公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ）
平成 30 年 6 月期事業計画書
自 平成 29 年 7 月 01 日
至 平成 30 年 6 月 30 日

＜基 本 方 針 ＞
公益社団法人日本ダンス議会（Japan Dance Council ：略称 JDC）は、世界ダンス議会（World Dance
Council :WDC）の加盟団体の構成員として国内外におけるダンスの普及、発展及び教育、国内外におけ
るダンス競技会の開催、充実並びに職業的ダンス教師の地位待遇、生活の向上、充実等に関する事業を
行うとともに、青少年へのダンス文化指導と育成、地域社会へのダンス文化指導と指導者派遣を行い、
これを通じて国際親善、国民の健康、教養、文化の向上、発展並びにダンス関係者全体の利益と福祉に
寄与することを目的とする。
平成２９年度の重点項目を以下の通りとする
１

公益社団法人としての運営、組織の見直しと更なる強化
・ 公益社団法人としての運営・管理の徹底
・ 事務局を中心にした、経理体系の見直しを行い予算執行についてより厳密な管理を実践。また
適切な会議運営と議事録の保存、機密保持、個人情報保護の強化、法定書類などの厳密な管理。

２

ダンス競技人口の高齢化と減少への対応、若年層の取り込み施策の強化
・ シルバー世代のダンス競技会及びダンスの医科学的講習会の開催
・ ジュニア、ジュブナイルの発掘、競技会の強化
・ 学連選手や学連 OB.OG との交流

３

教師資格認定試験の実施とそれに関わる組織、制度の強化

４

不特定多数の者の利益の増進を図る事業を公益目的事業として実施し、ダンスが国民の生涯スポー
ツ及び健康維持の一環として親しまれるための環境整備

５

競技スポーツとして国際競技力の向上を目指し、選手のさらなる強化に重点を置きダンスを通じた
国際交流、地域交流の強化。
以上の強化方針に則り、諸事業に取り組み目的実現に向け計画立案し実行する。
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【公益目的事業】
公益社団法人認定に係わる事業区分：
「競技会」
定款第４条（事業）
「
（２）ダンス競技に関する統一的な全国的及び国際的競技会の開催、認定及び
公認」及び「
（４）ダンス競技に関する公式記録の認定及び管理並びに公式表彰」
【国際大会】
１．２０１７年ジャパンオープンダンス選手権大会
（１）目 的
国内外のトップクラスを交えてダンスのレベルアップを図ると共に、健全なる
室内スポーツとしてわが国のダンスの普及と発展を推進する。
（２）対 象
JDC 登録選手、外国人選手、他団体選手、アマチュア選手、一般ダンス愛好家
（３）募集方法
各総局・支局・全国プロ選手会、他団体等に大会要項を送付する。
またホームページ並びにＷＤＣのホームページ・広報誌等による広報を行う。
（４）開催期日
平成２９年９月２４日（日）
（５）会 場
琵琶湖グランドホテル
（６）内 容
国内外のトップ選手及び著名外国人審査員を招聘して行う国際競技会である。
２．２０１８ワールドスーパーシリーズ・アジアオープンダンス選手権大会
（１）目 的
世界の多数のトップ選手を交えて、世界の踊りを国内で目の当たりにすることによって
ダンスの素晴しさを広く周知すると共に、健全なる室内スポーツとしてわが国のダンス
の普及と発展を推進する。
（２）対 象
プロフェッショナル選手 ＷＤＣ登録選手（外国人及び他団体選手を含む）
アマチュア選手、 国内選手・外国人選手、一般ダンス愛好家
（３）募集方法
各総局・支局・全国プロ選手会・他団体等に大会要項を送付する。
またホームページ並びにＷＤＣのホームページ・広報誌等による広報を行う。
（４）開催期日
平成３０年２月２５日（日）
（５）会 場
日本武道館大ホール
（６）内 容
世界のベスト１２を含む多数の外国人選手及び国内のトップクラス並びに著名外国人
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審査員を招聘して行う国内最大規模の国際競技会である。
【国内大会】
（１）目 的
各総局別に大小様々な競技会を開催することによって、ダンスが競技スポーツの一つとして、
また国民の生涯スポーツの一つになるよう普及、宣伝を図り国民の心身の健全な発達に寄与
し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする。
（２）各総局別競技会
①

東北総局
平成３０年６月２４日（日）２０１８ＪＤＣカップダンス選手権大会開催予定
会場：仙台市 （詳細は未定）

②

東部総局
平成２９年８月２７日（日）
後期関東ダンス選手権大会（戸田市スポーツセンター）
平成２９年９月１０日（日）
オールスターベイサイドカップダンス選手権大会（横浜ランドマークホール）
平成２９年１０月８日（日）
東部日本ニュースターグランプリⅡ（ファースト・プレイス東京）
平成２９年１１月５日（日）
栃木ダンスフェスティバル（栃木市総合体育館）
平成２９年１１月１２日（日）
イーストジャパンダンス選手権大会（ファースト・プレイス東京）
平成２９年１２月（予定）
栃木ダンスフェスティバル（未定）
平成３０年１月～６月に１２回開催予定

③

中部総局
平成２９年７月９日 (日)
中部ダンスフェスティバル in 名古屋（ナディアパークデザインホール）
平成２９年７月３０日（日）
中部ダンスフェスティバル in 三重（三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿）
平成２９年８月２０日（日）
中部ダンスフェスティバル in 氷見（氷見市ふれあいスポーツセンター）
平成２９年９月３日 (日)
後期中部日本ダンス選手権（ロワジールホテル豊橋）
平成２９年１０月 1 日（日）
中部ダンスフェスティバル in 名古屋（ナディアパークデザインホール）
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平成２９年１１月１２日（日）
中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド）
平成３０年２月４日（日）
中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド）
平成３０年３月１１日（日）
中部ダンスフェスティバル in 名古屋（ナディアパークデザインホール）
平成３０年４月１日（日）
中部ダンスフェスティバル in 金沢（石川県立音楽堂）
平成３０年５月１３日（日）
中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド）
平成３０年６月１７日（日）
後期中部日本ダンス選手権（邦和スポーツランド）

④ 西部総局
平成２９年９月１０日（日）
アマチュアグランプリ広島（東広島運動公園）
平成２９年９月２４日（日）
ジャパンオープンダンス選手権大会（琵琶湖グランドホテル）
平成２９年１０月８日（日）
ニュースターボール in 兵庫（兵庫県立文化体育館）
平成２９年１０月２２日（日）
オールウエスト愛媛（ウェルピア伊予）
平成２９年１１月１２日（日）
JDC 西部ダンス選手権大会（後期）（伏見港公園体育館）
未定
ダンシンググランプリ西部（未定）
平成３０年３月未定
ダンシンググランプリ広島（福山市・ローズアリーナ）
平成３０年３月２５日（日）
ダンシンググランプリ滋賀（瀬田公園体育館）
平成３０年４月未定
JDC 西部ダンス選手権大会（前期）（伏見港公園体育館）
平成３０年４月未定
ダンシンググランプリ徳島（北島北公園体育館）
平成３０年５月未定
ゴールデンパレスカップ（ザ・ゴールデンパレス大阪）
平成３０年６月未定
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ダンシンググランプリ京都（ＫＢＳホール）
⑤

九州総局
平成２９年 １０月 開催予定
平成２９年１１月２６日（日）
西日本ダンス選手権大会（北九州西日本総合展示場）
平成３０年 ３月、５月、６月に開催予定
詳しくはホームページ等で告知する
（３）全日本ブラインドダンス選手権大会
日本最大の視覚障害者の為の総合施設内の体育館で、視覚障害者と晴眼者、又は
視覚障害者同士のカップルで競い合う社交ダンス競技会。障害を乗り超えて更なる
レベルアップを目指す方々が全国から集結し、男性が視覚障害者の男性部門・
女性障害者の女性部門・両者とも視覚障害者の男女部門、以上の 3 部門に分けて
競技を行う。
平成２９年８月２７日（日） 神奈川県ライトセンター 体育館

公益社団法人認定に係る事業区分「資格付与」
定款第４条（事業）「（３）ダンス競技に関する統一的な指導者・審査員及び競技選手の養成並びに資格認定
に関する統一的規則・認定制度の実施」
【資格認定事業】
１ 教師資格試験及び教師資格昇級試験
不特定多数の一般の方に正しいダンスを広めるために、正規に教授する能力を有する指導者・
審査員を養成する事を目的として「講習会」及び「認定試験」を実施する。
また、指導者・審査員の技能及び知識の向上を図るために「昇級試験」を実施する。
① ２３回教師資格試験及び教師資格昇級試験
講習日 平成２９年 ８月１７日（木） AM１０：００～PM６：００
試験日 平成２９年１０月１９日（木） AM１０：００～PM３：００
② ２４回教師資格試験及び教師資格昇級試験
講習日 平成３０年 ４月１９日（木） AM１０：００～PM６：００
試験日 平成３０年 ６月２１日（木） AM１０：００～PM３：００
義務講習会の実施：教師会員を対象に義務講習会を総局毎に開催する
教師資格の技術級は４段階に区分
ＪＤＣアソシエイト→ＪＤＣメンバー →ＪＤＣライセンシエイト→ＪＤＣフェロー（最上位）
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受験資格
① ＪＡ⇒ダンス教授所において６０時間の研修を受け、講習を受講した者で
１８歳以上の者。ただし、高校在学中の者を除く。
② ＪＭ⇒ＪＡの資格を取得後、１年を経過した者
③ ＪＬ⇒ＪＭの資格を取得後、１年を経過した者
④ ＪＦ⇒JL の資格を取得後、１年を経過した者
２ 採点管理者認定試験
競技会では審査員及び採点管理者は、採点システムを理解する必要があり公正な審査が遂行される
事を目的として実施する。
講習日 平成２９年７月５日(水)

時間 １３：００～

会場 日本ダンス議会中部総局事務局
試験日 平成２９年８月実施予定
日時、会場は未定
講習日 平成３０年５月１０日（木）
会場 日本ダンス議会本部事務局

時間 AM10:00～12:00

試験日 平成３０年６月１４日（木）
会場 日本ダンス議会本部事務局

時間 AM10:00～15:00

３ 審査員資格認定試験
競技会で行う審査は、公正で正確な競技審査が要求されるため、審査員資格試験を実施し、
そのランクに応じた審査員資格のクラスを付与する。
審査員資格のクラスは６段階に区分
Ｅクラス審査員→Ｄクラス→Ｃクラス→Ｂクラス→Ａクラス→全日本（Ｊ）クラス（最上位）
試験日 平成２９年１２月及び平成３０年６月予定（詳細はホームページ等で告知する）
４ 審査員資格昇格試験
審査員個々の技能及び知識の向上を図るために、審査員資格昇格試験を実施する。
試験日 平成２９年１２月予定（詳細はホームページ等で告知する）
公益社団法人認定に係る事業区分「講座、セミナー、育成」
定款第４条（事業）「（５）ダンスに関する統一的な研修会、講習会の実施」
（１）ワールドコングレス
開催日 平成３０年２月２６日（月）
会

場 予定（決定次第、ホームページ等で告知する）

時

間 ９：００～１６：００

内

容 前日開催されたワールドスーパーシリーズ・アジアオープンダンス選手権大会に招聘された
著名外国人審査員を講師に迎えてのレクチャー。

対

象 正会員・教師会員・競技選手及び一般ダンス愛好家

-6-

（２）審査員義務講習
開催日 平成２９年９月２５日（月）
会

場 未定（決定次第、ホームページ等で告知する）

内

容 前日開催されたジャパンオープンダンス選手権大会のプロフェッショナル部門の
優勝者を迎えてのレクチャー

対

象 正会員・教師会員・競技選手及び一般ダンス愛好家

定款第４条（事業）「（１０）青少年へのダンス文化指導と育成」
ジュニア・ジュブナイル競技会
各総局別に年数回ジュニア・ジュブナイル部門の競技会を開催し、全国の小学生・中学生・
高校生にダンスの楽しさを理解してもらうと共に、青少年の心身の健全な発達に資することを目的
とし併せてダンスの普及促進に寄与する。
「平成 35 年度の公益社団法人認定 10 周年記念事業」の実施に向けて当期より準備を開始する。
【収益事業等】
１.収益事業
① 物品販売
一般ダンス愛好家を対象に、心身の健康と美の追求を身体の内面から補佐する商品を
厳選推奨して、ダンス教室等を通して商品を販売する。
② 商品の推奨、普及及び販売促進
一般ダンス愛好家に対して、タイアップされた商品の推奨、普及及び販売助成を行う。
ワールドスーパーシリーズ・アジアオープンダンス選手権大会等における広告スペースを
提供する。

【その他】
１. 諸会議の開催
① 【理事会】
年間３，４回開催予定
本議会の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長及び業務執行理事の選定及び解職
② 【代議員総会】
代議員選挙の開催
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定時総会 毎年９月
臨時総会 理事会の決議を経てその都度開催する。
２. 各委員会の活動
【広報委員会】
① 会員への広報
「運営委員会だより」の作成、配信
② 競技会関係の広報
日程、シラバス、タイムテーブル、出場予定選手名簿、結果、講評等の広報
③ ダンス愛好家への広報
ＪＤＣの趣旨、活動、魅力を広報
各総局の活動、魅力を広報
④ 対外折衝
質問、問い合わせ、クレーム等の対応
⑤ 海外向け広報
ＷＤＣを通じての広報
上記のいくつかにおいては、下記の広報媒体を使用する。
●ホームページ
●メールマガジン
●ダンス専門誌
●ＳＮＳ
●その他
【アンチドーピング委員会】
① ドーピング検査の実施
期日：平成 30 年 2 月 25 日（日）
対象競技会：2018 ワールドスーパーシリーズ・アジアオープンダンス選手権大会
会場：日本武道館
② 講習会の実施
各総局においてアンチドーピング講習会を実施する
対象：登録選手及びコーチ
期日：未定
③ 研修会への参加
JADA 主催「アンチドーピング研修会」へ積極的に参加する
④ 教材の配布
全国の選手並びに指導者を対象にガイドブックを配布する。
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⑤ 横断幕
アジアオープンダンス選手権の会場である日本武道館に「PLAY TRUE」横断幕を掲示し、
フェアプレーの精神やスポーツの価値を護る事の重要性を発信します。
【人事委員会】
① 適材適所の考察と提案
② 役員研修の提案
③ 人材の発掘
④ 新入会員研修の提案
⑤ マニュアルの作成
【改革委員会】
① 運営および活動の活性化思案
② 重要課題への取り組み
③ 具体策等の発案
【国内渉外委員会】
①アジアオープン選手権大会の都知事杯の申請、手配
②スポンサー獲得のプロモーション活動
③競技会での招待者、お客様への対応
【ブラインドダンス委員会】
①ブラインド（視覚障がい者）によるダンス競技会開催の準備
○日程決め ○自治体や企業へ後援、協賛、協力の依頼 ○大会要項、出場申込書の告知
○エントリーの受付 ○ブラインド専用背番号、リボンの発注、管理
②ブラインドダンス発展への啓蒙活動
○ブラインドダンスサークルへ講師として出張レッスン（無料）
○ブラインドダンス競技会を一般の競技会と併催しブラインドダンスの PR と協力の呼びかけ
③開催日
・平成 29 年 8 月 27 日 第 12 回全日本ブラインドダンス選手権大会開催準備
・平成 29 年 11 月 12 日 後期イーストジャパンブラインドダンス選手権大会開催準備
・平成 30 年 4 月(予定) 前期イーストジャパンブラインドダンス選手権大会開催準備
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