
平　　成　 ２　１　年　　度

平　成　２　１　年　５　月　1５　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２０年度事業報告

2号議案　　平成２０年度収支決算報告

3号議案　　会　計　監　査　報　告

4号議案　　理 事 改 選 案

5号議案　　県協会規約（細則）改定 案

6号議案　　平成２１年度事業計画案

7号議案　　平成２１年度予算案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

次　　　　　　　　　　第

平成２１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(2009.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 　計 　　育成事業について

32 36 14 56 16 15 169 　　事業委員会について
　　その他

２．評議員会 　Ｈ・21・2・3（火）　於　県民センター
　Ｈ・20・5・16（金）　於　県民センター 　第４ 回常任理事会

　　日英大学ラグビー交流試合について
３．常任理事会及び理事会 　　事業委員会について
　Ｈ・20・6・18（水）　於　県民センター 　　20年度中間事業報告・決算報告について
　第 1 回理事会 　　21年度事業計画・予算案について
　　事業委員会について 　　理事改選について

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞについて 　　その他
・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 　Ｈ・21・3・9（月）　於　県民センター

　　秋の有料試合について 　第5 回理事会
・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞについて 　　日英大学ラグビー交流試合について
・関東大学戦について 　　事業委員会について

　　その他 　　20年度中間事業報告・決算報告について
　Ｈ・20・7・18（金）　於　県民センター 　　21年度事業計画・予算案について
　第 1 回常任理事会 　　理事改選について
　　事業委員会について 　　その他

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの総括 　Ｈ・21・4・20（月）　於　県民センター
・今後の取組みについて 　第6 回理事会

　　秋の有料試合について 　　21年度評議員会議案について
　　その他 　　事業委員会について
　Ｈ・20・8・15（金）　於　県民センター 　　その他
　第 2 回理事会
　　事業委員会について ４．事業委員会

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの総括 　Ｈ・20・12・9（火）　於　県協会事務所　　
・今後の取組みについて 　第 1 回委員会

　　秋の有料試合について 　Ｈ・21・1・19（月）　於　県民センター
・日程について 　第 2 回委員会

　　その他 　Ｈ・21・2・16（月）　於　県民センター
　Ｈ・20・9・26（金）　於　県民センター 　第 3 回委員会
　第 2 回常任理事会 　Ｈ・21・3・11（水）　於　県協会事務所　　
　　事業委員会について 　第 4 回委員会

・今後のﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 　Ｈ・21・4・8 （水）   於　県民センター　　　
・「優しさにトライ」献血活動について 　第 5 回委員会

　　秋の有料試合について
・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞのキッズｲﾍﾞﾝﾄについて ５．第３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

　　その他 　Ｈ・20・ 7・６（日）保土ヶ谷ラグビー場
　Ｈ・20・10・24（金）　於　県民センター
　第 3 回理事会 ６．ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ
　　事業委員会について 　Ｈ・20・ 6・17（火）　保土ヶ谷ラグビー場

・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙのあり方について       エﾃﾞｨンバラ大ー防衛大
　　秋の有料試合について 　Ｈ・20・6・21（土）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　その他 　　全慶応義塾大ー全明治大

・傷害見舞金原資の普及育成事業委託の件 　Ｈ・20・6・22（日）　ニッパツ三ツ沢球技場
　Ｈ・20・11・21（金）　於　県民センター 　　三菱重工ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞー東海大
　第3 回常任理事会 　Ｈ・20・6・28（土）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　日英大学ラグビー交流試合について 　　全早稲田大ー全慶応義塾大
　　事業委員会について 　Ｈ・20・6・29（日）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　　傷害見舞金制度の積立金を原資とする普及 　　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞー東海大
　　育成事業について
　　その他
　Ｈ・20・12・15（月）　於　県民センター
　第４ 回理事会
　　　傷害見舞金制度の積立金を原資とする普及
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７．公式戦主管試合（有料試合） 　　・クラブ委員会　中央大会出場チーム支援
　Ｈ・20・9・6（土）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援
　慶応大ー日体大 　　・普及育成委員会(RS)全国ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　Ｈ・20・9・7（日）ニッパツ三ツ沢球技場          ﾁｰﾑ支援
　タマリバクー高麗ク （6）競技委員会
　Ｈ・20・9・13（土）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・増田杯県７人制大会開催
　日本ＩＢＭー神戸製鋼 　　・競技委員会開催（３回）
　Ｈ・20・9・14（日）ニッパツ三ツ沢球技場 （7）広報委員会
　関東学院大ー流通経済大 　　・編集会議開催（5回）
　Ｈ・20・9・27（土）海老名陸上（無料） 　　・有料試合支援、賛助会員へのｻｰﾋﾞｽ
　日体大ー立教大　　大東大ー拓殖大 　　　写真撮影（８回）
　Ｈ・20・10・19（日）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・ラグビー神奈川製作配布等
　日本ＩＢＭー九州電力 　　・賛助会員勧誘及びｻｰﾋﾞｽ提供
　Ｈ・20・11・15（土）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・宣伝活動（ﾎﾟｽﾀｰ作成配布その他）
　東京ガスーリコー 　　・日英大学交流試合運営支援等
　Ｈ・20・11・29（土）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・県協会ホームページﾒﾝﾃﾅﾝｽ
　法政大ー拓殖大 （8）支部委員会
　Ｈ・20・12・27（土）海老名陸上（無料） 　　・委員会開催（5回）
　栗田工業ー釜石シーウェーブス 　　・新支部立上活動、支援（大和市協会）

　　・支部委員会懇親会の開催（１回）
８．委員会（主な活動） 　　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
（1）医務委員会 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加、及び支援
　　・安全推進講習会開催（６回） 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　　１６８チーム・２４３名参加 　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　・ラグビーフェスティバル参加 　　　等の支援
　　・国体参加選手検診実施 　　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力、及び入場
　　・関東協会医務委員長会議出席 　　　増員支援
　　・全国医務委員長会議出席 　   ・第６回県支部長杯争奪セブン大会
　　・安全推進対策本部講習会参加 （9）普及育成委員会
　　・マッチドクター派遣 　☆　タグラグビー担当
　　　高校からﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞまで（53試合61名派遣） 　　・委員会開催（7回）
　　　タグラグビー（７試合派遣） 　　・神奈川県タグラグビー大会開催（２回）
（2）安全対策委員会 　　・第5回全国小学生タグラグビー選手権
　　・メディカルサポーター資格取得講習会開催 　　　大会県予選開催
　　・平成20年度登録安全推進講習会開催 　　・第5回全国小学生タグラグビー選手権
（3）レフリー委員会 　　　大会南関東ブロック予選開催
　　・Ｂ級認定候補強化 　　・レフリー講習会（C級ﾀｸﾞﾚﾌﾘｰ40名認定）
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　　・県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流会兼指導者講習会
　　・ルール伝達講習会 　　・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ前座ｷｯｽﾞｲﾍﾞﾝﾄ実施
　　・強化研修合宿 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室講師派遣（６回）
　　・レフリー研修会 　　・出前授業開催（横浜市・相模原市・鎌倉
　　・タグレフリー研修会 　　　市・厚木市協会等で実施）
　　・エリートレフリー研修会 全１７回４，６００名受講
　　・レフリーコーチ研修会 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室講師派遣（６回）
（4）コーチ委員会 　☆　 ラグビースクール担当
　　・都道県コーチ委員長会議 　　・評議員会開催（8回）
　　・スタートコーチ講習会開催(2回・62名参加） 　　・各部会開催
（5）強化委員会 　   ・春の交流大会開催
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・指導者研修会開催（８月）
　　・東日本都道県対抗大会強化 　   ・秋の交流大会開催（９月）
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニアー強化） 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・親子交流大運動会開催（横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ）
　　・全国ジュニアラグビー大会強化 　   ・東日本大会出場（２位）
　　・ジュニアー東日本Ｕ１５大会強化 　   ・全国ジュニア大会出場（花園）
　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・指導者研修会参加推進 　   ・カラダファクトリー大会開催（MMｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
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　   ・U15/U１４ジュニア大会（水戸） 　　・春季リーグ戦開催（17チーム参加）
　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷） 　　・神奈川選手権大会開催（4チーム参加）
　   ・ジュニア東西対抗試合 　　・秋季・会長杯大会開催（12チーム）
　   ・ジュニア群馬定期戦 　　・クラブ交流戦
　☆　 中学担当  (14) 支部協会
　   ・第22回　県春季大会開催 　　1）厚木市協会
　   ・第59回　関東中学校大会 　　・理事会（12回）開催
　   ・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 　　・総会開催
　   ・第26回　県秋季大会開催   　 ・厚木市競技別選手権兼第14回市民大会
　   ・第２回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会   　 ・第17回厚木わんぱくラグビー祭兼
　   ・第28回　東日本中学生大会   　 ・第11回新春ラグビー大会(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ）
　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会    　・第7回厚木マスターズ大会
　   ・第11回　新人大会   　 ・選手強化合宿事業（技術講習会）
　   ・第６回東日本U15選抜大会   　 ・選手強化ジュニア合宿事業（技術講習会）
 (10) 高校委員会   　 ・指導者養成事業
　　・第56回関東大会県予選会開催 　   ・市内小学校タグラグビー普及事業
　　・高校総体７人制大会開催 　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援
　　・第88回全国大会県予選会開催   　 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　　・県新人大会開催   　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供
　　・第9回全国高校選抜大会 　　2）海老名市協会
　　・第56回関東大会 　　・理事会（6回開催）
　　・第63回国体関東ブロック大会 　　・総会開催
　　・第63回国体 　　・市総体開会式
　　・第88回全国高校大会 　　・ルール伝達講習会
　　・ｻﾆｯｸｽ2008ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　　・市民マスターズ大会（6回）
　　・第9回関東高校新人大会 　　・市協会Ｊｒ育成事業
　　・第9回関東高校都県対抗戦 　　・海老名少年少女交流大会（3回）
 (11) 大学委員会 　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・第39回神奈川県大学トーナメント大会開催 　　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管
　　・全国地区対抗県予選大会開催 　　・市総体
　　・増田杯県７人制大会参加 　　・県高校新人戦準決勝主管
　　・総会開催 　　・市協会レフリー研修会
 (12) クラブ委員会 　　・支部対抗セブンス大会
　　・クラブ委員会開催（5回） 　　・関東協会主催公式戦主管
　　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝 　　・中野グランド整備
　　・日本選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ対早稲田大学 　　3）鎌倉市協会
　　・春季クラブ選手権大会ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ開催 　　・総会開催
　　・Ｃ級ﾚﾌﾘｰ認定講習会 　　・理事会（6回開催）
　　・クラブ選抜ｖｓ社会人選抜 　　・タグラグビー普及活動（61回）
　　・東日本社会人大会１回戦 　　・技術講習会
　　・クラブ選抜ｖｓ東京都選抜 　　・第５回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・第51回春季クラブ選手権大会   　 ・第17回鎌倉市7人制大会
　　・増田杯県７人制大会（7ﾁｰﾑ参加） 　　・講演会（応急医療講習）
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　 　　・第３回国際交流
　　・学生クラブオープン戦開催 　　・深沢多目的ｽﾎﾟｰﾂ広場芝生維持活動（6回）
　　・秋季大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ会議 　　4）川崎市協会
　　・ﾙｰﾙ伝達、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会開催   　 ・ラグビースクール開校
　　・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加　   　 ・春季市民大会
　　・クラブトップリーグ　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝　   　 ・体育の日記念事業
　　・秋季クラブ選手権大会   　 ・秋季市民大会
　　・関東学生クラブ選手権   　 ・高校7人制大会
　　　防衛大学ﾃﾞｪﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ出場   　 ・第9回川崎市7人制大会
 (13) 社会人委員会   　 5）相模原市協会
　　・委員会開催（６回） 　   ・理事会（4回開催）
　　　有料試合支援 　　・総会開催
　　・増田杯県７人制大会参加（7チーム）   　 ・ラグビースクール開校（79日）
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　　・タグラグビー出前授業（小学校17回） 　　8）横須賀市協会
　   ・市マスターズ・ラグビー教室（5回）　 　　・総会開催
　   ・県ミニ交流大会（2回） 　   ・理事会（4回開催）
　   ・ラグビースクールミニ合宿   　 ・ラグビースクール
　   ・市さくらまつり　パレード参加   　 ・ラグビースクール夏合宿
　   ・東海大相模高校ラグビー祭り　   　 ・セブンス大会（一般･高校）
　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全等）   　 ・指導者養成講習会
　   ・菅平ミニジャンボリー   　 ・親子ラグビー教室
　   ・東日本Jr菅平ジャンボリー大会   　 ・市民大会（一般･高校）
　   ・県指導者研修会 　　9）横浜市協会
　   ・ラグビースクール夏合宿 　　・県高校関東大会予選
　   ・北相地区高校ラグビー大会　 　　・タグラグビーフェスティバル開催
　   ・県ミニラグビースクール大会 　　・マスターズ大会開催
　   ・かながわ・ゆめ国体記念ｲﾍﾞﾝﾄ 　　・高校大会
　   ・相模原ｶｯﾌﾟﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 　　・市民大会開催（高校）
　   ・親子ラグビースポーツ教室　 　　・タグラグビー大会開催（2回）
　   ・県タグラグビー交流大会 　　・ラグビーフェスティバル開催
　   ・第9回市長杯争奪相模原セブン大会　　　 　　・マスターズ大会開催
　   ・２０年度スクール卒業式 　　・市民大会開催（成人）
　   ・関東高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会　合同ﾁｰﾑ 　10）大和市協会
　   ・第６回県支部長杯争奪セブン大会 　   ・理事会（７回開催）
　　6）秦野市協会 　　・第1回大和市ラグビーフェスティバル開催
　　・総会開催 　　・楽しいラグビー教室
　   ・理事会 　　・第1回大和市キンダーCUP開催
  　 ・ラグビースクール開校式・花見会   　 ・忘年会
　   ・市体協理事会   　 ・指導者講習会
　   ・富士吉田ラグビー祭
　   ・東海大学相模校ラグビー祭
　   ・法政二高ラグビー祭
　   ・東海大学丹沢ラグビー祭
　   ・菅平合宿
　　・指導者交流会
　   ・スクール秋季県交流戦
　   ・スクール県大会
　   ・ジュニア東西対抗
　   ・東海大応援
　   ・スクール交流運動会
　   ・交流運動会
　   ・スクールクリスマス会
　   ・県ラグビー協会新年会
　   ・市体協新年会
　   ・秦野丹沢ラグビー祭
　   ・厚木ラグビー祭
　   ・県指導者交流大会
　   ・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ30周年記念式
　　7）藤沢市協会　
　　・常任理事会（5回）開催
　　・理事会（5回）開催
　　・総会開催
　　・第27回市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・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
  　 ・シニア春季交流大会
  　 ・シニア秋季交流大会
  　 ・社会人7人制大会

- 4 -



１．試合収入 ▲ 179,245 １．普及指導費

春季オープン戦 500,000 320,755 ▲ 179,245 ａ 国体競技力向上費

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 2,813,653 1,313,653 （県体協） 国体強化費 1,300,000 1,330,000 30,000

３．会費収入 ▲ 65,000 （県体協） 2,000,000 1,375,250 ▲ 624,750

社会人 15,000 円× 35 チーム 525,000 525,000 0 国体旅費等戻金 0 714,100 714,100

クラブ 15,000 円× 36 チーム 570,000 540,000 ▲ 30,000 ｂ ジュニア選手強化費 705,000

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 640,000 590,000 ▲ 50,000 （県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,580,000 100,000

中　学 5,000 円× 16 チーム 80,000 80,000 0 （日本協会） 0 100,000 100,000

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 15 チーム 75,000 75,000 0 0 490,000 490,000

新規加盟金 3,000 円× 5 チーム 0 15,000 15,000 0 15,000 15,000

ｃ 委員会強化費 ▲ 166,240

４．個人会費収入 699,000 （県協会） 1,000,000 1,000,000 0

1,500 円× 名 7,200,000 7,899,000 699,000 （日本協会） 安全推進講習会費 0 36,520 36,520

１，５００×４，8００ １，５００×５，２66 （関東協会） 東日本大会旅費 300,000 97,240 ▲ 202,760

５．大会参加費 1,266,500 ｄ 委員会大会運営費 1,797,191

社会人 450,000 565,000 115,000 （県協会） 2,735,300 4,003,050 1,267,750

クラブ 1,000,000 1,609,500 609,500 （関東協会） 0 529,441 529,441

大　学 0 0 0 ｅ レフリー強化事業費 200,000 200,000 0

高　校 730,000 838,000 108,000 （県協会） 200,000 200,000 0

中　学 100,000 144,000 44,000 ｆ 底辺拡大事業費 870,000 ▲ 330,000

Ｒ／Ｓ 300,000 690,000 390,000 （県協会） タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

７人制 80,000 80,000 0 （県体協） 300,000 300,000 0

（日本協会） 0 70,000 70,000

６．業務委託料 134,950 24,950 （県協会） 200,000 300,000 100,000

個人登録事務委託費 110,000 134,950 24,950 500,000 0 ▲ 500,000

ｇ 0 159,011

７．補助金収入 0 159,011 159,011

（県体協） 国体強化費 1,300,000 1,330,000 30,000 ２．機関誌代 ▲ 37,800

（県体協）  国体旅費・健康診断料 2,000,000 2,089,350 89,350 冊×２，７００円 494,100 456,300 ▲ 37,800

（県体協） 300,000 300,000 0 ３．チーム会費

（県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,580,000 100,000 チーム×１，０００円 183,000 169,000 ▲ 14,000

（日本協会） 0 100,000 100,000 ４．個人会費

（日本協会） 安全推進講習会費 0 36,520 36,520 2,400,000 2,633,000 233,000

（日本協会） 0 70,000 70,000 2,400,000 2,633,000 233,000

（関東協会） 全国ジュニアラグビー大会費 150,000 490,000 340,000 ５．県体協分担金

（関東協会） 300,000 0 ▲ 300,000 135,000 135,000 0

（関東協会） 東日本大会旅費 0 97,240 97,240 ６．運営経費

（関東協会） クラブトップリーグ大会費 0 529,441 529,441 会議費 50,000 29,368 ▲ 20,632

（関東協会） 0 15,000 15,000 旅費交通費 350,000 237,940 ▲ 112,060

（関東協会） 159,011 159,011 通信費 500,000 358,615 ▲ 141,385

（県協会） 645,000 645,000 水道光熱費 100,000 118,108 18,108

８．その他 766,240 家　賃 1,058,400 1,058,400 0

受取利息 15,000 164,744 149,744 人件費 1,000,000 1,166,000 166,000

前売入場券手数料 250,000 524,331 274,331 消耗品費 300,000 321,013 21,013

雑収入 1,145,612 1,487,777 342,165 慶弔費 700,000 278,270 ▲ 421,730

印刷費（ラグビー神奈川Ｎｏ．３９号） 300,000 300,000 0

９．前年度繰越金 事業委員会 （ラグビー神奈川Ｎｏ．３９号） 0 645,000 645,000

収入合計 雑　費 664,200 564,044 ▲ 100,156

予備費 500,000 0 ▲ 500,000

７．その他 300,000

広告占用料 300,000 489,600 189,600

支出合計

次期繰越金

189,600

3,895,390600,000

489,600

169

456,300

169

予備費

（関東協会） タグ委員会

傷害互助会見舞金残余金普及活動費

3,089,388 3,089,388 0

日本協会

全国タグラグビー選手権
県予選大会費

2,176,8521,410,612

サントリーカップ第５回全国小学生
タグラグビー選手権大会費

事業委員会
　　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．３８号）

傷害互助会見舞金残余金
普及活動費

4,532,4912,735,300

クラブトップリーグ
大会費

1,730,000

1,200,000

第５回東日本アンダー１５
　ジュニアラグビー選抜大会費

1,300,000

全国ジュニアラグビー大会費

7,441,562

135,000

関東協会

（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

24,100,000 29,837,660

2,435,000

（関東協会）
全国ジュニアラグビー
　　　　　　　　　　大会費

5,737,660

1,133,760

大会参加費・７人制・
高校三ツ沢使用料

全国小学生タグラグビー
選手権県予選大会費

委員会費・
一般強化費

2,035,000

タグかながわ・ゆめ国体記念
振興基金活用費

国体旅費・
健康診断料

7,899,000

3,926,500

全国ジュニアラグビー
　　　　　　　　　　大会費

2,100,000

7,200,000

2,660,000

タグかながわ・ゆめ国体
記念振興基金活用費

110,000

5,530,000

科     目比較増減（▲）

1,500,000

500,000

2,813,653
国体強化費・
事業委員会補助

320,755

1,313,653

2,284,312

119,350

14,349,61212,065,300

4,900,000 5,019,350

平成２０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

5,522,600

（５００円×５，２６６名）

▲ 14,000169,000183,000

4,800,000 5,266,000 466,000

（５００円×５，２６６名）

1,911,562

3,295,390

159,011

23,500,000 25,942,270 2,442,270

5,076,758

0135,000

494,100

─　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

　前期繰越金 競技力向上費
　県　体　協 国体旅費・健康診断料

（国体競技力向上費） ジュニア選手強化費
（国体旅費・健康診断料・他） タグゆめ国体スポーツ振興基金
（タグゆめ国体記念スポーツ振興基金）

（ジュニア選手強化費） 国体旅費・健康診断料戻し
　受取利息
　県　協　会

（国体競技力向上費）

（ジュニア選手強化費）

（タグゆめ国体スポーツ振興基金）

　受取利息

総収入 総支出
７，４５１，７５２円 － ７，４４９，３５０円 ＝ ２，４０２円 【２１年度特別会計へ繰り越し】

普通預金
１．普通預金 横浜銀行 円
２．現金・利息 円

合　　　　　計 円

基　　金
１．三井住友銀行 円
２．三井住友銀行 定期預金 円
３．みずほ銀行 定期預金 円
４．横浜銀行 定期預金 円
５．三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金 円
６．三菱東京ＹＦＪ銀行 普通預金 円

合　　　　　計 円
７．横浜銀行 事業積立金 円

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　２１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

300,000
1,580,000 714,100

1,375,250
1,830,000
600,000

250,000

収　　　　　入

1,600

2,089,350

1,600,000

1,330,000

780

平成２０年度　　　　特別会計明細書

3,143,994

項　　　　　目 金　　額 項　　　　　目

300,000
22

支　　　　　出
金　　額
2,930,000

52,866,341
4,203,293

5,270,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

7,451,752 7,449,350

10,000,000
8,616,341

751,396
3,895,390

─　６　─



支　　　　　　　　　　出
項　　　　　　　目 金　額 項　　　　　　　目 金　額

　前期繰越金 4,475,186 　新支部設立補助金（大和市協会） 100,000

　春季有料試合収入 320,775 　郵便振込作成費 5,100

　ラグビー神奈川Ｎｏ．３９号広告協賛金 934,000 　３月分ＭＭスポーツパーク使用料 81,500

　受取利息 5,507 　宅急便 1,920

　チャレンジシリーズ経費 125,478

　ラグビーフェスティバル経費 80,702

　春季有料試合一般会計 320,775

　春季有料試合ポスター作成費 94,500

　ラグビー神奈川Ｎｏ．３９号一般会計補填 645,000

　交通費 40,000

　海老名市協会広告協賛金返金 30,000

　雑　費 7,200

　　合　　　計 5,735,468 　　合　　　計 1,532,175

次期繰越金 4,203,293

事業委員会費中間報告（２年目）

収　　　　　　　　　　入
神奈川県ラグビーフットボール協会

─　７　─



理 　　事　 　改 　　選 　（案）

1　選出母体よりの推薦（19名） ２　前理事会と会長による推薦（18名）

・ 田崎　博也（普及育成委員会　ＲＳ担当） ・ 田川　進

・ 金津　文貴（普及育成委員会　ＲＳ担当） ・ 城所　富夫

・ 友井川 　勇（普及育成委員会 中学担当） ・ 野瀬　隆

・ 今井　和彦（高校委員会） ・ 蜂谷　将史

・ 芹澤　　栄（高校委員会） ・ 中村　喜久

・ 吉川　正保（高校委員会） ・ 坂口　　登

・ 駒井　隆一（大学委員会） ・ 都筑　和久

・ 池原　伸弘（社会人委員会） ・ 斎藤　直樹

・ 中川　幸人（社会人委員会） ・ 三浦　幸宏

・ 大河原和則（社会人委員会） ・ 市川　　繁

・ 加藤　正文（クラブ委員会） ・ 武井　英雄

・ 長井　　勉（クラブ委員会） ・ 山本　　巧

・ 河野　昭彦（クラブ委員会） ・ 山崎　真一

・ 富田　　弘（支部委員会） ・ 岩崎　　孝

・ 渡邉　信博（支部委員会） ・ 丹治　明

・ 勝又　　修（支部委員会） ・ 武田　和朗

・ 岩田　嘉純（支部委員会） ・ 高山　由一

・ 武田小三郎（支部委員会） ・ 康乗　克之

・ 石見　昭三（支部委員会）

－　8　－



平成20年度に新支部　大和市ラグビーフットボール協会が設立されたため下記のとおり

細則第９章関係団体に第51条を追加する。

細則　第　９　章　　関　係　団　体

第５１条　（支部）大和市ラグビー協会は本会会員の大和市に所在するチームにより組織

　　　　　され、本会理事会の監督下に次のとおり大和市体育協会関係の行事の運営に当

　　　　　るものとする。

　　　　１．市協会の会員は同時に本会々員でなければならない。

　　　　２．会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承

　　　　　認を受けなければならない。

　　　　３．市協会は、本会の承認を得て大和市体育協会に加盟する。

　　　　４．市協会の運営は本会の分与金と大和市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。

　　　　５．市協会は、大和市主催の市民ラグビー大会を主管する。

　　　　６．毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。

規　約　改　正　案

－　 9　－



１　理事会 　　・賛助会員勧誘及びｻｰﾋﾞｽ提供
　　原則として常任理事会・理事会を隔月に開催 　　・宣伝活動（ﾎﾟｽﾀｰ作成配布その他）

　　・県協会ホームページﾒﾝﾃﾅﾝｽ
２　委員会 （9）支部委員会
（1）事業委員会 　　・支部委員会開催
　　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ）企画開催 　　・新支部立上活動、支援
　　　4月29日（祝）ＮＺＵー関東代表 　   ・第7回県支部長杯争奪セブン大会
　　　6月21日（日）慶応義塾大ー同志社大 　　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力、及び入場
　　・ラグビーフェスティバル開催 　　　増員支援
　　・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 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加、及び支援
（2）医務委員会 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　・安全推進講習会開催（4回） 　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　・県医務委員会開催 　　　等の支援
　　・ラグビーフェスティバル参加 （10）普及育成委員会
　　・国体参加選手検診実施 　☆　タグラグビー担当
　　・関東協会メディカル医務委員長会議出席 　　・委員会開催（7回）
　　・国体代表チームドクター派遣 　　・神奈川県タグラグビー大会開催（2回）
　　・全国医務委員長会議出席 　　・第6回全国小学生タグラグビー選手権
　　・安全推進対策本部講習会参加 　　　大会県予選開催
　　・マッチドクター派遣 　　・第6回全国小学生タグラグビー選手権
（3）安全対策委員会 　　　南関東ﾌﾞﾛｯｸ予選開催
　　・平成21年度登録安全推進講習会開催 　　・ﾚﾌﾘｰ研修会開催タグラグビー交流会
　　・メディカルサポーター講習会開催 　　・県協会指導者講習会開催
（4）レフリー委員会 　　　タグラグビー交流会
　　・Ｂ級認定候補強化 　　・出前授業実施
　　・ルール伝達講習会 　　・講師派遣
　　・強化研修合宿 　　・用具貸出
　　・レフリー研修会 　☆　ラグビースクール担当
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　　・評議員会開催（8回）
　　・エリートレフリー研修会 　　・部会開催（競技・コーチ）
　　・レフリーコーチ研修会 　   ・春の交流大会開催
（5）コーチ委員会 　   ・指導者研修会開催
　　・新スタートコーチ講習会（委員会主催２回７月・３月） 　   ・秋の交流大会開催

　　　〃　　　（希望地区対応） 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
　　・ブラッシュアップ研修会（委員会主催７月・１２月）       ・東日本大会出場
　　・委員会開催 　   ・ジュニア東西対抗試合
（6）強化委員会 　   ・親子交流大運動会開催（横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ）
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・東日本都道県対抗大会強化 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニアー強化） 　　・Ｕ１５、Ｕ１４ジュニア大会（水戸）
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・ジュニア群馬定期戦（群馬）
　　・全国ジュニアラグビー大会強化 　☆　中学担当
　　・ジュニアー東日本Ｕ１５大会強化 　   ・第23回　県春季大会開催
　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援 　   ・第60回　関東中学校大会
　　・指導者研修会参加推進 　   ・第11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

　　・クラブ委員会　中央大会出場チーム支援 　   ・第27回　県秋季大会開催
　　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援 　   ・第29回　東日本中学校大会
（7）競技委員会 　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会
　　・第25回増田杯県７人制大会開催 　   ・第12回　新人大会
　　・競技委員会開催 　   ・第７回東日本U15選抜大会
　　・関係機関とのグランド利用調整 （11） 高校委員会
（8）広報委員会 　　・第57回関東大会県予選会開催
　　・委員会開催（3回） 　　・高校総体７人制大会開催
　　・インターネット会議（2回） 　　・第89回全国大会県予選会開催
　　・ラグビー神奈川編集会議（5回） 　　・県新人大会開催
　　・有料試合支援、賛助会員へのｻｰﾋﾞｽ写真撮影 　　・第10回全国高校選抜大会
　　・ラグビー神奈川製作配布等 　　・第57回関東高校大会

平 成２１年 度 事 業 計 画　（案）
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　　・弟64回国体関東ブロック大会 　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・第64回国体（全神奈川派遣予定） 　　・少年少女交流大会（２回）
　　・第89回全国高校大会 　　・県社会人大会・クラブ大会主管
　　・第10回関東高校新人大会 　　・市総体
　　・第10回関東高校都県対抗戦 　　・県高校新人戦準決勝主管
（12） 大学委員会 　　・Ｊｒ育成事業（中学部活）
　　・第40回神奈川県大学トーナメント大会開催 　　・支部対抗セブンス大会
　　・全国地区対抗県予選大会開催 　　・中野グランド整備
　　・増田杯県７人制大会参加 　　3）鎌倉市協会
　　・総会開催 　　・総会開催
（13） 社会人委員会 　　・理事会（7回開催）
　　・増田杯県７人制大会参加 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ普及・地域子供教室（50回）
　　・春季リーグ戦開催 　　・指導者教育
　　・神奈川選手権大会開催 　　・技術講習会
　　・委員会７人制大会開催 　　・第6回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・会長杯大会開催   　 ・第18回鎌倉市7人制大会
　　・リーグ戦開催 　　・第4回国際交流
　　・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦開催 　　・忘年ド会
　　・合同練習会 　　・深沢多目的ｽﾎﾟｰﾂ広場芝生維持活動
　　・東日本都道県対抗戦（全神奈川派遣）  　  4）川崎市協会
　　・レフリー研修会   　 ・ラグビースクール開校
　　・ｽﾀｯﾌ会議開催・有料試合支援   　 ・春季市民大会
　　・クラブ交流戦   　 ・体育の日記念事業
（14）クラブ委員会   　 ・秋季市民大会
　　・クラブ委員会開催（６回）   　 ・高校7人制大会
　　・第52回春季クラブ選手権開催   　 ・第10回川崎市7人制大会
　　・増田杯県７人制大会参加 　　5）相模原市協会
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　 　   ・理事会（4回開催）
　　・学生クラブオープン戦開催 　　・総会開催
　　・ルール伝達レフリー育成講習会   　 ・ラグビースクール開校
　　・東日本クラブ選手権 　   ・相模原市さくらまつり　パレード参加
　　・クラブトップリーグ 　　・タグラグビー出前授業
　　・秋季クラブ選手権開催 　   ・市マスターズ・ラグビー教室（6回）　
　　・スキルアップ講習会 　   ・県ミニ交流大会（2回）
　　・関東学生クラブ選手権 　   ・ラグビースクールミニ合宿
　　・全国クラブ選手権 　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全）
　　・日本選手権 　   ・県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰフエステバル
　　・ｵｰﾙ神奈川ｖｓＹＣＡＣ定期戦開催 　   ・菅平ミニジャンボリー
 (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 　   ・県指導者研修会
　　・理事会（12回）開催 　   ・ミニラグビースクール夏合宿
　　・総会開催 　   ・北相地区高校ラグビー大会　
  　 ・厚木市競技別選手権兼第15回市民大会 　   ・県ミニラグビースクール大会
  　 ・第18回厚木わんぱくラグビー祭 　   ・相模原スポーツフエスタ　
　　・第12回新春ラグビーフットボール大会 　   ・関東甲信越スクール交流大会参加
   　・第8回厚木マスターズ大会 　   ・第3回相模原カップタグラグビー大会
  　 ・選手強化ジュニア合宿事業 　   ・県スクール大運動会
　　・指導者養成事業 　   ・親子ラグビースポーツ教室　
  　 ・選手強化合宿事業 　   ・第10回市長杯争奪相模原セブン大会 　　
　   ・市内小学校タグラグビー普及事業 　   ・第7回県支部長杯争奪セブン大会
　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援（市体協） 　　6）秦野市協会
  　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供 　　・総会開催
　　2）海老名市協会 　   ・理事会
　　・理事会（6回開催）   　 ・ラグビースクール開校式・花見会
　　・総会開催 　   ・市体協総会
　　・ルール伝達講習会･指導者研修 　   ・市スポーツ振興財団評議会
　　・Ｕ18強化事業 　   ・富士吉田ラグビー祭
　　・公式戦誘致事業 　   ・東海大学丹沢ラグビー祭
　　・市民マスターズ大会（6回） 　   ・菅平合宿･研修会
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　　・指導者講習会 4 公式戦主管
　   ・県交流大会   ・関東大学等（有料試合） 
　   ・県大会   ・トップリーグ（有料試合）
　   ・秦野協会大会
　   ・交流運動会
　   ・協会忘年会
　   ・県ラグビー協会新年会
　   ・秦野丹沢ラグビー祭
　   ・市体協新春の集い
　   ・市体育協会
　   ・指導者交流大会
　　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
　　・シニア交流試合
　　・市中学交流試合
　　・第28回市ラグビーフェスティバル開催
　　・第64回市総体・第29回市民大会開催
　　・ジュニア交流試合
　　・シニア交流試合
　　・社会人7人制大会開催
　　・新年会開催
　　・指導者講習会開催
　　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
  　 ・セブンス大会（高校）
  　 ・ラグビースクール夏合宿
  　 ・セブンス大会（一般）
  　 ・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
　　・タグラグビー大会
　　・高校7人制大会
　　・高校15人制大会
　　・タグラグビー大会
　　・ラグビースクール大会
　　・ラグビーフェスティバル
　　・市民大会
　10）大和市協会
　   ・理事会（6回開催）
  　 ・第1回初心者ラグビー教室
　　・第2回大和市ラグビーフェスティバル
　　・第2回大和市キンダーCUP
　　・楽しいラグビー教室
  　 ・忘年会
  　 ・指導者講習会

3　チャレンジ・シリーズ主催
・　4月29日（祝）ＮＺＵー関東代表（ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢）

・　6月21日（日）慶応大ー同志社大（ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢）
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大　　　会　　　名 期　間 場　　　所 委員会名

第25回増田杯県7人制大会 4月5日 保土ヶ谷Ｇ 競技
チャレンジシリーズ（関東代表vsＮＺＵ） 4月29日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（慶応大vs同志社大） 6月21日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
神奈川県ラグビーフェスティバル 7月5日 保土ヶ谷Ｇ 事業
第7回支部対抗セブンス大会 3月21日 麻溝公園競技場or保土ヶ谷 支部
第20回県タグラグビー大会 10月 保土ヶ谷Ｇ 普及育成（タグ）

県 第６回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選 11月 保土ヶ谷Ｇ 普及育成（タグ）

第21回県タグラグビー大会 1月 横浜スタジアム 普及育成（タグ）

春の交流大会 6月 未定 普及育成（RS）

秋の交流大会 9月 未定 普及育成（RS）

ミニ・ジュニア県大会 10～11月 未定 普及育成（RS）

ジュニア東西対抗試合 11月 未定 普及育成（RS）

内 交流大運動会（横浜スタジアム） 12月 横浜スタジアム 普及育成（RS）

対群馬Ｊｒ.ラグビー定期戦 3月 群馬県 普及育成（RS）

第23回県春季大会 4～5月 三ツ沢陸上ほか 普及育成（中学）

第27回県秋季大会 9～10月 桐蔭学園ほか 普及育成（中学）

第12回県新人大会 2月 保土ヶ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第57回関東大会県予選会 4～5月 各高校Ｇ 高校
事 高校総体 5月 各高校Ｇ 高校

第89回全国大会県予選会 9～11月 各高校Ｇほか 高校
県新人大会 11～1月 保土ヶ谷Ｇほか 高校
第40回県大学大会 5月 関東学院大釜利谷Ｇほか 大学
第60回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学
第52回春季クラブ選手権 3～6月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ

業 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62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27回秋季大会（会長杯大会） 9～1月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第6回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東予選 1月 未定 普及育成（タグ）

東日本ＲＳ中学生大会 1月 秩父宮 普及育成（RS）

第60回関東中学生大会 6月 熊谷ほか 普及育成（中学）

第11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 8月 菅平 普及育成（中学）

関 第29回東日本中学生大会 11～12月 秩父宮 普及育成（中学）

第8回東日本Ｕ１２Ｊｒ.Ｒフェスティバル 3月 熊谷 普及育成（中学）

第57回関東高校大会 6月 群馬県 高校
東 第10回関東高校新人大会 2010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 千葉県 高校

事 関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 三ツ沢陸上競技場ほか 大学
第60回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学
第64回国体関東ブロック大会 8月 千葉県 成年・少年

業 第46回東日本都道県大会 4～7月 岩手県 社会人・クラブ

第19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 普及育成（RS）

全 第89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 熊谷 高校

国 第46回全国大学選手権 12～1月 秩父宮・花園 大学
第16回全国クラブ選手権 1月 クラブ

事 トップリーグ 9～1月 秩父宮・花園ほか 社会人
第64回国民体育大会 10月 新潟県 成年・少年

業 第6回全国小学生タグラグビー選手権大会 3月 秩父宮 普及育成（タグ）

第47回日本選手権大会 3月 秩父宮・花園ほか

平成2１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 500,000 200,000 ▲ 300,000 ａ 国体競技力向上費 0

２．試合運営受託料 （県協会） 1,600,000 1,600,000 0

秋季公式戦・他 1,500,000 300,000 ▲ 1,200,000 （県体協） 国体強化費 1,300,000 300,000 ▲ 1,000,000

３．会費収入 （県体協） 2,000,000 2,000,000 0

社会人 15,000 円× 32 チーム 525,000 480,000 ▲ 45,000 ｂ ジュニア選手強化費

クラブ 15,000 円× 36 チーム 570,000 540,000 ▲ 30,000 （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） 1,480,000 1,580,000 100,000

高　校 10,000 円× 56 チーム 640,000 560,000 ▲ 80,000 ｃ 委員会強化費

中　学 5,000 円× 16 チーム 75,000 80,000 ▲ 80,000 （県協会） 1,000,000 1,020,000 20,000

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 300,000 150,000 ▲ 150,000

新規加盟金 3,000 円× 0 チーム 0 0 0 ｄ 委員会大会運営費

計 169 チーム （県協会） 2,735,300 3,257,000 521700

４．個人会費収入 ｅ レフリー強化事業費

1,500 円× 5,000 名 7,200,000 7,500,000 300,000 （県協会） 200,000 300,000 100,000

ｆ 底辺拡大事業費

５．大会参加費 520,000 （県協会） タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

社会人 450,000 500,000 50,000 （県体協） 300,000 0 ▲ 300,000

クラブ 1,000,000 1,000,000 0 （関東協会） 200,000 70,000 ▲ 130,000

大　学 0 0 0 予備費 500,000 200,000 ▲ 300,000

高　校 730,000 800,000 70,000 ｇ 傷害互助会見舞金制度残余金 2,850,000

中　学 100,000 150,000 50,000 （関東協会） 2,850,000 3,000,000

Ｒ／Ｓ 300,000 650,000 350,000 ２．機関誌代 ▲ 37,800

７人制 80,000 80,000 0 冊×２，７００円 494,100 456,300 ▲ 37,800

６．業務委託料 ３．チーム会費 ▲ 14,000

個人登録事務委託費 110,000 120,000 10,000 チーム×１，０００円 183,000 169,000 ▲ 14,000

７．補助金収入 ４．個人会費 200,000

（県体協） 国体強化費 1,300,000 300,000 ▲ 1,000,000 日本協会 2,400,000 2,500,000 100,000

（県体協） 2,000,000 2,000,000 0 関東協会 2,400,000 2,500,000 100,000

300,000 0 ▲ 300,000 ５．県体協分担金

（県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,580,000 100,000 135,000 135,000 0

（関東協会） 150,000 70,000 ▲ 80,000 ６．運営経費

（関東協会） 東日本大会旅費 300,000 150,000 ▲ 150,000 会議費 50,000 50,000 0

（関東協会） 傷害互助会見舞金制度残余金 0 2,850,000 2,850,000 旅費交通費 350,000 400,000 50,000

（県協会） 0 700,000 700,000 通信費 500,000 500,000 0

８．その他 水道光熱費 100,000 150,000 50,000

受取利息 15,000 150,000 135,000 家　賃 1,058,400 1,200,000 141,600

前売入場券手数料 250,000 100,000 ▲ 150,000 人件費 1,000,000 1,000,000 0

雑収入 1,145,612 559,610 ▲ 586,002 消耗品費 300,000 300,000 0

慶弔費 700,000 700,000 0

９．前年度繰越金 印刷費（ラグビー神奈川No.４０号) 300,000 300,000 0

収入合計 事業委員会（ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号） 0 700,000 700,000

雑　費 664,200 650,000 ▲ 14,200

予備費 500,000 112,700 ▲ 387,300

７．その他

広告占用料 300,000 0 ▲ 300,000

支出合計

次期繰越金

▲ 130,000

521700

540,100

3,100,000

100,000

2,711,700

1,730,000 1,830,000

国体強化費

100,000

平成２１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
２０年度
予算額

２１年度
予算額

比較増減（▲） 科     目
２０年度
予算額

２１年度
予算額

比較増減（▲）

1,500,000 300,000 ▲ 1,200,000

13,777,000

4,900,000 3,900,000

500,000 200,000 ▲ 300,000 12,065,300

2,100,000 1,945,000 ▲ 155,000
国体旅費・
健康診断料

3,257,000
大会参加費・７人制・
高校グランド使用料

1,300,000 1,170,000
委員会費・
一般強化費

2,735,300

1,200,000 470,000 ▲ 730,000

200,000 300,0007,200,000 7,500,000 300,000

全国タグラグビー選手権

件予選大会費

2,660,000 3,180,000
タグかながわ・ゆめ国体記念

振興基金活用費

110,000 120,000 10,000

169

（県体協）
タグかながわ・ゆめ国体
記念振興基金活用費

国体旅費・
健康診断料

0

3,089,388 3,895,390 693,998

全国タグラグビー選手権

県予選大会費

▲ 601,002809,6101,410,612

事業委員会費
　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号）

4,800,000

169,000183,000

5,530,000 7,650,000 2,120,000

169

25,600,000

2,850,0000

5,522,600 6,062,700

135,000135,000

456,300494,100

5,000,000

600,000 0 ▲ 600,000

24,100,000 25,600,000 1,500,000

▲ 300,0000300,000

23,500,000

─　１４　─
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