
令和２（２０２０）年度

　　　　　　　◎会　場：メール配信による書面開催

総　　会

　　　　　　　◎期　日：令和２年 １０月10日（土曜日）

　　　　　　　◎時　間：メール配信による書面開催

三 鷹 市 サ ッ カ ー 協 会



　１．　開会のことば 壱岐理事長
（書面開催のため省略）

　２．　開会あいさつ 西村会長
（書面開催のため省略）

　３．　議長の選出 規約第15条（4）
（書面開催のため省略）

　４．　議　　　事

第１号議案　　２０１９年（令和元年）度 事業報告

第２号議案　　２０１９年（令和元年）度 収支決算ならびに監査報告

第３号議案　　２０２０年（令和２年）度 事業計画（案）

第４号議案　　２０２０年（令和２年）度 収支予算（案）

第５号議案　　２０２０年（令和２年）度役員改選（案）

　６．　閉会のことば 浜中副会長
（書面開催のため省略）

令和２（２０２０）年度　総　会 ＜次 第＞



 

 

1位/東京アルテミスSC　2位/ムーレFC Lirio　3位/VIGORE　4位/セレシェイラ　5位/ジョバーレ調布

・一般と壮年＆女子のカテゴリー別にリーグ戦を1２回開催。
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策として２月２９日・３月２８日の開催中止。

　　　２．主管事業　　
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Ｏ-５０ 三鷹セッション５０ ムーレＦＣホルス ＦＣ三鷹５０’ｓ

一般 Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ Ｊａｍ，ＦＣ ＦＣ　ＧＲＯＯＶＹ

Ｏ-４０ 三鷹蹴球団１９８３ ムーレＦＣシニア ＦＣ野川ＬＥＯＮ

（１）第６９回三鷹市民体育祭サッカー競技　（２０１９年１１月～２０２０年１月）

一般：２０チーム　、壮年O-40：10チーム、O-50：８チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

　（６）ＦＣ東京「小学生サッカーフェスティバル」 （２０１９年８月１１日）

新型コロナ感染拡大の影響で最終戦延期、順位未決定

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

Ｏ-６０ 三鷹蹴球団６０ ＯＷＬＳ ＦＣ三鷹６０ 三鷹蹴球団６０ ＥＡＧＬＥＳ

　（５）フットサルＯｎｅ Ｄａｙ Ｍａｃｔｈ （２０１９年４月～２０２０年３月）

　（４）多摩シニア６０サッカーリーグ戦　：　８チーム（２０１９年５月～２０２０年６月）

優　勝 準優勝 三　位

O-40 ＦＣ野川ＬＥＯＮ 三鷹蹴球団１９８３ ＦＣ．ＡＬＭＡ

O-50 三鷹蹴球団ＯＷＬＳ 三鷹蹴球団ＥＡＧＬＥＳ 武蔵野シニア

　（３）レディースリーグ戦　：　５チーム（２０１９年４月～２０２０年１月）

O-40：１０チーム　O-50：８チーム

１部 ＦＣ　ＧＲＯＯＶＹ Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ Ｊａｍ，ＦＣ

２部 野川倶楽部１９８０ ＪＦＣ ＦＡＬＫＥ

３部 ＦＣＺＪ ＳＵＢＡＲＵ Ｎｏｇａｗａ　Ｕｎｉｔｅｄ

　（２）三鷹シニアリーグ戦　：　１８チーム（２０１９年３月～２０２０年２月）

【第1号議案】　２０１９年度事業報告

　　１． 主催事業

　（１） 三鷹リーグ戦　（２０１９年３月～２０２０年２月）
１部：１０チ－ム　　２部：９チーム　３部：９チーム　合計；２８チーム

優　勝 準優勝 三　位



・ＦＣ東京コーチ＆三鷹市サッカー協会所属選手によるサッカークリニック＆ミニゲーム

　Ｏ－４０ ◆１勝１負 　Ｏ－５０ ◆２勝０敗

・２０１９年６月１日（土） ・参加：親子６７名 ・講師：立川・府中アスレティックＦＣ
・主催　：日本サッカー協会 ・主管　：東京都サッカー協会 ・協力　：三鷹市サッカー協会
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（２） 第２７回三鷹市民駅伝大会　走路員派遣

　・第２０回三多摩女子サッカー（O-35）大会　（三鷹代表： ムーレFC　Ｌｉｒｉｏ））　◆準優勝
　・第　８回三多摩シニア男子（Ｏ-60）サッカー大会　（三鷹代表：ＦＣ三鷹６０））　◆ベスト８

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

　　　４．その他

（１） 三鷹市体育功労者表彰
・田辺俊彦　三鷹市サッカー協会理事・三鷹市体育協会理事

　・第２０回三多摩シニア男子（O-50）サッカー大会　（三鷹代表：三鷹セッション５０ ）　◆準優勝

（３）種目別少年サッカー大会 （２０１９年１１月４日）

　　　３．その他の事業

（１） 都民体育大会、他、各種大会にチームを派遣。　※資料６参照

①第２１回近隣６市サッカー交流試合（都民大会壮行試合）　◆三鷹市　０勝１分２敗

②第７２回都民体育大会サッカー競技　（F.C.OSAWA　＆　FC GROOVY　合同チーム）　◆２回戦敗退

③第１３回東京都区市町サッカー選手権大会　（三鷹代表：ＦＣ ＧＲＯＯＶＹ）　◆ベスト８

④都民生涯スポーツ大会サッカー競技　（三鷹代表：O-４０及びO-５０の選抜）

⑤三多摩サッカー大会
　・第４７回三多摩クラブサッカー選手権　（三鷹代表：ＦＣ　GROOVY）　◆ベスト８
　・第３８回三多摩シニア男子（O-40）サッカー大会　（三鷹代表： ＦＣ野川ＬＥＯＮ）　◆初戦敗退
　・第３８回三多摩女子サッカー大会　（三鷹代表： F.C.FALX）　◆初戦敗退

壮年＆女子 ② ＦＣ三鷹４０’ｓ 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ 三鷹蹴球団ＯＷＬＳ

壮年＆女子 ③ ＦＣ三鷹４０’ｓ ＫＫＳ 三鷹セッション５０

一　般　③ トリックスター Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ

壮年＆女子 ① 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ 銀河系軍団 三鷹セッション５０

一　般　① トリックスター ヨンパウロ Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ

一　般　② チームあべ ＳＵＢＡＲＵ トリックスター

（２）第６９回三鷹市民体育祭フットサル競技　（２０１９年９月～１２月）

一般：１１チーム　、壮年＆女子：１０チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位



[審判・規律委員会】
　（１）４級審判資格取得講習会（2019年5月26日/11月17日：44名取得)
　（２）４級審判資格継続講習会実施せず。各自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し技術指導を実施）
　（４）各種大会への審判員の派遣　：都民生涯スポーツ大会サッカー競技・三鷹市民大会・

三多摩選手権大会等
　（５）規律委員会　当該チーム事実確認ヒアリング実施（2019年10月20日）

　　裁定決定後の厳重注意の上当該チームより顛末書を受領
　　１１月3日　成江堂DoritosおよびFALKE各試合を協会による確認試合を実施
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[ 総務委員会】

（１）東京都および近隣協会、団体との連絡、調整および交流
　　　①三多摩サッカー協会への派遣［伊藤（理事）・酒井］
　　　　　三多摩サッカー連盟会議（4/13・9/22・12/7・」1/19）
　　　②近隣協会行事参加
　　　　　５月２０日近隣６市交流大会、反省会
　　　③都民体育大会参加
　　　④都民生涯スポーツ大会参加

（２）三鷹市役所・教育委員会・体育協会・財団との連絡、調整および打合せ
　　　①三鷹市体育施設（グランド、体育館等）の改善要望および利用の調整等
　　　②大沢総合グランド、スバル体育館優先使用枠申請、調整等
　　　１月１２日三鷹市賀詞交換会［西村・壱岐］
　　　１月１６日三鷹市体育協会新春懇親会［西村・浜中・壱岐・伊藤・田辺］

（３）三鷹市体育協会への役員派遣［理事：田辺、評議員：壱岐・酒井］
　　　①４月18日　三鷹市体育協会評議員会［壱岐、酒井］
　　　　　平成３０年度三鷹市体育協会体育功労者表彰：田辺理事
　　　②三鷹市体育協会各種体育行事等の補助
　　　　　４月２６日都民大会結団式［壱岐・田辺・斉藤誠・斉藤真］
　　　　　５月３日都民大会開会式（武蔵野の森体育館）［西村・神田・壱岐］
　　　　　８月１９日市民大会開会式［浜中・壱岐・田辺・他１０名］
　　　　　１1月４日第６９回市民体育祭種目別スポーツ大会（少年サッカー）
　　　　　１１月２４日第２８回三鷹市市民駅伝大会走路員派遣
　　　　　
（４）ＦＣ東京
　　　　　５月３０日FC東京ホームタウン委員会
　　　　　その他　三鷹市担当（春口氏）随時打合せ実施（6/11・6/26・7/5・1/22）

（５）理事会
　　　　　4/6・5/25・6/1・7/6・7/20・8/24・10/26・12/28・1/18・2/1・2/15・2/22・3/21開催
　　　　　6/8　総会開催
　　　　　その他各種打合せを随時開催
　　　　　11/30　理事と評議員におよる協会研修会（FC東京試合観戦）と情報交換会
　　　　
（６）その他
　　　　　８月１１日周年行事としてミニサッカーフェスティバル（スバル体育館）実施
　　　　　　FC東京普及部コーチ・株式会社明治協力
           周年行事　記念品準備　㈱寿苑（ロンドンスポーツ）打合せ実施
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社会人委員会

審判・規律委員会
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(2019年４月１日～2020年３月３１日)
社会人、審判・規律委員会

【第２号議案】　２０１９年度　収支決算報告ならびに監査報告

選手追加登録費￥115,200

事業費等 199,520 市民体育祭参加費他、グランド提供費、利息.

加盟登録費 2,200,700

チーム登録費￥1,400,000.

選手登録費\685,500

1. 収 入 の 部

科　　　目 決　算　額 備　　　　考

助成金・補助金 632,876
三鷹市体育協会助成金（団体活動費・都民体育大会助
成金・
都民生涯スポーツ大会助成金・市民体育祭補助金）

★社会人委員会収入合計 3,033,096

★当期社会人委員会収入合計 4,186,208

★当期社会人委員会繰越金 1,153,112 2019年度繰越金

★当期収入（繰越金含）総合計（B) 4,440,072

★審判委員会収入合計 253,864

　★当期収入合計（A) 3,187,656

初心者講習会補助金 三鷹市体育協会助成金（初心者講習会）5,000

★審判委員会繰越金 99,304 2019年度繰越金

★審判員会収入合計 154,560

4級審判資格取得講習会 149,560 受講料\3,240×43+2,500×1



社会人委員会

審判・規律委員会
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第69回市民大会（サッカー・フットサル）

第72回都民大会サッカー競技

都民生涯スポーツ大会O40O50

サッカー大会選手派遣費

53,938

412,816

129,708

168,273

207,000

580,000

175,900

86,216

6,532

★社会人委員会繰越金 1,290,933

1. 支出 の 部 (2019年４月１日～2020年３月３１日)
社会人、審判・規律委員会

科　　　目 決　算　額 備　　　　考

857,154

144,582

社会人総収入額-支出合計額

レンタル倉庫使用料

振込費（諸経費は各大会に計上）

三鷹蹴球団EAGLES全国大会出場祝金

三鷹市サッカー協会総務費・社会人委員会拠出分

124,156 審判委員会収入合計-支出合計

グランド使用料・運営費・ナイター照明費・諸経費

体育館使用料・運営費・諸経費

運営費・派遣審判費・会議費・諸経費

近隣6市大会（都民大会壮行試合）含む

参加費・派遣審判費・役員費・交通費

　★当期支出合計　 3,024,983

事務費 20,000 審判委員会事務費

講習会運営費 79,708 会場費・謝礼・弁当代・郵送費・振込料・フラッグ・交代ボード購入

★審判員会繰越金

サッカー協会活動費 20,000 三鷹市サッカー協会総務費・審判委員会拠出分

交通費 10,000 理事交通費

★審判員会支出合計 129,708

　★各委員会繰越金合計 1,415,089 社会人1,290,933円、審判・規律124,156円

★当期収入（繰越金含）総合計（B) 4,440,072

★社会人委員会支出合計 2,895,275

73,156 理事会・総会・社会人委員会（社会人委員会負担分）

サッカー協会活動費

会費（加盟登録費）

賃貸料

振込費

予備費

会議費

サッカーリーグ戦

フットサル大会

三多摩大会・区市町大会

三鷹市体育協会・東京都サッカー協会、他



雑収入

補助金

　☆収入合計（B）

上記の通り、2019年度収支決算決算報告をいたします。

　会　　　　計 壱　岐　　俊　一 ㊞
上記監査の結果、正当であることを認めます。

　監　　　　事 山　中　　俊　介
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補助金

事務経費・慶弔金

ホームページ関連費

会費（登録費）

体育協会、市役所との交流費

他地区協会、団体との交流費

協会会議費・事業費

★当期収支額（繰越金含）（C)次期繰越金

慶弔金

ホームページ管理費

FC東京

その他運営費（交通費）

54,611

事業費 0 45,486 ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ運営費

予備費

0 110,440

社会人委員会 0 96,040 体育協会補助金　6/12社会人員会振込

審判・規律委員会 0 5,000 体育協会補助金　8/9審判・規律委員会振込

81,583 0予備費

81,583 0

社会人委員会 0 9,400 体育協会誤振込返金8/9浜中副会長より返金

　★当期支出合計（B)　 607,583 663,459 ☆別途、周年事業準備金￥500,000.預　別会計

50,000 15,000 小山元副会長、小平岡村会長香典

事務費 8,000 3,870 理事名刺作成

その他 0 5,026 振込手数料・郵送費

60,000 60,000 浜中副会長（構築）工藤理事（管理）

ホームページメンテナンス料・使用料 40,000 30,096 まめわざ社

58,000 23,896

5,000 0

体育協会登録費 5,000 0 体育協会登録費（年額）社会人委員会支払

100,000 90,096

80,000 101,748 会議交通費、懇親会費、チケット購入

85,000 69,500

都民大会結団式、体協理事会他 85,000 69,500 会議費、結団式、駅伝交通費、新年会費等

58,000 132,000 理事交通費

140,000 143,248

三多摩サッカー連盟・近隣協会 60,000 41,500 会議、大会、懇親会費

予　算　額 決　算　額 備　　　考

138,000 226,279

理事会・総会 80,000 48,793 理事会13回、総会１回開催　評議員交通費

令和２年９月１９日

1. 収 入 の 部 (2019年 ４月 １日～2020年３月３１日)

科　　　目 予  算  額 決　算　額 備　　　　考

0 47

総務（協会）運営費 600,000 600,000

運営費 20,000 20,000 社会人委員会

定期貯金利息 0 44

7,583

607,583 718,070 ☆別途、周年事業準備金500,000円預　別会計

0 110,440

0 96,040 社会人委員会（都民大会助成金）

0 9,400 体育協会誤振込　浜中副会長から返金

0 5,000 審判・規律委員会（初心者講習会）

2. 支 出 の 部 (2019年 ４月 １日～2020年３月３１日)

総務委員会

総務委員会

令和２年9月１９日

山
中

運営費 580,000 580,000 社会人委員会

普通貯金利息 0 3

600,000 710,487★当期収入合計（A)
☆前期繰越収支差額

体育協会

体育協会

体育協会

7,583

壱
岐



【社会人委員会】

 

・期　日：　2020年7月26日（日）

・募　集：　80名（予定） ・講師：ＦＣ東京コーチ・三鷹市サッカー協会所属選手

・主　催　：三鷹市サッカー協会 ・後　援　：三鷹市 ・協　力　：FC東京

・期日 ： 2020年4月19日（日）【中止】　及び　10月24日（土）　
・募集 ： 親子60名 ・講師 ：Fリーグ所属選手（予定）
・主催 ： 日本サッカー協会 ・主管 ：東京都サッカー協会 ・協力 ：三鷹市サッカー協会

　（２）各種大会への代表チームの派遣
①第22回近隣６市サッカー交流試合・・・都民大会壮行試合（2020年4月26日）　【中止】
②第73回都民大会サッカー競技（2020年4月～6月）　【中止】
③第14回東京都区市町村サッカー大会（2020年6月～8月）　【中止】
④都民生涯スポーツ大会（2020年10月）
⑤第48回三多摩クラブサッカー選手権（2021年2月～3月）
⑥第39回三多摩シニア男子（O-40)、女子サッカー大会（2021年2月～3月）
⑦第21回三多摩シニア男子（O-50)、女子（Ｏ-35）サッカー大会（2021年2月～3月）
⑧第9回三多摩シニア男子（O-60）サッカー大会（2021年2月～3月）

　（３） 第28回三鷹市民駅伝大会　走路員派遣（2020年11月22日）【中止】
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【第３号議案】令和２年度事業計画（案）

　　１． 主催事業

　（１） 三鷹リーグ戦
・期　　日：2020年2月～2021年3月
・参加チーム数：27チーム（１部９チ－ム、2部9チーム、3部9チーム）

・参加チーム数：5チーム

・期　　日：　2020年10月～2021年1月11日（日曜・祝日）

　（４）多摩シニア60リーグ戦
・期　　日：2020年3月～2021年3月
・参加チーム数：8チーム

　（５）フットサル大会【5/23まで中止】
・期　　日：4/11・4/18・5/9・5/23・12/19・1/16・2/6・2/27・3/27
・参加チーム数：延36チーム

　（３）レディースリーグ戦

　（２）三鷹シニアリーグ戦
・期　　日：2020年3月～2021年3月
・参加チーム数：18チーム（O-40_10チ－ム、O-50_８チーム）

・期　　日：2020年4月～2021年3月

　　３．その他

　（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

・一般・壮年＆女子、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

　（６） ＦＣ東京　夏休みサッカーフェスティバル【中止】

（２）三鷹市民体育祭 フットサル競技
・期　　日：　2020年9月5日・10月3日・11月1日（日）
・一般・壮年＆女子、カテゴリー別に4～5チームによるリーグ戦を開催

・参加チーム予定数：　一般の部（20チ－ム）、O-40の部（10チ－ム）、O-50の部（8チ－ム）

　　２．主管事業

（１）三鷹市民体育祭 サッカー競技



【審判・規律委員会】
（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（令和2年春季・秋季予定）　

（２）組織の改善　：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

【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、調整および交流

①三多摩サッカー連盟への役員派遣（理事：伊藤）

②区市町サッカー協会（連盟）代表者会議参加

（３）三鷹市、三鷹市体育協会との連絡、調整および交流

　 ①大沢総合グランド、スバル体育館等の利用に関する要望

②三鷹市グランド、体育館等体育施設の利用調整

③三鷹市新春賀詞交歓会

④三鷹市体育協会新春懇親会

⑤三鷹市体育協会会長会

⑥その他

（４）三鷹市体育協会への役員派遣（理事：田辺、評議員：壱岐、酒井）

①評議委員会（４月）体育協会会長会議（６月）、理事会（奇数月および４月）

②各種体育行事等の補助（都民大会、市町村大会、ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、市民駅伝等）

（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、調整および交流

（７）三鷹市サッカー協会ホームページの更なる充実

（８）三鷹市サッカー協会創立５０周年記念事業の企画、立案および実施(２０１９年度延期）

　 記念式典　２０２１年未定　三鷹産業プラザで開催予定

（9）会議開催

　 ①総会（定期開催:年１回および臨時開催：適宜）

②理事会（定期開催：年４回および臨時開催：適宜）

③その他会議（適宜開催）
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　 加盟登録費

事業収入

三鷹市体育協会助成金

雑収入
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1,115,173

総務費 680,000 三鷹市サッカー協会

★当期支出合計（C）

★当期収支差額(B)－（Ｃ）　☆次期繰越金

175,900 三鷹市体育協会、東京都サッカー協会、三多摩サッカー連盟

会議費 75,000 社会人各委員会・三鷹市・東京都

賃借料 86,216 レンタルBOX保証金＆使用料

予備費 200,000 慶弔費、他

サッカーリーグ戦 900,000

三多摩大会（一般・O-40・O-50・O-60・女子・女子シニア)

会費（加盟登録費）

(R２年４月１日～R３年３月３１日)

科　　　目 予　算　額 備　　　考

グラウンド使用料・照明費・運営費･派遣審判費･諸経費

フットサル大会 150,000 体育館使用料・運営費･派遣審判費･諸経費

第6９回市民体育祭（サッカー・フットサル） 420,000 運営費･派遣審判費･会議費･諸経費

第7２回都民大会サッカー競技 0 中止（新型コロナ感染症予防対策）

普及活動費 60,000 FC東京　小学生サッカーフェスティバル

3,078,116

20                普通預金利息

第6９回市民体育祭補助金 336,816         

　★当期収入合計（A） 2,902,356

　☆前期繰越収支差額 1,290,933

　☆収入合計（B） 4,193,289   ☆別途、周年記念事業費として￥781,450円預かり

２. 支 出 の 部

都民生涯スポーツ大会(0-40･0-50) 170,000 運営役員費･派遣審判費、諸経費

サッカー大会選手派遣費 154,000
区市町サッカー選手権大会（中止）

【第４号議案】　令和２年度　収支予算（案）

1. 収 入 の 部 (R２年４月１日～R３年３月３１日)

科　　　目 予  算  額 備　　　　考

155,000         

市民体育祭参加費（サッカー） 82,000            2,000×41ﾁｰﾑ

選手登録費 679,500          500×1,310名

選手追加登録費 96,000            800×120名

【社会人委員会】

振込費 7,000

2,210,500       

チーム登録費 1,435,000        25,000×45ﾁｰﾑ/30,000×8ﾁｰﾑ/35,000×2ﾁｰﾑ

フットサル大会参加費 40,000            2,000×20ﾁｰﾑ

第72回都民大会補助金 -                  中止（新型コロナウイルス感染症予防対策）

都民生涯スポーツ補助金 88,520           

グラウンド提供費・ナイター照明費 33,000            ＴＳＬ

536,836         

団体活動費 111,500         



事業収入

三鷹市体育協会助成金

（Ｒ２年４月１日～Ｒ３年３月３１日）

（Ｒ２年４月１日～Ｒ３年３月３１日）

上記の通り、令和２年度収支予算報告をいたします。
令和２年　９月 １９日

　会　　　　計 壱岐　　俊一
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事務経費・慶弔金
会計管理費
慶弔金
事務費

124,611 周年事業準備
124,611

754,611

その他

予備費
予備費

★当期支出合計（C)

振込手数料・郵送費
コピー代、名刺代、備品購入

壱岐会計担当（管理費）
90,000
30,000
20,000
30,000
10,000

FC東京

体育協会、市役所との交流費
会議費、結団式、駅伝交通費、新年会費等60,000都民大会結団式、体協理事会他

工藤事務局長（管理）
まめわざ社

60,000
30,000
30,000

ホームページ関連費
ホームページ管理費
ホームページメンテナンス料・使用料

タウンミーティング交通費、懇親会費、チケット購入80,000

60,000

40,000
200,000

120,000
40,000

700,000

備　　　　考

700,000

20,000 審判・規律委員会

科　　　目

協会運営費

運営費

　★当期収入合計（A)

運営費 680,000 社会人委員会

1. 収 入 の 部

予  算  額
【総務委員会】

★当期収支差額(B)－（Ｃ）　☆次期繰越金 24,156

★当期支出合計（C） 378,600

周年事業準備金 100,000 サッカー協会50周年記念事業審判委員会準備金(備品購入等）

４級審判新規取得講習会 220,000 ５月・９月開催　110,000円×２回

協会活動費 20,000 三鷹市サッカー協会総務活動費審判規律委員会拠出分

諸経費 10,000 交通費、諸経費

予備費 28,600 予備費

　☆収入合計（B） 402,756      

２. 支 出 の 部 (R２年４月１日～Ｒ３年３月３１日)

科　　　目 予　算　額 備　　　考

【審判・規律委員会】

　★当期収入合計（A） 278,600

　☆前期繰越収支差額 124,156

5,000            

初心者講習会補助金 5,000            

273,600         

４級審判新規取得講習会 273,600         3,42０円×４０人×２回開催

1. 収 入 の 部 (Ｒ２年４月１日～Ｒ３年３月３１日)
【審判・規律委員会】

科　　　目 予  算  額 備　　　　考

協会会議費・事業費
理事会・総会
事業費
その他運営費（交通費）

他地区協会、団体との交流費
三多摩サッカー連盟・近隣協会

54,611 2019年度繰越金

754,611

【総務委員会】
2. 支 出 の 部

　☆前期繰越収支差額
　☆収入合計（B）

300,000
備　　　考

理事会10回、総会１回開催、会場費、評議員交通費

(仮）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ運営費

理事交通費(理事交通費総務一括支払）

会議、大会、懇親会費

60,000

壱
岐
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（総務委員会）

（社会人委員会３部）

（社会人委員会O40）

（社会人委員会O50）

（社会人委員会女子）

（審判・規律委員会副委員長　審判担当）

久保田　康嗣

池田　淳子

瀬戸　翼

小林　大輔

齊藤　真登香

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

(新任）伊藤　達也

社会人委員会

社会人委員会女子部会

（社会人委員会委員長）

（社会人委員会副委員長）

伊藤　正治

工藤　公一

山中　俊介

壱岐　俊一

顧問 衆議院議員

会長

理事長

副会長

壱岐　俊一

杉本　春喜

山上　俊和

久恒　恵一

山崎　昭人

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

事務局長

（審判・規律委員会副委員長　規律担当）

三鷹市体育協会理事

社会人委員会齊藤　誠一

酒井　直彦

田辺　俊彦

本間　俊夫

野上　美奈子　

神田　　斉

井上　徹

（社会人委員会２部運営委員）

（社会人委員会２部）

監事

評 議 員

会計

理事

総括

社会人委員会・周年行事担当

総務委員会・三鷹市体育協会評議員

(新任）

西村　敏行

浜中　昌之

副理事長

【第５号議案】　三鷹市サッカー協会役員改選（案）

理事

理事

理事

理事

審判・規律委員会・三鷹市体育協会評議員

（一社）三多摩サッカー連盟・社会人委員会

事務局・HP担当・社会人委員会

兼務

以上


