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第 1 回世界 U-23 女子選手権大会 銅メダル獲得！ 

 

2013年度第 6回理事会（定例）について 

2013 年 10 月 22 日（火）に JVA 事務局で開催された 2013 年度第 6 回理事会（定例）の概要をお知らせし

ます。 

●組織改訂について 

 2014年1月1日付組織改訂について以下の説明がなされ賛否を諮り、これを承認可決しました。 

 

1.2014年1月1日付組織機構図 

  別紙①の通り。 

 

2.組織改訂のポイント 

  （1）運営委員の設置 

  理事会の運営を円滑に行うため、会長の指名により理事会の承認を得て10名以内の運営委員を設

置する。運営委員は理事会に出席し、意見を述べ質疑に応じる事が出来る。ただし、議決権は有さな

い。運営委員は、弁護士、会計士等の専門家や、強化事業に直接携わる人物、本会加盟団体での実

務経験が豊富な人物等により構成される。 

  （2）アドバイザリーボードの設置 

    代表理事に協会運営に関して、様々なアドバイスを行う機関とする。 

  （3）戦略企画会議の設置 

    独自の活動テーマを設定し、これらに関する調査・研究・企画・立案を行い、代表理事に提言する機関

とする。 

  （4）事務局に以下の組織を置く 

   ①プレジデンツ・オフィス 

従来の業務推進事業本部をプレジデンツ・オフィスに再編し、プレジデンツ・オフィス内に総務部、経理

部、企画部、新事業推進部を置く。 

   ②強化事業本部 

    強化事業本部に強化支援部を置く。 
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   ③国内事業本部 

    国内事業本部に国内業務部を置く。 

   ④国際事業本部 

    国際事業本部内に国際業務部を置く。 

   ⑤マーケティング&マーチャンダイジング事業本部（以下「M&M事業本部」という。） 

    M&M事業本部にM&M推進部を置く。 

 

●事務局長の選任について 

会長及び業務執行理事の2013年11月1日付一部役職の変更について、下記のとおり提案がなされ賛否を

諮り、これを承認可決しました。 

 

氏     名 旧役職 新役職 

羽牟
は む

 裕
ゆう

一郎
いちろう

 

会長(代表理事) 

事務局長 

業務推進事業本部本部長 

強化事業本部本部長 

会長（代表理事） 

強化事業本部本部長 

西脇
にしわき

  克
よし

治
はる

 
業務執行理事 

国際事業本部本部長 

業務執行理事 

事務局長 

業務推進事業本部本部長 

国際事業本部本部長 

 

●運営委員の選任について 

 運営委員の選任について、下記とおり提案がなされ賛否を諮り、これを承認可決しました。 

（五十音順） 

役職 氏名（ふりがな） 現職及び職歴等 

運営委員 荒木田 裕子 （あらきだ ゆうこ） 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事 

公益財団法人日本バレーボール協会 強化本部長代理 

運営委員 井原 実 （いはら みのる） 公認会計士 

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構 副会長 

運営委員 小縣 徹男 （おがた てつお） 愛知県立昭和高等学校 教諭 

愛知県バレーボール協会 副理事長 

運営委員 加治 健男 （かじ やすお） 福岡県立嘉穂東高等学校 教諭 

一般財団法人福岡県バレーボール協会 理事長 

運営委員 工藤 憲 （くどう のりお） 北海道北星学園大学、北海道北翔大学 非常勤講師 

日本小学生バレーボール連盟 理事長 

運営委員 髙橋 義雄 （たかはし よしお） 筑波大学大学院人間総合科学研究科 准教授 

運営委員 遠山 友寛 （とおやま ともひろ） 弁護士（TMI総合法律事務所） 

国際バレーボール連盟司法委員会 委員 

運営委員 宮島 淑行 （みやじま よしゆき） 株式会社電通スポーツ局 専任部長 

運営委員 村松 喜一郎 （むらまつ きいちろう） 静岡県立佐久間高等学校 教諭 

静岡県バレーボール協会 副理事長 

 

 

 



 

●委員会委員の追加選任について 

2013年7月2日に開催された2013年度第5回理事会（臨時）において、各委員会、会議等の設置及び各委

員会メンバーについて承認されましたが、一部選定が間に合わなかった委員会等について追加メンバーの

提案が今回なされ賛否を諮ったところ、これを承認可決しました。 

なお、各委員会メンバーの詳細は、後日ＪＶＡホームページにてお知らせいたします。 

 

＜委員会等の委員長及び責任者＞                               2013年10月22日現在 

本部等 委員会等名称 役職 氏名 

代表理事直轄 ＣＩＯ（最高情報管理者）  西脇 克治 

 ビーチバレーボール評議会 評議会委員長 小島 和行 

 公認・推薦認定委員会 委員長 伊藤 尚司 

 アンチ・ドーピング特別委員会 委員長 山下 俊紀 

 戦略企画会議 座長 宮地 弘孝 

 広報委員会 委員長 小島 和行 

 環境委員会 委員長 大塚 慶二郎 

 表彰委員会 委員長 岩滿 一臣 

 倫理委員会 委員長 竹内 浩 

強化事業本部 強化事業本部 本部長 羽牟 裕一郎 

  本部長代理 荒木田 裕子 

  副本部長 小田 勝美 

  副本部長 川合 俊一 

 男子強化委員会 ゼネラルマネジャー 桑田 美仁 

 Ａ．Ｃ．Ｅ．ＪＡＰＡＮ Ｐｒｏｊｅｃｔ（男子） ゼネラルマネジャー 桑田 美仁 

  テクニカルディレクター（シニア担当） ゲーリー・サトウ 

  テクニカルディレクター（＊Ｂ担当） 植田 辰哉 

 女子強化委員会 ゼネラルマネジャー 荒木田 裕子 

 Ａ．Ｃ．Ｅ．ＪＡＰＡＮ Ｐｒｏｊｅｃｔ（女子） ゼネラルマネジャー 荒木田 裕子 

  テクニカルディレクター（シニア担当） 眞鍋 政義 

  テクニカルディレクター（＊Ｂ担当） 太田 豊彦 

 発掘育成委員会 委員長 高梨 泰彦 

 科学研究委員会 委員長 八坂 剛史 

 メディカル委員会 委員長 林 光俊 

Ｍ＆Ｍ事業本部 Ｍ＆Ｍ事業本部 本部長 岩滿 一臣 

国際事業本部 国際事業本部 本部長 西脇 克治 

 国際イベント委員会 委員長 西脇 克治 

国内事業本部 国内事業本部 本部長 下山 隆志 

  副本部長 大塚 慶二郎 

 国内競技委員会 委員長 山野上 聖一 

 指導普及委員会 委員長 亀ヶ谷 純一 

 審判規則委員会 委員長 水谷 孝義 

 競技人口拡大委員会 委員長 下山 隆志 

＊Ｂ担当 全日本シニアを除くナショナルチーム 

 

 



●特定資産の取り崩しについて 

 全国大会記念大会積立資産（3,660,000 円）全額取り崩しについて下記のとおり説明がなされ賛否を諮り、

これを承認可決しました。 

 

（取り崩しの理由）  

  全国大会記念大会積立資産は将来の特定の支出目的に備えるために特定資産として保有していた。そ

の内容は、小学生、JOC中学、ビーチバレーボール、スーパーカレッジﾞの 4大会についてそれぞれ収支計算

を行い、利益がでれば積立資産（特定資産）として計上し、赤字が出れば積立資産を取り崩していた。 

これらの繰入、取崩にはその都度理事会の決議が必要なこと。近年、資産の金額も僅少であることから特

定資産として特別に確保する重要性がないことから、事務の簡素化を図ることを目的に特定資産の取り崩し

を行いたい。  

 

●報告事項 

(１)功労者Ⅱ表彰について 

第 4期（2013年度）第 4回功労者Ⅱ表彰として下記の方の表彰を行うことについて報告されました。 

  

 推薦加盟団体 表彰者氏名 年齢 所属団体役職 

1 千葉県バレーボール協会 織部 法雄 70 千葉県バレーボール協会  参与 

2 山形県バレーボール協会 武田 憲一 66 山形県バレーボール協会  顧問 

 

（2）2013年度第 2四半期職務執行報告について 

 代表理事、各業務執行理事より 2013年度第 2四半期の業務執行状況が報告されました。 

 

（3）今後の理事会の日程について 

 今後の定例理事会の日程が以下の通り、案内されました。（3月の理事会は日程が変更になりました。） 

 1月 21日（火）、3月 19日（水）、6月 5日（木） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行・ 公益財団法人日本バレーボール協会   発行人・代表理事・事務局長  羽牟 裕一郎 
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