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会 議 次 第 

会長あいさつ  会長 嶺井政安 

 

1 議案 

（１） 

（２） 

（３） 

 

 

２ 報告事項 

（１）決算報告までの流れ 

（２）パンサーズ沖縄 HG 

（３）ホームページ全面リニューアルについて 

（４）德洲会カップについて 

 

３ 連絡事項 

 

 

 

４ 情報交換 

 

 

 

５．その他 

（１）第 5回 常任理事会         ９ 月 １９ 日（木） 

   第 6回 常任理事会           月      日（ ） 

 

（２）第 5回 ヴィンテージ実行委員会   ９月  １９日（木） 

   第 6回 ヴィンテージ実行委員会      月    日（ ）  

 

出席者（21名） 

嶺井政安（ ）新垣淳二（ ）大兼康弘（ ）上里厚（ ）新城 武（ ） 

川田 学（ ）平山常仁（ ）大城 正（ ）宇地原光（ ）東風平和成（ ）

奥住竜馬（ ）平良正和（ ）池田 武（ ）照屋 司（ ）平川美知枝（ ）

花城 賢（ ）與儀実誠（ ）松田 勇（ ）田里 学（ ） 

濱川 平（ ） 事務局長 比嘉健一（ ） 
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県バレーボール協会 

総務委員会 

 

県バレーボール協会会計決算について 

 

１． 各加盟団体の決算について 

（１）今年度の決算に関する日程 

６月１２日 第２回常任理事会 

６月１９日 監査  

６月２０日 三役委員長会 

６月２１日 再度、監査へ確認 

６月２２日 第１回理事会 

（２）課題 

   第 2 回常任理事会(6 月初旬)までに監査が終えていない。 

   会計は各加盟団体や委員会からの報告が遅いと決算案がまとまらない。 

※第２回 常任理事会（議事録） 

日時：令和元年６月１２日（水）19:00 

場所：沖縄市コザしんきんスタジアム 

 

 

 

 

 

 

 

２．課題解決に向けて 

対応策 各加盟団体にも協力してもらい、決算に関する仕事は以下の日程を目標

に取り組みたい。 

３月までに各加盟団体及び各委員会の決算を終える 

４月末までに会計へ報告 

５月３週目までに監査を終了したい。 

５月末までに三役委員長会議 

６月 1週目～２週目 常任理事会 

３．予算の流れを理解・把握   総務委員長へ 

４．指導普及強化委員会の予算会計について 

今後協議を行い検討したい。 

  県協会一般会計、県体育協会（国体強化費、企画提案型）、保健体育課 
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沖縄HG大会組織表

役割 担当部門 担当者 役割 担当部門 担当者 役割 担当部門 担当者 役割 担当部門 担当者

大会会長 VB県協会 翁長 大会会長 VB県協会 総務委員長 VB県協会 入場券委員長 バーチャスクリエイト

大会副会長 VB県協会 嶺井 競技関係 VB県協会 VB県協会受付 VB県協会 当日券販売 バーチャスクリエイト

開催責任者 パナ企業SC 南部 VB県協会経理 VB県協会 チーム受付 バーチャスクリエイト

開催副責任者 VB県協会 川田 医事 VB県協会

大会実行委員長 VB県協会 川田 役割 担当部門 担当者

大会実行副委員長 VB県協会 審判委員長 VB県協会 役割 担当部門 担当者

ゲームコーディネイター バーチャスクリエイト 河村 スクアラー VB県協会 役割 担当部門 担当者 イベント委員長 パナ企業SC

競技責任者 VB県協会 Aスコラー VB県協会 広報委員長 VB県協会 イベント係 バーチャスクリエイト

競技副責任者 VB県協会 審判補助 VB県協会 記者会見司会・責任者 VB県協会 コートDJ VB県協会

JVIMSテクニカルSV VB県協会 ラインジャッジ VB県協会 チーム誘導係3名 VB県協会 音響・照明 ステージングオキナワ

総務責任者 VB県協会 点示 VB県協会 戦評 VB県協会 コートアナウンサー VB県協会

会場責任者 VB県協会 ボールレトリバー VB県協会
キッズエスコート

(募集・受入)
VB県協会

イベント責任者 パナ企業SC 山本/松岡 クィックモッパー VB県協会 キッズエスコート誘導 バーチャスクリエイト

入場券責任者 バーチャスクリエイト 役割 担当部門 担当者 コンシェルズ バーチャスクリエイト

大会事務局 パナ企業SC 山本 会場・警備委員長 パナ企業SC 屋外ブース VB県協会/バーチャスクリエイト

〃 〃 上村 役割 担当部門 担当者 会場係 VB県協会/沖縄オクト 消防等届出関係 VB県協会

テクニカルSV VB県協会 駐車場 VB県協会/沖縄オクト

判定員 VB県協会 場内検察 VB県協会/沖縄オクト

役割 担当部門 担当者 オペレーター VB県協会 入口もぎり VB県協会/沖縄オクト

JURY Vリーグ バックアップ VB県協会

Vレフリー Vリーグ サイド判定 VB県協会

ブロック判定 VB県協会

大会実行委員会 競技

審判

派遣役員

JVIMS

総務・経理・医事

広報

会場・警備

入場券

イベント
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2019.08.19 

総務委員会 

県協会 HP 全面改修リニューアル制作費について 

（１）機能実装内容 

 ・サイトデザイン一新 

 ・スマホ、タブレット等携帯端末対応 

 ・サイトトップ画像変更機能 

 ・加盟団体ページ画像変更機能 

 ・ＳＮＳリンクアイコン実装 

 ・スポンサーリンクバナーブロック実装 

 ・リンクバナーブロック実装（Ｖリーグ等） 

 

イメージ画像 

サイトトップ画像変更 

 

スポンサーリンクバナーブロック実装 

 

（２）制作見積もり額 約１３万  

（３）契約内容  

HP制作会社から下記の条件を記載して無料とさせて頂く提案がありました。 

 

① 甲の責に帰すべき事由によりサイト公開が遅延した場合、事由の如何に関わら 
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ずサイト管理料を乙に支払う。  

② 初期費用・制作料についてはサイトに１年間ネット広告掲載を行うため無料と 

する。  

③ 管理料については一括払いとする。（ 口座振込手数料は甲の負担とする）  

60,000 円／年（税抜き。消費税を含めて契約月の前月末日までの支払い）  

基本料金（5,000 円）  

オプション料金   

サブページ（１団体あたり月額 500 円）基本料金に加算。  

※当面の間、指導普及委員会ページのみ徴収対象とする。 

 

（４）広告掲載のメリットとデメリット 

メリット：広告掲載費が見込める。※実証実験後となります。 

また、どのくらいになるかは不明であり、その確認のための実証実験となります。 

デメリット： サイト内容とはあまり関係のない情報が表示されること。 

HP の広告掲載（例） 
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平成31年8月14日

　沖縄県バレーボール協会

　会　長

　　　    　  申請者

　　　　　  　団体名 　中部徳洲会病院

　　　　  　　代表者名 　院　長　伊 波　潔

　中部徳洲会病院バレーボール部

　監　督　新 城　剛

　　　　　  　所在地 　北中城村ｱﾜｾ土地区画整理

　事業地内2街区1番

本件担当者

中部徳洲会バレーボール部

監　督　新 城　剛

090-3192-6210

 別紙様式により申請しますのでご特段のご配慮をお願いします。

 図るとともに、多くの青少年に観戦の機会を提供することにより、9人制バレーボールの楽しさを

 味わう中から、バレーボール競技の普及に資するため、徳洲会主催の９人制バレーボール

 大会（強化練習試合）を開催します。

　つきましては、大会の趣旨をご理解いただき、行事の共同開催をお引き受け下さいますよう、

嶺 井 政 安　殿

行事共同主催について（依頼）

　時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　平素は、本院にご理解・ご支援を賜り厚く感謝申し上げます。

　さて、わが国9人制バレーボールのトップチームを招聘し、交流試合を通して競技力の向上を

C:\Users\KenPC2018\OneDrive - 沖縄県立総合教育センター\沖縄県バレーボール協会(常任理事会)\R元年度県バレー
協会関係\01_常任理事会\R元年度常任理事会\第4回常任理事会(20190821)\04令和元年徳洲会主催ﾟ9人制（ﾊﾞﾚｰ協会依
頼）.xls 6



平成31年8月14日

 沖縄県バレーボール協会

会　長 嶺 井 政 安　殿

申請者

団体名 中部徳洲会病院

代表者名 院長　伊 波　潔

中部徳洲会病院バレーボール部

監督　新 城　剛

所在地 北中城村ｱﾜｾ土地区画整理

事業地内2街区1番

主 催 沖縄県バレーボール協会

中部徳洲会病院

主　管 沖縄県実業団バレーボール連盟

後 援 沖縄市　沖縄市教育委員会　沖縄市体育協会

沖縄市バレーボール協会　　沖縄ヤクルト(株)　  

大塚ウエルネスベンディング(株) 

沖縄コカ・コーラボトリング（株）　

       

９人制バレーボールトップチームを招聘

　4　参加者及び参加方式 ・住友電工（大阪府）・住友電工伊丹（兵庫県）

 　　参加者の範囲 ・ＪＦＥ西日本（広島県)・中部徳洲会病院 

 　　参加者の数 ・沖縄県内チーム

参加予定人数：約１００名

開催期間 ： 令和元年９月１４日（土）・１５日（日）

会　　場 ： 沖縄市体育館

　3　主催者・共催者及び後援者

　5　日　程　（期間・場所）

　6　経費の区分 中部徳洲会病院が負担する。

　7　その他の必要事項 　開催要項等へ名義を使用する。

　2　行事の趣旨・内容

　わが国9人制バレーボールのトップチームを招聘し、交流試
合を通して競技力の向上を図る。

　また、多くの青少年に観戦を提供することにより、９人制
バレーボールの楽しさを味わう中から、バレーボール競技の
普及に資する。

行事共同主催について（依頼）

　次のとおり行事を開催するについて、沖縄県バレーボール協会の共同主催の承認を得たいので
申請します。

　１　行　事　名 徳洲会主催９人制バレーボール大会（強化練習試合）

C:\Users\KenPC2018\OneDrive - 沖縄県立総合教育センター\沖縄県バレーボール協会(常任理事会)\R元年度県バレー
協会関係\01_常任理事会\R元年度常任理事会\第4回常任理事会(20190821)\04令和元年徳洲会主催ﾟ9人制（ﾊﾞﾚｰ協会依
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　　　　　主催　沖縄県バレーボール協会　・中部徳洲会病院
　　　　　主管　沖縄県実業団バレーボール連盟
　　　　　後援　沖縄市 ・ 沖縄市教育委員会
　　　　　 　沖縄市体育協会・沖縄市バレーボール協会

  沖縄コカ・コーラボトリング㈱・沖縄ヤクルト㈱　
　大塚ウエルネスベンディング㈱
　

■ 開催期間 ： 令和１年９月１４日(土)～９月１５日(日）　２日間

■ 会　　場 ： 沖縄県沖縄市体育館
〒904-0032　　沖縄県沖縄市諸見里2-1-1　コザ運動公園内　TEL　098-932-0777

■ 競技規則 ： 令和１年度公益財団法人日本バレーボール協会９人制競技規則による。

■ 競技方法 ： 参加チームによる総当たり戦を行う。※全試合３セットマッチとする。

■大会使用球 ： ミカサ製カラーボール

■チーム構成 ： １チームは監督・コーチ・マネージャー・部長・トレーナー各１名、選手２０名、計２５名以内
 とする。但し、試合毎に選手１５名をエントリーすること。

■参　加　料 ： 10,000円

■代表者会議 ： 令和１年９月１４日（土）　8：45～会議室にて（沖縄市体育館内）

■開　会　式 ： 令和１年９月１４日（土）　9：15　（沖縄市体育館）

■試合開始時間 ： 令和１年９月１４日（土）　10：00
： 令和１年９月１５日（日） 　9：30

■閉　会　式 ： 令和１年９月１５日（日） 全試合終了後　14：30頃 ※必ず参加すること。

■その他 ： （1）部長・監督・コーチ・マネージャー・トレーナーは規定のマークを左胸部につけること。
（2）試合は統一されたユニホームを着用すること。
（3）大会参加者は事前に健康診断を受けること。
　 選手の健康管理については、チーム及び個人の責任としてこれを受け止め、
   充分留意すること。
 　なお、大会期間中の負傷については救急対応とし、それ以後の責任は負わない。

■懇　親　会 ： 令和１年９月１４日（土）　18時頃予定　後日連絡します　　（各チーム２～３名で参加。）
　

大会の問合せ先

〒901-2393　沖縄県北中城村アワセ土地区画整理事業地内２街区１番
      中部徳洲会病院（健康管理センター）　新城　剛

TEL　 098-932-7555 FAX　 098-933-7559
携帯　 090-3192-6210

E-mall　 t.shinjo@cyutoku.or.jp

 　 徳洲会主催９人制バレーボール大会

開催要項

(強化練習試合）
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県バレーボール協会   

8.9 月の行事予定 

8/3～5  第 38 回県中学校一年生大会メイン未定・那覇地区中学校 

8/4 全九州 9 人制ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰ選手権大会県予選 宜野座村 

8/11.12 第 25 回県高校一年生大会東風平町民・他 

8/11 JOC 結団式 南星中学校 

8/12 三役委員長会議 東風平運動公園体育館 

8/16～18 第 39 回九州ブロックスポーツ少年団交流大会 豊見城市体育館 

8/17.18 おきぎんカトレアカップ第 45 回九州ママさん優勝大会県予選   那覇市民体育館 

8/18 九州山口・アザレアカップ県予選大会 与那原町観光文化センター 

8/18 九州ブロック大会選手結団式 中部商業高校 

8/19 審判委員会 

8/19 第２回総務委員会 

8/20 パンサーズ沖縄 HG 実行委員会 沖縄市体育館 会議室 

8/21 第 4 回常任理事会、第 4 回ヴィンテージ実行委員会  

8/24.25 九州ブロック大会(佐賀県) 

9/1 第 89 回県実業団リーグＢクラス 本部町民・他 

9/8 第 89 回県実業団リーグＡクラス 浦添市民・他 

9/7.8 第 9 回全国ママさん冬季大会県予選会 宜野座村 

9/14.15 徳洲会カップ 沖縄市 

9/19 第 5 回常任理事会第 5 回ヴィンテージ実行委員会 

9/22 全日本総合 9 人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権沖縄県予選西崎総合体育館 

9/28 令和元年度 指導普及強化推進協議会  

9/29 第 95 回沖縄県ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会   豊見城市民体育館 

9/29 第 5 回沖縄県ママさんことぶき・おふく交流大会中頭連盟内小学校 
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