
  

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 

 

三ケ地区体育協会 

総      会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   時  平成３１年４月１３日（土） 

午後７時～ 

場   所  三ケコミュニティセンター大集会室 



  

 

総 会 次 第 

 

 

１ 開会のことば 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

４ 議事 

第 1号議案  平成３０年度事業報告について 

第 2号議案  平成３０年度収支決算報告について 

       監査報告 

第 3号議案  役員改選について 

第 4号議案  平成３１年度事業計画（案）について 

第 5号議案  平成３１年度収支予算（案）について  

         

  ５ 議長退任 

  ６ 来賓あいさつ 

  ７ 閉会のことば 

 



第１号議案 

 平成３０年度事業報告 
 

三ケ地区体育協会 

月 日 事業名（大会・研修会等） 場 所 備 考 

4/14（土） 総会・第１回役員会 三ケコミュニティセンター 役員・体育委員 

4/22（日） 射水市スポーツフェスタ総合開会式 ｱﾙﾋﾞｽ総合体育ｾﾝﾀｰ 役員 

5/11（金） 第２回役員会 三ケコミュニティセンター 役員 

5/18（金） 第３回役員会兼地域振興会体育部会 三ケコミュニティセンター 役員・体育部会 

5/19（土） まつり広場 三ケコミュニティセンター 役員 

6/ 9（土） 第４回役員会 三ケコミュニティセンター 役員 

6/17（日） 
三ケ住民レクリエーション大会 

 （地域振興会体育部会事業） 
ｱﾙﾋﾞｽ総合体育ｾﾝﾀｰ 住民 

7/27（金） 第５回役員会 三ケコミュニティセンター 住民 

8/12（日） 夏まつり（みこし・藤井右門祭） 下条川沿い 住民 

9/21（金） 第６回役員会兼地域振興会体育部会 三ケコミュニティセンター 役員・体育部会 

9/30（日） 
三ケ住民歩こう会 

 （地域振興会体育部会事業） 
三ケコミュニティセンター 住民 

10/28（日） 富山マラソン協力 射水市内 役員 

11/ 9（金） 第７回役員会 三ケコミュニティセンター 役員 

11/11（日） 富山県駅伝競走大会協力 射水市内 役員 

11/18（日） 三ケ住民交流カローリング大会 三ケコミュニティセンター 住民 

11/29（木） 第８回役員会兼地域振興会体育部会 三ケコミュニティセンター 役員・体育部会 

1/25（金） 第９回役員会 三ケコミュニティセンター 役員 

2/ 3（日） 
三ケ住民ボウリング大会 

 （地域振興会体育部会事業） 
クアトロブーム 住民 

3/10（日） 会計監査 三ケコミュニティセンター 監事 

3/19（火） 第１０回理事会兼地域振興会体育部会 三ケコミュニティセンター 役員・体育部会 

 



第２号議案

【収入】 単位：円

科　　　目 予算額 決算額

　前年度繰越金 345,259 345,259

　助成金 830,000 830,000
三ケ自治会
三ケ地域振興会
市体協補助金

400,000
400,000
30,000

　事業参加費 80,000 85,800 事業参加費

　雑収入 741 2,404
預金利息
県駅伝

　　4
2,400

　合　　　計 1,256,000 1,263,463

【支出】 単位：円

科　　　目 予算額 決算額

　負担金 50,000 50,000

　事務・通信費 20,000 25,900

総会・会議費 55,835

住民ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 334,239

歩こう会 72,906

カローリング 16,583

ボウリング大会 184,780

その他 74,079

　予備費 40,000 55,100

　次年度繰越金 0 394,041

　合　　　計 1,256,000 1,263,463

平成30年度　三ケ地区体育協会収支決算報告書

摘　　　　　要

内　　　訳

市スポーツ推進委員協議会会費

慶弔費、スポーツ推進委員ユニフォーム代

ハガキ代・印刷代

1,146,000　事業費 738,422





第３号議案 

平成３１年度三ケ体協 体育委員・役員名簿（案） 

組名 町 名 体    育    委    員 

１組 

水 上 赤江  修 皆元久美子   

西 町 池田 順一 長井 拓也 竹腰 浩美  

住吉町 竹内  順 澤  克久   

水源町 真野 加代 中村香央里   

上新町 松長  健 林  幸男 堀田 紀子 稲垣 聡子 

諏訪町 梅川 雅之 梅川今日子   

新富町 宮原 真吾 串田志津代   

白銀町 白石 勝広 津沢 幹夫 表  史緒  

２組 

伊勢領 
野田  満 川腰 博之 本田 篤司 豊田 正史 

池田  真 松本 卓大   

一番町 二瀬 基之 坂田 則幸 老田由美子 畑 由紀子 

夢美野 江守龍一郎 湊  輝男   

錦 町 島田 秀廣 下条 哲也 青井さゆみ  

３組 

初音町 高木 則彦 江川 清美   

本中町 白石 伸治 水上奈津子   

常盤町 田中  充 津田 知彦 津田 亜美  

田 町 高橋   誠 小椋 直行   

新三ケ 多賀 隆晴 潟渕 清一 表 真理子  

高 寺 
宮城 美和 東  拓弥 田中 克典 竹内 祐一 

本林美代子 二俣 香代   

愛 宕 大森  智 稲田豊喜雄   

 

役員 
      

 

スポーツ推進委員 

 会 長 横堀  宏   理 事 水野 雄一  杉岡  毅   

 副会長 三加  進   理 事 砂原いづみ  砂原いづみ   

 副会長 板山 浩一   理 事 堀川みどり  高畑 義広   

 副会長 杉岡  毅   理 事 竹内 京子  村井 百恵   

 副会長 吉田 考志   理 事 川腰 康子  橋詰  諒   

 事務局長 作道 賢次   理 事 村井 百恵  射水市体育協会   

 副事務局長 橋詰  諒   理 事 竹内 祐一  朽木 伸吾 評議員  

 会 計 沖田 貴志   理 事 朽木 伸吾  監 査   

 副会計 松原 和広   理 事 片山 祐美子  柳瀬 三郎  

 理 事 森  一也  ※ 理 事 中川 裕美  高瀬 鉄昭 地域振興会 

 理 事 久々  豊      相談役  

 理 事 高畑 義広      永森 直人  

 理 事 島  宏和      伊勢  司  

 理 事 角谷 和幸      中村 文隆  

 理 事 宮原 繁一        

※児童クラブ 



第４号議案 

 平成３１年度事業計画（案） 
 

三ケ地区体育協会 

月 日 事業名（大会・研修会等） 場 所 備 考 

4/13（土） 総会 三ケコミュニティセンター 役員・体育委員 

4/21（日） 射水市スポーツフェスタ総合開会式 ｱｲｼﾝ軽金属ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 役員 

5/18（土） まつり広場 三ケコミュニティセンター 役員 

6/23（日） 
三ケ住民レクリエーション大会 

 （地域振興会体育部会事業） 
ｱﾙﾋﾞｽ総合体育ｾﾝﾀｰ 住民 

8/11（日） 下条川夏まつり・みこし祭り 下条川沿い 住民 

9月～10月 
三ケ住民歩こう会 

 （地域振興会体育部会事業） 
未定 住民 

10/27（日） 富山マラソン協力 射水市内 役員 

11/10（日） 富山県駅伝競走大会協力 射水市内 役員 

11月 三ケ住民交流カローリング大会 三ケコミュニティセンター 住民 

2/16（日） 
三ケ住民ボウリング大会 

 （地域振興会体育部会事業） 
クアトロブーム 住民 

3月上旬 来年度事業計画（案）等作成 三ケコミュニティセンター 役員 

3月下旬 会計監査 三ケコミュニティセンター 監事 

3月下旬 
事業報告・決算報告・事業計画・予算案

作成 
三ケコミュニティセンター 役員 

 



第５号議案

【収入】 単位：円

科　　　目 Ｈ３１年度予算額 Ｈ３０年度予算額

　前年度繰越金 394,041 345,259

　助成金 830,000 830,000
三ケ自治会
三ケ地域振興会
市体協補助金

400,000円
400,000円
30,000円

　事業参加費 80,000 80,000 事業参加費

　雑収入 2,959 741 預金利息等

　合　　　計 1,307,000 1,256,000

【支出】 単位：円

科　　　目 Ｈ３１年度予算額 Ｈ３０年度予算額

　負担金 50,000 50,000

　事務・通信費 27,000 20,000

　事業費 1,190,000 1,146,000

総会・会議費
歩こう会
住民ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
ボウリング大会
カローリング
その他

100,000円
100,000円
400,000円
200,000円
100,000円
290,000円

　予備費 40,000 40,000

　合　　　計 1,307,000 1,256,000

平成３１年度　三ケ地区体育協会収支予算（案）

摘　　　　　要

内　　　訳

市スポーツ推進委員協議会会費

慶弔費他

ハガキ、印刷代



  

三ケ体育協会規約 

 

（名称） 

第１条 本協会は、射水市三ケ地区体育協会（三ケ体育協会）と称する。 

 

（組織と運営） 

第２条 本協会は、射水市体育協会及び三ケ地域振興会に所属する団体として、射水市三ケ地区の住民又は

本協会の趣旨に賛同する者をもって組織し、理事及び体育委員により運営する。 

 

（目的） 

第３条 本協会は、スポーツを普及振興し、市民の健康と体力の増進に寄与すると共に、市民相互の親睦と

相互援助を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１)  競技会、講習会その他体育スポーツに関する各種行事の開催および協力 

(２)  スポーツ意識高揚の為の広報活動 

(３)  体育スポーツの指導及び指導者の養成と研修 

(４)  その他、本協会の目的達成に必要と認められる事業 

 

（事務所） 

第５条 本協会の事務所は、三ケコミュニティセンター内に置く。   

 

（会計及び会計年度） 

第６条 本協会の経費は、助成金、協賛金・主催事業会費、その他の収入をもってあてる。本協会の会計年

度は、毎年 4月 1日より翌年 3月末日とする。 

 

（役員及び任期） 

第７条 本協会に次の役員を置き、任期は２年間とする。必要に応じて相談役を置くことができる。役員の

再任・兼任は妨げないが、会長は兼任できないものとする。 

 会長１名、副会長 若干名、事務局長１名、副事務局長１名、会計１名、副会計１名、理事 若干名、 

スポーツ推進委員５名、監査 若干名、この他、射水市体育協会の評議員１名を役員から選任する。 

     

（役員及び体育委員の選出） 

第８条 会長は、三ケ地区の住民であり、役員会で推挙され総会において承認されなければならない。 

副会長・事務局長・副事務局長、会計、副会計、監査及び他の理事は、会長が任命する。体育委員は、各

町内の規約に従い選任される。 

 会長は、各年度の体育委員より若干名の推進委員を任命できる。この場合、任期は 1年とする。 

 スポーツ推進委員は別に定める。 

 

（役員の主な任務） 

第９条 役員の主な任務は次のとおりとする。 

会  長：各事業の指揮及び総会の召集など、本協会を代表し、本協会の全般を統括する。 

副 会 長：会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。 

事務局長：年間事業計画、予算案、各種案内の作成など、事務処理を行う。 

副事務局長：事務局長を補佐し、円滑な事務処理を遂行する。 

会  計：本会の会計事務をつかさどる。  

副 会 計：会計を補佐し、円滑な会計処理を遂行する。 

理  事：役員会の会務を掌理する。  



  

推進委員：役員を補佐し、体育委員との連携を図る。役員会に出席する。 

監  査：本会の監査にあたる。 

 

（会議） 

第１０条 この会に次の会議をおく。 

  (１) 総会 

  (２) 役員会 

 

（総会） 

第１１条 総会は、役員及び各町内より選出された体育委員によって構成され、会長が召集する。総会は、

本協会の最高決議機関であり、構成員の 1／２以上の出席を持って成立する(委任状含む)。総会の議決は、

出席者の過半数をもって決するものとする。総会の議長は、会長が行う。 

 

（役員会） 

第１２条 役員会は、役員及び推進委員により構成され、必要に応じ会長が召集し、議長となり次の事項を

審議する。 

  (１) 総会提出議案の審議及び会務の運営に関する業務 

  (２) その他必要と認める事項 

 

（規約の改正） 

第１３条 規約改正が必要な場合は、役員会で審議し、総会で承認を得なければならない。 

 

 

２００１年４月 制定 

２００８年４月 改定 

２０１０年４月 改定 

２０１１年４月 改定 

２０１２年４月 改定 

２０１５年４月 改定 

２０１８年４月 改定 



【参考資料】平成３０年度事業写真 

 

  

まつり広場 三ケ住民レクリエーション大会 

 

 

夏まつり 三ケ住民歩こう会 

 

 

三ケ住民交流カローリング大会 三ケ住民ボウリング大会 

 


