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ABOUT US 

愛知県バレーボール協会とは 

 

 つなぐチカラで、未来へ！  

 

大きな夢に挑戦するために。 

自分との戦いに勝つために。 

そして、仲間との強い絆を結ぶために。 

それぞれの人が、それぞれの目的に向かって 

ひとつのボールをつないでゆく。 

バレーボールは、 

人と人、心と心を、「つなぐ」スポーツ。 

人や、街や、国を元気にするチカラを持っています。 

愛知県バレーボール協会は、 

子どもも、大人も、アマチュアも、プロも、 

全てのバレーボール・プレーヤーの夢を 

未来につなぐプロジェクトです。 



  

ＡＶＡの理念 

 

 ： 『存在意義』 〜私たちは何のために存在するのか〜 

 

愛知県内におけるバレーボールの普及と啓発をめざします 
 

愛知県におけるバレーボールを統轄する団体として、バレーボール競技の普及及び振興を図

り、県民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性・社会性を涵養することを目的とします 

 

ビジョン ： 『ありたい姿』 〜私たちは何をするのか〜 

 

競技人口の拡大と選手の育成を図り、バレーボールの発展を図ります 

 

・県内各地で、各種バレーボールが盛んに行えるようにします 

・気軽にバレーボールをする環境を作り、多くの人が多くの機会にバレーボールに触れること

ができるようにします 

・各年代の選手がそれぞれのカテゴリー代表として世界で活躍し、日本代表を輩出します 

・Ｖリーグが盛況に行われるとともに、トップチームとの連携により地域振興が行われるよう

にします。 

・ブロック大会以上の大規模な大会が県内で開催され、多くの人が選手・役員・観客として参

加できるようにします 

・指導者を育成し、バレーボールを通じて若者の健全な育成、県民の心身の健全な発達に寄与

します 

 

バリュー ： 『行動指針』 〜私たちは何を大切にどう行動するのか〜 

 

バレーボールの「つなぐチカラ」で人と人、街と街をつないでいきます 

 

・「結びつけてひと続きのものにする」「長く切れないように絶えないようにする」という「つ

なぐ」の意味を大切にし、バレーボールを通じて人の輪を繋ぎます 

・バレーボールを通して「ひと」と「ひと」をつなぎ、「こころ」と「こころ」をつなぎ、愛知

県をバレーボールの力でひとつにします 

・「伝統ある愛知のバレーボール」を次の世代、その次の世代へと継承していきます 
 

 

 



  

2021 年度 一般社団法人愛知県バレーボール協会 総会議事 次第 

 

１ 開会 

２ 会長挨拶 
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７ 閉会 
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第 1号議案 

2021年度（2021年 4月 1日から 2022 年 3月 31日まで） 

一般社団法人愛知県バレーボール協会 運営基本方針 

 

2021 年 4月 1日に一般社団法人愛知県バレーボール協会（以下 AVA）となり、新たな一歩を踏み出す

こととなった。今まで以上に責任・義務を明確化し、「愛知県におけるバレーボール関係団体を統括し、

代表する団体としてバレーボール競技の普及及び振興を図り、県民の健全な心身発達に寄与し、豊かな

人間性を涵養することを目的とする。」という目的に向けて業務を遂行していかなければならない。その

目的遂行のためには、単年度における運営方針を設定するのはもちろんの事、中長期的に方針を考える

べきだと考える。 

 

 2021 年度運営基本方針は、事務局・事業部・支部・委員会の具体的事業方針としており、報告の詳細

は各担当の報告とする。また、中期経営計画は進捗状況における中間報告とする。 

 

１ 中期経営計画（2021年度から 2024 年度まで） 

2026 年には愛知県にてアジア競技大会が開催される。AVAがアジア競技大会に競技運営だけの関わ

りだけでなく、多岐に関りを持つことによって県内のバレーボール熱を高め、さらに協会組織のレベ

ルアップにも繋げる事ができるであろう。 

 

(1) U15 カテゴリー層の競技者問題 

中学校の部活動減少により、U15カテゴリー層が中学校部活動だけでなく、ヤングクラブ・Vリー 

グ傘下クラブ等色々な場面でバレーボール活動を行うようになってきた。指導普及の観点からも競

技者拡大を図ることはもとより、それぞれチーム・個人の活躍の場を設定していかなければならな

い。 
 
U15 検討委員会を８回開催し、全国ヤングバレーボールクラブ大会県予選、中学校専門部新人大会、

U14 クラブチャンピオンシップ大会の検討を行った。今後の U15世代のバレーボール環境の変化に

対応すべき課題が多く、普及の観点から最重要課題として本会で対応していきたい。 評価 A 

 

(2) ガバナンス（管理体制）、コンプライアンス（法令遵守）の強化 

組織のより一層の透明性を図るためにもガバナンスコードを策定し、県内ステークホルダーへの 

説明責任に努め、コンプライアンスの強化をすすめる。 
 
ガバナンスコード策定の審議ができなかった。評価 C 

 
(3) ビーチバレーボールの普及及び強化 

ビーチバレーをする機会を提供することによって、多くのプレーヤーに興味を持たせる。ビーチ 

バレーの楽しさを教え、裾野を広げることによって強化につなげる。 
 

本県ビーチバレーボール連盟の協力により全国１位の MRS登録数となった。コロナ禍により BVT1

が無観客開催となり、普及の観点からは残念であった。 評価 B 

 

(4) 財政の安定化 

V リーグ運営委託、新規事業の立ち上げ等により事業収入を獲得することに努める。永年にわたり 

改定をしていなかった会費・参加費等の見直しを図り、収支のバランスを整える。 
 

財務検討委員会を７回開催し、大会参加費の改定に取り組んだ。コロナ禍での大会開催のため、

再検討が必要と思われる。次年度の課題として年会費改定に取り組む必要がある。 評価 A 
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(5) 法人化後の組織の充実 

法人化をしたことで終わることなく、時代にあった尚且つ未来を見越した組織の構築を続ける。 

 

法人化後の組織の充実への取組については、今後も課題の把握に努め対応をしていく。 評価 B 

 

(6) マンパワーの発掘 

あくまでもプロではなくアマチュアである役員に、参加したくなるような魅力のある組織である 

べきである。魅力のある組織づくり、会員にとっても魅力のある団体を目指し、AVA の存在意義を

考え続けなければならない。 
 

今までにない回数の V リーグ愛知大会を開催し、多くの本会役員で運営に携わることができた。

今後はこのマンパワーを本会支部又は委員会等の業務に携われるような取り組みが必要である。 

評価 B 

 

 

評価は、以下のとおりとする。・・・・・ 

評価 A：十分達成できた・・・・・・・ 

評価 B：おおむね達成できた・・・・・ 

評価 C：継続的な取り組みが必要である 
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２ 2021 年度運営基本方針 

 

中期経営計画を元に単年度の運営基本方針を考えていく上で、今年度は事業計画を行うセクション 

ごとに具体的提案をする。また、中期経営計画を進めるうえで特別委員会を設け、諸課題を解決して

いく。法人化にともない協会内組織として、各連盟より委員を選出してもらい専門部を設置した。専

門部は支部・委員会との横の連携を深め、また AVA主催大会の運営方法、収支の見直しをする。 
 

 専務理事として事務局、事業部、支部、委員会の事業計画への取り組みを以下のように評価する。 

 

(1) 事務局 

ア 事務局業務の分担     評価 C 

イ MRSシステムを使用しての登録方法の構築  評価 B 

ウ チーム年会費の検討    評価 C 

(2) 事業部 

ア 新たな事業の発掘     評価 C 

イ Ｖ.LEAGUEとの関り方の再構築   評価 A 

(3) 支部 

ア 支部独自大会の見直し    評価 B 

イ 支部大会の運営管理強化    評価 B 

(4) 競技 

ア 県内競技大会の見直し    評価 B 

(5) 審判 

ア 審判技術の普及     評価 B 

イ 公認審判員の増員     評価 B 

(6) 強化 

ア 強化費に関わる強化項目の整理   評価 B 

イ 強化事業の内容見直し    評価 B 

(7) 指導普及 

ア 競技者拡大施策の模索（U14世代）   評価 B 

イ 公認スポーツ指導者コーチⅠ講習会の運営  評価 A 

(8) 広報 

ア HP活用上でのブランディング活動   評価 C 

イ HPへの迅速な大会情報の掲載、ネットワーク構築 評価 A 

ウ HPアクセス数増加    評価 B 
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［理事会報告］ 

 

第１回 定例 2021年５月 24日(月) オンライン開催 

１ U15検討委員会 

２ 財務検討委員会 

３ 東海連盟役員/愛知県スポーツ協会役員 

４ 任意団体解散の会/法人設立御披露目の会 

５ 2021 年度運営基本方針/事業計画 

６ 2021 年度予算案 

７ コロナガイドライン 

８ 国民体育大会における本県代表選手の選考について 

第２回 定例 2021年７月 14日(水) 

１ 2021 年度修正予算案 

２ 専従役員報酬の支給について(案) 

３ 国民体育大会における本県代表選手団について 

４ 財務検討委員会報告 

５ U15 検討委員会報告 

第３回 定例 2021年９月 14日(火) オンライン開催 

１ 新型コロナウイルス感染ガイドラインについて 

２ 財務検討委員会 

３ U15 検討委員会 

第４回 臨時 2021年 11月 20日(土) 

１ 2022 年度以降の大会参加費について 

２ 全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会愛知県予選参加資格について 
３ 2022 年度正会員団体(チーム)年会費について 

４ 公益財団法人愛知県スポーツ協会表彰について 

５ 2022 年度以降の愛知県内上位大会に繋がらない大会の取り扱いについて 

６ 東海９人制バレーボール男女選手権大会愛知県予選及び全日本９人制バレーボール総合男女

選手権大会愛知県予選会のシードについて 

７ 2023 年度以降の県大会一本化について 

第５回 定例 2022年２月 22日(火) 

１ 2022 年度専従役員との契約について 

２ 2022 年度運営基本方針 

３ 2022 年度事業計画 

４ 2022 年度正味財産増減計画書(仮予算書) 

５ 2022 年度競技参加上の注意事項 

６ 2022 年度競技日程 

 

（2022年度） 

第１回 定例 2022年５月 10日(火) 

１ 専従役員について 

２ 中期経営計画中間評価 

３ 2021 年度運営基本方針報告 

４ 2021 年度事業報告 

５ 2021 年度正味財産増減計算書(決算書)  

６ 2021 年度貸借対照表及び財産目録 

７ 2022 年度正味財産増減計算書(予算書) 

８ (仮称)バレーボール Week in Aichi 

９ 理事の選任について 
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［財務検討委員会報告］ 

 

第 1回 2021年６月 11日(金) 

１ 委員長、議長選出 

２ 20 年間の推移 

３ 2020年度委員会業務報告 

４ 2021 年度の課題 

第２回 2021年７月 16日(金)  

１ 大会運営費参加費 

２ 継続課題 

第３回 2021年 8月 27日(金) 

１ 大会運営費における参加費原案 

２ 継続課題 

第４回 2021年９月 22日(水) 

１ 大会運営費における参加費原案検討 

２ 2022 年度正会員団体(チーム)年会費(案) 

３ スポンサーパッケージ 

４ 新事業への取り組み 

５ 継続課題 

 

（大会参加費ヒアリング） 

第１回 2021年 10 月４日(月) 

実業団専門部長、クラブ専門部長、大学専門部長、ヤングクラブ専門部長、 

第２回 2021年 10 月５日(火) 

中学校専門部長、ママさん専門部長 

第３回 2021年 10 月７日(木) 

高校専門部長、小学生専門部長、 

 

第５回 2021年 10月 22日(金) 

１ 財務検討の意義の確認 

２ 大会参加費における参加費原案作成 

３ スポンサーパッケージ 

４ 新事業への取り組み 

５ 継続課題 

第６回 2021年 11月９日(金) 

１ 大会運営費における参加費原案作成 

２ 財務検討の意義の確認 

３ 2022 年度正会員団体（チーム）年会費 

第７回 2021年 12月 14日(火) 

１ 2022 年度参加費 

２ 2023 年度年会費 

３ 新たな収入源の模索 
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［U15 検討委員会報告］ 

 

第１回 2021年６月 23日(金) 

１ 委員長、議長選出 

２ 現状について 

３ 2021 年度の検討課題の整理 

４ 全国ヤングクラブ優勝大会愛知県予選参加条件について 

第２回 2021年７月 26日(月) 

１ ヤングクラブについて 

２ U-14クラブチャンピオンシップ男女バレーボール大会 

３ 中学校専門部について 

第３回 2021年８月 25日(水) 

１ 第２回概要報告の確認 

２ U14 クラブチャンピオンシップ男女バレーボール大会について 

３ 中学校専門部について 

第４回 2021年９月 29日(水) 

１ U-14クラブチャンピオンシップ男女バレーボール大会 

２ ヤングクラブ大会について 

３ 中学校新人大会について 

４ 新たな大会について 

第５回 2021年 10月 27日(水) 

１ ヤングクラブ大会について 

２ 中学校新人大会について 

３ U14 大会について 

４ 愛知県中学生新人大会と U14 クラブチャンピオンシップ大会について 

５ 2022 年度新規大会 

第６回 2021年 11月 15日(水) 

１ 全国ヤングクラブ優勝大会について 

２ U14 クラブチャンピオンシップ大会について 

第７回 2021年 12月 15日(水) 

１ U14 大会について 

２ ヤングクラブ大会参加資格について 

第８回 2022年 2月 15日(水) 

１ 2021 年度 U14クラブチャンピオンシップ大会について 

２ 愛知県ヤングクラブバレーボール連盟報告 

３ 他団体等 U15 カテゴリー状況 

４ 要望書 
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2021 年度事業報告 

 

１ 事務局 

(1) 重点目標 

ア 事務局業務の分担 評価 C 

イ MRS システムを利用しての登録方法の構築 評価 B 

ウ チーム年会費の検討 評価 C 

(2) 事業計画   

事業名 事業日程 備考 

AVA 主催県大会の総務業務 ４月から９月まで (3)事業計画詳細等参照 

MRS による正会員団体(チー

ム)登録及び年会費徴収要領の

確立 

2021年度内で確立 

2022年度から運用 

(3)事業計画詳細等参照 

正会員団体(チーム)年会費の

検討 
４月から 11月まで (3)事業計画詳細等参照 

(3) 事業計画詳細等 

ア 事務局業務の分担 

(ｱ) 以下の事務局業務を整理し、事務局員で分担し業務を遂行した。 

a 理事会、財務検討委員会、U15 検討委員会、予算委員会議事録 

b 愛知県スポーツ協会表彰 

(ｲ) 以下の AVA 主催県大会の総務業務を担当した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ MRS による正会員団体(チーム)登録及び年会費徴収の要領を確立した。 

ウ チーム年会費の検討 

2022 年度に財務検討委員会及び事務局で検討する。 

日程 大会名 男女 会場

1 済 4月11日(日) 6中部総合 男女 豊田運動公園体 大下

2 済 4月18日(日) 9東海選手権 男 緑SC 大下

3 済 4月18日(日) 6中部総合 男 豊田高岡公園体 今井

4 済 4月25日(日) 9東海選手権 女 志段味SL 岩本

5 済 5月8日(土) 9マスターズ 男女 豊田柳川瀬体 大下

6 済 6月13日(日) 6国体予選 男女 豊田西部体 渡邊

7 済 6月20日(日) 6国体予選 男 豊田西部体 藤森

8 済 6月26日(土) 9愛知県選手権 女 豊田市地域文化体育館 竹島

9 済 6月27日(日) 9愛知県選手権 男 渥美運動公園体 佐藤

10 済 6月26日(土) ビーチ国体予選 男女 碧南緑地ビーチ 渡邊

11 済 6月27日(日) ビーチ国体予選 男女 碧南緑地ビーチ 渡邊

12 済 7月3日(土) 6天皇杯皇后杯 女 天白SC 利根

13 済 7月24日(土) 6天皇杯皇后杯 男 愛西市親水公園体育館 大下

14 済 8月8日(日) 9全国社会人東 男女 稲永SC - 担当変更

15 中止 9月5日(日) 9全日本総合 女 田原総体 岩本

16 中止 9月5日(日) 6愛知県選手権 男女 豊田高岡公園体 利根

17 中止 9月11日(土) 6愛知県選手権 男 いちのみや中央プラザ 大下

18 中止 9月12日(日) 6愛知県選手権 女 尾西SC 竹島

19 中止 9月12日(日) 9全日本総合 男 いちのみや中央プラザ 大下

担当者
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２ 事業部 

(1) 重点目標 

ア Ｖ.LEAGUE 愛知大会の円滑な実施 評価 A 

  イ 新たな事業の発掘 評価 C 

 (2) 事業計画   

事業名 事業日程 備考 

2021Ｖ･サマーリーグ女子大会 ７月２日から７月４日まで  

2021/22 Ｖ.LEAGUE愛知大会 2021年 10月 16日から 

2022年４月３日まで 

Ｖ１：30日間 Ｖ２：８日間 

 (3) 事業計画詳細等 
  ア Ｖ.LEAGUE 愛知大会の円滑な実施について 

(ｱ) ホームチーム主催大会（ホームゲーム）への適正役員派遣と運営協力を実施した。 

   (ｲ) 各委員会との連携を図り、役員派遣の調整をした。 

   (ｳ) 県内開催のＶ.LEAGUE大会に役員派遣を確実に実行し、特別会計収益を確保した。 

   (ｴ) 事業部体制の充実と、人員を確保し育成を図った。 

  イ 新たな事業の発掘について 

  Ｖ.LEAGUE 愛知大会において入場券販売に関わるなど、役員派遣以外の収益を見込める行事、

イベントの開催ができるかを検討した。 

 

３ 名古屋支部 

(1) 重点目標 

ア AVA の一組織としてミニ協会の機能を担い、委員会・専門部と相互協力をしながらバレーボー

ル競技の普及・振興、拡大・発展を図る。評価 C 

イ 各連盟による支部大会や支部独自大会の運営管理と見直しを行い、各支部大会の適正な運営を

目指す。 評価 B 

(2) 事業計画 

  ア 協会主催大会 

  事業名 事業日程 備考 

東海９人制バレーボール選手

権大会名古屋・尾張支部予選 

４月４日（日） 

４月 11日（日) 

名古屋市体育館 

名古屋市緑スポーツセンター 

第 52 回全国ママさんバレー 

ボール大会名古屋支部予選 

５月８日（土） 

→中止 

名古屋市守山スポーツセンター 

第 41回全日本バレーボール大

会小学生名古屋支部予選 

５月 30日（日） 

６月５日(土)６日（日) 

名古屋市中川学校体育センター 

半田市体育館 

名古屋市昭和スポーツセンター 

愛知県高等学校バレーボール

選手権大会名北支部予選 

７月 23日（金）24日（土） 

 

名古屋市千種・天白・守山スポー

ツセンター・名古屋市体育館 

愛知県高等学校バレーボール

選手権大会名南支部予選 

７月 21日（水）22日（木） 

23日（金） 

名古屋市中・志段味・昭和スポー

ツセンター 

愛知県高等学校バレーボール

選手権大会知多支部予選 

７月 17日（土）18日（日） 横須賀・日本福祉大付属・阿久比・

知多翔洋高等学校体育館 

第 48 回東海ママさんバレー

ボール大会名古屋支部予選会 

８月１日（日） 名古屋市天白スポーツセンター 

 

全日本９人制バレーボール総

合選手権大会名古屋・尾張支

部予選 

８月 21日（土） 

８月 28日（土) 

パロマ瑞穂アリーナ 

名古屋市中村スポーツセンター 

全日本バレーボール高等学校

選手権大会名北支部予選 

10月 16日（土）17日（日） 愛知総合工科・西陵高等学校体育

館 他 
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全日本バレーボール高等学校

選手権大会名南支部予選 

９月 25日（土）26日（土） 各高等学校体育館 

 

全日本バレーボール高等学校

選手権大会知多支部予選 

10月 16日（土）17日（日） 東海南・半田・武豊・大府東高等

学校体育館 

第 21 回小学生バレーボール

新人大会名古屋支部予選 

2022年１月 15日（土） 

22日（土）23日（日） 

名古屋市守山スポーツセンター 

名古屋市中川学校体育センター 

イ 支部独自大会 

事業名 事業日程 備考 

第 43 回名古屋・尾張地区中学

生バレーボール選抜優勝大会 

４月 10日（土） 

→中止 

名古屋市北陵中学校体育館 

 

ウ 支部事業 

小学生（４年生から６年生 36名）対象「バレーボール教室」指導者派遣 30名(３名／回) 

(ｱ) 日時 2021 年 10月から 2022年１月まで 10回(予定）平日午後４時から午後６時まで 

(ｲ) 会場 パロマ瑞穂アリーナ 

 (3) 事業計画詳細 

ア 各支部大会については、マニュアルに則して運営がされ収支のバランス等が保たれているかを

確認した。 

イ 指導者派遣については、小中学校の部活動減少等の社会情勢からバレーボール人口の減少が危

惧される中、委員会・専門部と連携してバレーボールに対する意識の向上及び普及に向けた活動

に貢献しながら支部独自事業開催の足掛かりとした。 

 

４ 尾張支部 

(1) 重点目標 

ア 新体制で協会組織と相互協力をしながら広くバレーボールに対する意識の向上、及び底辺の 

拡大が図られるように運営していく。評価 C 

イ 各カテゴリーにおける尾張支部大会の運営管理を強化するとともに支部独自大会を見直し 

健全な大会運営をおこなう。評価 B  

(2) 事業計画   

ア 協会主催大会 

事業名 事業日程 備考 

第 52 回全国ママさんバレー 

ボール大会尾張支部予選 

５月５日（水） 

→中止 

KTX アリーナ 

 

第 41 回全日本バレーボール 

小学生大会尾張支部予選 

５月 29日（土）30日（日） KTX アリーナ 

愛知県高等学校バレーボール

選手権大会尾張支部予選 

７月 17日（土）22日（木） 

23日（金）予備日 18日（日） 

各高等学校体育館 

 

第 48 回東海ママさんバレーボ

ール大会尾張支部予選 

８月８日（日） あま市甚目寺総合体育館 

 

全日本バレーボール高等学校

選手権大会尾張支部予選 

10月 16日（土）17日（日） 各高等学校体育館 

 

第 22 回小学校バレーボール大

会尾張支部予選会 

１月８日（土）９日（日） KTX アリーナ 

イ 支部独自大会 

事業名 事業日程 備考 

中学校新人バレーボール大会

西尾張支部予選 

10月 24日（土）25日（日） 一宮市内中学校体育館 
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(3) 事業計画詳細等 

中学校新人バレーボール大会西尾張予選において、AVA 尾張支部と中小体連の地区割の相違を整

理して、支部独自大会の見直しを図る。 
  

５ 西三河支部 

(1) 重点目標   

ア 新体制で協会組織と相互協力をしながら広くバレーボールに対する意識の向上、及び底辺の拡 

大が図られるように運営していく。評価 C 

イ 各カテゴリーにおける西三河支部大会の運営管理を強化するとともに支部独自大会を見直し、 

健全な大会運営を行う。評価 C 

(2) 事業計画   

ア 協会主催大会 

事業名 事業日程 備考 

東海９人制バレーボール選手

権大会東・西三河支部予選会 

４月４日(日) 

→中止 

柳川瀬体育館 

第 52 回全国ママさんバレーボ

ール大会西三河支部予選 

５月８日(土) 

→中止（会議まで） 

刈谷市体育館 

第 41 回全日本バレーボール小

学生大会西三河支部予選 

６月５日(土)６日(日)男子 

６月 12日(土)13日(日)女子 

六ッ美 花園 岡崎市体育館 

高岡 地域文化 柳川瀬 

愛知県高等学校バレーボール

選手権大会西三河支部予選 

７月 17日(土)18日(日) 

７月 22日(木)男子 

７月 23日(金)女子 

西三河高校体育館 

碧南臨海体育館 

第 48 回東海ママさんバレーボ

ール大会西三河支部予選 

７月 22日(木) スカイホール豊田 

全日本９人制バレーボール総

合選手権大会西三河支部予選 

８月 22日(日) 

→中止 

柳川瀬体育館 

全日本バレーボール高等学校

選手権大会西三河支部予選 

９月 25日(土)26 日(日) 

10月２日(土) 

各高等学校校体育館 

第 21 回小学生バレーボール新

人大会西三河支部予選 

2022年１月８日(土)９日(日) 岡崎市体育館 六ッ美 花園 

地域文化 柳川瀬 

イ 支部独自大会 

事業名 事業日程 備考 

第 57 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会ソフ

トバレーの部 

８月 14日(土) 

９月４日(土) 

→中止 

刈谷市体育館 

第 57 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会小学

校の部 

８月 21日(土)22 日(日) 

28日(土)29日(日)６年生の部 

９月４日(土)５日(日)５年生

の部 

→６年生の部 

８月 28日(土)29日(日)に実施 

５年生の部 

11月 20日(土)に実施 

高岡 地域文化 

岡崎市体育館 六ッ美 花園 

六ッ美 花園 柳川瀬 高岡 

地域文化 岡崎市体育館 

第 57 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会高校

の部 

８月 21日(土)22 日(日) 

→中止 

各高等学校体育館 

第 57 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会ママ

さんの部 

９月２日(木)３日(金) 

→中止 

スカイホール豊田 
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中学生新人大会西三河支部予

選 兼 

第 57 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会 

10月９日(土)10 日(日) 

16日(土) 

→西三総合は中止 

12 月 18 日(土)19 日(日)に新

人大会のみ実施 

花園 六ッ美 地域文化 

高岡公園 岡崎市体育館 

第 57 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会一般

９人制の部 

10月 24日(日) 

→中止 

柳川瀬体育館 

西三河高等学校１年生バレー

ボール大会 

12月 25日(土) 

→中止（要項発送まで） 

各高等学校体育館 

第 44 回全三河中学・高校東西

対抗バレーボール大会 

中学 2022 年１月 10日（月） 

高校 2022 年２月 11日（金） 

→中学、高校ともに中止 

各中学校体育館 

各高等学校体育館 

 

６ 東三河支部 

(1) 重点目標 

ア 新体制で協会組織と相互協力をしながら広くバレーボールに対する意識の向上、及び底辺の拡 

大が図られるように運営していく。評価 B 

イ 各カテゴリーにおける東三河支部大会の運営管理を強化し、健全な大会運営をおこなう。 

評価 A 

(2) 事業計画・実績  

ア 協会主催大会 

事業名 事業日程 備考 

東海９人制バレーボール選手

権大会東・西三河予選（男子） 

４月４日（日） 田原市総合体育館 

第 42 回全日本バレーボール小

学生大会東三河支部予選 

５月８日（土）９日（日） 
→中止(県大会へチーム推薦) 

浜道・石巻・大清水地区体育館 

第 52 回全国ママさんバレーボ

ール大会東三河支部予選 

５月９日（日） 
→中止(県大会へチーム推薦) 

下五井地区体育館 

第 48 回東海ママさんバレーボ

ール大会東三河支部予選 

７月 11日（日） 豊川市御津体育館 

愛知県高等学校バレーボール

選手権大会東三河支部予選 

７月 17日（土）18日（日） 各高等学校体育館 

全日本９人制バレーボール総

合選手権大会東・西三河予選

会（男子） 

８月 22日（日） 豊橋市飯村地区体育館 

全日本バレーボール高等学校

選手権大会東三河支部予選 

10月 16日（土）17日（日） 各高等学校体育館 

第 22 回小学生バレーボール新

人大会東三河支部予選 

2022年１月 16日（日） 

 

牛川・浜道・下五井・二川・ 

飯村地区体育館 

イ 支部独自大会 

事業名 事業日程 備考 

第 75 回東三河中学生春季バレ

ーボール大会 

４月 25日（日）29日（木） 

５月１日（土） 

豊橋市内中学校 
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第 75 回東三河中学生新人バレ

ーボール大会 

2022年１月８日（土）10日

（月）15 日（土） 

豊橋市内中学校 

第 45 回全三河中学・高校東西

対抗バレーボール大会 

中学 2022 年１月 10日（月） 

→中止 

高校 2022 年２月 11日（金） 

→中止 

西三河支部各中学校体育館 

西三河支部各高等学校体育館 

 

７ 競技委員会  

(1) 重点目標   

ア 県内競技会の見直し 評価 A 

イ コロナ禍に対応した競技会運営 評価 A 

ウ 競技委員の発掘育成及び各支部の競技会運営能力の向上 評価 B 

(2) 事業計画（ブロック大会以上） 

事業名 事業日程 備考 

東海９人制実業団リーグ ５月 12日（土） 田原市総体 

Ｖ・サマーリーグ西部大会 ７月１日（木）から４日（日）まで  スカイホール豊田 

全日本６人制バレーボール 

実業団選抜男女優勝大会 

７月 10 日（土）から 11 日（日）まで  スカイホール豊田 

東海小学生バレーボール大会 ８月 29日（日） 一宮市総合体育館 

東海ビーチバレーボール選手権 ８月 29日（日） 碧南緑地ビーチコート 

東海ママさんいそじ大会 10月 24日（日） 岡崎中央総合公園体育館 

東海ママさんウィンターＣｕｐ 12月 17日（金） 岡崎中央総合公園体育館 

東海ブロック中学校新人大会 ３月 19 日（土）から 20 日（日）まで  岡崎中央総合公園体育館 

2021/22 Ｖ.LEAGUE 2021年 10月 16日から 

2022年４月３日まで 

県内各地 

(3) 事業計画詳細等 

ア 県協会主催大会の合理的な開催について検討した。 

(ｱ) 全国大会予選については開催時期を見直した。 

(ｲ) 全国大会予選以外の大会（６人制選手権、９人制大会）の開催の方法及び開催の是非について 
検討を行った。 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を踏まえた、安全・安心な大会運営の方法を考慮し運 

営する。公益財団法人日本バレーボール協会のガイドラインや国・県の発出文書を参考に、柔軟

にルール作りを行った。 

ウ 法人化を機に、各支部での大会運営者の発掘育成、運営能力の向上を図った。 

 

８ 審判委員会 

(1) 重点目標 

ア 審判技術やルールについて広く普及し、共に活動できる審判員の育成に努める。評価 A 

イ 審判員の育成、技術向上を目指した審判員技術強化事業を実施する。評価 A 

ウ 県内各種大会へ適格な審判員の派遣を計画する。評価 A 

エ 定期的に審判委員会を開催し、指導・登録の業務連携を深めるとともに、意欲ある審判員の発 

掘に努める。評価 A  

(2) 事業計画   

事業名 事業日程 備考 

審判員資格認定講習会 ６月 13日（日） オンライン（Zoom）で開催 

審判員技術強化事業 ＊調整中  

審判委員会 理事会の前後に開催予定 オンラインでの実施も検討 
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(3) 事業計画詳細等 

ア 審判員資格認定講習会について 

(ｱ) 目 的 審判技術やルールについて広く普及し、共に活動できる審判員の育成を図る。 

(ｲ) 日 時 令和３年６月 13日（日）午後１時から午後３時まで（予定） 

(ｳ) 方 法 オンライン（Zoom） 

(ｴ) 講 師 一般社団法人愛知県バレーボール協会審判委員会 

(ｵ) 内 容 バレーボール６人制・９人制・ビーチ競技規則について（講義） 

2021 年度ルールの取り扱いについて（講義） 

質疑応答 

(ｶ) その他  「愛知県内で審判活動を希望する方（C級・B級の資格取得希望者を含む）」、 

「東海学連に加盟する大学の部に所属し、審判講習会の受講が必要な方」、 

「愛知県内で活動し、ルールについて勉強したい方」を対象に行います。 

申込方法等については、愛知県バレーボール協会ホームページにて掲載致します。 

イ 審判員技術強化事業について 

(ｱ) 目 的 技術指導による技術の向上、信頼される審判員の育成を図る。 

(ｲ) 日 時 調整中 

(ｳ) 方 法 県内大会等へ講師を派遣した実技指導を行う。 

(ｴ) 講 師 一般社団法人愛知県バレーボール協会審判委員会 

(ｵ) 内 容 県内大会等にて審判実技および講師による指導 

(ｶ) その他 審判技術や資格など、状況に応じた指導を心がける。 

 

９ 強化委員会 

(1) 重点目標 

ア 強化費に関わる強化項目の整理 評価 B 

イ 強化事業の内容見直し 評価 B 

(2) 事業計画   

事業名 事業日程 備考 

国体強化事業 2021年 6 月から 2022年 3月  

ジュニア層強化事業 2021年 6 月から 2022年 2月  

(3) 事業計画詳細等   

ア 国体強化事業について 

(ｱ) 国体愛知県予選 

a 成年男女：６月 13日(日)20日(日)＊20日は男子のみ 豊田西部体育館 

b ビーチバレーボール少年男女：６月 26日(土)27日(日) 碧南緑地ビーチコート 

(ｱ) 有望選手強化練習会兼国体少年男女選抜チーム選手選考会 【中止】 

 (ｳ) 国体強化合宿・練習：７月から９月まで 

  (ｴ) 第 42回東海ブロック国体(静岡県開催)：８月 22日(日) 浜北総合体育館 【中止】 

(ｵ) 第 76回国民体育大会(三重県開催) 【中止】 

  a 成年・少年男女：10月１日(金)から４日(月)まで 津市 

 b ビーチバレーボール少年男女：９月 26日(日)から 29日(水)まで 津市 

(ｶ) ビーチバレーボール有望選手強化練習会：2021 年 11月から 2022年 3月まで 【中止】 

イ ジュニア層強化事業 

(ｱ) JOC継続強化練習会（中学３年生対象）：６月 【中止】 

(ｲ) JOC 愛知県代表選手選考会：８月 28 日(土) 千種スポーツセンター他 

(ｳ) JOC 選抜チーム強化合宿・練習：９月から 12月まで 

(ｴ) JOC 第 35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会：12月 25 日(土)から 28 日(火)まで大阪 

府 

(ｵ) JOC継続強化合宿(中学２年生対象)：12月 24日（金）から 25 日（土）岡崎市体育館他 

(ｶ) JOC継続強化練習会（中学２年生対象）：2022年２月【中止】 



 14 
 

１０ 指導普及委員会 

(1) 重点目標 

ア 「暴言・暴力・ハラスメント」根絶に努める。評価 B 

イ スポーツ指導者養成講習会の充実 評価 A 

ウ 競技者拡大施策の模索 U-15競技者を拡大する。評価 B 

(2) 事業計画 

事業名 事業日程 備考 

日本スポーツ協会公認バレーボールコーチ

１養成講習会の充実 

９月５(日) 

12月 12(日)19(日) 

会場：愛知学院大学 

ビーチバレーボール講習会 

 

５月 23日(日)中止 

９月予定 

 

あいちトップアスリートアカデミー2021 

競技(バレーボール、ビーチバレーボール) 

体験プログラム 

 

未定 

 

小学生バレーボール連盟 指導者講習会 未定  

(3) 事業計画詳細等 

ア 日本スポーツ協会公認バレーボールコーチ１養成講習会の充実について 

(ｱ) 新型コロナ感染拡大防止のため参加者を 60名に制限する。 

(ｲ) バレーボールの現状を紹介し、「暴言・暴力・ハラスメント」の防止を強調する。 

イ ビーチバレーボール講習会について 

ビーチバレーボールの普及に努め、競技者拡大をはかる。 

ウ あいちトップアスリートアカデミー2021 競技体験プログラムについて 

未経験者の発掘、育成を行った。 

エ 小学生バレーボール連盟 指導者講習会について 

(ｱ) 小学生の指導者に指導法および審判技術について講習を行う。 

(ｲ) 「暴言・暴力・ハラスメント」の防止を強調する。 

 

１１ 広報委員会 

(1) 重点目標 

ア 有益でタイムリーな情報発信のための連携強化 評価 B 

イ JVIMS（技術統計判定員）の活動支援（派遣・研修・育成・発掘）評価 B 

(2) 事業計画 

事業名 事業日程 備考 

HP update works 通年  

JVIMS clinic ９月頃  

JVIMS 派遣 2021 年 10 月から 2022 年３月まで  2021/22 Ｖ.LEAGUE 県内各地 

(3) 事業計画詳細等 

ア HP update works 

愛知県内を主とした大会等の情報を HPにて発信していく。また、HP と連動させながら Twitter、 

Facebook、Instagramからも情報を発信していく。 

(ｱ) 公式 HP        http://www.aichi-va.gr.jp/ 

(ｲ) 公式 Twitter   https://twitter.com/aichivolley_ava 

(ｳ) 公式 Facebook  https://www.facebook.com/aichivolleyballassociation/ 

(ｴ) 公式 Instagram https://www.instagram.com/accounts/login/  

→ ＃愛知県バレーボール協会 
イ JVIMS clinic 

８月頃に行われる日本バレーボールリーグ機構主催の JVIMSテクニカルスーパーバイザークリ 

ニックでの内容を軸に県内メンバーのクリニックを行った。 
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ウ JVIMS 派遣 

2021年 10月から 2022年３月まで行われるＶ.LEAGUE 県内大会等における JVIMS の対応を 

行った。 
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第２号議案 

2021 年度正味財産増減計算書(決算書） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：円）

科目 予算 決算 増減 科目 予算 決算 増減

【一般会計】 【一般会計】

会費 12,000,000 11,461,000 ▲ 539,000 負担金 1,110,000 630,000 ▲ 480,000

JVA個人登録配賦金 4,000,000 3,882,072 ▲ 117,928 大会運営費 8,100,000 4,248,765 ▲ 3,851,235

参加費 3,500,000 1,662,000 ▲ 1,838,000 強化費 4,200,000 2,103,612 ▲ 2,096,388

県スポ協事業補助金 755,000 933,316 178,316 県スポ協事業費 755,000 772,000 17,000

公認指導員養成講習受講料 453,000 1,031,580 578,580 支部費 2,462,000 1,478,679 ▲ 983,321

雑収入 7,000 14,590 7,590 役員会合費 2,000,000 725,022 ▲ 1,274,978

強化練習会参加費 0 360,000 360,000 委員会会合費 497,000 980,292 483,292

補助金 0 224,000 224,000 旅費 2,340,000 884,980 ▲ 1,455,020

(一般 小計) 20,715,000 19,568,558 ▲ 1,146,442 通信費 430,000 452,381 22,381

消耗品費 116,000 141,571 25,571

雑費 175,000 247,354 72,354

用具費 0 30,454 30,454

研究指導費 1,663,000 1,096,289 ▲ 566,711

支払手数料 26,000 59,506 33,506

OA機器購入費 100,000 0 ▲ 100,000

連盟配賦金 1,300,000 1,311,910 11,910

事務局費 5,906,247 6,349,851 443,604

法人化準備費 955,617 1,794,727 839,110

ソフト償却費 291,994 137,176 ▲ 154,818

予備費 200,000 0 ▲ 200,000

東海実業団リーグ（ブ） 150,000 0 ▲ 150,000

東海ビーチバレー（ブ） 100,000 0 ▲ 100,000

東海ママさんいそじ（ブ） 150,000 141,242 ▲ 8,758

東海ママさんウインター（ブ） 150,000 116,017 ▲ 33,983

東海中学校新人（ブ） 250,000 0 ▲ 250,000

（一般 小計） 33,427,858 23,701,828 ▲ 9,726,030

【特別会計】 【特別会計】

運営委託収入 9,000,000 8,966,500 ▲ 33,500 大会運営費 0 187,440 187,440

全日本高校選手権 1,500,000 1,402,000 ▲ 98,000 事業部会合費 250,000 173,000 ▲ 77,000

雑収入 0 505,014 505,014 事務局費 2,993,753 3,528,374 534,621

(特別 小計) 10,500,000 10,873,514 373,514 法人化準備費 484,383 997,263 512,880

全日本高校委託金 0 1,635,469 1,635,469

運営委託金支出 0 200,000 200,000

旅費 130,000 86,400 ▲ 43,600

通信費 5,000 790 ▲ 4,210

消耗品費 20,000 141,540 121,540

支払手数料 3,000 4,059 1,059

ソフト償却費 148,006 76,224 ▲ 71,782

(特別 小計) 4,034,142 7,030,559 2,996,417

法人税充当額 2,200,000 931,500 ▲ 1,268,500

租税公課 0 0 0

（小計） 2,200,000 931,500 ▲ 1,268,500

収入合計 31,215,000 30,442,072 ▲ 772,928 支出合計 39,662,000 31,663,887 ▲ 7,998,113

当期純損益 ▲ 8,447,000 ▲ 1,221,815 7,225,185

収入の部 支出の部

自）2021年4月1日　　至）2022年3月31日
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2021 年度貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 一般会計 特別会計 合計 科目 一般会計 特別会計 合計

現金 109,787 0 109,787 未払金 31,161 0 31,161

普通預金 19,677,487 16,190,736 35,868,223 預り金 80,997 0 80,997

定期預金 0 110,000,000 110,000,000 特別会計未払金 6,633,433 0 6,633,433

未収入金 502,011 1,264,503 1,766,514 未払消費税 0 0 0

前払費用 92,880 0 92,880 未払法人税等 0 930,900 930,900

仮払金 0 574,000 574,000 負債合計 6,745,591 930,900 7,676,491

立替金 0 1,113,850 1,113,850

一般会計立替金 0 6,633,433 6,633,433

法人化準備費 0 0 0

敷金 682,020 0 682,020

ソフトウェア 853,600 0 853,600 正味財産 15,172,194 134,845,622 150,017,816

資産合計 21,917,785 135,776,522 157,694,307 負債・正味財産合計 21,917,785 135,776,522 157,694,307

2022年 3月31日現在 （単位：円）

借方 貸方
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2021 年度財産目録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年3月31日現在

（単位 ： 円）

現金 広報委員会の仮払金精算による 109,787 109,787

普通預金　三菱UFJ銀行　堀田支店　　　0371074 一般会計 183,922 183,922

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1399075 一般会計 16,485,954 16,485,954

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1399091 特別会計 15,538,718 15,538,718

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1399355 名古屋支部 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1399368 尾張支部 194,301 194,301

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1399622 西三河支部 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1399635 東三河支部 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1400071 競技委員会 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1400097 審判委員会 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1400495 強化委員会 1,836,160 1,836,160

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1400500 指導普及委員会 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1401292 広報委員会 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1401263 事業部 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1402400 事業部会計 1,629,168 1,629,168

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1401530 事務局 0 0

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1402413 事務局庶務 5,000 5,000

普通預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　1402414 事務局（専務理事） 0 0

定期預金　三菱UFJ銀行　名古屋営業部　0329206 特別会計 110,000,000 110,000,000

計 18,815,124 127,167,886 145,983,010

　　　未収入金 委員会経費未収分、補助金未収分／デンソー、WD名古屋 事業活動資金／Vリーグ運営受託収入 502,011 1,264,503 1,766,514

　　　前払費用 活動経費の前払い分として 92,880 92,880

　　　仮払金 事業部 活動経費の前渡しとして 0 574,000 574,000

　　　立替金 Vリーグ受託事業　立替金 Vリーグ受託事業　経費立替金 1,113,850 1,113,850

　　　一般会計立替金 特別会計 経費立替金として 0 5,657,039 5,657,039

流動資産合計 19,410,015 135,777,278 155,187,293

(固定資産)

　　　敷金 ㈱Belle・Herald 丸の内事務所敷金 682,020 0 682,020

　 　 ソフトウェア ㈱READ ホームページ制作費 853,600 0 853,600

固定資産合計 853,600 0 853,600

資産合計 20,263,615 135,777,278 156,040,893

(流動負債)

　　　未払金 強化委員会他 活動経費未払分として 31,161 0 31,161

　　　預り金 国、地方 謝金、給与の源泉所得税等 80,997 0 80,997

　　　特別会計未払金 一般会計 経費立替金の未払分として 5,657,039 0 5,657,039

　　　未払法人税等 国、地方 2021年度確定申告納付税額 0 930,900 930,900

流動負債合計 5,769,197 930,900 6,700,097

（流動資産）

現金預金

貸借対照表科目 場所・相手先等 使用目的等 一般会計 合計特別会計
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第３号議案 

2021 年度会計監査報告 

 
監 査 報 告 書 

 
 一般社団法人愛知県バレーボール協会定款第 10 条により

2021 年４月から 2022 年３月までの貸借対照表、損益計算書

（正味財産増減計算書）、財産目録について関係諸帳簿及び

証拠書類に基づいて監査したところ、その内容は適正かつ正

確であることを認めます。 
 
2022 年４月 27 日 
 
 
 
 
 
 
 

  一般社団法人愛知県バレーボール協会 
 

   監事   奥村 勝己 
 

 監事   鬼頭 勝政 
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第４号議案 

 

2022年度運営基本方針 

 

2021 年度は各委員会支部において方針策定をしたが、2021 年度～2024 年度の中期経営計画（下記参

考）の継続実施のために中期計画を幹とし、2022 年度の運営基本方針を提案する。よって具体的策定に

ついては以下の運営基本方針をもとづき、各委員会支部からの事業計画を主とする。 

 

（1）U15 カテゴリー層競技者への普及活動 

2023 年度より県内地域ごとで段階的に中学校部活問題について整理されていく事を視野に入れ、

U15 カテゴリー層のバレーボール環境を整えなければならない。低年齢層への普及を指導者、チー

ム、大会等を視野に入れ普及活動を行う。 

 

（2）ガバナンス（管理体制）、コンプライアンス（法令遵守）の強化 

2021 年度中にガバナンスコードを策定することができなかったことを踏まえ、協会内はもちろんの

こと加盟団体へもガバナンスコードの周知ができるようにする。 

 

（3）財政の安定化 

年会費・参加費の原案を作成し、それに伴い財政の安定化を図る。 

新たな収入の確保として広報、マーケティング分野での事業拡大を目指す。 

 

（4）魅力ある団体 

協会自体の価値観を高め魅力のある団体となるために、従来の大会運営に関わるだけでなく、今ま

での枠にとらわれず積極的に色々なアクションを起こす。 
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2022 年度事業計画 

 

１ 事務局 

(1) 重点目標 

ア 事務局業務の分担 

イ 正会員団体（チーム）年会費の検討 

ウ 事務局員の発掘及び育成 

(2) 事業計画 

 事業名 事業日程 備考 

ア  本会主催県大会の総務業務 ４月から９月まで (3)事業計画詳細等参照 

イ  正会員団体(チーム)年会費の検討 ４月から 11 月まで (3)事業計画詳細等参照 

ウ  事務局会の開催 ４月から 2023年３月

まで 

適宜 

(3) 事業計画詳細等 

ア 事務局業務の分担 

(ｱ) 継続して事務局業務を整理及び分担する。 

(ｲ) 本会主催大会の総務業務を担当する。 

イ 正会員団体（チーム）年会費の検討 

事務局および財務検討委員会で検討する。 

ウ 事務局員の発掘及び育成 

事務局員としてバレーボールを支え、本会の価値観を高める人材の発掘及び育成に努める。 

 
２ 事業部 

 (1) 重点目標 

ア Ｖ.LEAGUE 愛知大会の円滑な実施 

イ 新たな事業の発掘 

 (2) 事業計画 

事業名 事業日程 備考 

2022/23 Ｖ.LEAGUE愛知大会 10 月 22日～３月 26日 変更の可能性あり 

 (3) 事業計画詳細等 
ア Ｖ.LEAGUE 愛知大会の円滑な実施について 
(ｱ) ホームチーム主催大会（ホームゲーム）への適正役員派遣と運営協力を実施する。 

(ｲ) 各委員会との連携を図り、役員派遣の調整をする。 

(ｳ) 県内開催のＶ.LEAGUE大会に役員派遣を確実に実行し、特別会計収益を確保する。 

(ｴ) 事業部体制の充実と、人員を確保し育成を図る。 

イ 新たな事業の発掘について 

(ｱ) Ｖ.LEAGUE 愛知大会において入場券販売に関わるなど、役員派遣以外の収益を見込める行 
事、イベントの開催ができるかを検討する。 
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３ 名古屋支部 

(1) 重点目標 

ア 委員会・専門部と相互協力し、支部として特色ある取り組みを試みながらバレーボール競技の 

普及・振興、拡大・発展を図る。 

イ 各連盟による支部大会や支部独自大会の運営管理と見直しを引き続き行い、各支部大会の適正 

な運営を目指す。 

(2) 事業計画 

ア 協会主催大会 

   事業名 事業日程 備考 

(ｱ)  東海９人制バレーボール選手

権大会名古屋・尾張支部予選 

 

４月３日（日） 

４月 10日（日) 

志段味スポーツランド 

名古屋市昭和スポーツセンター 

(ｲ)  全国ママさんバレーボール大

会名古屋支部予選 

５月８日（日） 名古屋市名東スポーツセンター 

(ｳ)  全日本バレーボール大会小学

生名古屋支部予選 

５月 29日（日） 

 

名古屋市中スポーツセンター 

(ｴ)  愛知県高等学校バレーボール

選手権大会名北支部予選 

７月 18 日（月）24 日

（日） 

名古屋市中・昭和・志段味スポー

ツランド 

(ｵ)  愛知県高等学校バレーボール

選手権大会名南支部予選 

７月 17 日（日）22 日

（金） 

25日（月） 

名古屋市中・昭和スポーツセン

ター・志段味スポーツランド 

(ｶ)  愛知県高等学校バレーボール

選手権大会知多支部予選 

７月 17 日（土）18 日

（日）＊日程・会場は

2021 年実績 

横須賀・日本福祉大付属・阿久

比・知多翔洋高等学校体育館 

(ｷ)  東海ママさんバレーボール大

会名古屋支部予選 

８月６日（土） 名古屋市天白スポーツセンター 

(ｸ)  全日本９人制バレーボール総

合選手権大会名古屋・尾張支

部予選 

７月９日（土） 

７月 16日（土) 

 

パロマ瑞穂アリーナ 

名古屋市守山スポーツセンター 

(ｹ)  全日本バレーボール高等学校

選手権大会名北支部予選 

10 月 16 日（土）17 日

（日）＊日程・会場は

2021 年実績 

愛知総合工科・西陵高等学校体

育館 他 

(ｺ)  全日本バレーボール高等学校

選手権大会名南支部予選 

９月 25 日（土）26 日

（土）＊日程・会場は

2021 年実績 

各高等学校体育館(未定) 

 

(ｻ)  全日本バレーボール高等学校

選手権大会知多支部予選 

10 月 16 日（土）17 日

（日）＊日程・会場は

2021 年実績 

東海南・半田・武豊・大府東高等

学校体育館 

(ｼ)  小学生バレーボール新人大会

名古屋支部予選 

１月 22日（日） 

 

名古屋市守山スポーツセンター 

イ 支部独自大会 

事業名 事業日程 備考 

名古屋・尾張地区中学生バレーボー

ル選抜優勝大会 

４月９日（土） 

 

名古屋市内中学校体育館 

 

ウ 支部事業 

(ｱ)小学生（４年生から６年生 30名）対象「バレーボール教室」指導者派遣 

(ｲ)ジュニアを中心に、強化・指導普及に向けた支部の特色を生かした事業 
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エ 支部総会 

2023 年３月４日(土) 

 (3) 事業計画詳細 

ア 指導者派遣、支部特色事業については、小中学校の部活動廃止やバレーボール人口の減少とい

う社会情勢の中、委員会・専門部と連携してバレーボールに対する意識の向上及び強化・指導普

及に向けた支部独自の取り組みを進める。 

イ 各支部大会についてはマニュアルに則して運営し、収支のバランス等が保たれているか確認す

る。 

 

４ 尾張支部 

(1) 重点目標 

ア 協会組織と相互協力をしながら広くバレーボールに対する意識の向上、及び低年齢層をはじ 

め底辺拡大が図れるように運営していく。 

イ 各カテゴリーにおける尾張支部大会の運営管理を強化するとともに従来の運営方法を見直 

し健全な大会運営を目指す。 

(2) 事業計画   

 ア 協会主催大会 

 事業名 事業日程 備考 

(ｱ)  第 55回全国ママさんバレー

ボール大会尾張支部予選 

４月 29日（金） 江南スポーツセンター 

(ｲ)  第 42回全日本バレーボール

小学校大会尾張支部予選 

５月 28日(土) 29 日(日) 

 

江南 KTXアリーナ 

古知野北小学校 

(ｳ)  愛知県高等学校バレーボー

ル選手権大会尾張支部予選 

７月 16日(土)～18 日(月) 

  

一宮北高校 津島北高校 

いちい信金アリーナ Bほか 

(ｴ)  第 49回東海ママさんバレー

ボール大会尾張支部予選 

８月 14日(日) 甚目寺体育館 

(ｵ)  全日本バレーボール高等学

校選手権大会尾張支部予選 

10月８日(土) ９日(日) 

10月 22日(土) 23日(日) 

愛西工科高校 西春高校 

犬山高校 津島北高校ほか 

(ｶ)  第 23回小学校バレーボール

大会尾張支部予選 

１月７日(土) ８日(日) 江南 KTXアリーナ 

 

イ 支部独自大会 

事業名 事業日程 備考 

中学校新人バレーボール大会 

西尾張支部 

10月 22日(土) 23日(日) 一宮市内中学校 

名古屋・尾張地区中学生バレーボ

ール選抜優勝大会 

４月９日（土） 

 

名古屋市内中学校体育館 

 

ウ 支部総会 

2023 年３月上旬 

(3) 事業計画詳細等 

ア 委員会、専門部と連携を取り特に低年齢層のバレーボールの普及を図る。 

イ 大会参加費等従来の大会運営にとらわれず、各大会の見直しを行い健全な大会運営を目指す。 

 

５ 西三河支部 

(1) 重点目標 

ア 新体制で協会組織と相互協力しながら広くバレーボールに対する意識の向上、および底辺の拡 

大が図られるように運営していく。 

イ 各カテゴリーにおける西三河支部大会の運営管理を強化するとともに支部独自大会を見直し、 

健全な大会運営を行う。 
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(2) 事業計画 

 ア 協会主催大会 

 事業名 事業日程 備考 

(ｱ)  東海９人制バレーボール選手

間大会東西三河支部予選会 

４月上旬 未定 

(ｲ)  第 53 回全国ママさんバレーボ

ール西三河支部予選 

５月８日(日) 刈谷市体育館 

(ｳ)  第 42 回全日本バレーボール小

学生西三河支部予選 

６月４日(土)５日(日) 

６月 11日(土)12 日(日) 

岡崎市体育館、花園、 

高岡、地域文化、東祥アリ

ーナ、六ッ美 

(ｴ)  愛知県高等学校バレーボール

選手権大会西三河支部予選 

７月 16日(土)17 日(日) 

７月 18日(月) 

 

各高等学校体育館 

(ｵ)  第 49 回東海ママさんバレーボ

ール西三河支部予選 

７月 20日(水) スカイホール豊田 

(ｶ)  全日本９人制バレーボール総

合選手権大会西三河支部予選 

８月下旬 未定 

(ｷ)  全日本バレーボール高等学校

選手権大会西三河支部予選 

９月 23日(金)25 日(日) 各高等学校体育館 

岡崎中央総合公園体育館 

(ｸ)  小学生バレーボール新人大会

西三河支部予選 

１月 14日(土)15 日(日) 六ッ美、花園、地域文化 

運動公園、刈谷市体育館 

ウイングアリーナ刈谷 

  イ 支部独自大会 

 事業名 事業日程 備考 

(ｱ)  第 58 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会ソフ

トバレーの部 

９月 18日(日) 岡崎中央総合公園体育館 

(ｲ)  第 58 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会小学

校の部 

６年生の部 

８月 27日(土)28 日(日) 

５年生の部 

９月３日(土)４日(日) 

 

岡崎市体育館、花園、地域

文化、運動公園 

六ッ美、花園、柳川瀬、高

岡、地域文化、岡崎中央総

合公園体育館 

(ｳ)  第 58 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会高校

の部 

８月 20日(土)21 日(日) 各高等学校体育館 

(ｴ)  第 58 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会ママ

さんの部 

９月６日(木)７日(金) スカイホール豊田 

(ｵ)  中学生新人大会西三河支部予

選会 兼 第 58 回下村杯争奪

西三河総合バレーボール選手

権大会小学校の部 

10 月上旬 未定 

(ｶ)  第 58 回下村杯争奪西三河総合

バレーボール選手権大会一般

９人制の部 

10 月下旬 未定 

(ｷ)  西三河高等学校１年生バレー

ボール大会 

３月下旬 各高等学校体育館 

(ｸ)  第 46 回全三河中学・高校東西

対抗バレーボール大会 

中学生 １月 10 日(月) 

高校生 未定 

未定 
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ウ 支部総会 

2023 年３月中旬 

 

６ 東三河支部 

(1) 重点目標 

ア 新体制で協会組織と相互協力をしながら広くバレーボールに対する意識の向上、及び底辺の拡 

大が図られるように運営していく。 

イ 各カテゴリーにおける東三河支部大会の運営管理を強化し、健全な大会運営をおこなう。 

(2) 事業計画   

ア 協会主催大会 

 事業名 事業日程 備考 

(ｱ)  東海９人制バレーボール選手

権大会東・西三河予選（男子） 

４月３日（日） 田原市総合体育館 

(ｲ)  第 42 回全日本バレーボール小

学生大会東三河支部予選 

５月７日（土） 

５月８日（日） 

豊橋市石巻、浜道、大清水地区体育館 

(ｳ)  第 53 回全国ママさんバレーボ

ール大会東三河支部予選 

５月８日（日） 豊橋市下五井地区体育館 

(ｴ)  第 49 回東海ママさんバレーボ

ール大会東三河支部予選 

７月 10日（日） 豊橋市新栄地区体育館 

(ｵ)  愛知県高等学校バレーボール

選手権大会東三河支部予選 

７月 16日（土） 

 

７月 17日（日） 

男：豊橋中央、豊橋工科、豊橋東、小

坂井 

女：豊丘、豊橋商業、豊橋西、時習館 

男：豊橋中央 女子：豊丘 

(ｶ)  全日本９人制バレーボール総

合選手権大会東・西三河予選

（男子） 

８月 21日（日） 豊橋市石巻地区体育館 

(ｷ)  全日本バレーボール高等学校

選手権大会東三河支部予選 

９月 23日（金） 

 

９月 24日（土） 

男：豊橋中央、豊橋工科、豊橋東、小

坂井 

女：豊丘、豊橋商業、豊橋西、時習館 

男：豊橋中央 女子：豊丘 

(ｸ)  第 23回小学生バレーボール新

人大会東三河支部予選 

１月８日（月） 

１月 15日（日） 
豊橋市総合体育館、大清水地区体育館 

豊橋市下五井、大清水地区体育館 

イ 支部独自大会 

 事業名 事業日程 備考 

(ｱ)  第 76 回東三河中学生春季バレ

ーボール大会 

４月 23日（土） 

４月 29日（金） 

４月 30日（土） 

豊橋市内中学校体育館 

豊橋市内中学校体育館 

豊橋市内中学校体育館 

(ｲ)  第 76 回東三河中学生新人バレ

ーボール大会 

10月 15日（土） 

10月 16日（日） 
豊橋市内中学校体育館 

豊橋市内中学校体育館 

(ｳ)  第 46 回全三河中学・高校東西

対抗バレーボール大会 

中学生 １月 10日（月） 

高校：未定 

西三河 

西三河 

ウ 支部総会 

2023年３月 13日（日） 
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７ 競技委員会 

(1) 重点目標 

ア 県内開催大会の運営を通じ、人材の発掘をとおして組織つくりの整備をおこなう。 

イ 県内開催大会の安全かつ円滑な競技運営をおこなう。 

ウ 県内開催の一般大会について、運営の合理化を検討・推進する。 

(2) 事業計画（2022 年４月～2023 年３月）   

 事業名 事業日程 備考 

ア  東海大学春季リーグ ４月２日～５月 22 日 各大学 

イ  全国ママさんいそじ大会 ４月７日～８日 一宮市総合体育館 

ウ  東海９人制バレーボール男

女選手権大会 

５月１５日 岡崎中央総合公園体育館・武道館 

エ  東海高等学校総合体育大会 ６月 18日～19日 岡崎中央総合公園体育館 

オ  ビーチバレージャパンカレ

ッジ東海予選 

 

７月９日 新舞子ブルーサンビーチ 

カ  第 45回東海中学校総合体育

大会バレーボール大会 

８月９日～10日 岡崎中央総合公園体育館 

キ  東海大学秋季リーグ ９月３日～10月 23 日 各大学 

ク  2022/23V リーグ 10月～４月 県内各地 

ケ  東海ママさんウィンターカ

ップ 

12月 18日 岡崎中央総合公園体育館 

コ  東海小学生新人大会 ２月 25日～26日 愛西市親水公園体育館（予定） 

 各種県内大会 ４月～ 県内各地 

(3) 事業計画詳細等 

東海９人制バレーボール男女選手権大会以外は、各専門部・事業部が主体となって開催する 

 

８ 審判委員会 

(1) 重点目標 

ア 審判員資格認定講習会を開催し、審判技術やルールについて広く普及し、共に活動できる審判員

の発掘・育成に努める。 

イ 審判員技術強化事業、ラインジャッジ技術強化事業を実施し、審判員の技術向上に努める。 

ウ 審判員の技量に適した県内各種大会への派遣を計画し、審判員の技術向上に努める。 

エ 定期的に審判委員会を開催し、指導・登録の業務連携を深め、審判員の活動を支援する。 

(2) 事業計画 

 事業名 事業日程 備考 

ア  審判員資格認定講習会 ５月（詳細調整中） 講義：オンライン（Zoom） 

＊実技研修別途開催 

イ  審判員技術強化事業 ＊調整中  

ウ  ラインジャッジ技術強化研修 ＊調整中  

(3) 事業計画詳細等   

ア 審判員資格認定講習会について 

(ｱ) 目 的 審判技術やルールについて広く普及し、共に活動できる審判員の育成を図る。 

(ｲ) 日 時 2022年５月 午後１時から午後３時まで（詳細調整中） 

(ｳ) 方 法 講義：オンライン（Zoom） ※実技研修別途開催 

(ｴ) 講 師 一般社団法人愛知県バレーボール協会審判委員会 

(ｵ) 内 容 バレーボール６人制・９人制・ビーチ競技規則について（講義） 

2022 年度ルールの取り扱いについて（講義） 

質疑応答 
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(ｶ) その他  「愛知県内で審判活動を希望する方（C級の資格取得希望者を含む）」、 

「愛知県内で活動し、ルールについて勉強したい方」を対象に行います。 

申込方法等については、愛知県バレーボール協会ホームページにて掲載致します。 

イ 審判員技術強化事業について 

(ｱ) 目 的 技術指導による技術の向上、信頼される審判員の育成を図る。 

      次代の A級審判員の目指す審判員の育成を図る。 

(ｲ) 日 時 調整中 

(ｳ) 方 法 県内大会等へ講師を派遣した実技指導を行う。 

(ｴ) 講 師 一般社団法人愛知県バレーボール協会審判委員会 

(ｵ) 内 容 県内大会等にて審判実技および講師による指導 

(ｶ) その他 審判技術や資格など、状況に応じた指導を心がける。 

ウ ラインジャッジ技術強化研修 

(ｱ) 目 的 トップレベルの試合に対応できるよう、審判員のラインジャッジ技術を高める。 

(ｲ) 日 時 調整中 

(ｳ) 方 法 Vリーグチームの練習試合等で講師を派遣した実技指導を行う 

(ｴ) 講 師 一般社団法人愛知県バレーボール協会審判委員会 

(ｵ) 内 容 Vリーグチームの練習試合等にてラインジャッジ実技及び講師による指導 

(ｶ) その他 審判技術や資格など、状況に応じた指導を心がける。 

 

９ 強化委員会 

(1) 重点目標 

ア 強化費に関わる強化項目の整理 

イ 強化事業の内容見直し 

(2) 事業計画 

 事業名 事業日程 備考 

ア  国体強化事業 2022 年６月～2023 年３月  

イ  ジュニア層強化事業 2022 年６月～2023 年２月  

(3) 事業計画詳細等 

ア 国体強化事業について 

(ｱ) 国体愛知県予選 

a 成年男女：2022 年６月 場所未定 

b ビーチバレーボール少年男女：2022年６月下旬 碧南緑地ビーチコート 

(ｲ) 国体少年男女選抜チーム選手選考会：2022 年６月下旬 会場未定 

(ｳ) 国体強化合宿・練習：2022年７月～９月 

  (ｴ) 第 44回東海ブロック国体(岐阜県開催)：2022年８月 20日(土)、21日（日） 

岐阜県関市アテナ工業アリーナ 

(ｵ) 第 78回国民体育大会(栃木県開催) 

  a 成年・少年男女：2022 年 10月７日(金)～10日(月) 佐野市・鹿沼市・宇都宮市 

 b ビーチバレーボール少年男女：2022 年９月 10日(土)～13日(火) 足利市 

(ｶ) ビーチバレーボール有望選手強化練習会：2022 年 11月～2023 年３月 

イ ジュニア層強化事業 

(ｱ) JOC継続強化練習会（中学３年生対象）：2022年６月５日 岡崎市体育館 

(ｲ) JOC 愛知県代表選手選考会：2022年８月 27日(土) 守山スポーツセンター 

(ｳ) JOC 選抜チーム強化合宿・練習：2022 年９月～12 月 

(ｴ) JOC 第 35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会：2022年 12月 25日(日)～28日(水) 

･大阪府 

(ｵ) JOC継続強化練習会(中学２年生対象)：2022年度 12月 24（土）～25（日） 場所未定 

(ｶ) JOC継続強化練習会（中学２年生対象）：2023年２月 23日 岡崎市体育館 
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１０ 指導普及委員会 

(1) 重点目標 

ア 「暴言・暴力・ハラスメント」根絶に努める。 

イ スポーツ指導者養成講習会の充実 

ウ 競技者拡大施策の模索 U-15競技者を拡大する。 

(2) 事業計画   

 事業名 事業日程 備考(会場など) 

ア  日本スポーツ協会公認バレーボールコー

チ１養成講習会 

･９月４日(日) 

12月４日(日) 

12月 11日(日) 

愛知学院大学 

 

 

イ  ビーチバレーボール講習会 

 

５月 22日(日) 

９月予定 

会場未定 

ウ  あいちトップアスリートアカデミー2022 

競技(バレーボール、ビーチバレーボール) 

体験プログラム 

未定 会場未定 

エ  U-14クラブチャンピオンシップ大会 男子２月 11日(土) 

女子３月 18日(土) 

碧南市臨海体育館 

碧南市臨海体育館 

(3) 事業計画詳細等   

ア 日本スポーツ協会公認バレーボールコーチ１養成講習会の充実について 

バレーボールの現状を紹介し、「暴言・暴力・ハラスメント」の防止を強調する。 

イ ビーチバレーボール講習会について 

ビーチバレーボールの普及に努め、競技者拡大を図る。 

ウ あいちトップアスリートアカデミー2022 競技体験プログラムについて 

未経験者の発掘、育成を行う。 

エ U-14 クラブチャンピオンシップ大会について 

(ｱ) 中小体連選抜チームとヤングクラブ連盟登録チームの交流の場を設け、U-15層の競技者拡大を 

図る。 

(ｲ) 指導者の交流を図り、指導技術向上の機会とする。 

(ｳ) 「暴言・暴力・ハラスメント」の防止を文書にて啓蒙活動する。 

 

１１ 広報委員会 

(1) 重点目標 

ア 有益でタイムリーな情報発信のための連携強化 

イ JVIMS（技術統計判定員）の活動支援（派遣・研修・育成・発掘） 

(2) 事業計画   

 事業名 事業日程 備考 

ア  HP update works 通年 大会会場での取材 

イ  JVIMS clinic ９月頃  

ウ  JVIMS 派遣 10月から３月まで Ｖ.LEAGUE 愛知県内大会等 

(3) 事業計画詳細等   

ア HP update works 

愛知県内を主とした大会等の情報を HPにて発信していく。また、HPと連動させながら Twitter、 

Facebook、Instagramからも情報を発信していく。 

  （ア）公式 HP http://www.aichi-va.gr.jp/ 

  （イ）公式 Twitter https://twitter.com/aichivolley_ava 

  （ウ）公式 Facebook https://www.facebook.com/aichivolleyballassociation/ 

  （エ）公式 Instagram https://www.instagram.com/accounts/login/  

→ ＃愛知県バレーボール協会 
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イ JVIMS clinic 

８月頃に行われる日本バレーボールリーグ機構主催の JVIMSテクニカルスーパーバイザークリ 

ニックでの内容を軸に県内メンバーのクリニックを行う。 

ウ JVIMS 派遣 

10 月から３月まで行われるＶリーグ愛知県内大会等における JVIMSの対応を行う。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 
 

 
第５号議案 

2022 年度正味財産増減計算書(予算書) 
 

 
 

科目 2021年度 2022年度 増減 科目 2021年度 2022年度 増減

【一般会計】 【一般会計】

会費 12,000,000 13,850,000 1,850,000 負担金 1,110,000 1,160,000 50,000

参加費 3,500,000 11,000,000 7,500,000 大会運営費 8,100,000 14,000,000 5,900,000

連盟配賦金 4,000,000 1,850,000 ▲ 2,150,000 強化費 4,200,000 5,865,000 1,665,000

県スポ協事業補助金 755,000 760,000 5,000 県スポ協事業費 755,000 760,000 5,000

公認指導員養成講習受講料 453,000 460,000 7,000 支部費 2,462,000 895,000 ▲ 1,567,000

雑収入 7,000 7,000 0 役員会合費 2,000,000 1,830,000 ▲ 170,000

強化練習会参加費 0 1,600,000 1,600,000 委員会会合費 497,000 765,000 268,000

補助金 0 230,000 230,000 旅費 2,340,000 3,179,000 839,000

(一般 小計) 20,715,000 29,757,000 9,042,000 通信費 430,000 330,000 ▲ 100,000

消耗品費 116,000 96,000 ▲ 20,000

雑費 175,000 185,000 10,000

用具費 0 55,000 55,000

研究指導費 1,663,000 1,400,000 ▲ 263,000

支払手数料 26,000 20,000 ▲ 6,000

OA機器購入費 100,000 200,000 100,000

連盟配賦金 1,300,000 1,850,000 550,000

事務局費 5,906,247 6,960,000 1,053,753

法人化準備費 955,617 0 ▲ 955,617

ソフト償却費 291,994 153,400 ▲ 138,594

予備費 200,000 200,000 0

東海９人制選手権（ブ） 300,000 300,000

東海高校総体（ブ） 200,000 200,000

東海中学校総体（ブ） 200,000 200,000

東海ママさんウインター（ブ） 150,000 150,000

東海小学生新人（ブ） 200,000 200,000

2021年度ブロック大会計 800,000 ▲ 800,000

（一般 小計） 33,427,858 40,953,400 7,525,542

【特別会計】 【特別会計】

運営受託金収入 9,000,000 9,000,000 0 大会運営費 0 0 0

全日本高校選手権 1,500,000 3,000,000 1,500,000 事業部会合費 250,000 250,000 0

雑収入 0 0 0 事務局費 2,993,753 2,700,000 ▲ 293,753

(特別 小計) 10,500,000 12,000,000 1,500,000 法人化準備費 484,383 0 ▲ 484,383

全日本高校委託金 0 1,600,000 1,600,000

運営委託金支出 0 200,000 200,000

旅費 130,000 130,000 0

通信費 5,000 5,000 0

消耗品費 20,000 20,000 0

支払手数料 3,000 3,000 0

ソフト償却費 148,006 60,000 ▲ 88,006

(特別 小計) 4,034,142 4,968,000 933,858

【その他】

法人税充当額 2,200,000 1,000,000 ▲ 1,200,000

租税公課 0 0 0

（その他 小計） 2,200,000 1,000,000 ▲ 1,200,000

収入合計 31,215,000 41,757,000 10,542,000 支出合計 39,662,000 46,921,400 7,259,400

当期純損益 ▲ 8,447,000 ▲ 5,164,400 3,282,600

自）2022年4月1日　　至）2023年3月31日

（単位：円）

収入の部 支出の部
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