
各務原市バレーボール協会規約 

 

 

 

 

 

 

 

第１章     総   則   

（名 称） 

第１条 本会は各務原市バレーボール協会（以下本会）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は各務原市におけるバレーボール競技の普及発展を図ることを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）各種競技会及び予選会 

（２）相互研究並びに講習会 

（３）バレーボールに関する事項の指導 

（４）その他必要な一切の事項 

 

第２章     組   織 

 

（会 員） 

第４条 本会は次の会員をもって組織する。 

（１）団体会員 

          （実業団、一般クラブ、大学、高等学校、中学校、小学生、家庭婦人、ソフト、

ビーチ） 

（２）賛助会員 

 （賛助会員は本市バレーボール界の理解者であり、本会事業の達成 

            及び発展の協力者である。） 

 

（事務局） 

第５条 本会に事務局を置く。 
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第３章     役    員 

 

（役 員） 

第６条 本会に次の役員を置く 

      会長            １名        副会長       若干名 

      理事長          １名        副理事長     若干名 

      常任理事      若干名        理事         若干名 

      事務局長        １名        主事         若干名 

      会計            １名        監事           ２名  

評議員 

２ 本会に 名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。 

 

（選出方法） 

第７条 役員の選出方法は次の通りとする。 

（１）会長・副会長は理事会で推戴する。 

（２）評議員は加盟チームより１名を選出する。 

（３）理事は評議員の互選で下記の方法により選出したものと、学識経験者で、 

会長がこれを委嘱する。 

       実業団連盟          ３名        一般クラブ連盟  ３名 

       高体連専門部        １名        中学校部      １名 

       小学生連盟         ３名        家庭婦人連盟    ３名 

       ソフト連盟          ３名 

     会長が指名した理事は、上記の理事の総数の半数以内を原則とする。 

（４）常任理事は理事会において理事の中より選出し会長がこれを委嘱する。 

（５）理事長及び副理事長は常任理事の中から理事会の推薦によって選出し会長 

がこれを委嘱する。 

（６）監事は理事会において評議員の中から推薦し、会長がこれを委嘱する。 

（７）事務局長は理事会において常任理事の中より選出し、会長がこれを委嘱す 

る。 

（８）主事及び会計は理事会において理事の中より選出し、会長がこれを委嘱す 

る。 

（９）名誉会長・顧問及び参与は本市バレーボール界に功労のあったもの、又は  

学識経験者を理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。 

 

（任 務） 

第８条 役員の業務分担は次の通りとする。 

（１）会長は本会を代表し、会務を統括する。 



（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代行する。 

（３）理事長は理事会を代表し常務を処理執行する。 

（４）副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときにはその職務を代行 

する。 

（５）常任理事は常任理事会を組織し、常務を処理執行する。 

（６）理事は理事会を組織し、本会の事業の審議及び執行にあたる。 

（７）評議員会は重要事項を審議する。 

（８）監事は会計を監査する。 

（９）事務局長は本会の総括的事務を処理する。 

（１０）主事は本会の事務を処理し、事務局長に事故があるときはその職務を代行 

する。 

（１１）会計は本会の会計事務を執行する。 

（１２）名誉会長・顧問及び参与は会長及び理事会の諮問に応じ、又役員会に出席  

して意見を述べることができる。 

（任 期） 

第９条 役員の任期は２ヶ年とし留任することができる。 

２ 役員の任期が満了となったときには、後任者が就任するまでは前任者がその職務

を行う。 

３ 役員の中で欠員が生じたときには、第７条により後任者を選出する。この場合の

後任役員の任期は前任者の残存期間とする。 

 

第４章      会     議 

 

（会 議） 

第１０条  理事会及び常任理事会は必要に応じて会長が招集する。毎年度末に開催する会

議は次の事項を審議決定する。 

（１）役員の選出               （２）予算及び決算 

         （３）事業計画                 （４）規約の改正 

（５）其の他重要事項 

 

（評議員会） 

第１１条  評議員会は会長が必要に応じ１／３以上の評議員の請求があったときには、こ

れを招集する。 

 

（会議の成立） 

第１２条  総ての会議は役員総数の半数以上の出席が無ければ成立しない。 

会議に出席できない役員は他の者に委任することができる。 

 



（議 決） 

第１３条  総ての会議の決定は、その出席役員の過半数の決議による。 

 

第５章      委  員  会 

 

（委員会） 

第１４条  本会に委員をもって組織する委員会を設ける。 

２ 委員会を特別委員会と専門委員会とに分ける。 

 

（特別委員会） 

第１５条  特別委員会は本会の事業を遂行するに必要な特定の事項に関して調査研究しこ

れを処理執行する。 

２ 特別委員会の設置ならびに解散は理事会の承認を得てこれを行う。 

 

（専門委員会） 

第１６条  専門委員会は本会の事業を遂行するに必要な事項を専門的に分担して調査研究

し、理事会の承認を得てこれを処理執行する。 

２ 専門委員会の設置ならびに解散は理事会の承認を得てこれを行う。 

３ 専門委員会の機構ならびに業務内容については別にこれを定める。 

 

（委員長） 

第１７条  委員会に、常任理事会において常任理事の中より選出された委員長を置く。 

２ 委員会は必要に応じて副委員長を置くことができる。 

３ 委員は委員長が推薦し常任理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。 

  

第６章    登    録 

（登録） 

第１８条 加盟団体は本会に登録しなければならない。 

   ２ 加盟団体は（公財）日本バレーボール協会登録規定により登録することができる。 

   ３ 本会への登録期限を４月末日とする。 

 

第７章    会    計 

（会計） 

第１９条  本会の経費は次の収入を持ってこれに充てる。 

（１）加盟団体の登録金 

（２）競技会参加料 

（３）事業収入 

（４）公共団体よりの補助金 



（５）賛助会費 

（６）寄付金 

（７）本会公認有資格者の登録料 

（８）その他 

 

（加盟登録金） 

第２０条  本会の加盟登録金の年額は次の通りとする 

    実業団連盟    5,000 円    一般クラブ連盟   5,000 円  

    高体連専門部   5,000 円        中学校部   5,000 円 

    小学生連盟    30,000 円      家庭婦人連盟  30,000 円 

    ソフト連盟    30,000 円 

 

（会計年度） 

第２１条  本会の会計年度は毎年３月１日に始まり翌年２月末日に終わる。 

 

（監査） 

第２２条  本会の予算ならびに収支決算は監事の監査を経た上理事会の承認を得なければ

ならない。 

 

（役員経費） 

第２３条  役員の職務の為の行動に伴う各号の経費については第１９条の収入によって賄

う事が出来る。 

なお、支給額等については岐阜県バレーボール協会規約「出張等に関する内規」

に準ずるものとする。 

（１）各種会議費 

（２）各競技会等当日の交通費、昼食費、日当 

 

第８章    雑   則 

 

（規約改正） 

第２４条  本規約の改正は理事会において２／３以上の賛成を得なければならない。 

 

附        則 

 

本規約は平成元年５月１５日より執行する。 



各務原市バレーボール協会慶弔等に関する内規 

 

   

 

（総 則）  

第１条 この内規は、本会役員等の慶弔に関する経費の基準を定めるものであ

る。  

   

（対象者）  

第２条 本会役員及び加盟チームとし、次のものを対象とする。 

    また、本会役員とは次のうちの（１）から（４）である。  

 （１）本会名誉会長・会長・副会長  

 （２）本会顧問・参与  

 （３）本会理事長・副理事長  

 （４）本会常任理事  

 （５）本会加盟チーム  

 

 ２ 常任理事会に諮り、上記役員以外の役員も対象とすることが出来る。  

 

（弔 意）  

第３条 本会役員またはその配偶者が死亡したときは、生花及び会長名の弔電

をもって弔意を表す。 

 

（祝 意）  

 

第４条 本会役員が、国・県・市・（公財）日本体育協会・（公財）岐阜県体育

協会・（公財）日本バレーボール協会その他の関係団体より表彰を受け

たときは、常任理事会に諮り祝意を表すことができる。  

 

 ２ 本会加盟チーム（含個人）が岐阜県代表として全国大会に出場する場合

には激励金をもって祝意を表す。  

   ただし、年間を通じ同一チームで１回までとする。 
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３ 本会加盟チーム（含個人）が全国大会において、優秀な成績を収めた場

合には、常任理事会に諮り、祝意を表すことができる。 

 

 ４ 本会役員が退任する場合は、常任理事会に諮り、謝意を表すことができ

る。  

 

   

（承 認）  

 

第５条 支出については、常任理事会の承認を得るものとする。  

 

   

（改 正）  

 

第６条 本内規の改正は、理事会において２／３以上の賛成を得なければなら

ない。  

 



各務原市バレーボール協会専門委員会規定 

 

   

 

 各務原市バレーボール協会（以下本会）規約第５章第１４条の規定に基づき専門委

員会の機構ならびに分担所轄事項に関する規定を次の通り定める。  

 

   

 

（種 類）  

第１条 本会規約第５章第１６条第２項の規定により選出された委員を以て次の専

門委員会を設置する。  

（１）競技委員会  

（２）審判委員会  

（３）指導普及委員会  

   

（承 認）  

第２条 新たに委員会を設けるには理事会の承認を得なければならない。  

   

（執 行）  

第３条 専門委員会（以下委員会）は本規定に定める事項を専門的に調査研究し、常

任理事会の承認を得てこれを処理執行する。  

  

（連 絡）  

第４条 委員会は他の委員会に関係ある事項については相互に連絡を密にしなけれ

ばならない。  

   

（細 則）  

第５条 各委員会の所管事項ならびにその運営に関する細部は細則によって別に定

める。  

   

（委員長）  

第６条 委員長は委員会を統括し所管業務を処理執行する。  

  ２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。  

   

（連絡先）  
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第７条 各委員会の連絡先は委員長の住所または勤務先とする。  

   

（任 期）  

第８条 委員の任期は本会規約第９条により２ヶ年とする。  

  

（会 議）  

第９条 委員会会議は委員長が必要に応じて招集する。  

 

（決議事項）  

第１０条 各委員会の決議事項は常任理事会の承認を得なければならない。  

 

 ２ 緊急を要する場合は会長の承諾を得て処理することができるが、常任理事会の

事後承認を得なければならない。  

   

（意 見）  

第１１条 常任理事は各委員会に出席して意見を述べることができる。  

 

（説 明）  

第１２条 委員長は理事会または常任理事会の要求があれば所轄事項の処理執行の

状態について説明する義務を有する。  

   

（費 用）  

第１３条 各委員会に要する費用は各委員長より事務局長に申請する。  

   

（収支決算）  

第１４条 各委員会は年度末に収支決算を明らかにした事業の内容を事務局長に報

告しなければならない。  

   

（改 正）  

第１５条 本規定の改正は、理事会において２／３以上の賛成を得なければならない。   

 



各務原市バレーボール協会専門委員会細則  

 

   

 

（総 則）  

第１条 この細則は、本会規約第５章第１６条による各専門委員会の所管事項

その他運営に関する細部について定める。  

 

   

（連 携）  

第２条 各専門委員会は、事務局と相互連絡を密にし、必要に応じ理事長に報

告又は決裁をあおぐものとする。  

 

   

（構成・任務）  

第３条 各専門委員会（企画委員会を除く）には、委員長（１名）、副委員長（若

干名）、委員（若干名）を置く。また、必要に応じて主事を置くことが

出来る。  

 

 ２ 委員長は、常任理事の中より選出し、所管事項その他の常務について処

理執行する。  

 

 ３ 副委員長は、委員会内部で推薦し、委員長を補佐するとともに、委員長

事故ある時は、その職務を代行する。  

   

（事業計画・報告）  

第４条 各専門委員会は、事業計画及び事業報告を理事会に提出し承認を得る

ものとする。  

   

（決算書）  

第５条 各専門委員会は、会計年度毎に収支決算を明らかにした事業内容を事

務局長に提出しなければならない。  
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（競技委員会）  

 

第６条 競技委員会の所管事項は次のとおりとする。  

 

（１） 本会の主催・主管する競技会（以下競技会）の企画・運営・施設確保

及び用具の準備  

（２） 競技会スケジュール及び競技会要項の立案  

（３） 競技会役員の人選  

（４） 競技記録の保管  

（５） その他  

 

 

（審判委員会）  

 

第７条 審判委員会の所管事項は次のとおりとする。  

 

（１） 県・地区・市内等各競技会への審判員の派遣  

（２） ＪＶＡ・ＧＶＡ・ＫＶＡ公認、本会公認審判員の育成及び推薦  

（３） ＪＶＡ・ＧＶＡ・ＫＶＡその他の主催する講習会への参加及び伝達  

（４） 審判員の技術向上のための講習会、研修会等の実施  

（５） 公認審判員の活動記録の保有  

（６） その他  

 

 

（指導普及委員会）  

 

第８条 指導普及委員会の所管事項は次のとおりとする。  

 

（１） 小学生、中学生及び家庭婦人バレーボールの指導及び普及   

（３） 指導者講習会の実施  

（４） 指導者の派遣  

（５） 県及び地域の関係機関との連携  

（６） その他  

 

 



付 則 

 

企画委員会は、会長付けとし、本会重要事項の企画をする。 

委員長以外のメンバーは、必要に応じて委員長が選出構成する。  

 

   

（改 正）  

 

第９条 本細則の改正は、常任理事会で行う。 

  

 



各務原市バレーボール協会事務局細則  

 

   

 

（総 則）  

第１条 この細則は、本会規約第２章第５条による事務局の所管事項その他運

営に関する細部について定める。  

 

 

（所管事項） 

第２条 事務局の所管事項は次のとおりとする。  

 

 （１）文書処理・・・ＧＶＡ、地区連盟、他郡市協会、市体協、市教委等関

係団体からの文書（依頼、申請、報告、通知、紹介、回答等）の受理

及び発送（協会の公文書）  

 （２）理事会、常任理事会等の開催通知及び議事録採録  

 （３）加盟登録受付処理及び加盟登録金の査収  

 （４）関係機関との連絡調整事務   

 （５）事業収益等の査収及び管理  

 （６）予算案の立案  

 （７）予算に基づく会計事務の執行  

 （８）収支決算書の作成  

 （９）特別事業の企画  

 （10）本会の発展のための広報及びＰＲ活動  

 （11）その他  

 

   

（改 正）  

 

第３条 本細則の改正は、常任理事会で行う。 
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