
令和２年度一般財団法人松本市スポーツ協会事業報告 

 

令和２年度の事業計画では、アマチュアスポーツの振興と松本市民の体力向上を図り、

生涯にわたる健康で明るく豊かな市民生活の形成と、活力ある社会の実現に寄与する

ため諸事業を実施し、事業の実施にあたっては、加盟団体をはじめ関係団体との連携

を密にし、競技力の向上、市民の健康維持増進、青少年の健全な育成等に努め、競技

スポーツと生涯スポーツの普及・振興を図って行く事としていました。 

しかし、今年度は世界を未曾有の事態に陥れた新型コロナウィルス感染症の拡大防

止が最優先課題となり、これに対応するために長野県、松本市、スポーツ庁、日本ス

ポーツ協会、長野県スポーツ協会、各中央競技団体の定めるガイドライン等に加え、

スポーツ少年団を擁する当協会として文部科学省、長野県教育委員会、松本市教育委

員会、長野県スポーツ少年団の定めるガイドライン等も遵守し、市民体育大会事業、

教室事業、指導者育成事業をはじめ各種会議等について、関係する加盟団体、役員等

と１件１件検討を行い、その実施可否の判断をすると共に、実施する場合の対応を協

議し、万全の対策をとった上で、制約のある中、最大限計画に近づくように実施しま

した。 

併せて、事業中止に伴い生じた時間をこれまでの協会事業の懸案事項の改革に着手

し、書面会議を可能とするための定款の変更、将来に向けたスポーツ推進の原動力と

なるスポーツ振興事業費交付事業の刷新、スポーツ少年団の大会参加及び指導者の研

修会派遣に係る助成制度の制定、慶弔規程及び処務規程の現状との乖離を是正する改

正を行いました。また、今年度は２年に一度の役員改選に加え、財団名称の変更及び

副会長定員の変更を行うと共に、会議出席に伴う交通費の支給を開始し、持続可能な

体制としました。 

さらに、中信４市スポーツ協会・体育協会協議会を立ち上げ、相互の連携を密にし、

情報交換を図ると共に、中信地域における体育・スポーツ・レクリエーション等の振

興を推進する基盤を整備するために、長野県知事及び長野県教育長への要望を、そし

て長野県スポーツ協会会長、塩尻市長、安曇野市長、大町市長、松本市長にその支援

いただく要望を、４市のスポーツ協会・体育協会が連携及び協力して実行しました。 

 

 

Ⅰ 栄 典  長野県スポーツ協会 長野県スポーツ少年団顕彰 

＜指導者表彰＞ 令和２年４月２２日 受賞 

             小穴 英夫（空  手）  深澤 広美（なぎなた） 

南山 和春（サッカー）  由比ヶ浜昇（サッカー） 

川上  充（バドミントン） 

＜感 謝 状＞ 令和２年９月１日 受賞 

西尾 八衛（空  手）  上條 博信（サッカー） 

 

Ⅱ 組織等 

１ 加盟団体 

合 計 競 技 武 道 レクリエーション 地 区 

８２団体 ３０団体 １２団体 ５団体 ３５団体 

 



２ 賛助会員・功労会員 

 

３ 役員・職員 

＊業務執行理事：会長１、副会長５、専務理事１(事務局長兼務) 

 

４ 主要会議等 

４月１７日(金)  決算監査（令和元年度分） 

６月１１日(木) 第１回理事会／一般財団法人松本体育協会名称の変更について,一般財団

法人松本体育協会副会長(業務執行理事)の定員変更について,一般財団法人

松本体育協会名称の変更に伴う定款の変更について,令和２・３年度一般財団

法人松本体育協会役員候補者について,一般財団法人松本体育協会参与につ

いて,令和元年度一般財団法人松本体育協会事業報告,令和元年度一般財団法

人松本体育協会収支決算,一般財団法人松本体育協会松本市スポーツ少年団

本部長及び副本部長の推挙,同協会松本市スポーツ少年団大会及び研修会等

への参加に対する助成金交付規程の制定,一般財団法人松本体育協会処務規

程の改正,一般財団法人松本体育協会慶弔規程の改正,令和２年度一般財団法

人松本体育協会定時評議員会の招集,一般財団法人松本体育協会参与につい

て,新型コロナウィルスの対応について 

６月２６日(金) 定時評議員会／令和元年度一般財団法人松本体育協会事業報告,令和元年

度一般財団法人松本体育協会収支決算,一般財団法人松本体育協会名称の変

更について,一般財団法人松本体育協会副会長（業務執行理事）の定員変更に

ついて,一般財団法人松本体育協会名称の変更に伴う定款の変更について,一

般財団法人松本体育協会評議員の選定,一般財団法人松本体育協会理事の選

定,一般財団法人松本体育協会監事の選定,令和２年度一般財団法人松本体育

協会事業計画,令和２年度一般財団法人松本体育協会収支予算,一般財団法人

松本体育協会松本市スポーツ少年団本部長及び副本部長の推挙について, 一

般財団法人松本体育協会生涯スポーツ指導者制度及び一般財団法人松本体

育協会指導者登録規程の制定について, 一般財団法人松本体育協会松本市ス

ポーツ少年団大会及び研修会等への参加に対する助成金交付規程の制定,一

般財団法人松本体育協会処務規程の改正について,一般財団法人松本体育協

会慶弔規程の改正について,一般財団法人松本体育協会参与について,新型コ

ロナウィルス感染拡大防止の対応について 

６月２６日(金) 第２回理事会／一般財団法人松本市スポーツ協会会長（代表理事）及び副

会長・専務理事(業務執行理事)の選定,一般財団法人松本市スポーツ協会部会

長・副部会長の承認,一般財団法人松本市スポーツ協会委員長、副委員長、委

員の承認,一般財団法人松本市スポーツ協会顧問及び参与の推戴,一般財団法

人松本市スポーツ協会名称の変更に伴う諸規程の変更 

６月２６日(金) 一般財団法人松本市スポーツ協会令和２･３年度役員報告会 

７月２１日(火) 加盟団体長会議【書面】／評議員会議決事項、承認事項の伝達等 

合 計 個人 企業 加盟団体 

 

功労会員 

５０件 
スポーツ協会４４件 ２７名 ２社 １５団体 

１０６名 
スポーツ少年団 ６件  １名 ５社  ０団体 

評議員 理事 監事 職員数 

２４名 １９名 ３名 ５名 



１１月 １日(日) 第３回理事会【書面】／一般財団法人松本市スポーツ協会スポーツ振興事

業費交付規程の改正について,コロナ禍における当財団事業の対応について,

松本市中学校部活動運動部活動の指導者を市教委に推薦することについて,

令和２年度一般財団法人松本市スポーツ協会表彰候補者の審査,一般財団法

人松本市スポーツ協会スポーツ振興事業費交付規程改正,一般財団法人松本

市スポーツ協会旅費支給規程の改正,松本市スポーツ協会への名称変更に伴

う関連事項の対応について,加盟団体の名称変更の状況及び名称変更の基本

的な考えについて,中信４市スポーツ協会・体育協会協議会の設立及び令和２

年度事業の実施状況について,令和２年度松本市スポーツ協会表彰式典の開

催について 

１２月１７日(木) 令和２年度中間監査実施 

３月１８日(木) 第４回理事会／令和３年度一般財団法人松本市スポーツ協会事業計画,令和

３年度一般財団法人松本市スポーツ協会収支予算,スポーツ団体ガバナンス

コード＜一般スポーツ団体向け＞に係る自己説明及び公表について,令和２

年度スポーツ振興事業費執行状況について,加盟団体名称変更の調査結果に

ついて,広報紙「スポーツまつもと」の発行について 

 

Ⅲ 事務事業の実施状況 

１ 重点事業と重点施策 

⑴ 事業運営の強化と健全な財政運営  

ア 自主財源確保の取り組み強化 

(ｱ) 市総合体育館指定管理業務をミズノ・体協グループが継続して獲得し、

同グループから駐車場及び外構管理業務に係る分担金収入を確保しました。 

(ｲ) 賛助会員及び功労会員への加入呼びかけを行い、例年並みの収入を見込

ましたが、コロナ禍の影響により各種事業が中止になり、目標に達する事

ができませんでした。 

 イ 各種事業内容の見直し等による経費節減と業務の効率的運営 

(ｱ) 功労会員会費５年以上未納者を退会とする内規に基づき、通知事務・通 

信費の削減に取り組みました。 

   (ｲ) 大会及び教室で使用する新型コロナウィルス感染拡大防止グッズを一括

購入一括管理とし、経費を抑制しました。 

(ｳ) コピー用紙の裏紙利用、コピー機カウント削減のためのＡ３版二つ折り 

編綴、表彰状・大会プログラム・大会看板・会議資料等の事務局内印刷、 

スポーツ少年団表彰状筒廃止等、引き続き経費の縮減に努めました。 

(ｴ) スポーツ教室の広報や受付事務等を当協会が行うことで加盟団体の事業 

コストの削減及び事務の効率化を図り、その対価を当協会の財源確保につ 

なげるため、加盟団体に事業・決算報告書の提出を依頼し、加盟団体の収

支及び事業の調査・分析を行うと共に、アドバイスを行いました。 

 

⑵ 生涯スポーツ振興への取組み強化 

市民が生涯にわたりスポーツに親しみながら健康の維持増進を図るため、当 

協会公認指導者が中心となって、スポーツ実施の機会を確保しています。 

ア 計３日に延べ６名の指導者派遣をしました。 

(ｱ) 信明中学校コミュニティースクール地域出前講座（１回、３名） 

(ｲ) 松本市シニア健康教室（２回、３名） 



イ 地域におけるスポーツ指導依頼に柔軟に応えられる体制をとりました。 

 

⑶ スポーツ振興の推進 

加盟団体の組織維持・強化及び指導者育成を促すために、スポーツ振興事業費 

交付規程を改正しました。この事により、加盟団体が主体的に事業を実施し易く 

すると共に、市民が親しみたいスポーツに気軽に参加し続ける事ができる環境を 

維持して行くための基盤が整いつつあります。 

 

⑷ スポーツ少年団活動の支援 

スポーツを通して青少年の健全育成を図るとともに、社会のルールや思いやり 

の心を学ぶスポーツ少年団活動を支援しました。 

特に本年度は、新型コロナウィルス感染拡大の防止のため、数多くの交流会等  

を中止せざるを得なくなった事から、本市スポーツ少年団公益的活動支援交付金 

要綱を制定し、松本市スポーツ少年団登録料相当額を、長野県スポーツ少年団公  

益的活動支援金交付要綱による交付金と併せ、各単位団に交付をしました。 

 

⑸ 中信４市スポーツ協会・体育協会協議会の設立及び運営【新規】 

中信４市のスポーツ協会・体育協会相互の連携を密にし、情報交換を図ると 

共に、中信地域における体育・スポーツ・レクリエーション等を推進するため、 

一般財団法人松本市スポーツ協会、大町市体育協会、特定非営利活動法人塩尻 

市体育協会、特定非営利活動法人安曇野市体育協会により、新たな組織を立ち 

上げ、当協会会長が協議会会長に、３市の会長が副会長に、当協会副会長が会 

長代行にそれぞれ就任し、事業を開始しました。 

その事業は、相互の情報交換に関する事業、広域的な体育・スポーツ・レク 

リエーションの振興に関する調査・研究事業、その他目的を達成するために必 

要な事業とし、今年度は次の活動を実施しました。 

〇令和２年７月３０日(木)14:00 正副会長会議(設立会議) 松本市総体大会議室 

  議案第１号 中信４市スポーツ協会・体育協会協議会 会則 

  議案第２号 中信４市スポーツ協会・体育協会協議会 申し合わせ事項 

  議案第３号 中信４市スポーツ協会・体育協会協議会 役員の決定 

  議案第４号 中信４市スポーツ協会・体育協会協議会 令和２年度事業計画 

  議案第５号 長野県松本平広域公園体育館の改築について【要望議案】 

  議案第６号 ビーチバレーボールコートの新設について【要望議案】 

〇令和２年７月３０日(木)15:00 情報交換会 松本市総体大会議室 

提出議題 NO,１ 総合体育館の指定管理について各協会の状況確認 

【安曇野市体育協会提出】 

提出議題 NO,２ 市内体育施設をスポーツ協会及び体育協会が使用する場合 

の減免措置について       【塩尻市体育協会提出】 

〇令和２年９月２３日(水)14:30～15:00 長野県知事・長野県教育長への要望 

15:10～16:00 長野県スポーツ協会会長への要望 

〇令和２年１０月６日(火)13:30～14:00 塩尻市長への要望 

16:00～16:30 安曇野市長への要望 

〇令和２年１０月８日(木)14:00～14:30 大町市長への要望 

16:30～17:00 松本市長への要望 



〇令和３年３月２２日(月)幹事会【書面会議】 令和２年度事業報告 

令和３年度事業計画 

⑹ 地域アスリート事業【新規】 

スポーツ庁公募企画「松本市の運動部活動改革に向けた調査・実践研究事業」 

（平成３０年度～令和２年度松本市教育委員会実施）の最終年として、令和２年 

度『松本市運動部活動改革プラン』～ニーズの多様化に関する調査・実践研究事 

業～において、松本市教育委員会が選定した中学校の部活動に、当協会加盟団体 

と地域アスリートを発掘し、松本市教育委員会及び当該中学校並びに当協会三者 

の打ち合わせ後、現場指導を行いました。（イ-(ｲ)、ウを除く） 

ア 陸上競技 

(ｱ) 梓川中学校 1 名、丸の内中学校 1 名 

（１月中の指導は新型コロナウィルス特別警報Ⅱの発令や感染警戒レベル 

４への引き上げにより休止。） 

(ｲ) 合同部活動の実践研究も実施 

隣接中学校Ａ（梓川・波田）、同Ｂ（山辺・清水） 

拠点施設（岡田ウォーターフィールド） 

(ｳ) 波田中学校陸上競技部 

新型コロナウィルス特別警報Ⅱの発令や感染警戒レベル４への引き上げ 

に伴い学校等との打合せができず、やむを得ず中止。 

イ バレーボール 

(ｱ) 菅野中学校男子 1 名を紹介。 

（１月中の指導は新型コロナウィルス特別警報Ⅱの発令や感染警戒レベル 

４への引き上げにより休止。） 

(ｲ) 信明中学校男子バレーボール部（松本大学紹介の学生アスリート） 

新型コロナウィルス特別警報Ⅱの発令や感染警戒レベル４への引き上げ 

に伴い学校等との打合せができず、やむを得ず中止したもの。 

ウ サッカー 

(ｱ) 開成中学校サッカー部の平日練習を松本山雅ＦＣが指導。 

 

２ 一般事業 

⑴ 自主事業 

ア 功労会員の会（会員数：１０６名） 

・総 会 令和２年９月１７日（木）【書面】 

イ 松本市スポーツ協会表彰式典 

・令和２年１２月１日(火)１８時３０分～（Ｍウイング６階） 

・受賞者 ７２名、２団体(感謝状０団体、特別功労１３名、功労１７名、 

精励３８名、特別栄光０名、栄光４名・２団体) 

ウ 新年合同集会 令和３年１月２６日(火)【中止】 

エ スポーツ教室 ３５教室中、１５教室実施、２０教室【中止】 

オ 総合体育館の指定管理業務受託（ミズノ・松本市スポーツ協会グループ）へ 

の職員１名派遣を解消し、新たに外構・駐車場管理を受託すると共に松本地域 



シルバー人材センターと契約し、その業務にあたりました。【新規】 

(ｱ) 指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

(ｲ) 指定管理料：８,８１７万円／年（内当協会分：３５０万円） 

カ 広報紙｢体協まつもと｣を、当協会名称変更に合わせ、「スポーツまつもと」 

に改め、1 月 toto スポーツ振興助成金申請・３月確定 

３月１日発行 ８８,０００部（全世帯配布） 

キ 国際大会出場者等激励金交付事業  該当者なし 

ク 交際費支出  慶弔１件、会議懇談会・祝賀会等０件、手土産０件 

ケ 大型プリントサービス売上  ７件 ２０,８００円 

 

⑵ 部会事業 

ア 武道部会 

・第１４回松本武道祭       令和２年１２月１３日(日)  【中止】 

イ レクリエーション部会 

・まつもとレクリエーションまつり 令和２年９月２２日(火・祝) 【中止】 

ウ 地区部会 

・地域におけるスポーツの普及・振興と市民体育大会委員会との連携 

・生涯スポーツ指導者の活用 

・アンケート調査の実施（地区体育協会の名称変更・総合開会式団結点・ 

地区対抗競技の実施日・市民体育大会の名称について) 

 

⑶ 委員会事業 

ア 総務委員会 

(ｱ) 理事会、評議員会の議案等の審議 

(ｲ) 広報紙「スポーツまつもと」の発行と充実 

(ｳ) スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>に係るセルフチェ 

ックシートをホームページに公表   令和３年３月１９日(金) 

 

イ あり方委員会 

(ｱ) スポーツ振興事業費交付規程等の見直し作業を再開することについて 

     令和２年８月２７日(木)【書面】 

 

(ｲ) スポーツ振興事業費交付規程の見直しについて 

     令和２年１０月９日(金)【書面】 

ウ 市民体育大会委員会 

(ｱ) 第６３回市民体育大会開催催可否と開催方法について 

(ｲ) 第３７回市長杯争奪球技大会の開催可否について 

(ｳ) 市民体育大会及び市長杯争奪球技大会の実施方法の検討 

エ 生涯スポーツ振興委員会 



(ｱ) 生涯スポーツ指導者の養成及び育成と活用に関して、地域おける実質的 

な枠組み・手順・関係団体との調整を円滑に行うための諸規程の設計 

(ｲ) 生涯スポーツ指導者養成講座【中止】 

(ｳ) さわやかウォ―キング【中止】 

(ｴ) さわやか健康フェスティバルの開催【実績なし】 

(ｵ) 生涯スポーツ指導者連絡協議会の体制強化支援 

オ 障害者スポーツ委員会 障害者スポーツの情報収集及び研究 

カ スポーツ医科学委員会 健康な体作りを目的とした講習会の開催【中止】 

キ 施設委員会 体育施設整備等の調査研究及び修繕・改修・備品設置等を要望 

 

⑷ 受託事業 

松本市からの委託を受け、スポーツを通して市民の健康増進と競技力向上をめ 

ざし、市民体育大会及び市長杯争奪球技大会を例年開催を予定していましたが、 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、多くを中止せざるを得ませんでした。 

 

ア 第６３回松本市市民体育大会の開催【コロナ感染拡大防止のため多くを中止】 

大 会 名 期 日 内  容 

春 季 大 会 
４月１０日 

～７月２３日 
全３３種目           【中止】 

夏 季 大 会 ８月３０日 水泳              【中止】 

秋季
大会 

総合開会式 １０月１１日 総合体育館            【中止】 

地区対抗競技 １０月１１日 
軟式野球・卓球・ゲートボール・マレット
ゴルフ・ソフトバレーボール   【中止】 

各 種 競 技 ９月上旬～ 陸上競技他３６種目  【内２１種目中止】 

冬 季 大 会 
（準備） 

１２月１９日 スケート：やまびこスケートセンター 

２月２８日 スキー：野麦峠スキー場    【中止】 

※卓球は下記イで使用しなくなった施設を活用して開催日を増して３密回避し、ゲー

トボールと共に地区対抗から一般競技に振り替えて実施 

 

イ 第３７回松本市長杯争奪球技大会 令和２年１１月１日（日） 全６種目 【中止】 

軟式野球、ママさんバレーボール、卓球、ゲートボール、 

マレットゴルフ、ソフトバレーボール 

 

３ 会議報告 

月 日 会   議   名 

４ 

 

 

１６ 

１６ 

１７ 

第１回 加盟団体長会議【書面】 

同上 部会別会議 競技部会・レクリエーション部会・地区部会【書面】 

決算監査【書面】 



 

月 日 会   議   名 

４ 

 

５ 

６ 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

９ 

１０ 

 

 

１１ 

 

 

１２ 

 

 

１ 

２ 

 

 

３ 

１７ 

２０ 

８ 

１１ 

２６ 

２６ 

２６ 

２ 

８ 

１０ 

２１ 

２２ 

２７ 

３０ 

１９ 

２７ 

１７ 

９ 

１５ 

２１ 

１ 

２ 

１３ 

１０ 

１７ 

１７ 

１２ 

４ 

１６ 

２２ 

１ 

３ 

１８ 

第１回 副会長会【書面】 

第２回 加盟団体長会議 部会別会議 武道部会 

第１回 総務委員会【書面】 

第１回 理事会 

定時評議員会 

第２回 理事会 

役員報告会 

第２回 副会長会 

第１回 生涯スポーツ振興委員会 

第１回 市民体育大会委員会 

第３回 加盟団体長会議【書面】 

第１回 レクリエーション部会【書面】 

第２回 市民体育大会委員会 

第３回 副会長会 

第１回 武道部会 

第１回 あり方委員会【書面】 

第４回 副会長会【書面】 

第２回 あり方委員会【書面】 

第５回 副会長会 

第２回 総務委員会 

第３回 理事会【書面】 

第３回 市民体育大会委員会【書面】 

表彰式典実行委員会 

第１回 地区部会【書面】 

第２回 生涯スポーツ振興委員会【書面】 

中間監査【個別対面】 

第６回 副会長会【書面】 

第３回 生涯スポーツ委員会【書面】 

第７回 副会長会【書面】 

第２回 レクリエーション部会【書面】 

第３回 総務委員会【書面】 

第４回 市民体育大会委員会【書面】 

第４回 理事会 



４ スポーツ少年団事業実施状況 

「スポーツを通して青少年の健全育成」と「スポーツで人々をつなぎ、地域づく

りに貢献すること」をめざすスポーツ少年団として、新型コロナウィルス感染拡大

の中、団員とスタッフの安全を確保しつつ最大限の活動を実施しました。 

⑴ 組織等 

ア 登録状況  ※日本スポーツ少年団は令和２年度より指導者の定義を変更しました。 

登録団体 
団員数 指導者数※ 

球技 武道 その他 計 

２９ １２ １ ４２ １，２３０名 １８９名 

 

イ 役員等 

 

⑵ 事業等実施状況 

ア 総務部会 

区分 期日 場所 内容等 

結団式 4月11日(土) 松本市 

総合体育館 

式典・レクリエーション 

【中止】 

表彰式典 新型コロナウイルス感染症予防

対策のため、一堂に会しての式

典を単位団ごとに開催 

受賞者 育成功労表彰  2人 

指導功労表彰  1人 

精励賞    194人 

 

イ 育成部会 

区分 期日 場所・内容等 

中信地区 

初級ジュニア・リーダ

ースクール 

－ 塩尻市               【中止】 

長野県ジュニア・ 

リーダースクール 

8月17(月)～ 

19日(水) 
松本青年の家            【中止】 

北信越ブロック 

スポーツ少年団大会 

10月24(土) 

～25日(日) 
黒部市ふれあい交流館「あこやーの」 【中止】 

指導者・母集団 

講習会 

 

3月25日(木) 

18時 

～19時15分 

ZOOMによるリモート開催、HPに録画掲載 

内 容 発達障害のある子供たちへの理解と適

切なスポーツ指導について 

講 師 長野県松本養護学校 宮内 かつら 氏 

指導者の育成・研修

会派遣 

6月28日(日) 
日本スポーツ少年団 第３回ジュニアスポーツ

フォーラム（東京都）         【中止】 

11月21日(土) 

北信越ブロックスポーツ少年団指導者研究協議

会 指導者研修会 

金沢市いしかわ総合スポーツセンター 【中止】 

委員 常任委員 本部長 副本部長 

１８名 ２５名 １名 ３名 



 

ウ 事業部会 

区分 期日 場所・内容等 

第２３回 高山市・松本

市姉妹都市交流大会 
10月 松本市              【中止】 

合同奉仕活動 11月 国宝松本城・松本城公園       【中止】 

総合交歓会 2月 
新型コロナウィルス感染症予防対策のため 

【中止】 

 

エ 交流事業 

区分 期日 場所 内容等 

中信地区 

スポーツ少年団 

交流大会 

8月 1日(土) 安曇野市 ニュースポーツ   【中止】 

中信地区 

スポーツ少年団 

競技別交流大会 

5月16日(土) 

17日(日) 
大町市 ①軟式野球     【中止】 

7月18日(土) 大町市 ②硬式野球  小学生 【中止】 

9月 6日(日) 安曇野市 ③バレーボール   【中止】 

－ 松本市 ④バドミントン   【中止】 

9月27日(日) 安曇野市 ⑤剣道       【中止】 

3月 7日(日) 安曇野市 ⑥卓球       【中止】 

長野県 

スポーツ少年団競技別

交流大会 

7月 5日(日) 長野市 ①軟式野球     【中止】 

7月 5日(日) 駒ヶ根市 ②空手道      【中止】 

7月19日(日) 松本市 ③ミニバスケットボール 【中止】 

8月 2日(日) 佐久穂町 ④卓球       【中止】 

8月29日(土) 佐久市 ⑤バレーボール   【中止】 

8月30日(日) 飯田市 ⑥硬式野球 小学生 【中止】 

9月13日(日) 小布施町 ⑦バドミントン   【中止】 

9月21日(月祝) 佐久市 ⑧サッカー     【中止】 

10月10日(土) 松本市 ⑨少林寺拳法    【中止】 

11月14日(土) 岡谷市 ⑩剣道・なぎなた  【中止】 



⑶ スポーツ少年団会議報告 

 

４ 姉妹都市交流事業 

 ⑴ 第１０回金沢市・松本市スポーツ交流大会       【中止】 

    開催日 ７月１８日（土）・１９日（日） 

    種 目 バドミントン 

開催地 松本市（松本市総合体育館） 

 ⑵ 第８回松本市・鹿児島市スポーツ交流事業       【中止】 

    開催日 ８月９日（日）～１１日（火） 

種 目 バスケットボール 

開催地 鹿児島市 

 ⑶ 第３８回姫路市・松本市姉妹都市親善スポーツ交歓大会 【中止】 

    開催日 １１月７日（土）・８日（日） 

    種 目 バレーボール・弓道・テニス 

    開催地 松本市（南部体育館・弓道場・南部屋内運動場） 

  ⑷ 第２３回 高山市・松本市姉妹都市交流大会         【中止】 

    開催日 １０月 

開催地 松本市 

（再 掲／スポーツ少年団） 

 

月 日 会   議   名 

４ 

 

 

６ 

７ 

１０ 

１２ 

 

２ 

３ 

 

８ 

２０ 

２３ 

１８ 

２２ 

３０ 

７ 

２５ 

５ 

８ 

１７ 

第１回正副本部長・部会長会議 

第１回常任委員会【書面】 

第１回委員総会【書面】 

第２回正副本部長・部会長会議 

第２回委員総会【書面】 

第３回正副本部長・部会長会議 

第１回総務部会 

第２回常任委員会【書面】 

第１回育成部会【書面】 

第４回正副本部長・部会長会議【書面】 

第３回常任委員会【書面】 

 



科　　　　　目 予算額 決算額 差　異

　Ⅰ　事業活動収支の部

　　1.　事業活動収入

      ①　会費収入 1,400,000 760,000 640,000

       　  賛助会員会費収入 410,000 320,000 90,000

　　　　 　松本武道祭賛助金収入 500,000 0 500,000

           功労会員会費収入 490,000 440,000 50,000

      ②　事業収入 7,210,000 5,145,936 2,064,064

　　　　   教室受講料収入 3,500,000 1,645,936 1,854,064

　　　　 　さわやかウォーキング参加料収入 160,000 0 160,000

　　　　 　生涯スポーツ指導者登録料 50,000 0 50,000

　　　　   指定管理分担金収入 3,500,000 3,500,000 0

　　　③　受託事業収入 12,430,000 4,283,340 8,146,660

　　　　 　市民体育大会受託事業収入 7,040,000 3,241,190 3,798,810

           市民体育大会参加料収入 4,500,000 1,042,150 3,457,850

         　市長杯争奪球技大会受託事業収入 890,000 0 890,000

　　　④　補助金等収入 21,760,000 20,628,403 1,131,597

         　事務局運営補助金収入 16,780,000 16,799,065 △ 19,065

         　市民スポーツ振興基金補助金収入 4,500,000 3,372,338 1,127,662

         　長野県スポーツ協会振興事業補助金収入 80,000 50,000 30,000

　　　　   toto助成金収入 400,000 407,000 △ 7,000

　　　⑤　スポーツ少年団収入 2,310,000 1,570,600 739,400

　　　　　 登録料収入 1,160,000 1,005,600 154,400

         　スポーツ少年団補助金収入 1,040,000 512,000 528,000

           会費収入 110,000 53,000 57,000

　　　⑥　加盟団体負担金収入 1,050,000 1,055,000 △ 5,000

　　　　 　競技・武道・レク団体負担金収入 700,000 705,000 △ 5,000

         　地区団体負担金収入 350,000 350,000 0

      ⑦　預り金収入 3,300,000 3,088,105 211,895

　　　　 　預り金収入 3,300,000 3,088,105 211,895

　　　⑧　雑収入 150,000 51,004 98,996

　　　　 　大型プリントサービス料 130,000 20,800 109,200

         　雑収入 20,000 30,204 △ 10,204

　　　　事業活動収入計 49,610,000 36,582,388 13,027,612

令和２年度

一般財団法人松本市スポーツ協会

　収支計算書　(附属明細書)　

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日)



科　　　　　目 予算額 決算額 差　異

　　2. 事業活動支出

　　　①　自主事業費支出 9,790,000 5,251,860 4,538,140

 　　　　　表彰費 400,000 236,320 163,680

 　　　　　生涯スポーツ振興事業費 520,000 39,759 480,241

 　　　　　スポーツ医科学事業費 30,000 658 29,342

 　　　　　合同集会費 780,000 11,119 768,881

 　　　　　広報活動費 580,000 528,330 51,670

 　　　　　松本武道祭費 550,000 25,596 524,404

　　　　 　功労会員関係費 250,000 36,720 213,280

 　　　　　レクリエーション祭費 10,000 2,131 7,869

 　　　　　教室事業費 3,460,000 2,004,666 1,455,334

 　　　　　委託費 3,180,000 2,366,561 813,439

 　　      国際大会等激励事業費 30,000 0 30,000

　　　②　受託事業費支出 12,300,000 4,283,340 8,016,660

 　　　　　市民体育大会・球技大会費 12,300,000 4,283,340 8,016,660

　　　③　補助金事業費支出 5,040,000 3,264,618 1,775,382

 　　　　　市民スポーツ振興基金事業費 5,000,000 3,251,008 1,748,992

　　　　 　手数料 40,000 13,610 26,390

　　　④　スポーツ少年団費支出 2,360,000 1,570,600 789,400

 　　　　　登録料 960,000 826,800 133,200

 　　　　　自主事業費 580,000 192,872 387,128

 　　　　　補助事業費 550,000 463,194 86,806

 　　　　　参加費 170,000 0 170,000

 　　　　　負担金支出 20,000 14,550 5,450

　　　　 　事務局費 80,000 73,184 6,816

　　　⑤　管理費支出 22,180,000 21,633,092 546,908

 　　　　　人件費 17,730,000 17,435,735 294,265

 　　　　　その他管理費 1,150,000 1,109,252 40,748

       　　預り金支出 3,300,000 3,088,105 211,895

　　　　事業活動支出計 51,670,000 36,003,510 15,666,490

        　事業活動収支差額 △ 2,060,000 578,878 △ 2,638,878

　Ⅱ　投資活動収支の部

　　1.　投資活動収入

　　　　 投資活動収入計 0 0 0

　　2.　投資活動支出

　　　　 投資活動支出計 0 0 0

        　投資活動収支差額 0 0 0

　Ⅲ　財務活動収支の部

　　1.　財務活動収入

　　　　 財務活動収入計 0 0 0

　　2.　財務活動支出

　　　　 財務活動支出計 0 0 0

           財務活動収支差額 0 0 0

　Ⅳ　予備費支出 2,060,000 0 2,060,000

           当期収支差額 0 578,878 △ 578,878

           前期繰越収支差額 8,870,000 13,449,871 △ 4,579,871

           次期繰越収支差額 6,810,000 14,028,749 △ 7,218,749



収支計算書に対する注記 

 

１．資金の範囲 

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。 

  なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。 

 

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 

(単位:円) 

科  目 前期末残高 当期末残高 

現 金 預 金 

未 収 金 

12,549,219 

1,039,943 

10,799,682 

3,404,528 

合  計 13,589,162 14,204,210 

未 払 金 

預り金 

14,185 

125,106 

82,756 

92,705 

合  計 139,291 175,461 

次期繰越収支差額 13,449,871 14,028,749 

 

 

附属明細書 

 

 附属明細書に記載すべき事項については、財務諸表に対する注記と同じ。 


