
平成２７年 １月２４日 

沖縄県バレーボール協会 

                       指 導 普 及 強 化 委 員 会 

 

第５回指導普及強化委員会（議事録） 

指導普及強化委員 

西銘 進、宇地原 光、平山常仁、新城 武、高原景久、上地美加、城間 修、 

我那覇宗芳、首里良和、仲宗根武則、東風平和成、池田 武、金城 力 

日 程：平成２７年 １月２４日（土） 

時 間：１７：００ 

会 場：りゅうぎん健保会館 

議 題 

会議は開始が遅れたので主に３．今年度のまとめと４．来年度の取り組みについて話し合

いを行いました。 

１．強化班の取り組みと２．指導普及班については時間がなかったので確認ができません

でした。１．２について報告事項は各委員確認をお願い致します。検討事項については次

回の指導普及強化委員会にて検討します。 

強化班の取り組み 

１．強化班の取り組み 

（１）高校一般合同練習 

①案 3 月 22 日（日）②案 3 月 29 日（日） 場所美里工業高校 

     現在は 3 月 22 日で調整しています。 

（２）企画型提案の活動報告 

   少年男子、成年男子 

   報告事項・・・各委員確認お願いします。 

（３）少年男女、成年女子の監督について 

   次回の第６回指導普及強化委員会にて検討します。 

（４）男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙジュニア育成クリニックの報告 ・・・別紙Ｐ１ 

   報告事項・・・各委員確認お願いします。 

（５）小学校・中学校の合同練習会について  ・・・別紙Ｐ３ 

※第 4 回指導普及強化委員会での議題から 

小学校→九州大会・全国大会の出場チームで強化練習会を行っている。 

   そこへ中学校のチームが何らかの形で参加できないか？ 

   小中の連携について趣旨は理解できる。8 月実施だと中学校のチーム状況（学年、 

時期）に課題がある。 

具体的な方法については小学校（小連）、中学校(中体連)で検討して。また、小 

学校強化担当と中学校の強化担当でも連絡を取り合って協議し、その情報を西 



銘委員長並びに宇地原、平山と情報共有して下さい。 

第 6 回の指導普及強化委員会にて報告お願いします。 

（６）平成 26 年度沖縄県競技力向上対策研修会の報告 

   報告事項・・・各委員確認お願いします。 

（７）トライアウト 2 月８日（日）９：００～ 美里工業高校 

   第 4 回指導普及強化委員会資料あり 

   報告事項・・・各委員確認お願いします。 

（８）ふるさと強化指定選手住所録 

   各所属先へ郵送します。 

   第 4 回指導普及強化委員会資料あり 

   ふるさと指定選手の各所属先へ強化指定内定通知文を郵送します。 

２．指導普及班 

   （１）平成 26 年度沖縄県バレーボール指導者研修会報告 

1 月 4 日（日）９：００～１７：００ 場所：りゅうぎん健保会館 

報告事項・・・各委員確認お願いします。 

   （２）長身者合宿参加者名簿 ・・・別紙Ｐ４ 

      報告事項・・・各委員確認お願いします。 

（３）市郡バレーボール協会の取り組み、合同練習会の取り組みの資料まとめ 

   別紙Ｐ７ 

①西原町の取り組み（平山） 

②浦添市バレー協会の取り組み（平山）未作成 

男子チームの募集 まだ軌道に乗っていない 

③中頭地区小学生合同練習会（平山）資料作成済み 

④島尻地区小中合同大会 2 月末（池田先生）  

   小学生お別れ大会 

   中学校 1 年生大会 

 池田先生で取り組み状況をまとめて頂けないでしょうか？ 

⑤中頭地区高校合同練習会（平山）資料作成済み 

３．今年度のまとめ 

（１）平成 26 年度指導普及強化委員会事業報告・・・別紙Ｐ１０ 

   指導普及強化委員会の事業報告の確認を行いました。 

（２）平成 25・26 年度の新たな取り組み ・・・別紙Ｐ１１ 

   平成 25 年度より新たな取り組みを確認しました。 

（３）会議の円滑な運営について ・・・別紙Ｐ１２ 

   ①会議運営の良かった点 

 

 

 

（１）資料やデータの共有化がしやすくなった。 

（２）各連盟の事業内容(大会など)を一覧にするのはとてもいいと思う 



   ②会議運営の改善してほしい点 

 

 

 

 

 

   ③会議運営に対しての検討要望事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．会議運営上の努力目標として指導普及委員長、副委員長から以下の内容について提 

案です。議論のたたき台と捉えて下さい。 

（１）会議資料の作成 

①議題と資料の提出〆切を設定する。 

  ②会議資料を事前に作成する。 

  ③会議資料は事前に所属連盟理事長・関係者・会議等調整または報告し作成する。 

   事前に資料を作成するとあらかじめ内容を把握することができるので概ね良い。 

  しかし懸念事項としては会議に参加する前から会議の内容が把握することが容易にな 

  ることから会議に出席する意義が薄れ、欠席率が高くこともあるのではないか？ 

   どうしても会議に出席できない場合は助かる。 

   会議で最も重要なことは会議の話し合われる内容に対して、いろいろな意見や考え 

  方を議論し理解が深まる。結論に至った経緯把握することにある。 

   会議に出席することは基本的に大切である。但しどうしても会議に出席できない場 

  合に会議資料や会議録を活用していく。 

   指導普及強化委員は委員会の内容をしっかり把握して会議で決まったことを伝達す 

  る役割がありますので宜しくお願いします。 

④資料作成及び資料印刷を輪番にする。 

（２）会議資料を事前に目を通す 

  ①会議の内容をあらかじめチェックしておく。  

   例）会議に出席できない場合も事前に回答することができる。 

  会議資料を事前に作成 

（３）会議の議事録を取る 

（１）指導普及強化委員会での会議の内容が正確に上まで 

   (理事会、常任理事会、三役会など）伝えているでしょうか？。 

   指導普及強化委員会の会議資料を事前に作成したり、議事録を取る方向で  

   進めています。その資料を活用して常任理事会へ報告するように努めます。 

（１）JOC は年間を通して選手選考から本大会までいつ頃何を決めるのかが決ま  

   っているので、『強化委員会』『指導普及・強化委員会』での選手確認等の   

   会議の時期も決める事ができれば、理事会、常任理事会での承認もスムー 

   ズに行えるのではないか。 

   平成 27 年度から指導普及強化委員会の事業計画を作成します。 

   会議の日程や指導普及強化の事業計画も年度初めの 4 月に決定します。 

   JOC の活動計画を事業計画に盛り込んでいきます。 

 

 

 



  ①委任した委員も会議の内容を把握することができる。 

   記録を取っていれば、過去の内容も確認することができる。 

  ②委員が輪番で議事録を行ってはどうか？ 

（４）会議の時間を設定し、時間通りに終わる 

（５）会議の内容 

できるだけ簡潔に説明する。 

事前に確認できることはライン上やメール、電話等で行う。 

指導普及班、強化班、委員長、副委員長がそれぞれ情報を共有しておく。 

 

（６）ラインの活用 

   4 つのライングループの有効活用 

   指導普及強化委員会、強化班、指導普及班、西銘・宇地原・平山のライングループ 

   を活用して分からないことは常に確認を取って下さい。 

（７）ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾎﾞｯｸｽの活用 

   使い方が分からない、ダウンロードの方法が分からない委員は平山へ連絡して下さ 

   い。 

   会議のスムーズな運営（時間の管理）。議事録が必要ではないか。 

会議資料作成→データ及び議事の連絡（ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾎﾞｯｸｽの活用） 

（４）会議内容の伝達について・・・別紙Ｐ１４ 

   協会、委員会の取り組みを各加盟団体へ伝達 

   ①HP掲載による伝達 

   ②委員が各カテゴリーで伝達を行う →各加盟団体での会議で伝達する。 

    資料はドロップボックスを活用する。 

 

４．来年度の取り組み  

（１）平成 27年度の事業計画 ・・・別紙Ｐ１５ 

   事業計画に JOCの選考会の日程を追加挿入します。 

   事業計画の中から会議の日程は削除します。会議日程は別表で作成します。 

 

   視察 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技 氏名（      ） 

      九州国体ブロック大会 氏名（     ） 

      ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 28回都道府県対抗中学大会 

       氏名（     ） 

   視察について年度初めに出張者を決める。三役で決めて報告致します。 

 

（２）平成 27・28年度の新たな取り組み・・・別紙Ｐ２１ 

   小中高の取り組み状況、課題、各加盟団体からの意見、指導普及強化委員の意見か 

  らキーワードを抜き出して重要性・緊急性を作成する。作成するに当たり、西銘委員 



  長、宇地原、平山で案を作成する。 

   重要性・緊急性の三役案を作成後、その案を元にそれぞれ各委員も重要性・緊急性 

  を作成する。次回の会議は三役の意見、各委員の意見を持ち寄り、来年度の取り組み 

  を決定してする。 

    

①課題解決に向けての取り組み 

ア．市郡バレーボール連盟と連絡協議会を実施したい 

浦添市バレーボール協会の取り組みの紹介 

西原町バレーボール協会の取り組みの紹介 

イ．小学校地区選抜大会の再開 

 

 

ウ．ＨＰの活用について 

ホームページを活用していくことで承認されました。 

具体的な活用については今後、議論していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員の意見》 

●具体的なイメージは出てこないけど、賛成です。 

●誰でも見れるホームページなので、JOCの資料等、途中公表できないものを載せな 

いなら大丈夫だと思います。(他県も見れるので) その仕分け作業が増えるなら、 

反対です。 

委員でＨＰの活用について具体的な方法アイデアについて考えてくる。 

例えば 小学校クラブチーム連絡先及び活動状況 

提出〆切２月８日（日）平山へメールにて 

ＨＰの活用について 

具体的な活用方法を〆切りまでに報告する。 

（３）来年度の県協会指導普及委員会の委員について 

 

指導普及強化委員会 



   ①来年度の指導普及強化委員？ 

    各加盟団体での組織編成とも関係していますので相談していて下さい。 

    第 6回指導普及強化委員会（3月上旬予定）にて確認します。 

   各委員へ→来年度、指導普及強化委員の継続は大丈夫ですか？ 

   人事異動、各加盟団体での役割編成などの問題がありそうな委員は早めに三役へ連   

   絡下さい。 

   ②委員を増員しますか？ 

   今後、組織的な指導普及強化の取り組みが重要性が増してくると指導普及強化委員 

   会の委員の増が必要でないかと思います。具体的にどう増やしていくか検討が必要。 

（４）各加盟団体において指導普及強化の体制づくり 

   各加盟団体においても協会の組織体制に対応できる編成をお願いします。 

   指導普及強化委員が必要 

   小学校→小連の委員会に指導普及強化委員を各地区に配置するように進めている。 

   中学校→ 

   高 校→ 

５．その他 

（１）H26 年 60 周年実行委員会 

   平成 27 年 2 月 21 日ロイヤルオリオンホテル 

（２）第 6 回指導普及強化委員会の日程（今年度最後の会議） 

平成２７年３月３日（火）３月４日（水）３月５日（木） 

時間１７：３０ 場 所：西原町民体育館、沖縄徳洲苑 

第 1 案は 3 月 3 日（火） 

（３）平成 27 年度第 2 回理事会 3 月 27 日（金） 

    指導普及強化委員会での内容を報告します。 

 指導普及強化委員会事業報告、事業計画 

（４） 指導普及強化委員の住所録を確認中です。 

    未入力の委員は入力をお願いします。2 月 21 日（土）までにお願いします。   

    Dropbox→指導普及強化委員会→1 事業・活動計画→03 委員住所録 

    


