
(１)事業関係

月 日 曜日

11 6 土 第１回指導者研修会 スポーツ科学センター
1、障がい者を対象とした指導
２、スポーツの指導法について

7名

12 18 土 第２回指導者研修会 スポーツ科学センター
1、スポーツ指導者が確認しておき
たい目標設定について
２、スポーツの指導法について

６名

1 29 土 第３回指導者研修会 成田市中台体育館
１、中高年者向けの運動指導法
２、スポーツの指導法について

１０名

2 13 日 第４回指導者研修会
船橋市勤労市民セン
ター

1、スポーツ指導者が確認しておき
たい目標設定について
２、スポーツの指導法について

９名

(２)会議関係

月 日 曜日

4 23 金 会計監査及び四役会議 県スポーツ科学Ｃ 令和３年度会計監査
監事・会長・副会長・理事長・
副理事長

(3)その他

月 日 曜日

6 15 火 会費納入通知発送 令和３年度会員募集
会長・東部支部・南部支部　９
名

9 24 金 第1・２回義務研修発送 第１回・２回義務研修案内
理事長・副理事長・東部支
部・西部支部　5名

12 21 火 第３・4回義務研修発送 第３回・４回義務研修案内
副会長・副理事長　東部支
部・北部支部　９名

1 25 火 体協会報発送 体協会報発送準備
副会長・副理事長・東部支
部・北部支部　８名

令和３年度事業報告書

期　　　日
事業名 場　　所 内　　容 出席者(担当)

千葉県スポーツ指導者協議会

期　　　日
事業名 場　　所

県スポーツ科学Ｃ

期　　　日

内　　容 出席者(担当)

事業名 場　　所 内　　容 出席者(担当)



千葉県スポーツ指導者協議会

収入の部 (単位円)

予算額 決算額 増　　減 説　　明

1,600,000 1,572,000 -28,000 786名×2,000円

200,000 200,000 0 県スポーツ協会

753,474 753,474 0 銀行750,858円　郵便局2,616円

10 4 -6 銀行利子

2,553,484 2,525,478 -28,006

支出の部

予算額 決算額 増　　減 説　　明

15,000 1,600 13,400 四役会、理事会、発送作業部屋代

150,000 51,560 98,440 会議、研修会参加交通費

事業費 165,000 30,800 134,200

研修費 55,000 0 55,000

全国、ブロック 30,000 0 30,000

表彰費 80,000 30,800 49,200 県表彰者楯代

100,000 60,131 39,869 大小封筒作成代

10,000 0 10,000

600,000 465,993 134,007 葉書、郵送料、ホームページ更新代

850,000 765,220 84,780 各種発送作業手当、事務局人件費

320,000 306,500 13,500 支部への活動助成金500円/1名

5,000 0 5,000

10,000 0 10,000

150,000 146,636 3,364 会費振込手数料・銀行振込手数料

178,484 0 178,484

2,553,484 1,828,440 725,044

収入総額

支出総額 １,８２８,４４０円

差　　　引 ６９７,０３８円は翌年度に繰り越します。(銀行６９１,１３３円　郵便局５,９０５円)

※令和３年度会費納入者７８６名

　　　内訳(東部６３名、南部７５名、西部３１７名、北部１４３名、中部１７１名、他県１7名)

合　　　計

科　　　目

令和３年度決算書

会　　　　費

助　成　金

繰　越　金

雑　収　入

科　　　目

会議費

旅　費

消耗品費

印刷製本費

予備費

合　　計

通信費

人件費

活動費

修繕費

備品費

雑　費

２,５２５,４７８円



(１)事業関係

月 日 曜日

１０ 22 土 南部支部研修会 富津市市民会館
スロー筋トレで元気に
エイジング

南部支部

１１ 5 土
第１回千葉県スポーツ
指導者研修会

県スポーツ科学Ｃ 未定 全役員

１２
全国スポーツ指導者
連絡会議

TKPガーデンシティ
品川

令和４年度都道府県スポーツ
指導者研修会について

会長

１２ 全国研修会・表彰式
TKPガーデンシティ
品川

基調講演・表彰式 四役

１２ 17 土
第２回千葉県スポーツ
指導者研修会

県スポーツ科学Ｃ 未定 東部支部・南部支部・中部市部

１ 14 土
第３回千葉県スポーツ
指導者研修会

船橋アリーナ 未定 西部支部

２ 11 日
第４回千葉県スポーツ
指導者研修会

成田市中台体育館 未定 北部支部

月 日 曜日

22 金 会計監査 県スポーツ科学Ｃ 令和３年度会計監査 監事・会長・理事長

22 金 四役会 県スポーツ科学Ｃ 定期総会資料確認 四役

5 27 金 定期総会 県スポーツ科学Ｃ 全役員・理事

11 理事会 県スポーツ科学Ｃ 未定 理事

月 日 曜日

6 14 火 会費納入通知発送 県スポーツ科学Ｃ 令和４年度会員募集 会長・副会長・東部支部・南部支部

9 13 火
第1・２回千葉県スポーツ
指導者研修会案内発送

県スポーツ科学Ｃ
第1・２回千葉県スポーツ指導
者研修会案内書発送

会長・理事長・副理事長・中部支
部・西部支部

12 13 火
第３・４回千葉県スポーツ
指導者研修会案内発送

県スポーツ科学Ｃ
第３・４回千葉県スポーツ指導
者研修会案内書発送

副会長・副理事長・北部支部
西部支部

1 24 火 体協会報発送 県スポーツ科学Ｃ 会報発送
会長・副会長・副理事長・北部支
部・東部支部

4

内　　容 出席者(担当)

(３)その他

期　　　日

事業名 場　　所 内　　容 出席者(担当)

(２)会議関係

期　　　日

事業名 場　　所

未定

未定

令和４年度事業別計画

千葉県スポーツ指導者協議会

期　　　日

事業名 場　　所 内　　容 出席者(担当)



千葉県スポーツ指導者協議会

収入の部 (単位円)

４年度予算額 ３年度予算額 増　　減 説　　　　　　　明

1,600,000 1,600,000 0 800名×2,000円

200,000 200,000 0 県スポーツ協会

697,038 753,474 -56,436 銀行691,133円　郵便局5,905円

10 10 0 利息

2,497,048 2,553,484 -56,436

支出の部

４年度予算額 ３年度予算額 増　　減 説　　明

15,000 15,000 0 総会、四役会、理事会、発送作業等部屋代

150,000 150,000 0 会議、研修会参加交通費

165,000 165,000 0

研修費 55,000 55,000 0 義務研修会役員昼食代

全国・ブロック 30,000 30,000 0 全国研修会、関東ブロック年会費負担金

表彰費 80,000 80,000 0 全国表彰者交通費・県表彰者楯代

100,000 100,000 0 大小封筒作成代

10,000 10,000 0 リーフレット等印刷代

600,000 600,000 0 葉書、郵送料、ホームページ更新代

850,000 850,000 0 発送作業手当、事務局人件費

320,000 320,000 0 支部への活動助成金500/1名

5,000 5,000 0 事務機器メンテナンス

10,000 10,000 0 事務機器

150,000 150,000 0 会費振込手数料、銀行振込手数料

122,048 178,484 -56,436

2,497,048 2,553,484 -56,436

令和４年度予算書

科　　　目

会　　　　費

助　成　金

雑　収　入

消耗品費

旅　費

事業費

繰　越　金

科　　　目

会議費

合　　　計

雑　費

予備費

合　　計

印刷製本費

通信費

修繕費

備品費

人件費

活動費




