
平　　成　 ２　０ 　年　　度

平　成　２　０　年　５　月　1 6　日　（金）

於　か　な　が　わ　県　民　セ　ン　タ　ー

 評　 議 　員　 会 　資 　料

午　後　6　時　30　分

神　奈　川　県　ラ　グ　ビ　ー　フ　ッ　ト　ボ　ー　ル　協　会



1　開　会　の　言　葉

2　会　 長　 挨 　拶

3　議　 長 　選　 出

4　議　　　　　　　事

1号議案　　平成19年度事業報告

2号議案　　平成19年度収支決算報告

3号議案　　会　計　監　査　報　告

4号議案　　役員人事案　　

5号議案　　平成20年度事業計画案

6号議案　　平成20年度予算案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

次　　　　　　　　　　第

平成20年度　神奈川県ラグビーフットボール協会評議員会



１．チーム数(2008.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 　計 　Ｈ・20・4・25（金）　於　県民センター

34 36 14 60 16 15 175 　第6 回理事会
　　20年度評議員会について

２．評議員会 　　① 19年度事業報告・決算報告について
　Ｈ・19・5・18（金）　於　県民センター 　　② 20年度事業計画・予算案について

　　事業委員会について
３．常任理事会及び理事会 　　その他
　Ｈ・19・6・8（金）　於　県民センター
　第 1 回理事会 ４．事業委員会
　　新役員・理事紹介と役割分担の確認 　Ｈ・19・6・4（月）　於　県協会事務所　　
　　トップリーグについて 　第 1 回委員会
　　事業委員会について 　Ｈ・19・6・21（木）　於　県民センター　　
　　その他 　第 2 回委員会
　Ｈ・19・7・12（木）　於　県民センター 　Ｈ・19・9・5（水）　於　県協会事務所　　
　第 1 回常任理事会 　第 3 回委員会
　　ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの総括について 　Ｈ・19・9・25（火）　於　県協会事務所　　
　　秋の有料試合について 　第 4 回委員会
　　その他 　Ｈ・20・1・8（火）　於　県協会事務所　　
　Ｈ・19・8・17（金）　於　県民センター 　第 5 回委員会
　第 2 回理事会 　Ｈ・20・3・12（水）　於　県民センター　　　
　　ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの総括について 　第 6 回委員会
　　秋の有料試合について
　　その他 ５．第２回ｶﾗﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　Ｈ・19・9・28（金）　於　県民センター 　Ｈ・19・ 7・7（土）ＭＭスポーツパーク
　第 2 回常任理事会
　　秋の有料試合について ６．ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ
　　保土ヶ谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場人工芝完成記念式典に 　Ｈ・19・ 5・20（日）　三ツ沢球技場
　　ついて       県社会人決勝
　　その他 　　関東学院ＶＳ法政大
　Ｈ・19・10・26（金）　於　県民センター 　Ｈ・19・6・9（土）　三ツ沢球技場
　第 3 回理事会 　　三菱重工ＶＳ明治安田生命
　　秋の有料試合について 　Ｈ・19・6・10（日）　三ツ沢球技場
　　保土ヶ谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場完成記念式典について 　　関東学院ＶＳタマリバク
　　その他 　Ｈ・19・7・1（日）　三ツ沢球技場
　Ｈ・19・11・29（木）　於　県民センター 　　県クラブ決勝
　第3 回常任理事会 　　関東学院ＶＳ早稲田大
　　秋の有料試合のまとめ
　　事業委員会について ７．公式戦主管試合（有料試合）
　　その他 　Ｈ・19・9・8（土）三ツ沢球技場
　Ｈ・19・12・11（火）　於　県民センター 　拓殖大ー関東学院大
　第４ 回理事会 　Ｈ・19・9・9（日）三ツ沢球技場
　　秋の有料試合のまとめ 　筑波大ー慶応義塾大
　　事業委員会今後について 　Ｈ・19・10・20（土）三ツ沢球技場
　　その他 　流通経済大ー関東学院大
　Ｈ・20・2・7（木）　於　県民センター 　Ｈ・19・10・21（日）三ツ沢球技場
　第４ 回常任理事会 　筑波大ー早稲田大
　　事業委員会について 　Ｈ・19・11・17（土）三ツ沢球技場
　　19年度中間事業報告・決算報告について 　ﾘｺｰﾌﾞﾗｯｸﾗﾑｽﾞーｻﾝﾄﾘｰｻﾝｺﾞﾘｱｽ
　　20年度事業計画・予算案について 　Ｈ・19・11・24（土）三ツ沢球技場
　　その他 　横河電機ー東京ガス
　Ｈ・20・3・28（金）　於　県民センター
　第5 回理事会 ８．委員会（主な活動）
　　事業委員会について （1）医務委員会
　　19年度中間事業報告・決算報告について 　　・マッチドクター派遣
　　20年度事業計画・予算案について 　　　高校からトップリーグまで
　　その他 　　　タグラグビー

平 成19年 度 事 業 報 告
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　　・関東協会医師派遣委員会 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・関東協会メディカル医務委員長会議 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
　　・国体代表チームドクター派遣 　   ・ジュニア群馬定期戦
　　・日本協会医務委員長会議 （7）競技委員会
　　・保土ヶ谷ｸﾞﾗﾝﾄﾞ完成記念式典 　　・増田杯県７人制大会開催
（2）安全対策委員会 　　・競技委員会開催（３回）
　　・メディカルサポーター資格取得講習会開催 　　・関係機関とのグランド利用調整
（3）レフリー委員会 （8）支部委員会
　　・Ｂ級認定候補強化（５回） 　　・委員会開催（5回）
　　・ルール伝達講習会 　　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　　・夏季強化合宿（菅平） 　　・ｶﾗﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加
　　・強化合宿（菅平） 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　・レフリー研修会（２回） 　　・保土ヶ谷ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ記念ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ実施
　　・Ｃ級レフリー認定講習会（３回） 　　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
（4）コーチ委員会 　   ・第５回県支部長杯争奪セブン大会
　　・都道県コーチ委員長会議（２回） （9）広報委員会
　　・コーチ委員会開催（２回） 　　・委員会開催（２回）
　　・スタートコーチ講習会開催 　　・プロジェクトごとの打ち合わせ
（5）強化委員会 　　・ＨＰ、ラグビー神奈川掲載用写真撮影
　　・強化委員会開催 　　・ホームページ管理
　　・関東・東日本・全国大会選手派遣補助 　　・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ支援ﾎﾟｽﾀｰ製作、ﾏｽｺﾐ対応
　　・国体強化（少年の部優勝）  (10) 社会人委員会
　　・ＲＳ東西対抗支援 　　・増田杯県７人制大会参加（7チーム）
　　・Ｊｒ.強化練習会 　　・春季リーグ戦開催（16チーム参加）
　　・高校強化合宿 　　・神奈川選手権大会開催（4チーム参加）
　　・中高一貫指導事業と女子選手練習会開催 　　・委員会７人制大会開催（6チーム参加）
　　・各種講習会の開催･講習会へ指導者派遣 　　・会長杯大会開催（13チーム）
（6）普及育成委員会 　　・東日本都道県対抗戦（全神奈川派遣）
　☆　タグラグビー担当  (11) クラブ委員会
　　・委員会開催（6回） 　　・クラブ委員会開催（5回）
　　・神奈川県タグラグビー大会開催（２回） 　　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝
　　・第4回全国小学生タグラグビー選手権 　　・日本選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ対関東学院
　　　大会県予選開催 　　・オール神奈川対ＹＣＡＣ定期戦　
　　・神奈川県タグラグビー大会兼第12回ヨコ 　　・春季クラブ選手権開催
　　　ハマカップ兼第4回全国小学生タグラグ 　　・増田杯県７人制大会参加
　　　ビー選手権大会南関東ブロック予選開催 　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　
　　・9支部二宮町（２回開催） 　　・学生クラブオープン戦開催
　　・出前授業開催（横浜市・相模原市・鎌倉 　　・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加　湘南フジクラブ
　　　市・厚木市協会等で実施） 　　・クラブトップリーグ　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝　
　☆　 中学担当 　　・秋季クラブ選手権開催
　   ・第21回　県春季大会開催 　　・関東学生クラブ選手権
　   ・第58回　関東中学校大会（４校出場）  (12) 大学委員会
　   ・第9回　東日本ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ菅平ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 　　・神奈川県大学トーナメント大会開催
　   ・第25回　県秋季大会開催 　　・大学委員会総会開催
　   ・第27回　東日本中学生大会 　　・増田杯県７人制大会参加
　   ・第10回　中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会  (13) 高校委員会
　   ・第10回　新人大会 　　・第55回関東大会県予選会開催
　☆　 ラグビースクール担当 　　・高校総体７人制大会開催
　　・評議員会開催（8回） 　　・第87回全国大会県予選会開催
　   ・春の交流大会開催 　　・県新人大会開催
　   ・指導者研修会開催 　　・第8回全国高校選抜大会
　   ・秋の交流大会開催 　　・ｻﾆｯｸｽ2007ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会
　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ） 　　・第55回関東大会
　   ・ジュニア東西対抗試合 　　・第62回国体関東ブロック大会
　   ・親子交流大運動会開催（横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ） 　　・第62回国体（わか杉国体）優勝

　　・第87回全国高校大会（桐蔭学園）
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　　・第8回関東高校新人大会   　 ・ラグビースクール開校（50回）
　　・第8回関東高校都県対抗戦 　　・タグラグビー出前授業（小学校30回）
 (16) 支部協会   　 ・麻溝公園競技場オープン式
　　1）厚木市協会 　   ・ラグビースクールＪｒ合宿　
　　・理事会（12回）開催 　   ・ラグビーフエスタ　
　　・総会開催 　   ・相模原市若葉まつり　パレード参加
  　 ・第13回市民大会 　   ・ラグビースクールミニ合宿
  　 ・第16回厚木わんぱくラグビー祭兼 　   ・県ミニ交流大会
  　 ・第10回新春ラグビー大会(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ） 　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全）
   　・第7回厚木マスターズ大会 　   ・市マスターズ・ラグビー教室（5回）　
  　 ・選手強化合宿事業（技術講習会） 　   ・ジュニアーラグビースクール夏合宿
  　 ・選手強化ジュニア合宿事業（技術講習会） 　   ・ダイナボアーズキッズフエステバル
  　 ・指導者養成事業 　   ・県指導者研修会
　   ・市内小学校タグラグビー普及事業 　   ・ミニラグビースクール夏合宿
　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援（市体協） 　   ・北相地区高校ラグビー大会　
  　 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣 　   ・県ミニラグビースクール大会
  　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供 　   ・相模原スポーツフエスタ　
　　2）海老名市協会 　   ・マスターズ大会　（2回）
　　・理事会（6回開催） 　   ・県ミニラグビースクール大会
　　・総会開催 　   ・第3回関東甲信越ﾐﾆﾗｸﾞﾋﾞｰ大会参加
　　・市総体開会式 　   ・第２回相模原ｶｯﾌﾟﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・ルール伝達講習会 　   ・親子ラグビースポーツ教室　
　　・市協会Ｕ18強化事業 　   ・第８回市長杯争奪相模原セブン大会　　　
　　・市民マスターズ大会（6回） 　   ・第５回県支部長杯争奪セブン大会
　　・トップイースト公式戦主管 　   ・１９年度スクール卒業式
　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 　　6）秦野市協会
　　・海老名少年少女交流大会（２回） 　　・総会開催
　　・市協会Ｊｒ育成事業 　   ・理事会
　　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管   　 ・ラグビースクール開校式・花見会
　　・市総体 　   ・市体協総会
　　・県高校新人戦準決勝主管 　   ・ラグビー教室（8回）
　　・市協会レフリー研修会 　   ・富士吉田ラグビー祭
　　・第5回県支部長杯セブンス大会 　   ・みなとみらいフェスティバル
　　3）鎌倉市協会 　   ・東海大学丹沢ラグビー祭
　　・理事会（6回開催） 　   ・菅平合宿･研修会
　　・総会開催 　　・指導者講習会
　　・第2小学校わくわくｸﾗﾌﾞ（6回） 　   ・県交流大会･中学生県大会
　　・地域子供教室（40回）深沢教室 　   ・小学生県大会
　　・地域子供教室（35回）植木教室 　   ・秦野協会大会
　　・第4回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 　   ・マイクロソフトカップ関東大会
　　・講演会（応急医療講習） 　   ・東海大学リーグ優勝戦応援
　　・技術講習会 　   ・交流運動会
  　 ・第15回鎌倉市7人制大会 　   ・協会クリスマス・忘年会
　　・第2回国際交流 　   ・県ラグビー協会新年会
　　・忘年ド会 　   ・秦野指導者協議会・賀詞交換会
　　4）川崎市協会 　   ・関東地区ミニラグビー指導者研修会
  　 ・ラグビースクール開校（31日） 　   ・静岡･海老名ＲＳ交流試合
  　 ・春季市民大会 　   ・厚木交流大会・中学生関東大会
  　 ・体育の日記念事業（雨天中止） 　   ・相模原交流大会
  　 ・秋季市民大会（一般の部） 　   ・スクール終了式
  　 ・高校7人制大会（雨天中止） 　　7）藤沢市協会　
  　 ・第8回川崎市7人制大会一般の部（雨天中止） 　　・常任理事会（5回）開催
  　 5）相模原市協会 　　・理事会（5回）開催
　   ・理事会（4回開催） 　　・総会開催
　　・総会開催 　　・第26回市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(中止)
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　　・第62回市総体・第27回市民大会開催
　　・新年会開催
　　・指導者講習会開催
  　 ・シニア交流大会
  　 ・社会人7人制大会
　　・スタートコーチ講習会
　　8）横須賀市協会
　　・総会開催
　   ・理事会（4回開催）
  　 ・ラグビースクール
  　 ・ラグビースクール夏合宿
  　 ・セブンス大会（一般･高校）
  　 ・指導者養成講習会
  　 ・親子ラグビー教室
  　 ・市民大会（一般･高校）
　　9）横浜市協会
　　・高校横浜地区代表チーム強化大会開催
　　・ラグビースクール大会開催
　　・高校横浜地区7人制大会開催
　　・市民大会開催（高校）
　　・タグラグビーフェスティバル開催
　　・横浜ラグビーフェスティバル開催
　　・マスターズ大会開催
　　・市民大会開催（成人）
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１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 800,000 1,664,424 864,424 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 1,797,763 （県協会） 1,600,000 1,900,000 151,590

秋季公式戦・他 1,500,000 3,297,763 1,797,763 （県体協） 国体強化費 500,000 500,000 0

３．会費収入 ▲ 33,000 （県体協） 2,000,000 3,484,360 1,050,272

社会人 15,000 円× 35 チーム 525,000 525,000 0 国体旅費等戻金 0 726,880 726,880

クラブ 15,000 円× 38 チーム 615,000 570,000 ▲ 45,000 ｂ ジュニア選手強化費 650,000 545,000

大　学 15,000 円× 14 チーム 210,000 210,000 0 （県協会） ジュニア選手強化費 250,000 250,000 0

高　校 10,000 円× 64 チーム 640,000 640,000 0 （県体協） ジュニア選手強化費 400,000 400,000 0

中　学 5,000 円× 16 チーム 75,000 80,000 5,000 （日本協会） 0 350,000 350,000

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 15 チーム 80,000 75,000 ▲ 5,000 0 180,000 180,000

新規加盟金 3,000 円× 4 チーム 0 12,000 12,000 0 15,000 15,000

ｃ 委員会強化費 159,480

４．個人会費収入 630,000 （県協会） 910,000 910,000 0

1,500 円× 名 6,900,000 7,530,000 630,000 （関東協会） 東日本大会旅費 300,000 459,480 159,480

１，５００×４，６００ １，５００×５，０２０ ｄ 委員会大会運営費 219,749

５．大会参加費 97,000 （県協会） 2,803,300 2,900,300 97,000

社会人 550,000 478,000 ▲ 72,000 （関東協会） 0 122,749 122,749

クラブ 1,000,000 1,060,000 60,000 ｅ レフリー強化事業費 200,000 200,000 0

大　学 0 0 0 （県協会） 200,000 200,000 0

高　校 730,000 795,000 65,000 ｆ 底辺拡大事業費 970,000 270,000

中　学 100,000 160,000 60,000 （県協会） タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

Ｒ／Ｓ 300,000 284,000 ▲ 16,000 （県体協） 300,000 300,000 0

７人制 48,000 48,000 0 （県協会） 0 300,000 300,000

（日本協会） 200,000 170,000 ▲ 30,000

６．業務委託料 101,225 ▲ 8,775 0 0 0

個人登録事務委託費 110,000 101,225 ▲ 8,775 ２．機関誌代 ▲ 43,200

冊×２，７００円 499,500 456,300 ▲ 43,200

７．補助金収入 3,583,119 ３．チーム会費

（県体協） 国体強化費 500,000 500,000 0 チーム×１，０００円 185,000 192,000 7,000

（県体協）  国体旅費・健康診断料 2,000,000 4,211,240 2,211,240 ４．個人会費 798,000

（県体協） 300,000 300,000 0 2,300,000 2,699,000 399,000

（県体協） ジュニア選手強化費 400,000 400,000 0 2,300,000 2,699,000 399,000

（日本協会） 0 350,000 350,000 ５．県体協分担金

（関東協会） 全国ジュニアラグビー大会費 0 180,000 180,000 135,000 135,000 0

（関東協会） 200,000 170,000 ▲ 30,000 ６．運営経費 709,663

（関東協会） 東日本大会旅費 300,000 459,480 159,480 会議費 50,000 42,906 ▲ 7,094

（関東協会） クラブトップリーグ大会費 0 122,749 122,749 旅費交通費 350,000 323,200 ▲ 26,800

（関東協会） 0 15,000 15,000 通信費 500,000 450,077 ▲ 49,923

（県協会） 0 574,650 574,650 水道光熱費 90,000 98,550 8,550

８．その他 1,900,909 家　賃 1,058,400 1,058,400 0

受取利息 10,000 107,348 97,348 人件費 1,000,000 1,000,000 0

前売入場券手数料 200,000 1,487,318 1,287,318 消耗品費 200,000 269,806 69,806

雑収入 1,241,359 1,357,602 116,243 慶弔費 500,000 515,750 15,750

新潟県中越沖地震義援金 0 400,000 400,000 印刷費（ラグビー神奈川Ｎｏ．３８号） 300,000 300,000 0

９．前年度繰越金 865,641 865,641 0 事業委員会 （ラグビー神奈川Ｎｏ．３８号） 0 574,650 574,650

収入合計 雑　費 618,800 576,852 ▲ 41,948

予備費 150,000 316,672 166,672

７．その他 300,000 865,120 565,120

広告占用料 300,000 465,120 165,120

新潟県中越沖地震義援金 0 400,000 400,000

支出合計

次期繰越金 3,089,388

5,742,05220,200,000

7,000

0135,000135,000

25,942,052

5,526,8634,817,200

第５回東日本アンダー１５
　ジュニアラグビー選抜大会費

1,210,000

192,000185,000

5,398,000

456,300499,500

700,000

4,600,000

タグかながわ・ゆめ国体記念
振興基金活用費

サントリーカップ第４回全国小学生
タグラグビー選手権大会費

0 3,089,388

20,200,000 29,031,440 8,831,440

事業委員会
　　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．３８号）

1,369,480

（５００円×５，３９８名）

クラブトップリーグ
大会費

全国小学生タグラグビー
選手権県予選大会費

予備費

日本協会

関東協会

192

（５００円×５，３９８名）

169

全国ジュニアラグビー
　　　　　　　　　　大会費

1,195,000

（関東協会）

大会参加費・７人制・
高校三ツ沢使用料

全国ジュニアラグビー
　　　　　　　　　　大会費

3,023,0492,803,300

委員会費・
一般強化費

（関東協会）
第５回東日本アンダー１５
ジュニアラグビー選抜大会費

2,112,000

〃

全国ジュニアラグビー大会費

2,145,000

6,900,000

2,728,000

タグかながわ・ゆめ国体
記念振興基金活用費

110,000

3,700,000

国体旅費・
健康診断料

1,451,359 3,352,268

7,530,000

2,825,000

7,283,119

科     目比較増減（▲）

1,500,000

800,000 864,424

3,297,763
国体強化費・
事業委員会補助

1,664,424 3,705,469

2,511,240

13,368,7699,663,300

4,100,000 6,611,240

平成１９年度　神奈川県協会決算報告
神奈川県ラグビーフットボール協会

予算額 決算額 比較増減（▲）科    目 予算額

　支出の部　収入の部

決算額

─　５　─



　　１．国体競技力向上費・ジュニア選手強化費・ゆめ国体記念スポーツ振興基金

項　　　　　　　　　　目 金　　額 金　　額

　前期繰越金 1,389 　競技力向上費 500,000

　県体協　　　　　　　　   （国体競技力向上費） 500,000 　ジュニア選手強化費 650,000

　　　　　　　　   （国体旅費・健康診断料・他） 4,211,240 　国体旅費・健康診断料 5,384,360

　　　　　 （タグゆめ国体記念スポーツ振興基金） 300,000 　タグゆめ国体スポーツ振興基金 600,000

　　　　　　　　　　　　 （ジュニア選手強化費） 400,000

　国体旅費・健康診断料戻し 726,880

　県協会　　　　　　　　   （国体競技力向上費） 1,900,000

　　　　　　　　　　　　 （ジュニア選手強化費） 250,000

　　　　　 （タグゆめ国体記念スポーツ振興基金） 300,000

　受取利息 211

　合                    計 7,862,840 7,861,240

総収入　　　　　　　　　　　総支出

普通預金

　１．普通預金　　　　　　　　　　横浜銀行

　２．現金・利息

　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　計

基　　金

　１．三井住友銀行　　　　　　　　定期預金

　２．三井住友銀行　　　　　　　   定期預金

　３．みずほ銀行　　　　　　　　   定期預金

　４．横浜銀行　　　　　　　　　   定期預金

　５．三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　　   定期預金

　６．三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　　   普通預金

                                                              合          計

　８．横浜銀行　　　　　　　　　事業積立金

上記収支決算書並びに関係書類の監査結果、適法適正である事を認めます。

　　平成　２０　年　　　月　　　日

監　　　　査 印

監　　　　査 印

神奈川県ラグビーフットボール協会

　　　　７，８６２，８４０　円　－　７，８６１，２４０　円　＝　１，６００　円　　　                        【２０年度特別会計へ繰越】

平成１９年度　　　　特別会計明細書

収　　　　　　　　　　入

　合                      計

支　　　　　　　　　　出

項　　　　　　　　　　目

２，５７２，１９３　円

５１７，１９５　円

３，０８９，３８８　円

　５，２７０，０００　円

５３，８４２，９２１　円

４，４７５，１８６　円

８，５７２，９２１　円

１０，０００，０００　円

１０，０００，０００　円

１０，０００，０００　円

１０，０００，０００　円

─　６　─



支　　　　　　　　　　出

項　　　　　　　目 金　額 項　　　　　　　目 金　額

前期繰越金 585,406 ３月分ＭＭスポーツパーク使用料 267,500

基金取り崩し 4,500,000 ＭＭスポーツパーク協力金 1,050,000

ファクトリージャパン協賛金 1,050,000 「優しさにトライ」印刷作成費 101,640

ラグビー神奈川Ｎｏ．３８号広告協賛金 771,160 横断幕作成費（２枚） 147,000

賛助金 477,820 ラグビー神奈川Ｎｏ．３８号制作費 574,650

ＭＭスポーツパーク使用料（不惑クラブ） 140,000 新潟県中越沖地震義援金 400,000

横断幕協賛金（タカナシ乳業・大和徳洲会病院） 178,500 ＭＭスポーツパーク使用料（不惑クラブ） 140,000

新潟県中越沖地震義援金 401,438 ＭＭスポーツパーク使用料（クラブ委員会） 105,000

春季無料試合運営費 308,805

　　三菱重工ダイナボアーズ　対　明治生命
　　関東学院大学　対　タマリバ

受取利息 5,219 　ボール代・グランド使用料・弁当代等

ラグビーフェスティバル運営費 327,500

　　ＭＭスポーツパーク使用料・弁当代・

　　駐車場代・謝礼等

保土ヶ谷ラグビー場こけら落とし運営費 144,139

雑　費 68,123

　　ＩＤカード代・宅配便代・交通費等

　　合　　　計 8,109,543 　　合　　　計 3,634,357

次期繰越金 4,475,186

事業委員会費中間報告（１年目）

収　　　　　　　　　　入
神奈川県ラグビーフットボール協会

─　７　─



1　副 会 長

波多野　　義　重 　　退　　任

役　　員　　人　　事　（案）

－　8　－



１　理事会 　☆　中学担当
　　原則として常任理事会・理事会を交互に開催 　   ・第22回　県春季大会開催

　   ・第59回　関東中学校大会（４校出場）
２　委員会 　   ・第10回　東日本ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ菅平ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

（1）事業委員会 　   ・第26回　県秋季大会開催
　　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ）企画開催 　   ・第28回　東日本中学生大会
　　　6月17日（火）エﾃﾞｨンバラ大ー防衛大 　   ・第11回　中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会

　　　6月21日（土）全慶応義塾大ー全明治大 　   ・第11回　新人大会
　　　6月22日（日）三菱重工ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞー東海大 　☆　ラグビースクール担当
　　　6月28日（土）全早稲田大ー全慶応義塾大 　　・評議員会開催（8回）
　　　6月29日（日）ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞー東海大 　　・役員会開催（２回）
　　・「カラダファクトリー」ラグビーフェスティバル開催 　   ・春の交流大会開催
　　・「カラダファクトリー」ミニラグビー大会開催 　   ・指導者研修会開催
　　・各ｲﾍﾞﾝﾄ会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 　   ・秋の交流大会開催
（2）医務委員会 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
　　・マッチドクター派遣 　   ・ジュニア東西対抗試合
　　　高校からトップリーグ・タグラグビー 　   ・親子交流大運動会開催（横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ）
　　・関東協会グランドドクター派遣打合せ 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・国体代表チームドクター派遣 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
　　・関東協会メディカル医務委員長会議出席 　   ・ジュニア群馬定期戦
　　・日本協会メディカル医科学委員会出席 （8）競技委員会
　　・県医務委員会開催 　　・第24回増田杯県７人制大会開催
（3）安全対策委員会 　　・競技委員会開催
　　・平成20年度登録安全推進講習会開催（4回） 　　・関係機関とのグランド利用調整
　　・メディカルサポーター講習会開催 （9）支部委員会
　　・平成21年度登録安全推進講習会開催（4回） 　　・支部委員会開催
（4）レフリー委員会 　　・第6回支部対抗セブンス大会開催
　　・Ｂ級認定候補強化 （10）広報委員会
　　・ルール伝達講習会 　　・委員会開催（2回）
　　・夏季強化合宿（菅平） 　　・プロジェクトごとの打ち合わせ
　　・強化合宿（菅平） 　　・ＨＰ、ラグビー神奈川掲載用写真撮影
　　・レフリー研修会 　　・ホームページ管理
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　　・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ支援ﾎﾟｽﾀｰ製作、ﾏｽｺﾐ対応
（5）コーチ委員会 　　・宣伝活動
　　・新スタートコーチ講習会（2回開催） （11） 社会人委員会
　　・新スタートコーチ講習会（希望委員会対応） 　　・増田杯県７人制大会参加（7チーム）
　　・ブラッシュアップ研修会開催 　　・春季リーグ戦開催
（6）強化委員会 　　・神奈川選手権大会開催
　　・国体選手ｾﾚｸｼｮﾝ 　　・委員会７人制大会開催
　　・国体強化練習会・強化合宿 　　・会長杯大会開催
　　・中高一貫指導事業 　　・リーグ戦開催
　　・中央大会出場ﾁｰﾑ支援(ｸﾗﾌﾞ） 　　・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦開催
　　・ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援（中学） 　　・合同練習会
　　・東日本大会強化（社会人） 　　・東日本都道県対抗戦（全神奈川派遣）
（7）普及育成委員会 　　・レフリー研修会
　☆　タグラグビー担当 　　・社会人委員会開催（５回）
　　・委員会開催（6回） （12）クラブ委員会
　　・神奈川県タグラグビー大会開催（2回） 　　・クラブ委員会開催（６回）
　　・第5回全国小学生タグラグビー選手権 　　・全国クラブ選手権
　　　大会県予選開催 　　・日本選手権
　　・県タグラグビー交流会ﾚﾌﾘｰ講習会開催 　　・ｵｰﾙ神奈川ｖｓＹＣＡＣ定期戦開催
　　・県協会指導者講習会開催 　　・春季クラブ選手権開催
　　　県タグラグビー交流大会 　　・増田杯県７人制大会参加
　　・出前授業実施 　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　
　　・講師派遣 　　・学生クラブオープン戦開催
　　・用具貸出 　　・ルール伝達レフリー育成講習会

平 成２０年 度 事 業 計 画　（案）
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　　・東日本クラブ選手権 　　・技術講習会
　　・クラブトップリーグ 　　・第5回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・秋季クラブ選手権開催   　 ・第16回鎌倉市7人制大会
　　・スキルアップ講習会 　　・第3回国際交流
　　・関東学生クラブ選手権 　　・忘年ド会
（13） 大学委員会  　  4）川崎市協会
　　・神奈川県大学トーナメント大会開催   　 ・ラグビースクール開校（30日）
　　・全国地区対抗県予選大会開催   　 ・春季市民大会（一般の部･高校の部）
　　・増田杯県７人制大会参加   　 ・体育の日記念事業
　　・大学委員会総会開催   　 ・秋季市民大会（一般の部･高校の部）
（14） 高校委員会   　 ・高校7人制大会
　　・第56回関東大会県予選会開催   　 ・第9回川崎市7人制大会
　　・高校総体７人制大会開催 　　5）相模原市協会
　　・第88回全国大会県予選会開催 　   ・理事会（4回開催）
　　・県新人大会開催 　　・総会開催
　　・第9回全国高校選抜大会   　 ・ラグビースクール開校
　　・ｻﾆｯｸｽ2008ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　　・タグラグビー出前授業
　　・第56回関東高校大会 　   ・ラグビースクールＪｒ合宿　
　　・弟63回国体関東ブロック大会 　   ・相模原市さくらまつり　パレード参加
　　・第63回国体（全神奈川派遣予定） 　   ・ラグビースクールミニ合宿
　　・第88回全国高校大会 　   ・県ミニ交流大会
　　・第9回関東高校新人大会 　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全）
　　・第9回関東高校都県対抗戦 　   ・市マスターズ・ラグビー教室（5回）　
 (15) 支部協会 　   ・ジュニアーラグビースクール夏合宿
　　1）厚木市協会 　   ・ダイナボアーズキッズフエステバル
　　・理事会（12回）開催 　   ・県指導者研修会
　　・総会開催 　   ・ミニラグビースクール夏合宿
  　 ・第14回市民大会 　   ・北相地区高校ラグビー大会　
  　 ・第17回厚木わんぱくラグビー祭 　   ・県ミニラグビースクール大会
　　・第11回新春ラグビーフットボール大会 　   ・相模原スポーツフエスタ　
   　・第8回厚木マスターズ大会 　   ・マスターズ大会　（2回）
  　 ・選手強化合宿事業 　   ・県ミニラグビースクール大会
  　 ・選手強化ジュニア合宿事業 　   ・第4回関東甲信越ミニラグビー大会参加
　　・指導者養成事業 　   ・第3回相模原カップタグラグビー大会
　   ・市内小学校タグラグビー普及事業 　   ・親子ラグビースポーツ教室　
　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援（市体協） 　   ・第9回市長杯争奪相模原セブン大会　　　
  　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供 　   ・第6回県支部長杯争奪セブン大会
　　2）海老名市協会 　　6）秦野市協会
　　・理事会（6回開催） 　　・総会開催
　　・総会開催 　   ・理事会
　　・市総体開会式   　 ・ラグビースクール開校式・花見会
　　・ルール伝達講習会 　   ・市体協総会
　　・市民マスターズ大会（6回） 　   ・市スポーツ振興財団評議会
　　・公式戦誘致事業 　   ・ラグビー教室（8回）
　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 　   ・富士吉田ラグビー祭
　　・海老名少年少女交流大会（２回） 　   ・東海大学丹沢ラグビー祭
　　・市協会Ｊｒ育成事業 　   ・菅平合宿･研修会
　　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管 　　・指導者講習会
　　・市総体 　   ・県交流大会
　　・県高校新人戦準決勝主管 　   ・県大会
　　・第6回県支部長杯セブンス大会 　   ・秦野協会大会
　　・中野グランド整備 　   ・交流運動会
　　3）鎌倉市協会 　   ・協会忘年会
　　・総会開催 　   ・県ラグビー協会新年会
　　・理事会（6回開催） 　   ・秦野丹沢ラグビー祭
　　・第2小学校わくわくｸﾗﾌﾞ（6回） 　   ・市体協新春の集い
　　・地域子供教室（50回） 　   ・指導者交流大会
　　・指導者教育
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　　7）藤沢市協会　
　　・市民大会開催
　　・常任理事会（5回）開催
　　・理事会（5回）開催
　　・総会開催
　　・第27回市ラグビーフェスティバル開催
　　・第63回市総体・第28回市民大会開催
　　・新年会開催
　　・指導者講習会開催
　　・シニア交流大会開催
　　・社会人7人制大会開催
　　8）横須賀市協会
　　・総会開催
　   ・理事会（4回開催）
  　 ・ラグビースクール
  　 ・ラグビースクール夏合宿
  　 ・セブンス大会（一般･高校）
  　 ・指導者養成講習会
  　 ・親子ラグビー教室
  　 ・市民大会（一般･高校）
　　9）横浜市協会
　　・高校関東大会予選
　　・タグラグビーフェスティバル開催
　　・マスターズ大会開催
　　・高校横浜地区7人制大会開催
　　・タグラグビー大会開催
　　・横浜ラグビーフェスティバル、マスターズ

　　・市民大会開催

3　チャレンジ・シリーズ主催
  ・　6月17日（火）エﾃﾞｨンバラ大ー防衛大（保土ヶ谷）

  ・　6月21日（土）全慶応大ー全明治大（ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢）

  ・　6月22日（日）三菱重工ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞー東海大（ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢）

  ・　6月28日（土）全早稲田大ー全慶応大（ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢）

  ・　6月29日（日）タマリバクー東海大（ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢）

4　公式戦主管
  ・関東大学等（有料試合）
  ・トップリーグ（有料試合）
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大　　　会　　　名 期　間 場　　　所 委員会名

第24回増田杯県7人制大会 4月6日 保土ヶ谷Ｇ 競技
チャレンジシリーズ（ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ大vs防衛大） 6月17日 保土ヶ谷Ｇ 事業
チャレンジシリーズ（全慶応大vs全明治大） 6月21日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（三菱重工ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞvs東海大） 6月22日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（全早稲田大vs全慶応大） 6月28日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（タマリバクvs東海大） 6月29日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
「カラダファクトリー」ラグビーフェスティバル 7月6日 保土ヶ谷Ｇ 事業
「カラダファクトリー」ミニラグビー大会 3月 ＭＭスポーツパーク 事業・RＳ
第6回支部対抗セブンス大会 3月22日 麻溝公園競技場 支部

県 県タグラグビー大会 10月 ＭＭスポーツパーク タグ
第5回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選 11月16日 保土ヶ谷Ｇ タグ
県タグラグビー大会 1月 横浜スタジアム タグ
春の交流大会 6月 未定 ＲＳ
秋の交流大会 9月 未定 ＲＳ
ミニ・ジュニア県大会 10～11月 未定 ＲＳ

内 ジュニア東西対抗試合 11月 ニッパツ三ツ沢球技場 ＲＳ
交流大運動会（横浜スタジアム） 12月 横浜スタジアム ＲＳ
対群馬Ｊｒ.ラグビー定期戦 3月 未定 ＲＳ
第22回県春季大会 4～5月 三ツ沢陸上ほか 中学
第26回県秋季大会 9～10月 桐蔭学園ほか 中学
第11回県新人大会 2月 保土ヶ谷Ｇほか 中学

事 第56回関東大会県予選会 4～5月 各高校Ｇ 高校
高校総体 5月 各高校Ｇ 高校
第88回全国大会県予選会 9～11月 ニッパツ三ツ沢球技場 高校
県新人大会 11～1月 保土ヶ谷Ｇほか 高校
第39回県大学大会 5月 関東学院大釜利谷Ｇほか 大学
第59回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学

業 春季クラブ選手権 3～6月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ
大学クラブオープン戦 5～6月 未定 クラブ
レフリー、指導者講習会 8月 未定 クラブ
秋季クラブ選手権 9～12月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ
オール神奈川　対　ＹＣＡＣ定期戦 2月 ＹＣＡＣ　Ｇ クラブ
春季リーグ戦 4～6月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第61回県社会人選手権 4～6月 各企業Ｇ 社会人
社会人７人制大会 6月 保土ヶ谷Ｇ 社会人
第26回秋季大会（会長杯大会） 9～1月 ニッパツ三ツ沢球技場ほか 社会人
東日本ＲＳ中学生大会 1月 秩父宮 ＲＳ
第59回関東中学生大会 6月 熊谷ほか 中学
第28回東日本中学生大会 11～12月 秩父宮 中学

関 第5回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東予選 2月 横浜スタジアム タグ
第7回東日本Ｕ１２Ｊｒ.Ｒフェスティバル 3月 熊谷 中学
第56回関東高校大会 6月 高校

東 第10回関東高校新人大会 2009年4月 熊谷 高校
第10回関東高校都県対抗戦 2月 熊谷 高校
関東地区ラグビー普及指導講習会・少人数制大会 ３月 高校

事 関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 ニッパツ三ツ沢球技場ほか 大学
第59回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学
第63回国体関東ブロック大会 8月 成年・少年

業 第45回東日本都道県大会 3～5月 未定 社会人・クラブ

第18回東日本クラブ選手権大会 9～12月 未定 クラブ
クラブトップリーグ 9～12月 未定 クラブ
関東学生クラブ選手権大会 10～12月 未定 クラブ
全国Ｊｒ.ラグビー大会 1月 花園 ＲＳ

全 第88回全国高校大会 12～1月 花園 高校
第10回全国高校選抜大会 4月 埼玉県 高校

国 第45回全国大学選手権 12～1月 秩父宮・花園 大学
第15回全国クラブ選手権 1月 北九州市 クラブ

事 トップリーグ 11～1月 秩父宮・花園ほか 社会人
第63回国民体育大会 10月 大分県 成年・少年

業 第5回全国小学生タグラグビー選手権大会 3月 秩父宮 タグ
第46回日本選手権大会 3月 秩父宮・花園ほか

平成20年度各種大会等
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１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 800,000 500,000 ▲ 300,000 ａ 国体競技力向上費 800,000

２．試合運営受託料 （県協会） 1,600,000 1,600,000 0

秋季公式戦・他 1,500,000 1,500,000 0 （県体協） 国体強化費 500,000 1,300,000 800,000

３．会費収入 （県体協） 2,000,000 2,000,000 0

社会人 15,000 円× 35 チーム 525,000 525,000 0 ｂ ジュニア選手強化費 1,080,000

クラブ 15,000 円× 38 チーム 615,000 570,000 ▲ 45,000 （県協会） 250,000 250,000 0

大　学 15,000 円× 14 チーム 210,000 210,000 0 （県体協） 400,000 1,480,000 1,080,000

高　校 10,000 円× 64 チーム 640,000 640,000 0 ｃ 委員会強化費 90,000

中　学 5,000 円× 16 チーム 75,000 80,000 5,000 （県協会） 910,000 1,000,000 90,000

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 15 チーム 80,000 75,000 ▲ 5,000 （関東協会） 東日本大会旅費 300,000 300,000 0

新規加盟金 3,000 円× 0 チーム 0 0 0 ｄ 委員会大会運営費 ▲ 68,000

計 183 チーム （県協会） 2,803,300 2,735,300 0

４．個人会費収入 ｅ レフリー強化事業費

1,500 円× #### 名 6,900,000 7,200,000 300,000 （県協会） 200,000 200,000 0

ｆ 底辺拡大事業費

５．大会参加費 ▲ 68,000 （県協会）タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

社会人 550,000 450,000 ▲ 100,000 （県体協） 300,000 300,000 0

クラブ 1,000,000 1,000,000 0 （日本協会 200,000 200,000 0

大　学 0 0 0 予備費 0 500,000 500,000

高　校 730,000 730,000 0 ２．機関誌代 ▲ 5,400

中　学 100,000 100,000 0 冊×２，７００円 499,500 494,100 ▲ 5,400

Ｒ／Ｓ 300,000 300,000 0

７人制 48,000 80,000 32,000 ３．チーム会費 ▲ 2,000

チーム×１，０００円 185,000 183,000 ▲ 2,000

６．業務委託料

個人登録事務委託費 110,000 110,000 0 ４．個人会費

日本協会 2,300,000 2,400,000 100,000

７．補助金収入 関東協会 2,300,000 2,400,000 100,000

（県体協） 国体強化費 500,000 1,300,000 800,000 ５．県体協分担金

（県体協） 2,000,000 2,000,000 0 135,000 135,000 0

300,000 300,000 0 ６．運営経費 705,400

（県体協） ジュニア選手強化費 400,000 1,480,000 1,080,000 会議費 50,000 50,000 0

（関東協会） 200,000 150,000 ▲ 50,000 旅費交通費 350,000 350,000

（関東協会） 東日本大会旅費 300,000 300,000 0 通信費 500,000 500,000 0

水道光熱費 90,000 100,000 10,000

８．その他 家　賃 1,058,400 1,058,400 0

受取利息 10,000 15,000 5,000 人件費 1,000,000 1,000,000 0

前売入場券手数料 200,000 250,000 50,000 消耗品費 200,000 300,000 100,000

雑収入 1,241,359 1,145,612 ▲ 95,747 慶弔費 500,000 700,000 200,000

印刷費 300,000 300,000 0

９．前年度繰越金 雑　費 618,800 664,200 45,400

収入合計 150,000 500,000 350,000

７．その他

広告占用料 300,000 300,000 0

支出合計

次期繰越金

2,402,000

183

183

予備費

（ラグビー神奈川No.3９号)

650,000 1,730,000

国体強化費

2,803,300

平成２０年度　　予　　算　（案）
神奈川県ラグビーフットボール協会

　収入の部 　支出の部

科     目
１９年度
予算額

２０年度
予算額

比較増減（▲） 科     目
１９年度
予算額

２０年度
予算額

比較増減（▲）

1,500,000 1,500,000 0

12,065,300

4,100,000 4,900,000

800,000 500,000 ▲ 300,000 9,663,300

2,145,000 2,100,000 ▲ 45,000
国体旅費・
健康診断料

2,735,300

大会参加費・７人制・
高校三ツ沢使用料

1,210,000 1,300,000
委員会費・
一般強化費

0

700,000 1,200,000 500,000

200,000 200,0006,900,000 7,200,000 300,000

全国タグラグビー選手権

件予選大会費

499,500 494,100

2,728,000 2,660,000

タグかながわ・ゆめ国体

記念振興基金活用費

185,000 183,000

110,000 110,000 0

4,600,000 4,800,000 200,000

3,700,000 5,530,000 1,830,000

135,000 135,000 0

国体旅費・
健康診断料

（県体協）
タグかながわ・ゆめ国体
記念振興基金活用費 4,817,200 5,522,600

全国タグラグビー選手権

県予選大会費

1,451,359 1,410,612 ▲ 40,747

865,641 3,089,388 1,676,253

20,200,000 24,100,000 3,900,000

0 600,000 600,000

300,000 300,000 0

20,200,000 23,500,000 3,300,000
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