
平成29年　（第1回）

一般財団法人町田市体育協会評議員会

日　時　平成29年3月10日（金）午後6時30分～

場　所　町田市立総合体育館第一・第二会議室

1．開　会

2．挨　拶　　　吉　原　　修　会　長

3．議長・議事録著名人の選出

4．議　　事

第1号議案　平成29年度　事業計画（案）について（山本理事長）

第2号議案　平成29年度　一般会計予算（案）について（志村副理事長）

第3号議案　平成29年度　特別会計予算（案）について（志村副理事長）

・賛助会会計予算（案）について

・ジュニア・シニア事業会計予算（案）について

・スポーツ振興・記念事業準備金会計予算（案）について

5．議長解任

6．報告事項　・体協70周年記念事業について
・理事改選について　こズ句老女

・その他

7．閉　会

次回評議員会予定 �日時　平成29年6月23日（金）午後6時30分～ 

場所　町田市立総合体育館第1・2会議室 

※後日、改めて通知いたします。 



第1号議案

平成29年度事業計画（案）について



一般財団法人町田市体育協会

29年度　事業計画策定にあたって

1．28年度の総括
本年度の協会活動は、市民大会を初めとする「体協主催大会」の開催や都民体育大会並びに

市町村総合体育大会への町田市代表選手団派遣事業と同時に、第49回東京都市町村総合体育大会
第－ブロック実行委員会構成員として諸準備に取り組み、町田市開催5競技大会の実施を無事に終了。
体協自主事業の第5回「すぼ一つ祭まちだ2016」を全加盟37団体の参加協力により成功裡に開催。
また平成26年にスタートし3年目となった共同事業「野津田公園指定管理業務」も順調に推移しました。
更に、29年度体協創立70周年記念事業関連の準備に取り組み、「記念誌」編集は順調に進めました。

2．29年度の基本方針
29年度の「事業計画」は、前年度事業計画を継続遂行することをベースに、更に事業内容の

充実をはかることを前提に策定するものとします。
加えて、29年度は年間の大事業として、体協創立70周年に際し、記念諸事業を確定し実施します。

◎　主な目標

○町田市及び加盟団体との連携を密にして諸事業の推進をはかる。

①「町田市スポーツ推進計画（5カ年）」の展開について
体育協会の役割分担において行政と協働して協力推進する。

②2020年東京オリンピック・パラリンピック及び2019年ラグビーワールドカップ
開催時の町田市の事前キャンプ地招致活動への全面的協力を行う。

○スポーツ環境の整備促進をはかる。

加盟団体のニーズに応じた施設の整備、充実に向けた活動を展開する。

○ジュニア育成・シニア事業●の更なる拡大をはかる。

東京都の助成金による①ジュニア育成地域推進事業②シニアスポーツ振興
事業による健康促進により、高齢者層の健康維持増進及びスポーツを通じた
地域での生きがいつくりへの支援に継続して積極的に取り組む。
シニア事業助成金が本年度更に増額交付となり、有効活用の為、より多くの
加盟団体の参加を促進し実施率の向上をはかる。（30－60－100万円）

O「広報まちだ」への記事掲載不能による体協ホームページの充実化促進
市民に協会事業の広報・PR・各種の情報提供を積極的に配信し、本協会の活動状況の
更なる周知徹底に努める。

広報「スポーツ特集号」の充実
体協ホームページのリニューアルの推進

○賛助会員の増加を継続してはかる。

加盟団体の協力及び組織的な賛助会員募集活動を、年間を通して行い、
賛助会費の増収を目指し、財政援助の一助となる様に努める。
賛助会費は、自主事業の実施などの財源として、有効活用を図る。
また別途、大会及びイベント開催に際して、プログラム、チラシなどへの
広告掲載募集活動を新たに開始し、財源負担の軽減に寄与したい。

O「指定管理業務」の遂行に協力する。

野津田公園指定管理者（スポーツパークパートナーまちだ）の構成員として、
日本体育施設（株）と共同して、同施設のより有効な活用方法の検討など
体協としても積極的に協力参画する。

○体協創立70周年記念諸事業の実施、成功
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平成29年度　事　業　計　画　　　一般財団法人町田市体育協会

事　業 �内　　容 �備　　考 

1 �諸大会の実施 �＜体協主催大会（1）～（4）＞ （1）町田市青少年の日大会（6競技） �4月～5月 

代表派遣事業 �（2）町田市市民体育祭（19競技） �6月～11月 
（3）町田市市民競技大会（4競技） �4月～11月 
（4）町田市広域スポーツ大会（2競技） �8月～翌年3月 

＜町田市代表選手団派遣＞ �（5月7日総合開会式・5月24日閉会式参加） 
（1）第70回都民体育大会 �4月～翌年3月 

町田市代表選手派遣及び結団式、解団式の実施 �4月21日・8月18日 
○バレーボール9人制大会（一般女子）日日‥‥・ �5月20日（土）町田市総合体育館開催 

（2）第50回市町村総合体育大会 �7月～8月 
町田市代表選手派遣及び結団式、解団式の実施 �7月14日・8月18日 （7月22日総合開会式・8月6日閉会式参加） 

2 �育成強化事業 �（1）選手育成の為の補助と協力 �体育協会加盟団体及び東京都の 

（2）選手強化の為の講習会等の実施 �ジュニア育成地域推進事業支援等 

3 �主催・交流事業 �（1）体協創立70周年記念事業の一環事業 体協主催「すぼ一つ祭まちだ2017」の実施 （2）スポーツ交流事業の推進 �11月12日（日） 後援・協力及び名義使用等 

（3）都体協、市町村体協・幹部研修会への参加 �平成29年1月～3月 

4 �広報関連事業 �（1）体協「ホームページ」のリニューアル充実化 （2）「体協だより」の発行 �年3～4回 

（3）「広報まちだ」スポーツ特集号掲載充実化 �年2回（6月・2月） 

5 �生涯スポーツの �（1）生涯スポーツに関する支援 �健康増進、体力維持を日的とした 

支援■推進事業 �（2）東京都ジュニア育成事業の実施 �①ジュニア育成地域推進事業支援 
（3）東京都シニアスポーツ振興事業の実施 �②　シニア層参加事業の拡大促進 

6 �表彰事業 �（1）体協・体育功労者表彰 （2）町田市社会体育優良団体表彰推薦 （3）東京都及び東京都体育協会へ功労者等の推薦 � 

7 �体育施設の優先 �（1）体育施設の有効利用の為の使用調整 �加盟各団体利用者の意向を反映等 

利用の推進 �（2）体育施設利用に関する整備・拡充への提言 �行政側への要望・折衝等 

8 �指導者の派遣 �（1）各種スポーツ教室、講習会への指導者の派遣 （2）各種スポーツ指導者養成講習会の実施 �町田市「スポーツ推進計画」の推進 

（3）救急救命（含、テーピング等）講習会の企画実施 �29年1月 

9 �賛助会事業 �（1）賛助会員の拡大 �年間を通しての募集活動の実施 

10 �共同・受託事業 �（1）野津田公園指定管理業務、 �スポーツパークパートナーズまちだ 

共同事業者としての業務推進 �（日本体育施設株式会社） 
（2）町田市体育施設使用優先予約調整業務（受託事業） （3）町田市こどもマラソン支援業務、運営協力 �平成30年度分 

11 �創立記念事業 �本協会創立70周年記念事業の実施 �冠大会の実施他（年度内開催の体協 
＜事業内容は別紙参照＞ �主催大会及び加盟団体主催大会等） 



（平成29年度事業計画添付資料）

一般財団法人町田市体育協会 

＿一創立70周年記念事業概要 

創立記念事業実施の目的

①平成29年に「創立70周年」を迎えるにあたり、その節目を
祝い、内外に対して更なる発展を誓う。

②過去・現在において本協会の発展に尽くされた方々に対して
「感謝の意」を表す。

記念事業

1「冠大会lの実施

平成29年度（4月～翌年3月）に行われる、体協主催事業及び
加盟団体の事業は、すべてを「冠大会」とする。

＊「（一財）町田市体育協会創立70周年記念」または
「一般財団法人町田市体育協会創立70周年記念」の

文字を掲載・記載するものとする。

2「記念式典・祝賀会1の実施

＊式典・祝賀会開催
「10月14日（土）」

3「創立70周年記念誌lの発行

過去に、「30周年」及び「50周年」時に記念誌を発行した。
70周年誌は、51周年以降について編集し、平成23年の
「一般財団法人化」より今日までを中心とする。

加盟団体についても同様とする。

市民体育祭「合同開会式l及び「功労賞・感謝上
贈呈表彰式の実施

「8月26日（土）」　市立総合体育館
〇第60回日となり、初めての合同開会式を開催
○永年に亘る体協活動への貢献に対する感謝の意を表す

～実施団体及び全加盟団体参加

5体協主催事業「すぱーっ集まちだlの実施
「11月12日（日）」　市立総合体育館

○例年実施の内容に、新たなステージを加え拡大する
○町田市との共催を目指す

6体協主催大会（旧、町田市主催）優勝杯等の更新
28年度にて調査調達済み、当該団体にて本年度より使用開始

実行委員会の設置
体協の会長を実行委員会会長とし、理事長を実行委員長とし、理事全員を委員
とする各委員会グループを編成し、事業詳細検討諸準備を行う



第2号議案

平成29年度一般会計予算（案）に

ついて



平成29年度一般財団法人町田市体育協会一般会計予算書（案）について

く収入の部〉

項　　　目 ���本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　　　明 

1スポーツ振興補助・負担金 ���44，969，000 �43，969，000 �1，000，000 � 

1加盟団体事業等一部負担金 ��3，190，000 �3，190，000 �0 � 

2　体育協会運営費一部補助金 ��30，122，000 �29，122，000 �1，000，000 �事務局運営費・人件費 ホームへ〇一ゾリニューアル費 

3　都　体　協　補　助　金 ��170，000 �170，000 �0 � 

4　スポーツ振興事業補助金 ��11，487，000 �11，487，000 �0 �各種スポーツ大会 

（1）青少年の日各種大会 �1，054，000 �1，054，000 �0 � 

（2）市民体育祭各種大会 �3，228，000 �3，228，000 �0 � 

（3）市民競技・広域大会 �6，6∈粍000 �6，683，000 �0 � 

（4）大会予備日施設充当金等 �522，000 �522，000 �0 � 

2　　会　　　　　　　　　　　　　費 ���2，140，000 �2，390，000 �△250，000 �加盟団体年会費等 

3　　受　　　　　　託　　　　　　費 ���5，169，000 �5，169，000 �0 �体育施設利用調整委託料、 都民市町村大会選手派遣費 等 

4　　繰　　　　　　入　　　　　　金 ���0 �800，000 �△800，000 � 

5　　諸　　　　　　収　　　　　　入 ���50，000 �50，000 �0 � 

6　　繰　　　　　　越　　　　　　金 ���8，000，000 �8，000，000 �0 �前年度繰越 

合　　　　　　　　　　　　　　計 ���60，328，000 �60，378，000 �△50，000 � 



平成29年度一般財団法人町田市体育協会一般会計予算書（案）について

く支出の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／2

項目 ��本年度予算額 �前年度予算額 �比較 �説　　明 

1事　　務　　局　　運　　営　　費 ��29，164，000 �29，164，000 �0 � 

1報　　　　　　　　　　　　酬 �7，500，000 �7，456，000 �44，000 �常勤理事等報酬 

2　給　　　　　　　　　　　　　料 �12，000，000 �11，975，000 �25，000 �職員給料 

3　職　　員　　等　　手　　当 �3，800，000 �3，896，000 �△96，000 �通勤・期末手当等 

4　福　　利　　厚　　生　　費 �2，800，000 �2，748，000 �52，000 �社会保険料等 

5　賃　　　　　　　　　　　　　金 �2，964，000 �2，989，000 �△25，000 �パート職員賃金 

6　旅　　　　　　　　　　　　　費 �100，000 �100，000 �0 � 

2　報　　　　　　償　　　　　　費 ��300，000 �300，000 �0 � 

3　補助金及び分担金・負担金 ��3，175，000 �3，175，000 �0 � 

】体協加盟団体等事業一部負担金 �2，986，000 �2，986，000 �0 � 

2　都　体　協　分　担　金 �100，000 �100，000 �0 � 

3　市　町村　体　協　等　分　担　金 �30，000 �30，000 �0 � 

4　都　体　協　賛　助　会　費　等 �59，000 �59，000 �0 � 

4　事　　業　　補　　助　　金 ��11，099，000 �11，099，000 �0 �各種スポーツ大会 

1青　少　年　の　日　各　種　大　会 �857，000 �857，000 �0 � 

2　市　民　体　育祭　各　種　大　会 �3，027，000 �3，027，000 �0 � 

3　市　民　競　技・広　域　大会 �6，506，000 �6，506，000 �0 � 

4　そ　の　他　団　体　事　業 �575，000 �575，000 �0 � 

5　大会予備　日施設充当金 �134，000 �134，000 �0 � 



平成29年度一般財団法人町田市体育協会一般会計予算書（案）について

〈支出の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2／2

項目 ��本年度予算額 �前年度予算額 �比較 �説　　明 

5　ス　ポ　ー　ツ　振　興　事　業　費 ��2，237，000 �3，287，000 �△1，050，000 � 

1一　　般　　事　　業　　費 �920，000 �1，170，000 �△250，000 � 

2　都民・市町村大会派遣費 �1，317，000 �1，317，000 �0 �－ 

3　ス　ポ　レ　ク　事　業　費 �0 �800，000 �△800，000 � 

6　研　　　　　　修　　　　　　費 ��65，000 �65，000 �0 � 

7　委　　　　　　託　　　　　　料 ��1，833，000 �833，000 �1，000，000 �外部業務委託料十円 

8　会　　　　　　議　　　　　　費 ��250，000 �250，000 �0 � 

9　需　　　　　　用　　　　　　費 ��1，520，000 �1，520，000 �0 � 

1消　　　耗　　　品　　　費 �970，000 �970，000 �0 � 

2　燃　　　　　料　　　　　費 �30，000 �30，000 �0 � 

3　食　　　　　糧　　　　　費 �30，000 �30，000 �0 � 

4　印　　刷　　製　　本　，費 �200，000 �200，000 �0 � 

5　修　　　　　繕　　　　　費 �50，000 �50，000 �0 � 

6　光　　　熱　　　水　　　費 �240，000 �240，000 �0 � 

10役　　　　　　務　　　　　　費 ��920，000 �920，000 �0 � 

1通　　信　　運　　搬　　費 �520，000 �520，000 �0 � 

2　保　険　料　・　手　数　料 �400，000 �400，000 �0 � 

11使　用　料　・　賃　借　料 ��764，000 �764，000 �0 � 

12億　　品　　購　　入　　費 ��15，000 �15，000 �0 � 

13交　　　　　　際　　　　　　費 ��90，000 �90，000 �0 � 

14公　　　　　　課　　　　　　費 ��90，000 �90，000 �0 � 

15返　　　　　　還　　　　　　金 ��2，000，000 �2，000，000 �0 � 

16予　　　　　　備　　　　　　費 ��406，000 �406，000 �0 � 

17線　　　　　　出　　　　　　金 ��1，000，000 �2，000，000 �△1，000，000 � 

18次　年　度　繰　越　金 ��5，400，000 �4，400，000 �1，000，000 � 

合　　　　　　　　　　　　　　計 ��60，328，000 �60，378，000 �△50，000 � 
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第3号議案

平成29年度特別会計予算（案）に

ついて

・賛助会会計予算（案）について

・ジュニア・シニア事業会計予算（案）

について

・スポーツ振興・記念事業準備金

会計予算（案）について



平成29年度　賛助会会計予算書（案）
〈収入の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝円）

項　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　明 

会　　　　　費 �800，000 �800，000 �0 � 

繰　　越　　金 �498，914 �611，599 �△112，685 �前年度からの繰越金 

雑　　収　　入 �100 �100 �0 �預金利息 

合　計 �1，299，014 �1，411，699 �△112，685 � 

〈支出の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝円）

項　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　明 

通信運搬費 �5，000 �5，000 �0 � 

繰　　出　　金 �500，000 �800，000 �△300，000 �スポーツ振興・記念事業準備金会計へ繰り出し 

予　　備　　費 �794，014 �606，699 �187，315 � 

合　計 �1，299，014 �1，411，699 �△112，685 � 

平成29年度　ジュニア・シニア事業会計予算書（案）
く収入の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝円） 

項　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　明 

ジュニア事業 都補助金 �4，700，000 �4，700，000 �0 �東京都ジュニア育成地域推進事業補助金 

シニア事業 都補助金 �1，000，000 �600，000 �400，000 �東京都シニアスポーツ振興事業補助金 

合　計 �5，700，000 �5，300，000 �400，000 � 

〈支出の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝円） 

項　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　明 
ジュニア事業 都補助金 �4，700，000 �4，700，000 �0 �事業実施団体補助 

シニア事業 部補助金 �1，000，000 �600，000 �400，000 �事業実施団体補助 

合　計 �5，700，000 �5，300，000 �400，000 � 

平成29年度　スポーツ振興・記念事業準備金予算書（案）
〈収入の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝円）

項　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　明 

引　当　金 �0 �4，056，000 �△4，056，000 �平成27年度一般会計からの引当金 

繰　入　金 �1，500，000 �2，000，000 �△500，000 �一般会計・賛助全会計から 

繰　越　金 �5，536，000 �0 �5，536，000 �前年度からの繰越金 

合　計 �7，036，000 �6，056，000 �980，000 � 

〈支出の部〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝円）
項　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �説　明 

事　業　費 �7，035，000 �20，000 �7，015，000 �事業費 

繰　越　金 �1，000 �6，036，000 �△6，035，000 �次年度への繰越金 

合　計 �7，036，000 �6，056，000 �980，000 � 
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