
事業名 企画提案型競技力向上対策事業 

「一貫指導システム構築により、国体上位入賞を目指して」 

沖縄県バレーボール協会 

指導普及強化委員 平山 常仁 

１．はじめに 

こんにちは沖縄県バレーボール協会の平山常仁です。現在、沖縄県バレーボール協会の

指導普及強化委員会副委員長させて頂いております。所属は美里工業高校で男子バレー部

の監督をしています。よろしくお願いします。 

さて、沖縄県バレーボール協会は昨年の平成 26 年度を持ちまして、協会を設立して 60

周年を迎えることができました。現在は沖縄県バレー協会と９つの各加盟団体、そして 10

加盟地方競技団体（市郡バレーボール連盟・協会）の組織が連携しバレーボールの普及・

発展のため運営を行っており、大きな組織へと成長して参りました。 

競技成績では海邦国体の総合優勝（成年男女 9人制第 1位、少年男子第 2位、成年 6人

制男女・少年女子第 3位）の実績を残しました。 

また、９人制実業団チームの中部徳洲会病院においては顕著な競技成績を残し、合計 26

回全国大会優勝を果たしており、去った 12月に行われた第 30回全日本実業団選抜男女優

勝大会でも優勝し大会６連覇を達成、常に全国上位の成績を維持しています。  

競技人口においては県内各地離島を含め、小学生から一般、マスターズ、ママさんまで

幅広く活動の場が広まっています。 

しかし近年、国体においては 9人制の部の廃止により、平成 22年千葉国体で 9人制男子

の 5位（32点）を最後に得点獲得にはいたっていません。 

 また、かつて人気スポーツとして全国的にも盛んであったバレーボール人気にも陰りが

出ており、本県のバレーボール競技人口も年々減少しており、特に男子のバレーボール人

口の減少は顕著で危機的状況と言っても過言ではない状況です。 

 その問題は、本協会でも数年に渡り議論されていましたが平成 25年度より各加盟団体と

協力しながら、本格的に一貫指導システムの構築に向けて具体的な取り組みを始めました。 

また、沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課による、企画提案型競技力向上事業の

予算的な補助も活用しながら取り組んでいます。 

沖縄県バレーボール協会における企画提案型競技力向上対策事業は、平成 26年度に採択

され、今年度平成 27年度は事業２年目に当たります。事業２年目を終え昨年取り組んでき

た反省を踏まえつつ、新たな計画・立案を行い現在取り組んでいます。本日はバレーボー

ル協会の取り組みを中心に報告します。 

 

２．沖縄県バレーボール協会の組織について 

（１）組織はバレーボール協会と各加盟団体（９団体）と加盟地方競技団体（１０市郡 

バレーボール協会・連盟）で運営されている。 

（２）指導普及委員会と強化委員会の委員会の統合 

平成２５年度より指導普及委員会と強化委員会を統合し、組織改編を行った。 

３．指導普及・強化方針 



強化においては国体で得点を取るために成年男子、少年男子を強化して企画提案型競 

技力向上対策事業の推進を図る。 

また、本県のバレーボール競技人口は年々減少し、特に男子のバレーボール人口の減 

少は顕著で、普及面で大きな課題に直面している。指導普及については、この課題を最 

重要課題と捉え、平成 27 年度、新たな取り組みとして小学校男子バレーボール人口の 

拡大に向けて組織的に取り組んでいる。 

スポーツ界全体が以前に比べ、低年齢化が進んでおり、他の種目は小学校低学年から 

有望な人材を確保していることから、特に小学校低学年からバレーボールを触たり、親 

しむ機会を増やす必要がある。 

更には小学校に入学する前の５・６歳児を対象に何らかの方法でバレーボール関わる 

機会を組織的に取り組む。 

また、バレーボール競技人口の拡大を図るためには、各地域で選手の呼びかけ指導す 

る指導者が必要不可欠であり、人口拡大と平行して進めて行く必要がある。 

ここでいう指導者の育成とは、指導者の数を増やしていくこと、そして指導者の資質の 

向上の２点で人口拡大と指導者の育成は普及の両輪として考えていきたい。 

 

（１）最重要課題：各加盟団体の協力の基、一貫指導システムの構築していく 

（２）県バレーボール協会の一貫指導体制の考え方 

強化面と指導普及面は関連性が高いので委員会と統合して指導普及・強化を一つの委 

員会で話し合いを行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）強化の方針 

① 企画提案型競技力向上対策事業の推進を図る 

② 小中高大一般連携事業の推進（各カテゴリー間の連携取り組み） 

ア．高校国体候補選手と一般(中部德洲会病院)との合同練習会(3 月） 

イ．JOC 中学選抜と高校国体候補選手との合同練習会(11 月) 

ウ．ジュニア育成クリニック 中学１･2 年 小学 6 年合同練習会 

（４） 指導普及の方針 

① 競技人口拡大計画の推進（特に小学生の競技人口の拡大） 

 

② 指導者育成の推進 



③ 指導普及強化（小中大一般）連絡協議会の開催 

４．具体的取り組み 

（１）当面の効率的強化を勘案し、少年男子・成年男子を重点に強化を図る。 

① 少年男子 

選抜チームを編成、成年男子との合同練習を重ね九州代表権を獲得する。 

② 成年男子 

ふるさと選手を起用しつつ、県内企業等の協力を得て選抜チームを編成し、九州

代表権を獲得する。（ふるさと選手制度活用の課題：県外での活躍選手の国体本県

出場は非常にありがたい。ここ 2-3 年の制度活用をとおして感ずることは 

○チープレーの関係上大会直前の合流で勝敗に臨むのはリスクが高い。 

○少なくとも 2-3 回の帰省で合同練習の出来る制度作り、予算措置を提案したい 

○ふるさと選手所属先（大学・実業団等）のチーム事情も踏まえ競技団体のみな 

らず、県体協名での協力願いを積極的に行う必要がある。 

③ 画提案型事業具体的取り組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 競技人口拡大 

①  風船バレー； 高校生等の大会において、ブースを設けて活動させる。 

②  沖縄市小生男子チーム結成；（小学生男子競技人口拡大計画モデル事業） 

③  平成 27 年度；沖縄市バレーボール協会で市小学生男子バレーボールクラブを結

成する。 

平成 28 年度；沖縄市の取り組みを基に各市郡バレーボール協会でも市郡のバレー

ボールチームを結成していく。 

 

④ 協会主催（中学・高校）大会へのクラブチームの出場資格付与 

 

 

平成27年度企画提案型の事業内容

成年男子 少年男子 中学男子

1 医科学委員会サポートシステムの活用
フィジカルトレーニング、メンタルトレーニング、栄養
学、メディカルチェック等

● 6月～8月

2 アナリストの活用
九州大会で各試合のビデオ撮り、編集、分析、考察
アナリスト委員会の設定

● ● 6月～8月

3 関東大学生チームの招聘 順天堂大学の学生を沖縄へ招聘する ● ● 8月

4 サントリーカップ大会
大会及び全国強豪校との強化練習会　参加校（チー
ム）

● 5月

5 県外強化合宿 県外へ強化合宿 ● 8月

6 日帰り強化練習 少年成年男子県内強化練習会 ● ● 6月～3月

7 日本トップチームの指導者招聘 Vプレミアリーグの優勝チームJT徳元コーチ（県出身
者）を招いて強化練習会

● ● 5月

8 ジュニア育成クリニック 小学生(６年有望選手)と中学１、２年生の合同練習会 ●
9月～12月
月１回

9 メンタルトレーニング
メンタルトレーナーを招いての指導者向け(又は選手)のコーチ
ング

● ● ● 9月頃

10 東京都(公立)のコーチングを学ぶ
東京都中体連指導普及委員長の嶋守正義氏を招い
ての指導者向け(又は選手)のコーチング

● 9月～10月

11 国体に向けた成年チームの結成 成年男子6人制選抜チームとして活動を継続を図る ● 5月中旬登録

NO 企画名 具体的内容
対象カテゴリー

期日



 

⑤ 部員集用ポスター・チラシの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 指導希望者人材バンク：希望者の登録受付 中学校にて試験的に実施 

⑦ 資格者の活用：名簿の作成をして、カテゴリーに分別整理する。 

（３）小学生バレーボール競技人口の目標 

目標 年１０％UP（平成３０年に平成２６年度実績の１．５倍増を目指す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．課題 

（１）方針や具体的取り組み内容が各加盟団体へ正確に伝達する。 

（２） 

（３） 

６．まとめ 

最後になりますが小学生から高校・一般へと一貫性を図るために強化委員会と指導普及

強化委員会を統合し、幾度も会議を重ねていったことで指導普及と強化の重要性が互いに

理解を高める機会となり一貫指導システムの考え方がまとまってきました。 

また、県協会の指導普及強化方針を伝える機会、逆に各加盟団体の意見を聴く場として

小学生男子バレーボール競技人口の目標

目標　毎年１０％UP(H３０年（5年後）、H26年度実績の1．5倍を目指す)

年度
H26年度
（昨年度）

H27年度
（1年目）

H28年度
（2年目）

H29年度
（3年目）

H29年度
（4年目）

H30年度
（5年目）

目標値 402.6 439.2 475.8 512.4 549

実数 366 574

調査はJVAのMRSシステムのデータを採用する。データの集計日は８月１日とする
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指導普及強化（小中高大一般）連絡協議会を開催し、各競技団体と会議を行っていること

で、情報の共有が図られ徐々に理解が得られています。 

将来のより明確なビジョンを示し、その実現に向けて今取り組むことが何なのか具体的

内容を示していくことは非常に大切でしょう。 

本協会は（加盟団体９団体、加盟地方競技１０団体の代表者から選出され、常任理事数

20 名・理事数 50 名という）大きな組織であることから考え方も様々な中で、その内容を

各加盟団体へ理解を深め、浸透させていくにはまだまだ時間がかかると思います。 

しかし、将来のバレーボール競技の普及、発展の実現に向けて、バレーボール協会が中

心的役割として、各加盟団体と協力しながら現在取り組んでいる内容は数年後大きな成果

になっていくものだと信じています。 

また、本県バレーボール協会に取っては企画提案型競技力向上事業を活用させて頂くこ

とで予算的な補助は勿論ですがこの研修を通じて各競技団体の取り組みについての情報共

有は参考になっています。沖縄県ならびに沖縄県体育協会に心から感謝申し上げます。 

次年度、更にそれ以降についても必ず国体で得点を獲得していく所存でございます。今

後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ご清聴誠にありがとうございました。 

 

 

県バレーボール協会の取り組みについてＨＰでも公開しております。 

詳しい資料についてはＨＰをご覧下さい。 

↓↓↓ＱＲコードを読み取って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県バレーボール協会→指導普及強化委員会→会議・議事録 

 


