって小学生の心身の健全な発達に寄与し，その育成に努めることを目的とする。

第３章　事　　　　業

  第３条　本連盟は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　　　　　１．小学生バレーボール競技大会の開催

　　　    ２．小学生を対象とするバレーボール教室の開催

          ３．小学生バレーボールに関する指導者の育成と指導者講習会・研修会の開催

          ４．小学生バレーボールに関する競技規則および施設用具の調査研究

          ５．その他，本連盟の目的を達成するために必要な事業

第４章  組　　　　織

  第４条  本連盟は，前条の目的に賛同する徳島県内の小学生バレーボールチーム及び個人をもって組

　        織する。

第５章  役　　　　員

　第５条　本連盟には，次の役員を置く。　

        会　長　　１名      副会長　  若干名　　　評議員　　

        理事長　　１名      副理事長  若干名      常務理事

        理　事        　　　監　事    ２名  　　他に顧問，参与を置くことができる。

  第６条　 役員の任期はすべて２年とし，留任は妨げない。　

  第７条　 会長及び副会長は，評議員会において選出する。

  第８条   会長は本連盟の業務を統括し，連盟を代表する。

  第９条 　副会長は会長を補佐し，会長に事故があるとき，その職務を代行する。

  第10条 　顧問，参与は評議員会において推挙し，会長がこれを委嘱する。

  第11条 　理事長，副理事長は常務理事会において選出し，会長がこれを委嘱する。

  第12条　 理事長は会務を掌理し，常務理事会・理事会の決するところに従い，会務を執行する。

  第13条   副理事長は，理事長に事故のあるとき，その職務を代行する。

  第14条   常務理事は，理事の互選によって選ばれた正副委員長とし，会長がこれを委嘱する。

  第15条　 常務理事会は，会長・副会長及び常務理事をもって組織し事務を処理執行する。

  第16条   理事は評議員会において選出し，会長がこれを委嘱する。本部理事は，各委員会の委員長が

　　　　　 推薦し，常務理事会において承認する。各部とも３名を上限とし，任期中の交替を認める。

  第17条   監事は評議員会において推挙し，会長がこれを委嘱する。

  第18条　 監事は会計を監査する。

  第19条   評議員は本連盟に加盟する団体より１名および個人から選出する。

第６章  会　　　　議

  第20条　 評議員会は，毎年１回会長が召集して議長となり，予算，決算，役員の選出，規約の改正，

　         およびその他重要事項を協議決定する。

  第21条 　理事会は，会長・副会長および理事をもって組織し，評議員会の決定するところに基づき，

　　　　　 一般会務を執行する。

  第22条 　常務理事会は，理事長が召集してその議長となる。　

  第23条   すべての役員会における議事は，出席役員の過半数の議決をもって定める。  

第７章　委員会

  第24条　本会には，理事会の定めるところにより必要な委員会を設けることができる。  

  第25条　委員会に関する規定は，理事会において別にこれを定める。

第８章　経　　　　理

  第26条 　本連盟の経費は，登録料・競技参加料及び補助金・その他の収入をもってあてる。

　　　　　 

  第27条　 本連盟の会計年度は，毎年３月１日に始まり，２月末日に終わる。

第９章　雑　　　　則

  第28条 　本連盟は徳島県バレーボール協会ならびに日本小学生バレーボール連盟の加盟団体とする。

  第29条 　本連盟の規約は昭和５４年６月３０日より施行する。

        　  昭和５８年４月１０日　一部改訂

            昭和５９年３月２０日　一部改訂

            平成１９年３月１８日　一部改訂

            平成２３年３月２０日　一部改訂

１　徳島県小学生バレーボール連盟規約



                  第１章　総　　　　則　

  第１条　この規定は，徳島県小学生バレーボール連盟規約第24・25条の規定に基づき設置された各委　　　　　　

　　　　　員会に関することを定める。

                  

  第２条　第１条の各委員会として，次の委員会を設置する。

　　　　　　１　総務委員会　　　　２　指導普及委員会　　　　　３競技委員会

　　　　　　４　審判規則委員会

                  第２章  所管事項

　第３条　この委員会は，理事会又は常務理事会の委嘱を受けて次の事項について審議し，これを処理

　　　　　する。

　第４条　総務委員会は，庶務，経理等に関する事項や処理にあたる。

  第５条  指導普及委員会は，指導普及，調査研究，表彰等に関する事項や処理にあたる。

　第６条　競技委員会は，競技会の開催，競技者の登録等に関する事項や処理にあたる。

  第７条　審判規則委員会は，審判員の養成，競技規則の研究と審判員の派遣に関する事項や処理にあ

　　　　　たる。

 

                  第３章　委員及び役員

　第８条　各委員会の委員は，理事の内から会長が委嘱する。

　第９条  各委員会には，委員長，副委員長各２名を置く。委員長，副委員長は理事の内から会長が委

　　　　　嘱する。

  第10条  委員長は，委員会を代表し委員会の会務を掌理する。

　第11条  副委員長は，委員長が事故のあるとき，その職務を代行する。

                  第４章  任　　　　期    

  第12条  委員及び役員の任期は，２ヶ年とする。但し，再任を妨げない。

                  第５章  委員会

  第13条　委員会は，委員長が招集して，その議長となる。

　第14条　委員会の議事は，出席委員の過半数で決定し，可否同数の時は，議長がこれを決定する。

　　　 　　

　第15条　緊急を要するための委員会に付議することが困難なときは，委員長がこれを決定することが

　 　　　 できる。但し，次の委員会に報告して承認を受けなければならない。

　 　　　 

　第16条  会長，副会長，理事長，副理事長，各委員長は，各委員会に出席して意見を述べることがで

　 　　　 きる。

　　　　　　　　　　第６章  本規定の変更

  第17 条 この規定は，理事会の議決を受け変更することができる。

　　　　　　昭和５８年　４月１０日より施行する。

　　　　　　平成　６年　３月１９日　一部改訂

            平成１７年　５月　７日　一部改訂

　　　　　　平成１９年　３月１８日　一部改訂

２　徳島県小学生バレーボール連盟委員会規定



  第１条　徳島県小学生バレーボール連盟（以下連盟という）並びに徳島県バレーボール協会が主催または

          共催する大会に出場しようというチームは，この規定により連盟に有効に登録された団体及びそ

          の構成員でなければならない。

                  

  第２条　連盟の加盟団体は，本規定の定めるところにより，その団体および構成員が公益財団法人日本バ

          レーボール協会ならびに連盟に登録された団体（以下「登録団体」という）でなければならない。

          １　加盟登録しようとする団体は，ＪＶＡ－ＭＲＳでチーム登録を済ませるとともに，連盟所定

              の書式に必要事項を記載し申請するものとし，両方の登録をもって登録完了とする。

                    ①  登録料の支払いが完了し，連盟が確認し承認したことをもって登録完了となる。

          ２　原則として毎年４月末日までに連盟に登録申請することとし，その有効期間は，毎年４月１

　　　　      日から翌年３月末日までとする。

          ３　公益財団法人日本小学生バレーボール連盟（以下「日小連」という）加盟団体登録および個

              人登録規定に準じて連盟登録を行うが，原則として連盟の定める規定が優先するものとする。

　第３条　競技会参加は，登録団体でなければならない。１登録団体より複数チーム出場することができる。

　第４条  団体の登録構成員の資格は，次によるものとする。

　　　　　　１　徳島県内に所在する小学生バレーボール競技団体に属する者。

　　　　　　２　社会体育としての子供会活動，スポーツ少年団，スポーツ教室等でバレーボールを種目と

                している団体に属する者。

            ３　学校のクラブ活動，または学校でバレーボールを行っている団体に属する者。

　　　　　　４　その他いかなる母体形態を問わず，小学生を対象として編成されたバレーボール競技団体

                に属する者。

            ５　適切な世話人もしくは指導者を有し，継続的に活動を続ける団体に属する者。

            ６　同一都道府県の国・公・私立小学校に在籍し，あるいは在住している者で，４月１日現在

                １２才未満の者。

　　　　　　７　日小連または連盟の主催または主管する競技会への参加において、ベンチに入る役員はす

                べて、ＪＶＡ－ＭＲＳで個人登録を完了した者であること。

  第５条  小学生として登録する登録構成員の登録は１人１団体を原則とする。

  第６条　登録団体は，その登録構成員に追加あるいは取り消しがある場合には遅滞なく届け出て確認を求

          めなければならない。但し，原則として同一年度内における登録構成員の他登録団体への変更は

          認めない。事情により同一年度内の他団体への登録を求める場合は，連盟に申し出ること。

        １　毎年５月１日以降に申請された登録及び登録構成員の追加の届け出は，当該大会参加申し込み

            までに完了した場合効力を発生するものとする。

  第７条　登録に虚偽の申請をし，その他本規定に反したときは，合法的であってもアマチュアスポーツマ

          ンシップ精神に反すると連盟が認めたときは，登録団体または登録構成員に対し，登録を拒み，

　　　　　または取り消しあるいは一定期間，競技会の参加並びに出場を停止することがある。

 

　第８条　大会参加並びに出場については，本規定のほか，各大会参加要項を併用して適用する。

　　　　附　　則　　本登録規定は，昭和５４年　６月３０日より施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和５８年　４月１０日　一部改訂

                                  平成１８年　３月１９日　一部改訂

                                  平成２３年　３月２０日　一部改訂

                                  平成２５年　３月１６日　一部改訂

                                  平成２７年　３月２２日　一部改訂

                                  平成２８年　３月２０日　一部改訂

                                  平成２９年　３月１８日　一部改訂

                                  平成３１年　３月１６日　一部改訂

３　徳島県小学生バレーボール連盟加盟団体登録および個人登録規定


