
令　和　４　年　度

　　　　　　　◎会　場：三鷹市さんさん館　第一会議室

総　　会

　　　　　　　◎期　日：令和　４年　６月　２５日

　　　　　　　◎時　間：１５：００～１６：３０

三 鷹 市 サ ッ カ ー 協 会



　１．　開会のことば 壱岐理事長

　２．　開会あいさつ 西村会長

　３．　議長の選出 規約第15条（4）

　４．　議　　　事

第１号議案　　令和３年度 事業報告

第２号議案　　令和３年度 収支決算ならびに監査報告

第３号議案　　令和４年度 事業計画（案）

第４号議案　　令和４年度 収支予算（案）

第５号議案　　令和４年度役員（案）

　６．　閉会のことば 浜中副会長

総会記録
コロナ感染症対策として、評議員・監事には事前に総会資料をメール配信し、全員から承認いただいた。

6月25日（土）15時～16時　三鷹市さんさん館3階第三会議室において
西村会長以下理事９名出席、２名Web参加（工藤事務局長・神田理事）、３名議長委任（山中監事・酒井理事・本間理事）
により総会は成立し、全議案は全員の承認を得た。 【議長：壱岐】

令和４年度　総　会 ＜次 第＞



 

令和3年度は新型コロナ感染症対策により、グラウンドを使用できない期間があった為、

※勝点制

・新型コロナウィルス感染症対策の為、5/15・5/29の開催中止

・「夏休みサッカーフェスティバル」 （２０２１年７月２４日）：ＳＵＢＡＲＵスポーツセンターメインアリーナ
　【参加者】 　１部 ：小学１～３年生　６０名　　 ２部 ： 小学４～６年生　２４名
・「おとなのためのサッカー教室」（２０２２年１月１０日）：大沢総合グランド【参加者】　２９名

3月26日

一般

ウッカリdes
ギャルソン
トリックス

ター

ムーレ

【第1号議案】　令和３年度事業報告

１． 主催事業

〈1〉

3　　位

ウッカリｄｅｓギャルソン

ＦＣ野川１０５

2月26日

一般

ＪＦＣ

U-42三鷹
JAPAN

牟礼ズ

3月5日

O-40&女子

ウッカリdes
ギャルソン

三鷹
ALL Stars

-

　（７）ＦＣ東京サッカークリニック

壮年＆女子 三鷹ＳＣ２００１ ＦＣ三鷹４０

7月24日 一般 トリックスター ウッカリｄｅｓギャルソン

6月11日

三鷹
ALL Stars

12月18日

一般

ウッカリdes
ギャルソン

牟礼ズ

トリック
スター

ｶﾃｺﾞﾘｰ 優　　勝 準　優　勝

ウッカリdes
ギャルソン

FC三鷹４０

1月29日

一般 一般 O-50&女子 女子 一般 O-40&女子

ワイルドポ
コ

ワイルドポ
コ

ウッカリdes
ギャルソン

FC.FALX
U-42三鷹
JAPAN

　（６）ソサイチリーグ戦　：　ＳＵＢＡＲＵ総合スポーツセンター　メインアリーナ

月　日

３　位
ムーレＦＣ

シニア
ウッカリdes
ギャルソン

トリック
スター

三鷹
ALL Stars

三鷹オヤジ
ズ

トリック
スター

三鷹
ALL Stars準優勝

三鷹蹴球団ＥＡＧＬＥＳ

２勝２分１敗

三鷹ＳＣ２００１

月　日 4月10日 4月24日 6月19日 6月19日

トリック
スター

FC野川105 FC三鷹４０

7月31日

ｶﾃｺﾞﾘｰ
三鷹

ALL Stars

O-40&女子

ウッカリdes
ギャルソン優　勝

ウッカリdes
ギャルソン

東京アルミテスＳＣ

５勝０分１敗

ＦＣ ＶＩＧＯＲＥ レディース

４勝１分１敗

ムーレＦＣＬｉｒｉｏ

４勝１分１敗

ジョバーレ調布

０勝１分５敗

国分寺セレソン60

４勝１分１敗

三鷹蹴球団ＯＷＬＳ

４勝０分１敗

府中６０

４勝０分１敗

ムーレＱ－ＦＣネオ

３勝１分３敗

7月31日

―

―

―

―

―

―

０勝２分３敗

日野レディース

０勝１分５敗

―

―

―

バッカス

ＦＣ野川ＰＯＳＳＥ

０勝２分３敗

府中６５

１勝０分５敗

ＦＣ三鷹６０

　（５）フットサルＯｎｅ Ｄａｙ Ｍａｔｃｈ　：　ＳＵＢＡＲＵ総合スポーツセンター　サブアリーナ・他

7

１勝１分５敗 ０勝０分６敗

２勝２分２敗

ムーレＦＣシニア

Ｑ－ＦＣ

― ― ― １勝０分５敗 ―

―

― ＦＣ三鷹４０'ｓ ―

― ０勝０分８敗

ＦＣ野川ＣＯＭＰＡＲＥ

１勝０分３敗

武蔵野シニアＷＥＥＤ

１勝１分２敗 ２勝１分３敗 ３勝０分３敗 ２勝１分４敗

ＦＣＺＪ

ＭＵ-ＲＥ　ＦＣ

5

Ｆ．Ｃ．ＯＳＡＷＡ 武蔵野パヌッチ ＫＤＤＩ.ＦＣ

３勝０分１敗 ４勝０分３敗

ＦＣＺＪ４０

三鷹セッション５０

１勝０分５敗 １勝０分５敗 ２勝１分２敗 ２勝２分２敗 １勝３分２敗

ＦＣ野川１０５ 三鷹ＳＣ

ＦＣ三鷹５０'ｓ

３勝０分４敗 １勝１分２敗 ３勝０分３敗 ３勝２分２敗 ２勝２分２敗

アレミーゴ ヨンパウロ ＦＣ三鷹４０

ＳＵＢＡＲＵ ＴＳＦＣ 三鷹ＦＣウエスト

6

9
―

―

―
10

０勝０分６敗 ０勝２分３敗 ２勝０分５敗

― ―

２勝０分５敗 ０勝１分５敗

― ― ＦＣみたか０４ ＪＲＣシニア

8
航技研サッカー部 三鷹蹴球団EAGLES

ムーレＦＣシニア

三鷹蹴球団ＯＷＬＳ

４勝０分２敗 ３勝１分２敗

3
Ｊａｍ，ＦＣ

ＦＣ５０５ Ｆ．Ｃ．Ｓ Ｎｏｇａｗａ　Ｕｎｉｔｅｄ ＦＣ野川ＬＥＯＮ 三鷹蹴球団ＥＡＧＬＥＳ

成江堂Ｄｏｒｉｔｏｓ

４勝1分２敗 ３勝０分１敗 ３勝１分２敗 ４勝０分２敗 ４勝２分０敗

１勝２分３敗

2

4

４勝１分１敗 ４勝１分０敗 ４勝１分１敗 ４勝１分１敗

1
ＦＣ　ＧＲＯＯＶＹ

５勝１分０敗

ＪＦＣ ＨＧＳ ＦＣ三鷹-Ｔ-ＡＬＭＡ

ＰＦＣ 三鷹蹴球団１９８３ ムーレＦＣホルス

５勝０分１敗

新川シニア

５勝１分０敗 ６勝０分０敗 ５勝０分１敗 ６勝１分０敗

　（１） 三鷹リーグ戦　（令和３年４月～令和４年３月）
１部：８チ－ム　　２部：８チーム　３部：９チーム　合計：２５チーム

１部 ２部 ３部 Over40 Over50

O-40：１０チーム　O-50：９チーム
　（２）三鷹シニアリーグ戦　：　１９チーム（令和３年４月～令和４年３月）

　（４）多摩シニア６０サッカーリーグ戦　：　９チーム（令和３年４月～令和４年３月）

　（３）レディースリーグ戦　：　５チーム（令和３年４月～令和４年１月）

全試合を消化できずにリーグ戦を終了したため、暫定勝ち点による順位とする

順位 多摩シニア60 レディース



　２．主管事業　　

小学生サッカー大会 （令和４年１月１０日）　参加者；小学生７３名
・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
・１～２年生 ４チーム、３～５年生 ４チームでリーグ戦を実施

・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

【第１回】 ・令和３年　６月１２日(土）・参加：親子３０名 ・講師：ペスカドーラ町田

【第２回】 ・令和３年１１月２０日(土)・参加：親子５５名 ・講師：ペスカドーラ町田

① 熱中症対策
・三鷹市サッカー協会熱中症対策ガイドラインを検討、策定、周知実施
・ガイドラインに従った夏季特別ルールの検討、策定、周知、実施（７月〜９月）
・運営委員が試合会場に常駐し、安全性と実効性を確保

②新型コロナウイルス感染症対策
・三鷹市サッカー協会新型コロナウィルス感染症対策ガイドラインを検討、策定、周知、実施
・ガイドラインに従った対策の実施〈6月～3月〉
・運営委員が試合会場に常駐し、安全性と実効性を確保

　・第２２回三多摩女子サッカー（O-35）大会　（三鷹代表： ムーレFC　Ｌｉｒｉｏ））　◆優勝
　・第１０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）　◆２回戦敗退

女子

Ｏ-５０ 新川シニア 三鷹蹴球団ＥＡＧＬＥＳ 三鷹セッション５０

アルテミス ムーレＦＣ Ｌｉｒｉｏ ビゴーレ

（２）第７１回三鷹市民体育祭フットサル競技　（令和３年１１月～１２月）

一般：１２チーム　、壮年＆女子：１１チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

一般

Ｏ-４０

ＦＣ　ＧＲＯＯＶＹ Ｊａｍ，ＦＣ ＨＧＳ

三鷹蹴球団１９８３ ＦＣ野川ＬＥＯＮ ＦＣ三鷹４０

（１）第７１回三鷹市民体育祭サッカー競技　（令和３年１０月～１２月）
一般：１６チーム　、壮年O-40：９チーム、O-50：９チーム、女子６チーム

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

一　般　①

一　般　②

三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ トリックスター ワイルドポコ

ウッカリｄｅｓギャルソン ワイルドポコ ＦＣ．.ＺＡＰ

一　般　③

壮年＆女子 ①

ウッカリｄｅｓギャルソン ＦＣ．.ＺＡＰ トリックスター

ＦＣ三鷹４０ ウッカリｄｅｓギャルソン 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ　Ｂ

壮年＆女子 ②

壮年＆女子 ③

ウッカリｄｅｓギャルソン 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ　Ａ 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ　Ｂ

ＦＣ三鷹４０ ウッカリｄｅｓギャルソン 三鷹 Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ

　４．その他

（１）  熱中症・新型コロナウィルス感染症対策
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（３）第７１回三鷹市民体育祭（種目別大会）

　３．その他の事業

（１） 都民体育大会、他、各種大会に三鷹市代表チームを派遣

①第２回ＦＣ東京ﾎｰﾑﾀｳﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ近隣６市ｻｯｶｰ交流試合（都民大会壮行試合）　◆１勝２敗

（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

②第７４回都民体育大会サッカー競技　（F.C.OSAWA＆FC GROOVY合同チーム）　◆コロナ禍のため開催中止

③第１５回東京都区市町サッカー選手権大会　（三鷹代表：ＦＣ ＧＲＯＯＶＹ）　◆３位

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選抜チーム）　◆コロナ禍のため開催中止

⑤三多摩サッカー大会
　・第４９回三多摩クラブサッカー選手権　（三鷹代表：ＦＣ　ＧＲＯＯＶＹ）　◆３回戦敗退
　・第４１回三多摩シニア男子（O-40）サッカー大会　（三鷹代表：野川ＬＥＯＮ）　◆２回戦敗退
　・第４１回三多摩女子サッカー大会　（三鷹代表： F.C.FALX）　◆２回戦敗退
　・第２２回三多摩シニア男子（O-50）サッカー大会　（三鷹代表：新川シニア）　◆３位



[審判・規律委員会】
　（１）４級審判資格取得講習会（コロナ禍のため開催中止）
　（２）審判研修会（代表者会議にて新競技規則周知）
　（３）各種大会への審判員の派遣　

近隣６市サッカー大会・三鷹市民大会・三多摩選手権大会等

〈3〉



[ 総務委員会】

（１）規約・規則の改廃[主担当：壱岐理事長］
　　　規約・規則の更なる充実に向けた継続的な検討実施

（２）東京都および近隣協会、団体との連絡、調整および交流
　　　①三多摩サッカー連盟への役員派遣［伊藤副理事長］
　　　　　三多摩サッカー連盟会議（11/13・1/15）
　　　②都・近隣協会への派遣［杉本理事］
　　　　　都民大会会議（4/12）、区市町大会会議（6/10）、地区連盟会議（11/23）
　　　③近隣協会周年行事参加
　　　　　近隣６市交流大会（コロナ禍のため中止）
　　　④都民体育大会参加(コロナ禍のため中止）
　　　⑤都民生涯スポーツ大会参加(コロナ禍のため中止）

（３）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［壱岐理事長］
　　　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市体育施設利用適正化に向けた打合せ継続実施
　　　③三鷹市「心と体の健康都市づくりの推進」に向けた協議、提案、実施等
　　　④大沢総合グランド、スバル体育館優先使用枠申請、調整等
　　　⑤三鷹市賀詞交換会(1/8）
　　　⑥三鷹市体育協会新春懇親会(コロナ禍のため中止）

（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］
　　　①三鷹市体育協会評議員会［壱岐・酒井］
　　　　　令和３年度三鷹市体育協会体育功労者表彰：該当なし
　　　②三鷹市体育協会各種体育行事等の補助
　　　　　都民大会結団式(コロナ禍のため中止）
　　　　　都民大会開会式（コロナ禍のため中止）
　　　　　市民大会開会式　(コロナ禍のため中止）
　　　　　第３０回三鷹市市民駅伝大会走路員派遣(コロナ禍のため中止）

（5）ＦＣ東京［壱岐理事長・斉藤理事］
　　　　　第２回ＦＣ東京ﾎｰﾑﾀｳﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ近隣６市ｻｯｶｰ交流試合
　　　　　FC東京ホームタウン委員会(4/7：西村会長・壱岐理事長）
　　　　　三鷹市担当者（ﾎｰﾑﾀｳﾝ開発部：安藤氏）と随時打合せ、協力体制を構築
　　　　　FC東京協力事業実施　

夏休みサッカーフェスティバル（7/24）　
小学生サッカー大会（市民大会種目別）・大人のサッカー教室（1/10）

（６）理事会［壱岐理事長・工藤理事事務局長］
　　　　　5/29・7/24・9/20・11/13・1/16・3/5開催
　　　　　11/27周年行事打合せ、その他各種打合せを随時開催
　　　　
（７）ホームページ［工藤理事事務局長］
　　　　　更なる充実に向け随時更新

〈４〉



運営委員会

審判・規律委員会
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★審判員・規律委員会収入合計 0

4級審判資格取得講習会 0

★当期収入（繰越金含）総合計（B) 4,842,449

★審判・規律委員会収入合計 103,036

　★当期収入合計（A) 2,920,765

初心者講習会補助金 0

★審判・規律委員会繰越金 103,036 令和２年度繰越金

★運営委員会収入合計 2,920,765

★当期運営委員会収入合計 4,739,413

★当期運営委員会繰越金 1,818,648 令和２年度繰越金

【第２号議案】　令和３年度　収支決算報告ならびに監査報告

選手追加登録費　￥167,200

市民体育祭参加費.　￥80,000　

加盟登録費 2,204,200

チーム登録費　￥1,430,000.

選手登録費　\607,000

1. 収 入 の 部

科　　　目 決　算　額 備　　　　考

団体活動費　￥161,300

事業収入

グランド提供費・照明費　￥0
雑収入

普通預金利息　￥38
38

(令和３年４月１日～令和４年３月３１日)
運営、審判・規律委員会

185,000
フットサル・ソサイチ大会参加費　￥105,000

三鷹市体育協会助成金 531,527
都民大会補助金　大会中止

都民生涯スポーツ大会補助金　大会中止

三鷹市民体育祭補助金　￥370,227

三鷹市サッカー協会



運営委員会

審判・規律委員会
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サッカーリーグ戦

フットサル・ソサイチ大会

三多摩大会・区市町大会

　★当期支出合計 2,036,659 運営委（1,996,439円）審判委（40,220円）

事務費 220 審判・規律委員会事務費(送金手数料）

講習会運営費 0 謝礼・弁当代・郵送費等

★審判・規律委員会繰越金

サッカー協会活動費（総務費） 0

三鷹市サッカー協会

★運営委員会支出合計 1,996,439

0 理事会・総会・運営委員会（運営委員会負担分）

サッカー協会活動費（総務費）

会費（加盟登録費）

賃貸料

振込費

予備費

会議費

運営委員会拠出金

★運営委員会繰越金

　★各委員会繰越金合計 2,805,790 運営2,742,974円、審判・規律62,816円

★当期収入（繰越金含）総合計（B) 4,842,449

審判・規律委員会拠出金

交通費 40,000 理事交通費

★審判・規律委員会支出合計 40,220

62,816 審判・規律委員会収入額（103,036円）-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）※都民大会中止

参加費・派遣審判費・役員費・交通費　※大会中止

三鷹市体育協会・東京都サッカー協会、他

2,742,974

816,502

178,858

運営委員会収入額(4,739,413円）-支出合計額

3,465

1. 支出 の 部 (令和３年４月１日～令和４年３月３１日)
運営、審判・規律委員会

科　　　目 決　算　額 備　　　　考

レンタル倉庫使用料

振込費（諸経費は各大会に計上）

第7１回市民体育祭

第7４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

0

464,695

37,979

0

230,000

0

178,100

86,840



雑収入

　☆収入合計（B）

　★当期支出合計(C)

上記の通り、令和３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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総務委員会

総務委員会

　★当期収支差額(Ｂ)－(Ｃ)☆次期繰越金 387,936 6,590

令和４年６月２５日

令和４年６月２５日

700,000 612,491

予備費 100,000 170,000 ５０周年行事準備金

周年行事残金 201,140 201,140

その他 5,000 4,784 振込手数料、郵送費等

予備費 100,000 170,000

会計管理費 20,000 20,000 壱岐会計(管理者）

慶弔金 30,000 32,838 香典（浜中・壱岐）送別品（体協斉藤）

事務費 15,000 9,728 会議コピー代、お茶代、名刺、事務用品代等

諸経費 70,000 67,350

体育協会との交流費 50,000 8,000

都民大会結団式、体協理事会他 50,000 8,000 田辺理事手当、評議員会理事交通費

ホームページメンテナンス料・使用料 30,000 30,096 まめわざ社

ホームページ関連費 60,000 60,096

ホームページ管理費 30,000 30,000 工藤事務局長（管理者）

三多摩サッカー連盟 30,000 4,000 会議参加、理事交通費

FC東京 80,000 148,000 4/7・6/8・9/8会議理事交通費、謝礼金(チケット購入）

その他運営費（理事交通費） 20,000 33,700 その他会議・打合せ（行政等）、会場費、交通費

他地区協会、団体等との交流費 130,000 158,000

協会会議費 290,000 149,045

理事会・総会 200,000 74,900 理事会6回、総会(Web開催)、会場費、交通費等　

2. 支 出 の 部 (令和３年 ４月 １日～令和４年３月３１日)

予　算　額 決　算　額 備　　　考科　　　目

1,087,936 619,081

普通貯金利息 0 5

　★当期収入合計（A) 700,000 231,145

サッカー協会活動費（運営委員会拠出金）

運営費 20,000 0 サッカー協会活動費（審判委員会拠出金）

　☆前期繰越収支差額 387,936 387,936

体育協会補助金 0 30,000 少年種目別大会代替（FC東京協力謝礼金）

事業費 70,000 40,445 サッカーフェスティバル等協会行事

東京都・近隣協会 20,000 6,000 会議参加、理事交通費

1. 収 入 の 部 (令和３年 ４月 １日～令和４年３月３１日)

科　　　目 予  算  額 決　算　額 備　　　　考

0 5

総務（協会）運営費 700,000 231,140

運営費 680,000 0

山
中

壱
岐



【運営委員会】

 

・期　日：　令和４年７月２３日（土）

・募　集：　６０名（予定） ・講師：ＦＣ東京普及部コーチ・三鷹市サッカー協会所属選手

・主　催　：三鷹市サッカー協会 ・協　力　：FC東京普及部

・期　日：　令和５年１月９日（祝月）

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

・主　催　：三鷹市サッカー協会 ・協　力　：FC東京普及部

　（９）明治安田生命協賛　地域健康応援事業（R4年度新規事業）　　企画、実施

・期日 ： 令和４年６月１８日（土）　及び　1１月１９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）各種大会へ代表チームの派遣
①第３回FC東京ﾎｰﾑﾀｳﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（令和４年４月２４日）；都民大会壮行試合
②第７５回都民大会サッカー競技（令和４年４月～６月）；ムーレＦＣ・野川ＬＥＯＮ合同チーム　
③第１６回東京都区市町村サッカー大会（令和４年７月～８月）：GROOVY　
➃都民生涯スポーツ大会（令和４年９月～１０月）三鷹代表チーム（各チーム選抜）
⑤第５０回三多摩クラブサッカー選手権（令和５年２月～３月）市民大会優勝チーム
⑥第４１回三多摩シニア男子（O-４０)、女子サッカー大会（令和５年２月～３月）同上
⑦第２３回三多摩シニア男子（O-５０)、女子（Ｏ-35）サッカー大会（令和５年２月～３月）同上
⑧第１１回三多摩シニア男子（O-６０）サッカー大会（令和５年２月～３月）

〈8〉

　　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

　（６）ソサイチ大会
・期　　日：令和４年６月１８日（土）・７月２３日（土）・１１月１９日(土）
・参加チーム数：４チーム
・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

（２）三鷹市民体育祭 フットサル競技
・期　　日：　令和５年１月２１（土）・１月２８日（土）・２月１１日（土）
・一般・壮年・女子・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（20）、O-40（10）、O-50（10）、女子（5）

　　2．主管事業

（１）三鷹市民体育祭 サッカー競技

・参加チーム数：5チーム

・期　　日：　令和４年１０月～令和４年１１月（日曜・祝日）

　（４）多摩シニア60リーグ戦　；　開催期間　令和４年４月～令和５年３月
・参加チーム数：9チーム

　（５）フットサル大会
・期　　日：4/16・5/14・6/4・7/16・8/6・9/17・10/1・12/1７・2/25・3/11・3/25
・参加チーム数：延４４チーム
・一般・壮年・女子・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

　（７） ＦＣ東京　夏休みサッカーフェスティバル

　（８） ＦＣ東京　少年サッカー大会(小学生）／大人のサッカークリニック

【第3号議案】令和４年度事業計画（案）

　　1． 主催事業

　（１） 三鷹リーグ戦　；　開催期間　令和４年４月～令和５年３月
・参加チーム数：25チーム（1部8チ－ム、2部8チーム、3部9チーム）

　（３）レディースリーグ戦　；　開催期間　令和４年４月～令和５年３月

　（２）三鷹シニアリーグ戦　；　開催期間　令和４年４月～令和５年３月
・参加チーム数：20チーム（O-40 10チ－ム、O-50 10チーム）



［審判委員会］
（１）審判資格取得登録（三鷹サッカー協会で対応可能作業）
　・４級審判資格取得講習会（東京都サッカー協会と協議の上開催を計画）　

（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・少年連盟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

［総務委員会］
（１）規約・規則の改廃

更なる充実を図るべく、随時検討を継続

（２）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：伊藤副理事長）

（3）東京都および近隣サッカー協会（連盟）との連絡、調整および交流

②東京都サッカー協会、近隣サッカー協会との連絡、調整（杉本理事）

③区市町サッカー協会（連盟）代表者会議参加(斎藤理事）

（４）三鷹市及びスポーツ文化財団との連絡、調整および交流

①三鷹市「心と体の健康都市づくりの推進」に向けた提言、協力体制の構築

②三鷹市体育施設利用適正化に向けた提言、調整

　 ③大沢総合グランド、スバル体育館等の利用に関する要望

④三鷹市グランド、体育館等体育施設の利用調整

⑤三鷹市新春賀詞交歓会

⑥その他

（5）三鷹市体育協会との連絡、調整への役員派遣（理事：田辺理事、評議員：壱岐理事長、酒井理事）

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、市民駅伝走路員派遣等）

③三鷹市体育協会新春懇親会

（6）ＦＣ東京ホームタウンとの連絡、調整および交流

ホームタウン委員会　会議参加（西村会長・壱岐理事長）　

FC東京サッカークリニック　　夏：スバル体育館　　冬：大沢総合グランド　

（7）明治安田生命協賛による地域健康応援事業の実施（壱岐理事長・杉本理事）

明治安田生命　地域健康応援事業協賛による事業の企画、立案、実施

明治安田生命　武蔵野支社との連絡、調整

（８）三鷹市サッカー協会ホームページの更なる充実

（９）三鷹市サッカー協会創立５０周年(令和元年度）記念事業の企画、立案および実施（浜中副会長）

　 記念式典　令和４年度での開催、検討、準備

（１０）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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フットサル大会参加費 100,000         2,000×50ﾁｰﾑ

第73回都民大会補助金 86,000

都民生涯スポーツ補助金 88,000          

グラウンド提供費・ナイター照明費 27,000           ＴＳＬ

567,600        

団体活動費 113,600        

【第４号議案】　令和４年度　収支予算（案）

1. 収 入 の 部 (令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

科　　　目 予  算  額 備　　　　考

207,000        

市民体育祭参加費（サッカー） 80,000           2,000×40ﾁｰﾑ

選手登録費 623,000         500×1,246名

選手追加登録費 160,000         800×200名

【運営委員会】

2,238,000      

チーム登録費 1,455,000       25,000×45ﾁｰﾑ/30,000×11ﾁｰﾑ

3,109,840

38                普通預金利息

第70回市民体育祭補助金 280,000        

　★当期収入合計（A） 3,012,638

　☆前期繰越収支差額 2,742,974

　☆収入合計（B） 5,755,612   ☆別途、周年記念事業費として￥644,570円預かり

２. 支 出 の 部

都民生涯スポーツ大会(0-40･0-50) 68,000 運営役員費･派遣審判費、諸経費

サッカー大会選手派遣費 167,000

会費（加盟登録費）

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 200,000 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） 485,000 運営費･派遣審判費･会議費･諸経費

第7３回都民大会サッカー競技 140,000 運営役員費･派遣審判費、諸経費

普及活動費 60,000 FC東京　小学生サッカーフェスティバル

区市町サッカー選手権大会

サッカーリーグ戦

(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

200,000 慶弔費、他

振込費 5,000

2,645,772 ☆次期繰越金　

協会運営費(総務費） 680,000 運営委員会拠出金

★当期支出合計（C）

★当期収支差額(B)－（Ｃ）　

178,000 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 40,000 運営各委員会・三鷹市・東京都

賃借料 86,840 レンタルBOX保証金＆使用料

予備費

800,000

三多摩大会（一般・O-40・O-50・O-60・女子・女子シニア)



事業収入

三鷹市体育協会助成金

　★当期支出合計(Ｃ)

上記の通り、令和４年度収支予算報告をいたします。
　会　　　　計 壱　岐　　俊　一 ㊞
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205,200         

４級審判新規取得講習会 205,200         3,42０円×６０人×1回　　10月開催

1. 収 入 の 部 (令和４年４月１日～令和５年３月３１日)
【審判委員会】

科　　　目 予  算  額 備　　　　考

　★当期収入合計（A） 210,200

　☆前期繰越収支差額 62,816 R3年度繰越金

5,000             

初心者講習会補助金 5,000             

審判交通費、諸経費

　☆収入合計（B） 273,016      

２. 支 出 の 部 (令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

科　　　目 予　算　額 備　　　考
【審判委員会】

【総務委員会】

予備費 103,016 予備費

★当期収支差額(B)－（Ｃ） 0

★当期支出合計（C） 273,016

1. 収 入 の 部 (令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

４級審判新規取得講習会運営費 110,000 １０月開催　110,000円×１回　　会場費等運営費

協会運営費（総務費） 20,000 審判委員会拠出金

諸経費 40,000

2. 支 出 の 部

　☆前期繰越収支差額
　☆収入合計（B）

250,000 明治安田生命　健康推進事業協賛金

950,000

備　　　　考

950,000
680,000 運営委員会拠出

科　　　目

協会運営費（総務費）
協会運営費(総務費）

明治安田生命協賛金

　★当期収入合計（A)

予  算  額

(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

協会運営費(総務費） 20,000 審判委員会拠出

令和４年６月２５日

予備費 406,590
予備費 406,590 周年行事準備金、備品購入（明治安田生命協賛金）

956,590

6,590
956,590 ☆別途、周年記念事業費として170,000円預かり

【総務委員会】
科　　　目 予　算　額 備　　　考

協会会議費 170,000
理事会・総会 100,000 理事会6回、総会１回開催、会場費、理事・評議員交通費等　

事業費 50,000 サッカークリニック等協会行事

その他運営費 20,000 行政、財団等理事会外会議、交通費・会場費等

他地区協会、団体等との交流費 200,000
三多摩サッカー連盟 30,000 会議、大会、交通費・参加費
FC東京 150,000 会議費・事業協力謝礼
東京都・近隣・その他 20,000 会議、大会、交通費・参加費

まめわざ社

諸経費 70,000
慶弔金 30,000 理事慶弔金

体育協会、市役所、財団との交流費 50,000
都・市民大会結団式、体協理事会他 50,000 参加理事他交通費、参加費、駅伝走路員交通費

ホームページ関連費 60,000
ホームページ管理費 30,000 工藤事務局長（管理者）
ホームページメンテナンス料・使用料 30,000

　★当期収支差額(Ｂ)－(Ｃ) 0

事務費 15,000 会議コピー代、お茶代、備品代等
会計管理費 20,000 壱岐会計(管理者）
その他 5,000 振込手数料、郵送費等

壱
岐



〈１2〉

　　新たに運営委員長を委員長とする「規律委員会」を設置します。

【第５号議案】　令和４年度三鷹市サッカー協会役員改正（案）

理事

理事

理事

理事

規律委員長就任運営委員会委員長、規律委員会委員長

総務委員会・三鷹市体育協会評議員

（一社）三多摩サッカー連盟・運営委員会

事務局・HP担当・運営委員会　市民大会担当

総括

運営委員会・周年行事担当副会長

会長

伊藤　達也

西村　敏行

浜中　昌之

事務局長

監事

会計

衆議院議員(三鷹市含選挙区選出）

壱岐　俊一

顧問

理事長

副理事長

運営委員会　リーグ戦担当　事業運営担当

兼務

伊藤　正治

工藤　公一

山中　俊介

壱岐　俊一

神田　　斉

齊藤　誠一

審判委員会・三鷹市体育協会評議員

三鷹市体育協会理事

運営委員会　壮年担当

酒井　直彦

理事 野上　美奈子　 運営委員会　女子担当

田辺　俊彦

理事 本間　俊夫

理事 杉本　　春喜 運営委員会　東京都・地域協会担当

理事 師　　信久 運営委員会　フットサル・ソサイチ担当

新任評 議 員 鯉沼  貴行 （運営委員会　2部運営委員）

評 議 員 井上　徹 （運営委員会副委員長）

評 議 員 土井　由葵 （運営委員会　１部副運営委員）

評 議 員 伊藤　貴輝 （運営委員会　3部運営委員）

※令和4年度より審判・規律委員会は審判体制の更なる拡充に向け「審判委員会」に改組し、

評 議 員 太田　豊重 （運営委員会　O40副運営委員）

評 議 員 久保田　康嗣 （運営委員会　O50運営委員）

新任

評 議 員 齊藤　真登香 （総務委員会）

評 議 員 小林　大輔 （審判委員会副委員長　審判担当）

評 議 員 池田　淳子 （運営委員会　女子運営委員）

評 議 員 佐々木　雅浩 （運営委員会　O60運営委員）


