
　　　　　　　　　　 ＊１６：３０ 受 付、１７：００ 開始

　　　　　　　　◎会　場：三鷹駅前コミセン　３階　中会議室（A）

平 成 ３０ 年 度

三 鷹 市 サ ッ カ ー 協 会

総　　会

　　　　　　　　◎期　日：平成３０年５月２６日（土）

　　　　　　　　◎時　　間：１７：００～２１：００



　１．　開会のことば

　２．　会長あいさつ

　３．　議長の選出

　４．　議　　　事

第１議案　　平成２９年度 事業報告

第２議案　　平成２９年度 収支決算ならびに監査報告

第３議案　　三鷹市サッカー協会 規約改定（案）

第4議案　　平成３０年度 事業計画（案）

第5議案　　平成３０年度 収支予算（案）

第６議案　　平成３０年度 役員変更について（案）

【その他】

・役員の紹介

　５．　閉会のことば

平成３０年度　総　会 ＜次 第＞

＜1＞



 

Ｍ５リーグ：小学５年生以下（１５チ－ム）

Ｍ６リーグ：小学６年生以下（１２チ－ム）

Ｍ７リーグ：女子（４チ－ム）

＜2＞

Ｍ６（６年生） 三鷹三小SC FCクワトロ 三鷹七小ｷｯｶｰｽﾞ

Ｍ７（女　子） 高山SC FC羽沢ﾚﾃﾞｨｰｽ わかみやﾐｽﾄﾗﾙ

Ｍ４（４年生） 三鷹七小ｷｯｶｰｽﾞ 三鷹FCウエスト 南浦FC

Ｍ５（５年生） FC羽沢ｳｨﾝｸﾞｽ 三鷹七小ｷｯｶｰｽﾞ 高山SC

Ｍ２（２年生） 南浦FC 三鷹三小SC 三鷹FCウエスト

Ｍ３（３年生） 南浦FC 三鷹三小SC FC LEEZU FUTABA

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

Ｍ１（１年生） 三鷹JFC 三鷹七小ｷｯｶｰｽﾞ 三鷹レッドソックス

Ｍ４リーグ：小学４年生以下（１４チ－ム）

O-40

O-50

　　［少年委員会］

　（１）三鷹少年Mリーグ（Ｈ３０年４月～Ｈ３１年３月）

Ｍ１リーグ：小学１年生（１１チ－ム）

Ｍ２リーグ：小学２年生以下（１３チ－ム）

Ｍ３リーグ：小学３年生以下（１３チ－ム）

三鷹蹴球団ＥＡＧＬＥＳ ＦＣ三鷹Ａ ＦＣ三鷹Ｂ

　（３）三鷹リーグ3部4部カップ戦　：　１１チーム（Ｈ３０年２月～３月）

　（４）フットサル大会 （Ｈ２９年４月～Ｈ３０年３月）

　　・One Day Match（リーグ戦を午前・午後各１回） を11回開催。

優　　勝

２部

３部

４部

　（２）三鷹シニアリーグ戦　：　１８チーム（Ｈ２９年４月～Ｈ３０年１月）

OVER40：１０チーム　OVER50：８チーム

ＳＵＢＡＲＵ×エニード ＷＥＥＤ ＦＣ５０５

ＡＬＥＭＩＧＯ ＪＦＣ 高山ＦＣ

航技研サッカー部 ＦＣ．ＡＬＭＡ ＦＣ野川倶楽部

優　勝

１部

優　勝 準優勝 三　位

Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ ＦＣ　ＧＲＯＯＶＹ ＦＣ野川１０５

【第１議案】　平成２９年度事業報告

　　１． 大会事業

　　［社会人委員会］

　（１） 三鷹リーグ戦　：　２８チーム（Ｈ２９年３月～Ｈ３０年3月）

１部：８チ－ム　　２部：８チーム　３部：６チーム　４部：６チーム

準優勝 三　位

三鷹蹴球団１９８３ 三鷹ＳＣ２００１ ムーレＦＣシニア

準　優　勝 ３　　位

３部４部カップ戦 ＡＬＥＭＩＧＯ 彗星ＦＣ トークマンズ



　

（３） 第２６回三鷹市民駅伝大会　走路員派遣

＜3＞

　　３．その他の事業
　　［社会人委員会］

（２）多摩シニアO-６０サッカーリーグ戦　（Ｈ29年5月～Ｈ30年3月）

（１） 都民体育大会、生涯スポーツ大会、他、各種大会に選手を派遣。

参加：６チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

Ｏ-６０ 三鷹蹴球団ＥＡＧＬＥＳ 府中６０ FC三鷹６０

６　年 FCみたか０４ 三鷹七小ｷｯｶｰｽﾞ 南浦FC

女子 高山SC 三鷹一小SC FC羽沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

４　年 三鷹FCウエスト 三鷹FC 三鷹七小ｷｯｶｰｽﾞ

５　年 高山SC 南浦FC FC北野

　　［少年委員会］

（１）種目別少年サッカー大会　（Ｈ３０年１０月～１２月）

４年生の部：１３チーム　、５年生の部：１１チーム、６年生の部：１４チーム、女子の部：３チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

一般 GROOVY 三鷹セレクション ヨンパウロ

一般： ４チーム　、壮年O-40：３チーム・O-50：４チーム

一般 Ｊａｍ，ＦＣ Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ ＷＥＥＤ

ＯＶＥＲ４０ ＦＣ野川ＬＥＯＮ ＦＣ．ＡＬＭＡ 三鷹蹴球団１９８３

ＯＶＥＲ５０ ＦＣ三鷹Ｂ ムーレＦＣホルス 野川COMPARE／三鷹蹴球団EAGLES

（２）第６７回三鷹市民体育祭フットサル競技　（Ｈ２９年１0月～１１月）

　　２．主管事業

　　［社会人委員会］

（１）第６７回三鷹市民体育祭サッカー競技　（Ｈ２９年１１月～Ｈ３０年３月）

一般：２３チーム　、壮年OVER40：１１チーム、OVER50：８チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

　（１）レディースリーグ（H２９年４月～H３０年１月）

参加資格 ：三鷹市サッカー協会加盟クラブ及び近隣のO-3０以上の女子チーム１団体１チーム

参加チーム数 6チーム（ムーレFC Lirio・東京アルテミスSC・むさしのFCステラ・セレシェイラ・FC VIGOR

　　　　　調布ジョヴァーレ）

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

レディースリーグ 東京アルテミスSC FC VIGORE むさしのFCステラ

４位：ムーレFC Lirio　　５位：調布ジョヴァーレ　６位：セレシェイラ

Ｏ-４０ ＦＣ野川ＬＥＯＮ ＦＣ三鷹 うんえい’ｓ

Ｏ-５０ セレソン５０ ＦＣ三鷹B FC野川COMPARE



　　　　・７期生　卒団式　３月１１日　三鷹駅北口　カフェテラス・ヴェルト

　　　　・2017夏合宿（Ｕ－１４・１３）　8月6日～9日　茨城県神栖市波崎町　３泊３日

　　　　・ポルトガル遠征（Ｕ－１４・１３）　8月6日～20日　porto

　　　　・スーペルコパ Ｕ－１３　2チームエントリー　平成３０年１月４～６日　茨城県神栖市　２泊３日

　　　　・スーペルコパ Ｕ－１４　2チームエントリー　平成３０年１月４～６日　茨城県神栖市　２泊３日　

　　　　・ルーキーカップ 新Ｕ－１５　平成３０年３月２７～３０日　群馬県昭和村　千年の森　３泊４日

　　　［技術委員会］

　　　FC町田ゼルビアフットボールスクール（町田市）・第3ブロックトレセン（練馬区）・アスル

　　（１）ジュニア育成事業

　　　①三鷹ジュニアトレーニングセンター

　　　平成２９年４月～３０年３月（毎月第２金曜日実施、第二中学校ナイター等）

　　　三鷹市に在住・在学及び三鷹市サッカー協会に団体登録しているチーム所属選手（小学生）

　　　６年生：２５名、５年生：１６名、４年生：８名

　　　②三鷹選抜夏休みサッカー合宿

　　　平成２９年７月２１日（金）・２２日（土）１泊２日　（千葉県長生郡白子町）

　　　三鷹トレセン６年生を対象とし、２１名が参加

　　　③三鷹選抜招待大会（U-11）

　　　平成３０年２月１１日（祝）　大沢総合グランドサッカー場

　　　近隣の選抜チームを招待（葛飾区選抜（葛飾区）・品川区選抜（品川区）・狛江市選抜(狛江市)

　　（２）ジュニアユースの活動

　　　【公式戦】
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　　　クラロ沼津（沼津市）・木更津市選抜（木更津市）、７チーム）

　　　　・日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権　都予選への参加（2次1位突破→トーナメント2回戦敗退）

　　　　・全日本ユース（Ｕ－１５）高円宮杯都大会への参加（決勝PKで敗退）

　　　　・Ｔリーグ（全都リーグ）Aグループ3位で終了　残留　→H30度全都リーグへ

　　　　・東京都クラブユース（Ｕ－１４）選手権への参加（2次リーグ→3次リーグ→グループ4位で終了）

　　　　・東京都クラブユース（Ｕ－１3）選手権への参加（2次リーグ→3次リーグ→4次リーググループ

　　　　　4位で敗退）

　　　　・東京都クラブユース（Ｕ－１3）フレッシュカップへの参加（1次リーグ→下位リーグ）

　　　　・東京都クラブユース（Ｕ－14）フレッシュカップへの参加（1次リーグ2位突破→上位リーグ→決勝T2回戦）

　　　【合宿・遠征】

　　　　・2017遠征大会（Ｕ－15ルーキーカップ）　7月29～31日　茨城県鹿島ハイツ　2泊3日

　　　【その他】

　　　　・セルフケア講習会（ケガ予防、処置等）平成２９年５月１３日　三鷹市協働センター

　　［審判委員会］

　（１）４級審判資格取得講習会（H30年3月4日/3月21日三鷹市公会堂さんさん館） ：42名取得

　（２）４級審判資格継続講習会実施せず。イーラーニングでの更新を周知

　（３）審判研修会（社会人：市民大会ファイナル主審派遣、少年：各種大会において技術指導）

　（４）各種大会への審判員の派遣　：近隣５市サッカー大会・三鷹市民大会・三多摩選手権大会等



　　③グランド調整会議

　　（２）東京都サッカー協会・三多摩サッカー連盟との連絡、調整及び交流

　　［総務委員会］

　　②大沢グランド年間割り振り

　　（１）規約・規則の改廃について、今年度は行わなかった。

　　②区市町サッカー協会（連盟）代表者会議

　　（３）三鷹市教育委員会・体育協会との連絡、調整、打合せ

　　①三多摩サッカー連盟への役員派遣［理事：西村・酒井（直）］

　　①グランド等体育施設の改善要望及び、使用等の調整

＜5＞

　　   （９）周年事業

　　     設立５０周年（２０１９年）の準備金の積立はしなかった。

　　３． 会議

　   　（１）総会　　（平成29年5月20日）

　　   （２）理事会　（平成28年6/3・6/17・7/15・10/21・12/9・2/22・3/7）

　   　（３）その他　

　　    ④三鷹FAジュニアユース10周年祝賀会（大関名誉会長・西村会長・沖山事務局長・酒井理事・芳賀理事）

　    　①ホームページの更なる充実

　　   （７）近隣サッカー協会・連盟との連絡、調整及び交流

　　    ①三多摩サッカー連盟会議（平成29年5月21日・6月25日・12月9日・平成30年1月21日）

　　    ②国立市サッカー協会40周年祝賀会祝電（平成30年1月14日）

　　   （８）協会・団体との交流

　　    ①三鷹市体育協会会長会（平成30年1月：大関名誉会長）

　    　②三鷹市新春賀詞交歓会（平成30年1月12日：西村会長、壱岐理事長）

　　    ③体協新春懇親会（平成30年1月12日：西村会長・壱岐理事長・沖山事務局長・田辺理事）

　　   （６）ホームページ

　　 　（４）三鷹市体育協会への役員派遣〔理事：田辺、評議員：沖山・酒井（直）〕

　　　  ①評議員会（平成29年4月開催）、理事会（隔月開催）

　　     ②三鷹市体育協会各種体育行事等の手伝い

　　     ・都民大会・市町村大会結団式（平成29年5月）

　　     ・市民体育祭開会式（平成28年8月）

　　     ・三鷹駅伝（平成28年11月）

　　   （５）ＦＣ東京関連

　    　①ＦＣ東京ホームタウン委員会（平成29年7月26日・平成29年12月2日）

　　     ・体協吉田会長叙勲お祝い会（平成29年7月26日：大関名誉会長）

　　     ・体協６０周年祝賀会（平成29年10月25日：西村会長・田辺理事）



 社会人委員会

 少年委員会

 技術委員会

 審判委員会

 女子委員会

※ 上記収入より360,000円を総務委員会活動費とする。（社会人：２０万円・少年：６万円・技術：１０万円）

＜６＞

 ★当期収入合計(A) 4,825,956  加盟登録費・事業費・助成金（収入合計）

 ★当期収入（繰越金含）総合計（B) 5,825,188  当期収入合計＋当期繰越金額（総合計）

 ★女子委員会（収入額合計） 59,648

 ★当期女子委員会繰越金 0

事業費（参加費補填金） 9,648  大会参加費：ＦＡＬＸ・ムーレFC Lirio負担

三鷹市体育協会助成金 5,000  初心者講習会補助金：5,000円

 ★審判委員会（収入額合計） 147,720

 ★当期審判委員会繰越金 73,500

59,648

加盟登録費 50,000  加盟登録費：50,000円（25,000円＊２チーム）

事　業　費 142,720  資格取得講習会参加費：142,720円

東京都体育協会助成金 305,680  東京都ジュニア育成推進事業（三鷹市分担金）：305,680円

 ★技術委員会（収入額合計） 1,205,485

 ★当期技術委員会繰越金 168,674

221,220

事　業　費 899,805
 トレセン年会費：120,000円・活動費：284，800円

 合宿参加費：460,000円・招待大会参加費：35,000円・利息5円

三鷹市体育協会助成金 70,000  市民大会助成金：70,000円

 ★少年委員会（収入額合計） 560,002

 ★当期少年委員会繰越金 63,657

1,374,159

事　業　費 405,002  参加費：405,000円・預金利息：2円

 ★社会人委員会（収入額合計） 2,853,101

 ★当期社会人委員会繰越金 693,401  

623,659

加盟登録費 85,000  加盟登録費：85,000円

事　業　費 197,509  市民大会他、参加費：197,500円・預金利息：９円

三鷹市体育協会助成金 790,392  市民大会助成金：790,392円

3,546,502

加盟登録費 1,865,200

 加盟登録費：1,150,000円

 選手登録費：660,000円

 追加登録費：55,200円

【第２議案】　平成２９年度　収支決算報告ならびに監査報告

1. 収 入 の 部
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 社会人・少年・技術・審判・女子委員会

科　　　目 決　算　額 備　　　考



　★当期収支差額（D）［(B)－(C)］ 961,089
 社会人：839,006円/ 少年：1,329円/技術：21,450円/

 審判：99,304円/女子： 0円（次期繰越金）

＜７＞

　★当期支出合計 (C) 4,864,099  社会人・少年・技術・審判・女子委員会（支出合計）

　★当期収入合計額（B） 5,825,188  社会人・少年・技術・審判・女子委員会（収入合計）

 ★女子委員会（支出額合計） 59,648

女子委員会収支差額（次期繰越金） 0

女子委員会 59,648

事　業　費 59,648
 会場使用料：24,000円・大会参加費：35,000円

 振り込み手数料：648円

 ★審判委員会（支出額合計） 121,916

審判委員会収支差額（次期繰越金） 99,304

審判委員会 221,220

事　業　費 121,916
 会場使用料：28,700円・理事会交通費：14,000円

 事務費：20,000円・講習会運営費：59,216円

 ★技術委員会（支出額合計） 1,352,709

技術委員会収支差額（次期繰越金） 21,450

事　業　費 1,252,709

 保険料：32,000円・諸経費：30,876円

 運営諸経費：474,460円・合宿費：316,199円

 交通費：102,583円・備品購入費：296,591円

協会活動費 100,000  ※協会活動費（総務）

少年委員会収支差額（次期繰越金） 1,329

技術委員会 1,374,159

協会活動費 60,000  ※協会活動費（総務）

 ★少年委員会（支出額合計） 622,330

事　業　費 562,330

 事務費：60,000円・諸経費：997円

 会議・交通費：198,000円・会場当番費：118,000円

 審判依頼費：18,500円・賞品費：80,000円（ﾒﾀﾞﾙ等）

 理事交通費：10,500円・駅伝走路員費：9,000円

 備品購入費：583円・貸賃料（ﾚﾝﾀﾙ倉庫）：66,750円

★社会人委員会収支差額（次期繰越金） 839,006

少年委員会 623,659

 ★社会人委員会（支出額合計） 2,707,496

社会人委員会 3,546,502

事　業　費 2,507,496

 リーグ戦：751,757円　　フットサル大会：320,152円

 3部4部カップ戦：15,370円　　市民体育祭：430,414円

 都民大会：321,410円　　生涯スポーツ大会：89,266円

 サッカー大会選手派遣費（三多摩大会、他）：174,000円

 登録費（東京都サッカー協会、他）：177,200円

2. 支 出 の 部
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 社会人・少年・技術・審判・女子委員会

科　　　目 決　算　額 備　　　考

 諸経費：2,160円・会議費：140,415円

 貸借費（ﾚﾝﾀﾙ倉庫）：85,352円

協会活動費 200,000  ※協会活動費（総務）



総務委員会

 　総務委員会

別途積立金（５０周年準備金）　：　　400,000　円

会　計　吉　岡　則　次 ㊞

監　事　山　中　俊　介 ㊞

上記監査の結果、正当であることを認めます。 平成30年5月26日

＜８＞

 ★各委員会繰越金額 (Ｃ) 961,089  社会人・少年・技術・審判委員会

 ★次期繰越金額 (Ｇ) [(C)+(F)] 976,106

上記の通り、平成２９年度収支決算決算報告をいたします。 平成30年5月26日

 ★当期総務委員会収支差額 (Ｄ) 360,040

 ★当期総務委員会収支差額 (Ｆ) [(Ｄ)ー(Ｅ)] 15,017 総務委員会繰越金

　予　備　費
5,150

 大関名誉会長：見舞金：5,000円

 祝儀袋：袋代：150円

 ★当期総務委員会支出合計 (Ｅ) 345,023

　諸　経　費

40,186

 体育祭開会式：13,000円

 駅伝送路員：19,000円

 振込手数料：6,480円

 名刺（西村会長・壱岐理事長）：1,706円

 三多摩：12,000円（交通費2,000円×1人×６回）

 体協：6,000円（理事交通費1,000円×１名×６回）

　ホームページ費
139,337

 運営費：120,000円

 ドメイン料：19,337円

　会　費（登録費） 5,000  三鷹市体協年会費：5,000円

345,023

　協会・団体との交流費

108,350

 三鷹市賀詞交換会：8,000円(会費3,000円・交通費1,000×2名）

 体協・会長会：2,000円・叙勲祝会：6,000円・60周年：12,000円

 新春懇親会：23,000円（会費4,000円×5名・交通費1,000円×3名）

 三多摩サッカー協会：会長通夜：7,000円・偲ぶ会：9,000円

 国立協会：祝電：1,350円

 三鷹FAJrユース（１0周年祝金）：32,000円（祝金30,000円・

 交通費1,000円×2名）

 FC東京：8,000円（交通費2,000円×2名×2回）

　会　議　費

47,000

 総会・理事会：29,000円（交通費1,000円×29名）

2. 支 出 の 部 （平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 総務委員会　＜収支決算＞

科　　　目 決　算　額 備　　　考

雑収入 40  預金利息：40円

★総務当期収入合計 (Ｄ) 360,040

360,040

協会活動費

（各委員会からの収入）
360,000

 社会人委員会：200,000円

 少年委員会：60,000円

 技術委員会：100,000円

１. 収 入 の 部
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 総務委員会　＜収支決算＞

科　　　目 決　算　額 備　　　考



対象条項 旧 新 備考

 第７条（役員）  理事：各委員会の正副委員長  理事：各委員会より若干名
 理事数削減
 選出条件緩和

 第１１条（理事）
 理事は、各委員会の正副委員長並びに
 理事会にて推挙された者。

 理事は、各委員会より推挙された者並
 びに理事会にて推挙された者。

 ７条変更反映

 第１８条（専門委員会）

 （1）社会人委員会
 （2）少年委員会
 （3）女子委員会
 （4）審判委員会
 （5）技術委員会
 （6）総務委員会

 （1）社会人委員会
 （2）少年委員会
 （3）審判委員会
 （4）総務委員会

 協会運営体制変更
 ・効率化
 ・実効性確保
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 第３３条  なし  本規約の所管は、総務委員会とする。  所管の追加

 別表１

 （1）社会人委員会
 （2）少年委員会
 （3）女子委員会
 （4）審判委員会
 （5）技術委員会
 （6）総務委員会

 （1）社会人委員会
 （2）少年委員会
 （3）審判委員会
 （4）総務委員会

 上記に伴う改定

【第３議案】三鷹市サッカー協会 規約改定（案）　　　平成３０年５月２６日　＜規約改定概要＞

∧

 第３１条
 本規約は、総会の議決によらない限
 り改廃することはできない。

 本規約は、総会の議決によらない限り
 改廃することはできない。
 ただし、本規約の趣旨に反しない軽微
 な改定については、理事会の承認によ
 ることができる。

 軽微な改定手続の追加



 

　

＜１０＞

　・Ｍ１リーグ…小学１年生以下の部（７月募集のため未定）

　・Ｍ２リーグ…小学２年生以下の部（１1チーム）

　・Ｍ３リーグ…小学３年生以下、２年生以上の部（１３チーム）

　・Ｍ４リーグ…小学４年生以下、３年生以上の部（１４チーム）

　・Ｍ５リーグ…小学５年生以下、４年生以上の部（１4チーム）

　・Ｍ６リーグ…小学６年生以上の部（１０月募集のため未定）

　・各カテゴリー（年間リーグ）

　（３）フットサル大会

　・期　　日：平成３０年４月～平成３１年３月

　・参加チーム数：各日毎、午前４チーム・午後４チーム

　・一般・OVER４０・OVER５０、カテゴリー別に４チームによるリーグ戦（３時間大会）を開催

　（４）レディースリーグ

　・期　日：　平成３０年４月～平成３０年１２月　　　

　・参加資格：三鷹市サッカー協会加盟クラブ及び近隣のO-30以上の女子チーム１団体１チーム

　・参加チーム数：５チーム

　　［少年委員会］

　（１）三鷹少年Mリーグ

　・期　日：　平成３０年４月～平成３１年３月　　　

　・OVER４０（１０チ－ム）、　OVER５０（８チーム）

【議案４号】平成３０年度事業計画（案）

　　１． 大会事業

　　［社会人委員会］

　（１） 三鷹リーグ戦

　・期　　日：平成３０年３月～平成３１年３月

　・参加チーム数：２８チーム

　・１部（１０チ－ム）、　２部（９チーム）、　３部（９チーム）　

　（２）三鷹壮年リーグ戦

　・期　　日：平成３０年３月～平成３１年３月

　・参加チーム数：１８チーム



　（３）三多摩大会

　

　

＜１１＞

　⑥第37回三多摩シニア男子（O-40)、女子サッカー大会（平成31年2月～3月）

　⑦第19回三多摩シニア男子（O-50)、女子（Ｏ-35）サッカー大会（平成31年2月～3月）

　⑧第7回三多摩シニア男子（O-60）サッカー大会（平成31年2月～3月）

　（２） 生涯スポーツの取組み（多摩O-60リーグ戦開催）

　・期　　日：　平成３０年５月～３１年１月　

　（３） 女子委員会を社会人委員会に女子部として編入

　（４）女子サッカーの普及活動

　（５）各種大会への代表チームの派遣

　①第20回近隣６市サッカー交流試合・・・都民大会壮行試合（平成30年4月22日）

　②第71回都民大会サッカー競技（平成30年4月～6月）

　③第12回東京都区市町村サッカー大会（平成30年7月～8月）

　④2018年度都民生涯スポーツ大会（平成30年8月～9月）

　⑤第46回三多摩クラブサッカー選手権（平成31年2月～3月）

　　２．主管事業

　　［社会人委員会］

　（１）三鷹市民体育祭 サッカー競技

　・期　　日：　平成３０年１１月～平成３１年１月

　・期　　日：　平成３０年９月～平成３０年１２月　

　・参加チーム数：　一般の部（25チ－ム予定）

　・OVER40の部（10チ－ム予定） ・OVER50の部（8チ－ム予定） ・OVER60の部（６チ－ム予定）

　・一般・O-４０・O-５０、カテゴリー別に４チームによるリーグ戦（３時間大会）を開催

　　［少年委員会］

　（１）三鷹市体育祭 種目別少年サッカー競技

　（２）三鷹市民体育祭 フットサル競技

　・期　　日：　平成３０年９月９日・３０日・１０月１４日（日）

　・期　　日：　平成３１年２月～３月

　・期　　日：　平成３０年６月２日（土）・８月５日（日）　

　・主　　催：　東京都サッカー協会　　　・募　　集：　　親子６０名

　・参加チーム：　４年生の部・５年生の部・６年生の部・女子の部（チーム数は未定です。）

　　３．その他の事業

　　［社会人委員会］

　（１） ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバルｉｎ三鷹・・・親子フットサルゲーム



　（２）組織の改善　：社会人・少年ともに審判協力人員の拡充

　（３）各種大会への審判員の派遣

　（４）審判技術研修会：社会人・少年委員会の各種大会で研修会を計画・実施

　（５）周年事業：記念誌作成資料作成

＜１２＞

　　［審判委員会］

　（１）審判資格取得登録（三鷹のみでの対応可能作業）

　　・４級審判資格取得講習会（平成30年9月及び平成3１年3月）　

　　　　・近隣の選抜チームを招待予定

　　　　・Ｔリーグ　全都リーグへの参戦（U-15）

　　　　・東京都クラブユース（U-14）選手権への参戦

　　　　・東京都クラブユース（U-13）選手権への参戦

　　　　　【合宿・遠征】

　　　　・２０１８　遠征（U-1４）平成３０年４月２日～４日　時之栖スポーツセンター

　　　　・２０１８　遠征（U-15）平成３０年７月３０日～８月２日　鹿島ハイツ、予定

　　　　・９期生　卒団式　３月予定

　　　　・２０１８　夏合宿（中2・1）茨城県神栖市波崎町予定平成３０年８月７日～１０日予定

　　　　・２０１８　冬季遠征大会（Ｕ－１３・１４）　平成３１年１月４日～６日茨城県神栖市波崎町予定

　　　　・２０１８　春季遠征大会　平成３１年３月２７日～３０日　群馬県昭和村J-wings予定

　　　　　【その他】

　　［少年委員会］

　（１）ジュニア育成事業

　　　　　①三鷹市スプラウトサポートセンター練習会（昨年度までトレーニングセンターの名称）

　　　　・平成３０年４月～３１年３月（毎月第２金曜日実施、第二中学校ナイター等）

　　　　・三鷹市に在住・在学及び三鷹市サッカー協会に団体登録しているチーム所属選手（小学生）

　　　　・６年生：２４名、５年生：１６名、４年生：８名

　　　　　②三鷹選抜夏休みサッカー合宿

　　　　・平成３０年７月２０日（金）・２１日（土）１泊２日　（千葉県長生郡白子町）

　　　　・三鷹トレセン６年生を対象予定

　　　　　③三鷹選抜招待大会（U-11）

　　　　・セルフケア講習会（ケガ予防・処置等）平成３０年４月１４日　三鷹市協働センター

　　　　・平成３１年２月１１日（祝）　大沢総合グランドサッカー場

　（２）ジュニアユースの活動

　　　　　【公式戦】

　　　　・日本クラブユース選手権（U-15）東京都予選への参戦

　　　　・全日本ユース（U-15）高円宮杯クラブ予選への参戦



　　　４．会　議

　（１） 総会（定期開催：年１回および臨時：随時）

　（２） 理事会（定期開催：年４回および臨時：随時）

　（３） その他

＜１３＞

　④その他

　（５）ＦＣ東京ホームタウン活動

　（６）近隣サッカー協会・連盟との連絡、調整及び交流

　（７）ホームページの更なる充実

　（８）設立５０周年（２０１９年）事業準備活動

設立５０周年（２０１９年）の準備金の積立

　（９）協会・団体との交流

　①三鷹市体育協会会長会

　②三鷹市新春賀詞交歓会

　③体協新春懇親会

　②各種体育行事等の手伝い（市町村体育大会、スポーツフェスティバル、市民駅伝、等）

　　［総務委員会］

　（１）規約・規則の改廃

　（２）東京都サッカー協会・三多摩サッカー連盟との連絡、調整及び交流

　①三多摩サッカー連盟への役員派遣〔常任理事：西村・理事：酒井（直）〕

　②区市町サッカー協会（連盟）代表者会議

　（３）三鷹市および体育協会との連絡、調整

　①大沢グランドに対する要望

　②グランド等体育施設の使用等の調整

　（４）三鷹市体育協会への役員派遣・職務〔理事：田辺、評議員：沖山・酒井（直）〕

　①評議員会（４月開催）、理事会（奇数月及び4月開催）



 社会人委員会

 少年委員会

 審判委員会

【第５議案】　平成３０年度　収支予算（案）

1. 収 入 の 部
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 社会人・少年・審判委員会

科　　　目 収　入  額 備　　　　考

3,649,015 ①

加盟登録費 1,929,000

 加盟登録費：1,200,000円（25,000×48ﾁｰﾑ）

 選手登録費：673,000円（500×1,346名）

 選手追加登録費：56000円（800×70名）

事　業　費 205,009
 市民大会他（参加費）：205,000円

 預金利息：9円

 三鷹市体育協会助成金 676,000  市民大会助成金：676,000円

 ★社会人委員会（収入額合計） 2,810,009 ②

 ★当期社会人委員会：繰越金 839,006  

2,345,663 ③

加盟登録費 210,000  加盟登録費：160,000円（10,000円＊１6ﾁｰﾑ）・Jrﾕｰｽ：50,000円

 夏合宿：400,000円

 三鷹市体育協会助成金 70,000  市民大会助成金:70,000円

 東京都体育協会助成金 350,884  ｼﾞｭﾆｱ育成助成金:350,884円

事　業　費 1,692,000

 リーグ参加費：525,000円

 育成年会費：96,000円・三鷹SSC（活動費）:528,000円

 招待大会参加費：35,000円・ﾋﾟｽﾃ・ﾌﾟﾗｼｬﾂ代金：108,000円

 ★少年委員会（収入額合計） 2,322,884 ④

 ★当期少年委員会：繰越金 22,779  ※技術委員会/21,450円＋少年委員会/1,329円（合計）22,779円

241,104 ⑤

事　業　費 141,800
 初心者講習会補助金：5,000円

 講習会：136,800円

 ★審判委員会（収入額合計） 141,800 ⑥

 ★当期審判委員会：繰越金 99,304

 ★当期収入合計(A)[②+④+⑥] 5,274,693  加盟登録費・事業費・助成金（収入合計）

 ★当期収入（繰越金含）

　　総合計（B)[①+③+⑤] 6,235,782  当期収入合計＋当期繰越金額（総合計）

※ 上記収入より540,000円を総務委員会活動費とする。（社会人：３６万円・少年：１６万円・審判：２万円）

＜１４＞



 社会人委員会 ⑦

 少年委員会 ⑨

 審判委員会 ⑪

2. 支 出 の 部 （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 社会人・少年・審判委員会

科　　　目 支　出　額 備　　　考

3,649,015

事　業　費 2,622,952

 リーグ戦：950,000円

 フットサル大会：300,000円

 第68回市民体育祭：430,000円

 第71回都民大会サッカー競技：225,000円

 都民生涯スポーツ大会：90,000円

 サッカー大会選手派遣費（三多摩大会、他）：230,000円

 登録費（東京都サッカー協会、他）：169,600円

 会議費：140,000円

 賃借費（レンタル倉庫）：85,352円

 振込費：3,000円

協会活動費 360,000  総務委員会活動費：360,000円

 ★社会人委員会（支出額合計） 2,982,952 ⑧

 ★予備費 666,063

2,345,663

事　業　費 1,868,900

 事務費：60,000円

 運営交通費（理事・会場当番等・審判・指導者）：525,500円

 購入備品費（メダル・ﾄﾛﾌｨｰ･ｺﾞｰﾙﾈｯﾄ等）：399,900円

 謝金（MSSCｺｰﾁ・審判等）：331,200円

 保険料（MSSCﾒﾝﾊﾞｰ）：56,900円

 会場借用費（中学校ナイター開放・大沢G・合宿等）：259,560円

 参加費（招待大会等）：22,000円

 諸経費（通信・消耗品・雑費等）：40,190円

 貸賃料（ﾚﾝﾝﾀﾙ倉庫、契約・維持費）：66,750円

 周年事業準備金（記念誌・ｽﾗｲﾄﾞ作成等）：50,000円

 次年度三鷹SSC保険料：56,900円

協会活動費 160,000  総務委員会活動費：160,000円

協会活動費 20,000  総務委員会活動費：20,000円

 ★少年委員会（支出額合計） 2,028,900 ⑩

 ★予備費 316,763

241,104

事　業　費 121,800
 講習会：110,000円・理事会交通費：5,000円

 諸経費（通信・消耗品）：5,000円・雑費：1800円

 ★審判委員会（支出額合計） 141,800 ⑫

 ★予備費 99,304

　★当期支出合計（C）[⑧+⑩+⑫] 5,153,652  事業費・活動費（支出合計）

  ★当期支出（予備費含）

　　総合計（D) [⑦+⑨+⑪] 6,235,782  当期支出合計＋当期予備費（総合計）

  （参考）★各委員会予備費

　　　　　合計額 (F) [(D)－(C)] 1,082,130  社会人・少年・審判委員会予備費合計

＜１５＞

　★当期収支差額(E) [(B)－(D)] 0

　☆次期繰越収支差額 0



総務委員会

 　総務委員会

別途積立金（５０周年準備金）　：　　400,000　円

会　計　吉　岡　則　次 ㊞

１. 収 入 の 部 （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 総務委員会　＜収支決算＞

科　　　目 決　算　額 備　　　考

555,017

協会活動費

（各委員会からの収入）
540,000

 社会人委員会：３60,000円

 少年委員会：160,000円

 審判委員会：20,000円

当期繰越金 15,017  平成29年度繰越金：15,017円

★総務当期収入合計 (G) 555,017

2. 支 出 の 部 （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 総務委員会　＜収支決算＞

科　　　目 決　算　額 備　　　考

　会　費（登録費） 5,000  三鷹市体協年会費：5,000円

555,017

　協会・団体との交流費

100,000

 三鷹市賀詞交換：10,000円（会費・交通費5,000円×２名）

 体協：会長会2,000円・新春会23,000円（会費5,000円×4名

 ・交通費1,000円×3名）

 三多摩協会：30,000円

 近隣協会：25,000円

 ＦＣ東京：10,000円(交通費2,000円×2人×2.5回）

　会　議　費

50,000

 総会・理事会：33,000円（交通費1,000円×33名）

 三多摩：12,000円（交通費2,000円×1名×6回）

 体協：5,000円（交通費×1名×6回）

　ホームページ費
150,000

 運営費：120,000円

 ドメイン料：30,000円

　諸　経　費

105,000

 体育祭開会式：15,000円

 駅伝走路員：20,000円

 相当経費：5,000円

 振込手数料：5,000円

 慶弔金：60,000円

　周年事業積立金 100,000  50周年事業積立金：100,000円

予備費 45,017  予備費:45,017円

 ★当期総務委員会支出合計 (H) 555,017

 ★当期総務委員会収入合計 (G) 555,017

 ★当期総務委員会収支差額 (I) [(G)ー(H)] 0  総務委員会

 ☆次期繰越収支差額 0

上記の通り、平成３０年度予算案をご提案いたします。 平成30年5月26日

＜１６＞

 (参考）★各委員会予備費合計額 (F) 1,082,130  社会人・少年・審判

 （参考）★サッカー協会予備費合計額 (J) [(I)+(F)] 1,082,130  社会人・少年・審判・総務



会　長

副理事長

事務局長

監　事

会　計

理　事

評議員 三鷹市体育協会

理　　事： 田辺　俊彦

評 議 員 ： 沖山　透

本間　俊夫 (　　〃　　　） 〃 ： 酒井　直彦

山本　顕 (　　〃　　　）

廣瀬　勇太 (　　〃　　　）

竹内　　忍 (　　〃　　　）

横山　眞之 (　　〃　　　）

久保田　康嗣 (　　〃　　　）

(　　〃　　　）

堀口　啓三 (少年委員会）

箕輪　美佳 (　　〃　　　）

中込　明洋 (　　〃　　　）

廣藤　直樹 (　　〃　　　）

芳賀　　健 (　　〃　　　）

(総務委員会）

野上　美奈子

齊藤　真登香

小林　大輔 (審判委員会）

＜１７＞

井上　　徹 (社会人委員会）

工藤　公一 (　　〃　　　）

小林　清彦 (　　〃　　　）

酒井　直彦 (審判委員会）

田辺　俊彦 (総務委員会）

伊藤　正治 (社会人委員会）

壱岐　 俊一　 (総務委員会）

齊藤　誠一 (社会人委員会）

森次　浩司 (少年委員会）

沖山　　透 (少年委員会）

沖山　　透 (少年委員会）

山中　俊介

副会長 浜中　昌之 (社会人委員会）

理事長 壱岐　 俊一　 (総務委員会）

【第６議案】平成３０年度　三鷹市サッカー協会役員（改選案）

名誉会長 大関　友司

西村　敏行


