
平　　成　 ２　２　年　　度

平　成　２２　年　５　月　１４　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２１年度事業報告

2号議案　　平成２1年度収支決算報告

3号議案　　会　計　監　査　報　告

4号議案　　特別会計　事業委員会中間収支決算報告　

5号議案　　特別会計　事業委員会２期収支決算報告

6号議案　　役　員 改 選 案

7号議案　　県協会規約（細則）改定 案

8号議案　　平成２２年度事業計画案

9号議案　　平成２２年度予算案

10号議案　　特別会計　事業委員会３期予算案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

次　　　　　　　　　　第

平成２２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(2010.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 　計 　　役員改選について

30 39 14 54 16 15 168 　　2010年度評議員会資料について
　　事業委員会今後の計画について

２．評議員会 　　その他
　Ｈ21・5・15（金）　於　県民センター 　Ｈ22・3・26（金）　於　県民センター

　第 5 回理事会
３．常任理事会及び理事会 　　春のチャレンジシリーズについて
　Ｈ21・6・18（木）　於　県民センター 　　役員改選について
　第１回理事会 　　2010年度評議員会資料について
　　新役員・理事紹介 　　事業委員会今後の計画について
　　役割分担の確認 　　その他
　　有料試合について 　Ｈ22・4・26（月）　於　県民センター
　　事業委員会について 　第 6 回理事会
　　秋の有料試合について 　　2010年度評議員会資料について
　　その他 　　事業委員会報告
　Ｈ21・7・17（金）　於　県民センター 　　JRFU戦略計画について
　第１回常任理事会 　　その他
　　事業委員会について

・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 ４．事業委員会
　　秋の有料試合について 　第１回委員会
　　その他 　Ｈ・21・4・8 （水）   於　県民センター　　　
　Ｈ21・8・24（月）　於　県民センター 　第２回委員会
　第２回理事会 　Ｈ・21・5・8 （金）   於　県民センター　　　
　　事業委員会について 　第３回委員会

・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・21・5・29（金）   於　県民センター　　　
　　秋の有料試合について 　第４回委員会

・日程について 　Ｈ・21・6・22（月）   於　県民センター　　　
　　その他 　第５回委員会
　Ｈ21・9・１6（水）　於　県民センター 　Ｈ・21・8・26（水）   於　県民センター　　　
　第２回常任理事会 　第６回委員会
　　財政問題・ワールドカップ１０年後開催について 　Ｈ・21・11・6（金）   於　県民センター　　　
　　事業委員会について 　第７回委員会

・献血活動を12月3日横浜スタジアムにて行う 　Ｈ・22・2・2 （火）  　 於　県民センター　　　
　　その他 　第８回委員会
　Ｈ21・10・16（金）　於　県民センター 　Ｈ・22・3・15（月）   於　県協会事務所　
　第３回理事会
　　財政問題・ワールドカップ１０年後開催について 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
　　事業委員会について 　Ｈ・21・ 7・5（日）保土ヶ谷ラグビー場

・献血活動を12月3日横浜スタジアムにて行う

　　今後の有料試合について ６．ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ
　　新年会について 　Ｈ・21・4・29（水）　ニッパツ三ツ沢球技場　
　　その他 　　　NZ学生代表VS関東代表
　Ｈ21・11・13（金）　於　県民センター 　Ｈ・21・5 ・2（土）　慶應日吉陸上競技場
　第３回常任理事会 　　　NZ学生代表VS慶應義塾大
　　秋の有料試合・県協会主管試合の総括 　Ｈ・21・6・27（土）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　事業委員会の今後の取組みについて（案） 　　　慶応義塾大VS同志社大
　　新年会について
　　その他
　Ｈ21・12・9（水）　於　県民センター
　第４回理事会
　　秋の有料試合・県協会主管試合の総括
　　事業委員会について
　　その他
　Ｈ22・2・23（火）　於　県民センター
　第４回常任理事会
　　春のチャレンジシリーズについて
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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・21・9・12（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
　　　日体大VS明治大 　　・普及育成委員会(RS)全国ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　Ｈ・21・9・12（土）海老名陸上競技場（無料）       ・ﾁｰﾑ支援
　　　サントリーフーズVS東京ガス （6）競技委員会
　Ｈ・21・9・13（日）ニッパツ三ツ沢球技場 　　・増田杯県７人制大会開催
　　　釜石シーウェイブスVSセコム 　　・競技委員会開催（３回）
　Ｈ・21・10・24（土）三ツ沢陸上競技場 （7）広報委員会
　　　東海大VS流通経済大 　　・委員会開催
　Ｈ・21・10・25（日）三ツ沢陸上競技場 　　・ラグビー神奈川４０号の作成、配布
　　　立教大VS筑波大 　　・有料試合における、写真撮影等
　Ｈ・21・11・3（火）三ツ沢陸上競技場 　　・県協会ホームページのメンテナンス
　　　横河武蔵野VSサントリーフーズ （8）支部委員会
　Ｈ・21・11・15（日）麻溝公園競技場(無料) 　　・委員会開催（5回）
　　　三菱重工相模原VS日本航空 　　・新支部立上活動、支援（茅ヶ崎市協会）
　Ｈ・21・12・５（土）海老名陸上競技場（無料） 　　・支部委員会懇親会の開催（1回）
　　　サントリーフーズVS日本航空 　　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　Ｈ・21・12・26（土）麻溝公園競技場(無料) 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加、及び支援
　　　三菱重工相模原VS東京ガス 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会

　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
８．委員会（主な活動） 　　　等の支援
（1）医務委員会 　　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力、及び入場
　　・安全推進講習会開催(4回) 　　　増員支援

169チーム・2047名参加 　   ・第7回県支部長杯争奪セブン大会（3月21日）
　　・ラグビーフェスティバル参加 （9）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
　　・関東協会医務委員長会議出席 　　・委員会開催（9回）
　　・全国医務委員長会議出席 　　・神奈川県タグラグビー大会開催（２回）
　　・安全推進対策本部講習会参加 　　・第６回全国小学生タグラグビー選手権
　　・マッチドクター派遣 　　　大会県予選開催
　　　高校からﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞまで(57試合・66名派遣) 　　・第６回全国小学生タグラグビー選手権
　　　タグラグビー(7試合派遣) 　　　大会南関東ブロック予選開催
（2）安全対策委員会 　　・レフリー講習会（C級ﾀｸﾞﾚﾌﾘｰ10名認定）
　　・メディカルサポーター資格取得講習会開催 　　・県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流会兼指導者講習会
　　・平成２１年度登録安全推進講習会開催 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室等講師派遣（６回）
（3）レフリー委員会 　　・出前授業開催（横浜市・相模原市・鎌倉
　　・Ｂ級認定候補強化 　　　市・厚木市・海老名市・藤沢市協会等で実施）
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　　　　　通算 98回 約6,777名受講
　　・ルール伝達講習会 　　・第６回全国小学生タグラグビー選手権大会
　　・強化研修合宿 　　　　　神奈川県代表「汐入リトルベアーズ」優勝
　　・レフリー研修会 　☆　 ラグビースクール担当
　　・タグレフリー研修会 　　・評議員会開催（8回）
　　・エリートレフリー研修会 　　・各部会開催(Jr・競技・CS・安全対策・広報）
　　・レフリーコーチ研修会 　   ・春の交流大会開催（5～6月）
（4）コーチ委員会 　   ・指導者研修会開催（8月）
　　・新スタートコーチ講習会開催(2回・116名参加) 　   ・秋の交流大会開催（9月）
　　・ブラッシュアップ研修会開催(3回・98名参加) 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
（5）強化委員会 　   ・親子交流大運動会開催(横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ・12月)
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・東日本大会出場（2位）
　　・東日本都道県対抗大会強化 　   ・全国ジュニア大会出場（花園）
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニア強化） 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・U15ジュニア大会（水戸）
　　・全国ジュニアラグビー大会強化 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
　　・ジュニア東日本Ｕ１５大会強化 　   ・ジュニア東西対抗試合
　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援 　   ・ジュニア群馬定期戦(３月)
　　・指導者研修会参加推進
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　☆　 中学担当  (14) 支部委員会
　   ・第２３回　県春季大会開催 　　1）厚木市協会
　   ・第６０回　関東中学校大会 　　・理事会（6回）開催
　   ・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 　　・総会開催
　   ・第２７回　県秋季大会開催   　 ・厚木市競技別選手権兼第15回市民大会
　   ・第３回　　東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会   　 ・第18回厚木わんぱくラグビー祭
　   ・第２９回　東日本中学校大会   　 ・第12回新春ラグビー大会(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ）中止
　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会    　・第８回厚木マスターズ大会
　   ・第１２回　新人大会   　 ・選手強化合宿事業（技術講習会）中止
　   ・第７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(該当者無しの為、中止)
　　・第５７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 　　　　6校、20回、延べ2,403名に実施
　　・第８９回全国大会県予選会開催 　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援
　　・県新人大会開催   　 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　　・第１０回全国高校選抜大会   　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供
　　・第５７回関東大会 　　2）海老名市協会
　　・第６４回国体関東ブロック大会 　　・理事会
　　・第６４回国体 　　・総会開催
　　・第８９回全国高校大会 　　・市総体開会式6校、20回、延べ2,403名に実施
　　・ｻﾆｯｸｽ2008ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　　・ルール伝達講習会
　　・第１１回関東高校新人大会 　　・市民マスターズ大会
　　・第１１回関東高校都県対抗戦 　　・市協会Ｊｒ育成事業
 (11) 大学委員会 　　・海老名少年少女交流大会
　　・第４０回神奈川県大学トーナメント大会開催 　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・全国地区対抗県予選大会開催 　　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管
　　・増田杯県７人制大会参加 　　・市総体
　　・総会開催 　　・県高校新人戦準決勝主管
 (12) クラブ委員会 　　・市協会レフリー研修会
　　・クラブ委員会開催（5回） 　　・支部対抗セブンス大会
　　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝 　　・関東協会主催公式戦主管
　　・日本選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ対早稲田大学 　　・中野グランド整備
　　・春季クラブ選手権大会ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ開催 　　3）鎌倉市協会
　　・Ｃ級ﾚﾌﾘｰ認定講習会 　　・総会開催
　　・クラブ選抜ｖｓ社会人選抜 　　・理事会（6回開催）
　　・東日本社会人大会１回戦 　　・タグラグビー普及活動（61回）
　　・クラブ選抜ｖｓ東京都選抜 　　・技術講習会
　　・第５２回春季クラブ選手権大会 　　・第６回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・増田杯県７人制大会（7ﾁｰﾑ参加）   　 ・第１８回鎌倉市7人制大会
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　 　　・第４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
　　・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　   　 ・指導者研修会
　　・秋季クラブ選手権大会   　 ・体育の日記念事業
　　・関東学生クラブ選手権   　 ・秋季市民大会
　　・防衛大学ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ出場   　 ・高校7人制大会
 (13) 社会人委員会 　　・菅平ジャンボリー
　　・スタッフ会議開催（６回） 　　・かわさきスポーツ人の集い
　　・有料試合支援 　　・県支部長杯争奪セブン大会
　　・増田杯県７人制大会参加（8チーム）
　　・春季リーグ戦開催（17チーム参加）
　　・神奈川選手権大会開催（3チーム参加）
　　・秋季・会長杯大会開催（12チーム）
　　・クラブ交流戦
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  　 5）相模原市協会 　　7）藤沢市協会　
　   ・理事会（4回開催） 　　・常任理事会（5回）開催
　　・総会開催 　　・理事会（5回）開催
  　 ・ラグビースクール開校（79日） 　　・総会開催
　　・タグラグビー出前授業（小学校17回） 　　・第２８回市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　   ・市マスターズ・ラグビー教室（6回）　 　　・第６４回市総体・第28回市民大会開催
　   ・県ミニ交流大会（1回） 　　・新年会開催
　   ・県Jr新人戦（2回）秋季大会（1回） 　　・指導者講習会開催
　   ・県社会人春季大会（2回）   　 ・シニア春季交流大会
　   ・ラグビースクールミニ合宿   　 ・シニア秋季交流大会
　   ・市さくらまつり　パレード参加   　 ・社会人7人制大会
　   ・東海大相模高校ラグビー祭り　 　　8）横須賀市協会
　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全等） 　　・総会開催
　   ・菅平ミニジャンボリー 　   ・理事会（4回開催）
　   ・東日本Jr菅平ジャンボリー大会   　 ・ラグビースクール
　   ・県指導者研修会   　 ・ラグビースクール夏合宿
　   ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ協会指導者研修会   　 ・セブンス大会（一般･高校）
　   ・ラグビースクール夏合宿   　 ・指導者養成講習会
　   ・北相地区高校ラグビー大会　   　 ・親子ラグビー教室
　   ・県ミニラグビースクール大会   　 ・市民大会（一般･高校）
　   ・県Jr秋季大会（2回） 　　9）横浜市協会
　   ・県社会人秋大会（1回） 　   ・理事会（5回開催）
　   ・かながわ・ゆめ国体記念ｲﾍﾞﾝﾄ 　　・県高校関東大会予選
　   ・高校県大会決勝 　　・タグラグビーフェスティバル開催
　   ・相模原ｶｯﾌﾟﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 　　・マスターズ大会開催
　   ・親子ラグビースポーツ教室　 　　・高校大会
　   ・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｲｰｽﾄ公式戦開催(2回) 　　・市民大会開催（高校）
　   ・県タグラグビー交流大会 　　・タグラグビー大会開催（2回）
　   ・県Jr新人戦（3回） 　　・マスターズ大会開催
　   ・第１０回市長杯争奪相模原セブン大会 　　・市民大会開催（成人）
　   ・２１年度スクール卒業式 　　・オール横浜市高校とオール福岡県高校との交流戦開催
　   ・関東高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会　合同ﾁｰﾑ 　10）大和市協会
　   ・第７回県支部長杯争奪セブン大会 　   ・理事会（5回開催）
　　6）秦野市協会 　　・第1回初心者ラグビー教室開催
　　・協会総会 　　・第2回大和市ラグビーフェスティバル（雨天中止）
  　 ・ラグビースクール開校式・花見会 　　・楽しいラグビー教室開催
　   ・市体育協会理事会 　　・第２回大和市キンダーCUP開催
　   ・ミニ合宿   　 ・合同忘年会(市協会・ラグビースクール・クラブ）
　   ・春季交流大会   　 ・ジュニア/シニア交流大会
　   ・東海大学相模校ラグビー祭   　 ・指導者講習会
　   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　11）茅ヶ崎市協会
　   ・県協会ラグビーフェスティバル 　　・理事会（6回開催）
　   ・菅平合宿 　　・ラグビーフェスティバル開催
　　・指導者交流会 　　・ラグビー教室（7回開催）
　   ・協会理事会 　　・ビーチラグビー大会
　   ・スクール秋季県交流戦 　　・市民開放デー（2回開催）
　   ・スクール県大会 　　・指導者講習会
　   ・ジュニア東西対抗 　　・写真展
　   ・東海大応援
　   ・スクール交流運動会
　   ・スクールクリスマス会
　   ・市体育協会新春の集い
　   ・はだのっ子駅伝大会
　   ・秦野丹沢ラグビー祭
　   ・厚木ラグビー交流会
　   ・横浜RS40周年記念試合
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１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 200,000 882,004 682,004 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 300,000 930,136 630,136 （県体協） 国体強化費 300,000 300,000 0

３．会費収入 （県体協） 2,000,000 2,993,389 993,389

社会人 15,000 円× 30 チーム 480,000 450,000 ▲ 30,000 国体旅費等戻金 0 1,453,730 1,453,730

クラブ 15,000 円× 39 チーム 540,000 585,000 45,000 ｂ ジュニア選手強化費 57,500

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× 54 チーム 560,000 540,000 ▲ 20,000 （県体協） ジュニア選手強化費 1,580,000 1,580,000 0

中　学 5,000 円× 16 チーム 80,000 80,000 0 0 57,500 57,500

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 16 チーム 75,000 80,000 5,000

新規加盟金 3,000 円× 6 チーム 0 18,000 18,000 ｃ 委員会強化費

（県協会） 1,020,000 1,020,000 0

４．個人会費収入 （日本協会） 安全推進講習会費 0 29,840 29,840

1,500 円× #### 名 7,500,000 7,732,500 232,500 （関東協会） 東日本大会旅費 150,000 40,025 ▲ 109,975

1,500×5,155 ｄ 委員会大会運営費 888,177

５．大会参加費 （県協会） 3,257,000 3,298,000 41,000

社会人 500,000 384,000 ▲ 116,000 （関東協会） 0 300,470 300,470

クラブ 1,000,000 1,140,000 140,000 （関東協会） 0 546,707 546,707

大　学 0 0 0 ｅ レフリー強化事業費 300,000 300,000 0

高　校 800,000 777,000 ▲ 23,000 （県協会） 300,000 300,000 0

中　学 150,000 175,000 25,000 ｆ 底辺拡大事業費 730,000

Ｒ／Ｓ 650,000 682,000 32,000 （県協会） タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

７人制 80,000 80,000 0 （日本協会） 70,000 0 ▲ 70,000

0 100,000 100,000

６．業務委託料 131,650 11,650 0 900,000 900,000

個人登録事務委託費 120,000 131,650 11,650 200,000 0 ▲ 200,000

ｇ ▲ 1,393,839

７．補助金収入 2,850,000 1,456,161 ▲ 1,393,839

（県体協） 国体強化費 300,000 300,000 0 ２．機関誌代 2,700

（県体協）  国体旅費・健康診断料 2,000,000 4,447,119 2,447,119 冊×２，７００円 456,300 459,000 2,700

（県体協） ジュニア選手強化費 1,580,000 1,580,000 0 ３．チーム会費 169,000 170,000

（日本協会） 0 29,840 29,840 チーム×１，０００円 169,000 170,000 1,000

（日本協会） 70,000 0 ▲ 70,000 ４．個人会費 155,000

（関東協会） 全国ジュニアラグビー大会費 0 57,500 57,500 2,500,000 2,577,500 77,500

（関東協会） 0 100,000 100,000 2,500,000 2,577,500 77,500

（全国共済） 0 900,000 900,000 ５．県体協分担金 0

（関東協会） 150,000 40,025 ▲ 109,975 135,000 135,000 0

（関東協会） トップイースト無料試合大会費 0 546,707 546,707 ６．運営経費 23,469

（関東協会） クラブトップリーグ大会費 0 300,470 300,470 会議費 50,000 43,784 ▲ 6,216

（関東協会） 2,850,000 1,456,161 ▲ 1,393,839 旅費交通費 400,000 265,950 ▲ 134,050

（県協会） 700,000 965,475 265,475 通信費 500,000 394,734 ▲ 105,266

８．その他 89,954 水道光熱費 150,000 100,457 ▲ 49,543

受取利息 150,000 131,840 ▲ 18,160 家　賃 1,200,000 1,160,900 ▲ 39,100

前売入場券手数料 100,000 57,089 ▲ 42,911 人件費 1,000,000 1,006,000 6,000

雑収入 559,610 710,635 151,025 消耗品費 300,000 221,718 ▲ 78,282

慶弔費 700,000 511,750 ▲ 188,250

９．前年度繰越金 0 印刷費（ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号） 300,000 600,000 300,000

収入合計 事業委員会 （ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号） 700,000 965,475 265,475

雑　費 650,000 815,401 165,401

予備費 112,700 0 ▲ 112,700

７．その他 0 97,920 97,920

広告占用料 0 97,920 97,920

支出合計 2,928,911

次期繰越金 1,866,630

日本協会

459,000

5,000,000 5,155,000

135,000

1,866,630

28,528,911

6,062,700 6,086,169

135,000

　収入の部 　支出の部

比較増減（▲）

930,136
国体強化費・
事業委員会補助

4,145,177

関東協会

170

456,300

3,900,000

3,257,000

1,200,000

2,850,000 1,456,161

全国小学生タグラグビー
選手権県予選大会費

（全国共済）

1,830,000

全国ジュニアラグビー
　　　　　　　　　　大会費

470,000

1,887,500

300,000

3,180,000

1,963,000

630,136

安全推進講習会費

10,723,297 3,073,297

1,945,000

7,500,000

120,000

2,648,82213,777,000200,000

科    目
２１年度
予算額

16,425,822882,004

２１年度
決算額

科     目

平成２１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

２１年度
予算額

２１年度
決算額

比較増減（▲）

2,447,119

（関東協会）

30,395,541

1,089,865

委員会費・
一般強化費

国体旅費・
健康診断料

トップイースト無料試合大会費

大会参加費・７人制・
高校三ツ沢使用料

（５００円×５，１５５名）

6,347,119

事業委員会
　　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号）

0

899,564

25,600,000

25,600,000

東日本大会旅費

傷害互助会見舞金残余金
普及活動費

クラブトップリーグ
大会費

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

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

全国タグラグビー選手権
県予選大会費

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

予備費

（関東協会）

7,650,000

（５００円×５，１５５名）

4,795,541

（関東協会）

3,895,390 3,895,390

809,610

7,732,500

3,238,000

各委員会

傷害互助会見舞金残余金普及活動費

▲80135

1,000

682,004

18,000

232,500

58,000

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

170

1,170,000

─　５　─



１．国体競技力向上費・ジュニア選手強化費

　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） 　 関東協会ジュニア選手強化費

（ジュニア選手強化費）

（関東協会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 次期繰越金

（国体競技力向上費）

（ジュニア選手強化費）

　受取利息

差　　　　　引

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　２２年 月 日

監　　査 印

監　　査 印

250,000

53,913,093

24
8,237,141 8,237,141

0

4,040,030

5,270,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
8,643,093

225,823
1,299,114

平成２１年度　　特別会計明細書

1,073,291

項　　　　　目 金　　額 項　　　　　目
支　　　　　出

金　　額
1,900,000

2,522

4,447,119

1,600,000

300,000

96

神奈川県ラグビーフットボール協会

1,580,000
57,500 1,453,730

2,993,389
1,830,000

57,500

収　　　　　入

2,402

─　６　─



項　　　　　　　目 金　　額 項　　　　　　　目 金　　額

　前期繰越金（H16～H21賛助金含む） 4,203,293 　新支部設立補助金（茅ヶ崎市） 100,000

　春季有料試合収入 882,004 　チャレンジシリーズ経費 18,138

　ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号広告協賛 900,000 　春季有料試合一般会計 882,004

　賛助金 578,720 　ラグビフェスティバル経費 247,825

　帽子売上げ 105,500 　ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号一般会計補填 965,475

　ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号一般会計より 600,000 　アンプ・ＣＤプレーヤ購入 165,449

　帽子購入代 496,125

　振込手数料・宅急便等 41,997

　ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号一般会計返金 300,000

　受取利息 1,176 　雑　費 13,650

　　合　　　　　計 7,270,693 　　合　　　　　計 3,230,663

　次期繰越金 4,040,030

特別会計　事業委員会中間報告

（平成２１年度）

神奈川県ラグビーフットボール協会

収　　　　　　入 支　　　　　　出

—　７　—



収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出

項　　　　　　　目 金　額 項　　　　　　　目 金　額

１８年度繰越金 585,406 春季有料試合一般会計補填 2,867,203

基金取崩 4,500,000 チャレンジシリーズ運営費 795,561

春季有料試合 2,867,203 　　　『優しさにトライ』、横断幕作成費・
　　　チャレンジシリーズ運営費等

ファクトリージャパン協賛金 1,050,000 ラグビー神奈川作成費一般会計補填 2,185,125

ラグビー神奈川企業協賛金 2,605,160 　　（Ｎｏ．３８、Ｎｏ．３９、Ｎｏ．４０号）

　（Ｎｏ．３８、Ｎｏ．３９、Ｎｏ．４０号） ＭＭスポーツパーク使用料 1,644,000

賛助金 1,056,540 　（ファクトリージャパン協力金、委員会使用料等）

　（個人協賛金） ラグビーフェスティバル運営費 1,357,601

三ツ沢球技場横断幕協賛金 178,500 　　アンプ、ＣＤプレーヤー購入・役員交通費・
　　帽子購入・役員弁当代等

　（タカナシ・大和徳州会病院） 新潟県中越沖地震義援金 400,000

新潟県中越沖地震義援金 401,438 保土ヶ谷ラグビー場こけら落とし運営費 144,139

ＭＭスポーツパーク使用料 140,000 新支部設立補助金 200,000
　（各委員会） 　（大和市・茅ヶ崎市ラグビー協会設立）

ラグビー神奈川Ｎｏ．４０号一般会計から入金 600,000 ラグビー神奈川Ｎｏ．４０一般会計返金 300,000

雑収入 105,500 海老名市協会広告協賛金返金 30,000

雑　費 137,990

利　息 11,902 　　（振込手数料・宅急便代・ＩＤカード購入等）

　　合　　　計 14,101,649 　　合　　　計 10,061,619

次期繰越金 4,040,030

特別会計　事業委員会２期収支決算書

神奈川県ラグビーフットボール協会

（平成１９年度　～　平成２１年度）

─　８　─



　１．会　長

齋　藤　　幸　雄 （再任）

　２．副会長

春　口　　　廣 （再任）

平　尾　　清　勝 （再任）

小　椋　　光　敏 （新任）

　　　役　　員　　人　　事　　（案）
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平成21年度に新支部　茅ヶ崎市ラグビーフットボール協会が設立に伴い下記のとおり

細則第９章関係団体に第52条を追加する。

細則　第　９　章　　関　係　団　体

第５２条　（支部）茅ヶ崎市ラグビー協会は本会会員の茅ヶ崎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茅ヶ崎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、本会の承認を得て茅ヶ崎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茅ヶ崎市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。

　　　　５．市協会は、茅ヶ崎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

－10－



平成21年度より相模原市ラグビーフットボール協会NPO法人化移行に伴い下記のとおり

細則第９章関係団体の第48条を変更する。

細則　第　９　章　　関　係　団　体

第４８条　（支部）相模原市ラグビー協会は本会会員の相模原市に所在するチーム及び特定非営利

　　　　　活動法人相模原市ラグビーフットボール協会の会員から組織され、本会理事会の監督下

　　　　　に次のとおり相模原市体育協会関係の行事に当たるものとする。

　　　　１．市協会の理事は同時に本会々員でなければならない。

　　　　２．会長以外の役員には、各加盟チームからの推薦人が選出され、本会理事会の承
　　　　　認を受けなければならない。

　　　　３．市協会は、本会の承認を得て相模原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相模原市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。

　　　　５．市協会は、相模原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
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１　理事会 　　・アンケートによる意識調査
　　原則として常任理事会・理事会を隔月に開催 （9）支部委員会

　　・支部委員会開催（５回）
２　委員会 　　・新支部立上活動、支援
（1）事業委員会 　   ・第８回県支部長杯争奪セブン大会
　　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ)企画開催 　　・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
　　・秋の有料試合イベント企画 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　・サポートメンバーズクラブ創設（旧賛助会員） 　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
（2）医務委員会 　　　等の支援
　　・安全推進講習会開催 （10）普及育成委員会
　　・県医務委員会開催 　☆　タグラグビー担当
　　・ラグビーフェスティバル参加 　　・委員会開催（8回）
　　・国体参加選手検診実施 　　・神奈川県タグラグビー大会開催（2回）
　　・関東協会メディカル医務委員長会議出席 　　・第７回全国小学生タグラグビー選手権
　　・国体代表チームドクター派遣 　　　大会県予選開催
　　・全国医務委員長会議出席 　　・第７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 　　　南関東ﾌﾞﾛｯｸ予選開催
　　・マッチドクター派遣 　　・ﾚﾌﾘｰ研修会開催タグラグビー交流会
（3）安全対策委員会 　　・県協会指導者講習会開催
　　・平成２２年度登録安全推進講習会開催 　　　タグラグビー交流会
　　・メディカルサポーター講習会開催 　　・出前授業実施
（4）レフリー委員会 　　・講師派遣
　　・各種大会及び試合派遣 　　・用具貸出
　　・Ｂ級認定候補強化 　☆　ラグビースクール担当
　　・ルール伝達講習会 　　・評議員会開催（8回）
　　・強化研修合宿 　　・部会開催(Jr・競技・CS・安全対策・広報）
　　・レフリー研修会 　   ・春の交流大会開催
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　   ・指導者研修会開催
　　・エリートレフリー研修会 　   ・秋の交流大会開催
　　・レフリーコーチ研修会 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
（5）コーチ委員会       ・東日本大会出場
　　・新スタートコーチ取得講習会開催(3回予定) 　   ・ジュニア東西対抗試合

　　　〃　　　（希望地区対応） 　   ・親子交流大運動会開催（横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ）
　　・ブラッシュアップ研修会開催(3回予定) 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・委員会開催 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
（6）強化委員会 　　・Ｕ１５ジュニア大会（水戸）
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・ジュニア群馬定期戦（神奈川）
　　・東日本都道県対抗大会強化 　☆　中学担当
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニアー強化） 　   ・第２４回　県春季大会開催
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・第６１回　関東中学校大会
　　・全国ジュニアラグビー大会強化 　   ・第１２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

　　・ジュニアー東日本Ｕ１５大会強化 　   ・第２８回　県秋季大会開催
　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援 　   ・第３０回　東日本中学校大会
　　・指導者研修会参加推進 　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会
　　・クラブ委員会　中央大会出場チーム支援 　   ・第１３回　新人大会
　　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援 　   ・第８回　　東日本U15選抜大会
（7）競技委員会 （11） 高校委員会
　　・第２６回増田杯県７人制大会開催 　　・第５８回関東大会県予選会開催
　　・競技委員会開催 　　・高校総体７人制大会開催
　　・関係機関とのグランド利用調整 　　・第９０回全国大会県予選会開催
（8）広報委員会 　　・県新人大会開催
　　・委員会開催 　　・第１１回全国高校選抜大会
　　・ラグビー神奈川４１号の作成、配布 　　・第５８回関東高校大会
　　・有料試合における、写真撮影 　　・第６５回国体関東ブロック大会
　　・県協会ホームページのメンテナンス 　　・第６５回国体（全神奈川派遣予定）

平成２２年度　事業計画　(案)
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　　・第９０回全国高校大会 　　・県社会人大会・クラブ大会主管
　　・第１２回関東高校新人大会 　　・市総体
　　・第１２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４１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７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１９回鎌倉市7人制大会
　　・リーグ戦開催 　　・第５回国際交流
　　・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦開催 　　・忘年会
　　・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   　 ・指導者研修会
（14）クラブ委員会   　 ・体育の日記念事業
　　・クラブ委員会開催（６回）   　 ・秋季市民大会
　　・第５３回春季クラブ選手権開催   　 ・高校7人制大会
　　・増田杯県７人制大会参加 　　・菅平ジャンボリー
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　 　　・県支部長杯争奪セブン大会
　　・学生クラブオープン戦開催 　　5）相模原市協会
　　・ルール伝達レフリー育成講習会 　   ・理事会（4回開催）
　　・東日本クラブ選手権 　　・総会開催
　　・クラブトップリーグ   　 ・ラグビースクール開校
　　・秋季クラブ選手権開催   　 ・大学・高校・中学ｾﾌﾞﾝｽ交流会
　　・スキルアップ講習会 　   ・相模原市さくらまつり　パレード参加
　　・関東学生クラブ選手権 　　・タグラグビー出前授業
　　・全国クラブ選手権 　   ・市マスターズ・ラグビー教室（6回）　
　　・日本選手権 　   ・県ミニ交流大会（2回）
　　・ｵｰﾙ神奈川ｖｓＹＣＡＣ定期戦開催 　   ・ラグビースクールミニ合宿
 (15) 支部協会 　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全）
　　1）厚木市協会 　   ・県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰフエステバル
　　・理事会（6～8回）開催 　   ・菅平ミニジャンボリー
　　・総会開催 　   ・ジュニアーラグビースクール夏合宿
  　 ・厚木市競技別選手権兼第16回市民大会 　   ・県指導者研修会
  　 ・第１９回厚木わんぱくラグビー祭 　   ・ミニラグビースクール夏合宿
　　・第１３回新春ラグビーフットボール大会 　   ・北相地区高校ラグビー大会　
   　・第９回、第10回厚木マスターズ大会 　   ・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 　   ・全国大会高校県予選準決勝
　　・指導者養成事業 　   ・大学交流戦
  　 ・選手強化合宿事業 　   ・県RSJr秋季大会（2回）
　   ・市内小学校タグラグビー普及事業 　   ・相模原スポーツフェスティバル
　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援（市体協） 　   ・関東甲信越スクール交流大会参加
  　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供 　   ・第5回相模原カップタグラグビー大会
　　2）海老名市協会 　   ・県スクール大運動会
　　・理事会 　   ・親子ラグビー教室　
　　・総会開催 　   ・第11回市長杯争奪相模原セブン大会　　　
　　・ルール伝達講習会･指導者研修 　   ・第8回県支部長杯争奪セブン大会
　　・Ｕ18強化事業
　　・公式戦誘致事業
　　・市民マスターズ大会
　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・少年少女交流大会
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　　6）秦野市協会 　10）大和市協会
　　・協会総会 　   ・理事会（5回開催）
  　 ・ラグビースクール開校式・花見会 　　・第２回初心者ラグビー教室開催
　   ・市体育協会総会 　　・第３回大和市ラグビーフェスティバル
　   ・市スポーツ振興財団評議会 　　・楽しいラグビー教室開催
　   ・富士吉田ラグビー祭 　　・第３回大和市キンダーCUP開催
　   ・東海大学丹沢ラグビー祭   　 ・合同忘年会(市協会・ラグビースクール・クラブ）
　   ・菅平合宿･研修会   　 ・ジュニア/シニア交流大会
　　・指導者講習会   　 ・指導者講習会
　   ・県交流大会 　11）茅ヶ崎市協会
　   ・県大会 　　・理事会（6回開催）
　   ・秦野協会大会 　　・ラグビーフェスティバル開催
　   ・交流運動会 　　・ラグビー教室（7回開催）
　   ・協会忘年会 　　・ビーチラグビー大会
　   ・県ラグビー協会新年会 　　・市民開放デー（2回開催）
　   ・秦野丹沢ラグビー祭 　　・指導者講習会
　   ・市体協新春の集い
　   ・市体育協会 3　チャレンジ・シリーズ主催
　　7）藤沢市協会　 ・　4月24日（土）東海大VS法政大
　　・市民大会開催 ・　4月25日（日）慶應義塾大VS関東学院大
　　・常任理事会（5回）開催 ・　5月 5日（水）法政大VS筑波大
　　・理事会（5回）開催 ・　6月19日（土）東海大VS流通経済大
　　・総会開催 ・　6月20日（日）早稲田大VS慶應義塾大
　　・シニア交流試合 ・　6月26日（土）東海大VS筑波大
　　・市中学交流試合 ・　6月27日（日）早稲田大VS関東学院大
　　・第２９回市ラグビーフェスティバル開催 ※会場は総てニッパツ三ッ沢球技場　
　　・第６５回市総体・第３０回市民大会開催 　キックオフ　14：00
　　・ジュニア交流試合
　　・シニア交流試合 4　公式戦主管
　　・社会人7人制大会開催 ・関東大学等（有料試合） 
　　・新年会開催 ・トップリーグ（有料試合）
　　・指導者講習会開催 　10月16日（土）
　　8）横須賀市協会 　リコーブラックラムズVS東芝ブレイブルーパス

　　・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
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大　　　会　　　名 期　間 場　　　所 委員会名
第２６回増田杯県7人制大会 4月4日 保土ヶ谷Ｇ 競技
チャレンジシリーズ（東海大vs法政大） 4月24日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（慶應義塾大vs関東学院大） 4月25日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（法政大VS筑波大） 5月5日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（東海大vs流通経済大） 6月19日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（早稲田大vs慶應義塾大） 6月20日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（東海大vs筑波大） 6月26日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ（早稲田大vs関東学院大） 6月27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4日 保土ヶ谷Ｇ 事業
第８回支部対抗セブンス大会 3月20日 保土ヶ谷 支部
第２２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７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２３回県タグラグビー大会 1月 相模原市麻溝公園競技場 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 9～11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 12月 未定 普及育成（RS）

対群馬Ｊｒ.ラグビー定期戦 3月 神奈川県 普及育成（RS）

第２４回県春季大会 4～5月 三ツ沢陸上ほか 普及育成（中学）

第２８回県秋季大会 9～10月 桐蔭学園ほか 普及育成（中学）

第１３回県新人大会 2月 保土ヶ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第５８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９０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４１回県大学大会 5月 関東学院大釜利谷Ｇほか 大学
第６１回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学
第５３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６３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 5月 保土ヶ谷Ｇ 社会人
第２８回秋季大会（会長杯大会） 9～1月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第７回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東予選 1月 山梨学院大学和戸ラグビー場 普及育成（タグ）

東日本ＲＳ中学生大会 11月 未定 普及育成（RS）

第６１回関東中学校大会 6月 熊谷ほか 普及育成（中学）

第１２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３０回東日本中学校大会 11～12月 秩父宮 普及育成（中学）

第９回東日本Ｕ15選抜大会 3月 熊谷 普及育成（中学）

第５８回関東高校大会 6月 栃木県 高校
東 第１２回関東高校新人大会 2011年2月 熊谷 高校

第１２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 栃木県 高校

事 関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 秩父宮ほか 大学
第６１回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学
第６５回国体関東ブロック大会 8月 群馬県 成年・少年

業 第４７回東日本都道県大会 4～7月 岩手県 社会人・クラブ

第２０回東日本クラブラグビートーナメント大会 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
第１６回全国Ｊｒ.ラグビー大会 1月 花園 普及育成（RS）

全 第９０回全国高校大会 12～1月 花園 高校
第１１回全国高校選抜大会 4月 熊谷 高校

国 第４７回全国大学選手権 12～1月 国立・秩父宮・花園 大学
第１８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６５回国民体育大会 10月 千葉県 成年・少年

業 第７回全国小学生タグラグビー選手権大会 2月 秩父宮 普及育成（タグ）

第４８回日本選手権大会 2月 秩父宮・花園ほか

平成22年度　各種大会等

－15－



１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 200,000 300,000 100,000 ａ 国体競技力向上費 100,000

２．試合運営受託料 （県協会） 1,600,000 1,000,000 ▲ 600,000

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

３．会費収入 （県体協） 2,000,000 2,500,000 500,000

社会人 15,000 円× 30 チーム 480,000 450,000 ▲ 30,000 ｂ ジュニア選手強化費

クラブ 15,000 円× 39 チーム 540,000 585,000 45,000 （県協会） 250,000 200,000 ▲ 50,000

大　学 15,000 円× 15 チーム 210,000 225,000 15,000 （県体協） 1,580,000 1,480,000 ▲ 100,000

高　校 10,000 円× 56 チーム 560,000 540,000 ▲ 20,000 ｃ 委員会強化費

中　学 5,000 円× 16 チーム 80,000 80,000 0 （県協会） 1,020,000 1,020,000 0

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 15 チーム 75,000 80,000 5,000 （関東協会） 東日本大会旅費 150,000 100,000 ▲ 50,000

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 171 チーム （県協会） 3,257,000 3,288,000 0

４．個人会費収入 ｅ レフリー強化事業費

1,500 円× 5,000 名 7,500,000 7,500,000 0 （県協会） 300,000 300,000 0

ｆ 底辺拡大事業費

５．大会参加費 ▲ 22,000 （県協会） タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

社会人 500,000 500,000 0 （日本協会） 0 50,000 50,000

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

大　学 0 0 0 （全国共済） 0 900,000 900,000

高　校 800,000 778,000 ▲ 22,000 予備費 200,000 0 ▲ 200,000

中　学 150,000 150,000 0 ｇ 傷害互助会見舞金制度残余金 150,000

Ｒ／Ｓ 650,000 650,000 0 （関東協会） 2,850,000 3,000,000 150,000

７人制 80,000 80,000 0 ２．機関誌代 0

冊×２，７００円 456,300 456,300 0

６．業務委託料 ３．チーム会費 0

個人登録事務委託費 120,000 150,000 30,000 チーム×１，０００円 169,000 169,000 0

７．補助金収入 ４．個人会費 0

（県体協） 国体強化費 300,000 500,000 200,000 日本協会 2,500,000 2,500,000 0

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

（県体協） ジュニア選手強化費 1,580,000 1,480,000 ▲ 100,000 ５．県体協分担金

（日本協会） 0 50,000 50,000 135,000 135,000 0

（関東協会） 70,000 70,000 0 ６．運営経費

（関東協会） 東日本大会旅費 150,000 100,000 ▲ 50,000 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 2,850,000 3,000,000 150,000 旅費交通費 400,000 250,000 ▲ 150,000

（県協会） 700,000 700,000 0 通信費 500,000 250,000 ▲ 250,000

（全国共済） 0 0 0 水道光熱費 150,000 100,000 ▲ 50,000

８．その他 355,760 家　賃 1,200,000 1,100,000 ▲ 100,000

受取利息 150,000 150,000 0 人件費 1,000,000 1,000,000 0

前売入場券手数料 100,000 150,000 50,000 消耗品費 300,000 200,000 ▲ 100,000

雑収入 559,610 865,370 305,760 慶弔費 700,000 400,000 ▲ 300,000

印刷費（ラグビー神奈川No.４１号) 300,000 200,000 ▲ 100,000

９．前年度繰越金 1,866,630 事業委員会（ラグビー神奈川Ｎｏ．４１号） 700,000 700,000 0

収入合計 雑　費 650,000 381,700 ▲ 268,300

予備費 112,700 0 ▲ 112,700

７．その他

広告占用料 0 0 0

支出合計

次期繰越金

169

6,062,700 4,631,700

809,610 1,165,370

全国タグラグビー選手権

25,600,000

456,300456,300

135,000135,000

事業委員会費
　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．４１号）

▲ 600,000

安全推進講習会費

全国タグラグビー選手権

県予選大会費

3,895,390

000

25,600,000

1,428,760

25,000,000

2,850,000

0 0 0

25,000,000

5,000,000

169

0

全国タグラグビー選手権

120,000 150,000 30,000

5,000,000

169,000169,000

3,000,000

国体旅費・
健康診断料

7,650,000 8,400,000 750,000

7,500,000 7,500,000 0

全国タグラグビー選手権

件予選大会費

3,180,000 3,158,000

安全推進講習会費

1,220,000 750,000

300,000 300,000

470,000

1,830,000

大会参加費・７人制・
高校グランド使用料

1,170,000

3,257,000

300,000 500,000

15,000
国体旅費・
健康診断料

科     目
２１年度
予算額

２２年度
予算額

比較増減（▲）

国体強化費

▲ 50,000

２１年度
予算額

２２年度
予算額

科     目 比較増減（▲）

14,608,000

1,120,000

13,777,000

1,680,000

31000

200,000

200,000 300,000 100,000

▲１５０，０００

委員会費・
一般強化費

1,945,000

3,288,000

1,960,000

▲ 1,431,000

▲ 600,000

0

平成２２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

831,000

3,900,000 4,000,000

─　１６　─



　　　収　　　　　入 ２２年度 ２３年度 ２４年度

金　　額 金　　額 金　　額

　前期繰越金（H１６年度～H２１年度賛助金含む） 4,040,030 3,290,030 3,040,030

300,000 300,000 300,000

700,000 700,000 700,000

300,000 400,000 500,000

　帽子販売 100,000 100,000 100,000

　雑収入

5,440,030 4,790,030 4,640,030

　　　支　　　　　出 ２２年度 ２３年度 ２４年度

金　　額 金　　額 金　　額

　リーフレット作成費 500,000 200,000 200,000

　ラグビー神奈川製作印刷費経費 700,000 700,000 700,000

　ラグビーフェスティバル運営経費 250,000 250,000 250,000

100,000 100,000 100,000

　新支部立上補助費 100,000 0 0

　ラグビー普及活動費 100,000 100,000 100,000

300,000 300,000 300,000

100,000 100,000 100,000

2,150,000 1,750,000 1,750,000

3,290,030 3,040,030 2,890,030

　ラグビーグッズ作成費
　　　（キーホルダ・ハンドタオル等）

　雑　　費

科　　　　　目

収　支　繰　越　金

神奈川県ラグビーフットボール協会

（平成２２年度　～　平成２４年度）

特別会計　事業委員会３期予算案

合　　　　　　　　計

　三ツ沢春季有料試合収入

　サポートメンバーズクラブ（旧賛助会員）

　ラグビー神奈川広告掲載協賛金
　　　　　（Ｎｏ．４２Ｎｏ．４３Ｎｏ．４４号）

合　　　　　　　　計

　三ツ沢春季有料試合収入
　　　（一般会計補填）

科　　　　　目

—　１７　—


