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１. 2021 年度 夏合宿 会計報告 

                                                              

 

 

 

 

 

(単位：円）

 

月日 摘要 収入 支出 残高

前年度繰越金 862 862 

7/22 参加費　       6年　 　@35,000×10名 350,000 350,862 

7/22 　　　　　　5年　 　@35,000×4名 140,000 490,862 

7/22 　　　　　　4年　　 @35,000×2名 70,000 560,862 

7/22 　　　　　　コーチ　@10,000×4名 40,000 600,862 

7/22 　　　　　　父母    @10,000×2名 20,000 620,862 

7/24 顧問の松尾さんより寄付 5,000 625,862 

7/29 宿へ振込 369,490 256,372 

7/31 バス会社へ振込 177,320 79,052 

8/3 ポカリ粉末１箱、塩分タブレット、ポリ袋、部屋用ベープ　(クリエイト） 1,629 77,423 

8/6 ふりかけ個装  　（サンワ） 416 77,007 

8/6 ポカリ粉末２箱、虫刺され強力塗り薬　（マツキヨ） 1,828 75,179 

8/8 宿用手土産、行きバス運転手お菓子　（いなぎペアテラス） 1,601 73,578 

8/8 ポカリ（1.5ℓ）２本、行き用バス運転手・コーチ飲料（サンワ） 871 72,707 

8/10 松尾 さん,篠原さん,松田さん,小林さんへ差入れお礼、バス運転手さんへ（道の駅小淵沢) 4,795 67,912 

8/10 服部コーチへ差し入れお礼（道の駅小淵沢） 864 67,048 

8/10 食事用梅干し、試合用干し梅、コーチ用コーヒー（クスリのサンロード） 2,343 64,705 

8/11 宿へ１日目お弁当追加分と消費税相殺分差額支払い 6,490 58,215 

8/11 コーチ・バス運転手さんへ自販機でアイスコーヒー（釈迦堂PA）@150×4 600 57,615 

9/2 参加者へ返金　子供　＠3,000×15名 45,000 12,615 

9/2 金井 新くんへ返金　（９日夕方帰宅のため）　＠6,000×1名 6,000 6,615 

9/2 参加者へ返金      コーチ・父母　＠1,000×6名 6,000 615 

615 

次年度へ繰越し 625,862 625,247 615 

現金



２． 2021 年度 決算報告 

 

収入の部 

  （単位：円） 

項目 金額 内訳 

会費 890,600 
前期会費 参考:小学生在籍者 44 人 407,400 

後期会費 参考:小学生在籍者 52 人 483,200 

入会金 28,000 2,000 円×14 人 

スポーツ保険 46,400 800 円×58 人 

選手登録費 34,000 2021 年度分 4 人／2022 年度分 30 人 

大会参加費 25,000 長峰招待 5000 円×5 チーム 

大会参加費戻入 5,000 ムスタング 6 年生 

その他戻入 14,727 6 年生卒団費返金 

雑収入 14 受取利子 

当期収入  （Ａ） 1,043,741   

前期繰越金 （Ｂ） 1,212,725   

合計（Ａ）＋（Ｂ） 2,256,466   
    
    

支出の部   （単位:円) 

項目 金額 内訳 

会費返金 14,400 
前期会費返金 0 

後期会費返金（3 ヵ月分 4,800 円×3 名分) 14,400 

登録･連盟費･活動費 31,000 

イナトレ協力金 14,000 

2022 年度 稲城市サッカー連盟加盟費 15,000 

体育館空調利用カード代 2,000 

選手登録料 4,000 
2021 年度 11 ブロック選手登録費 4 名分 4,000 

2022 年度 11 ブロック選手登録費 0 

選手登録費返金 4,000 4 名分   

大会参加費 89,500 

稲城市サッカー連盟大会 

(稲城市会長杯／稲城招待／PG リーグ／ジュニア大会／市民体

育大会) 

48,500 

その他大会 

(ムスタング･本宿･南陽台･梨花･稲城 SSS 招待／長峰 VF 卒業記

念) 

41,000 

2021 年度 11 ブロック大会 0 

スポーツ保険 82,050 

2021 年度 新入部員 800 円×15 人 12,000 

2022 年度 部員 800 円×38 人 30,400 

2022 年度 コーチ 1850 円×21 人 38,850 

事務関係費 10,279 事務用品・インク代・印刷代   

コーチ関係費 121,216 
指導者養成講習費及び登録更新費 19,049 

審判員講習費及び登録更新費 36,923 



交通費 1,200 

弁当飲み物代 6,044 

帯同費 (1 回 500 円) 58,000 

大会運営費 179,551 

蹴り納め 68,595 

長峰招待 65,154 

会長杯 45,802 

備品 12,136 石灰・倉庫鍵・キーパグローブ代等   

薬代 15,659 新型コロナウイルス感染症予防用品等   

学年費 10,000 1,000 円×5 学年×2 回分(前期・後期)   

ホームページ運営費 33,000     

6 年生卒団記念品関連 100,000     

部員募集費 0     

電報代 5,764     

通信費 163 切手代･FAX 送信代   

雑費 5,344 手数料等   

当期支出  （Ｃ） 718,062     

次年度繰越金（Ｄ） 1,538,404     

合計（Ｃ）＋（Ｄ） 2,256,466     

 

 

 

 

 

  



 

 

２０２１年度収支決算監査報告 

 

 

 

 

 

 

長峰フットボールクラブ父母の会、2021年度の 

監査にあたり、関係帳簿、関係証票を審査した結果、 

その経理は適正なものと認めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 4月 15日 

 長峰フットボールクラブ父母の会 

会計監査  大矢 真美 

  



４．2022 年度 長峰フットボールクラブ 予算 

 

収入の部     （単位:円） 

項目 2022 年度 2021 年度 前期比 内訳 

会費 729,600 890,600 ▲161,000 

1 ヵ月 1,600 円×12 ヵ月×38 人 

【参考】 

2022/4/1 在籍者 39 人(うちキンダー1 名) 

入会金 20,000 28,000 ▲8,000 2,000 円×10 人 

スポーツ保険 31,200 46,400 ▲15,200 800 円×39 人 

選手登録費 8,700 34,000 ▲25,300 

300 円×29 人 

【参考】 

在籍者 2 年～5 年生 29 人 

2022 年度より 1,000 円→300 円に変更 

大会参加費 25,000 25,000 0  長峰招待 5,000 円×5 チーム 

大会参加費戻入 0 5,000 ▲5,000   

その他戻入 0 14,727 ▲14,727   

雑収入 14 14 0  受取利子 

当期収入（Ａ） 814,514 1,043,741 ▲229,227   

前期繰越金（Ｂ） 1,538,404 1,212,725 325,679    

合計（Ａ）＋（Ｂ） 2,352,918 2,256,466 96,452    

        
      

支出の部     （単位:円） 

項目 2022 年度 2021 年度 前期比 内訳   

選手登録費 7,500  4,000  3,500  
2022 年度 11 ブロック選手登録費 

300 円×25 人 (3 年～6 年生 25 人) 
  

登録・連盟費・ 

活動費 
55,500  31,000  24,500  

イナトレ協力金 14,000  

2023 年度 稲城市サッカー連盟加盟金 15,000  

体育館空調利用カード代 2,000  

2023 年度 トレセン協力金 2,500  

2023 年度 11 ブロックチーム登録料 9,000  

2023 年度 11 ブロック運営費 8,000  

2023 年度 東京都少年サッカー連盟運

営費 
5,000  

大会参加費 110,000  89,500  20,500  

11 ブロック大会 

(リハウス全日本/JA 杯/ハトマーク/    

TOMAS 交流会) 

35,000  



稲城市サッカー連盟大会 

(稲城市会長杯/稲城招待/PG リーグ/ 

ジュニア大会/市民体育大会) 

45,000  

その他大会 30,000  

スポーツ保険 78,050  82,050  ▲4,000 

2022 年度 新入部員 800 円×10 人 8,000  

2022 年度 部員 800 円×39 人 31,200  

2022 年度 コーチ 1,850×21 人 38,850  

事務関係費 12,000  10,279  1,721  事務用品・インク代・印刷代   

コーチ関係費 190,000  121,216  68,784  

指導者養成講習費及び登録更新費 50,000  

審判員講習費及び登録更新費 50,000  

交通費・駐車料金 10,000  

弁当飲み物代 10,000  

帯同費 (1 回 500 円) 70,000  

大会運営費 200,000  179,551  20,449  蹴り納め・長峰招待・会長杯   

備品代 250,000  12,136  237,864  ユニフォーム代･石灰・倉庫鍵等   

薬代 50,000  15,659  34,341  
消毒液･ハンドソープ･非接触体温計等感

染症予防用品 
  

学年費 12,000  10,000  2,000  
1000 円×6 学年×2(前期･後期) 

(2022 年度より 1 年生も学年担当導入) 
  

ホームページ運営費 33,000  33,000  0      

6 年生卒団記念品関連 60,000  100,000  ▲40,000     

部員募集費 5,000  0  5,000  部員募集ポスター・チラシ作製費   

電報代 5,000  5,764  ▲764     

通信費 200  163  37  切手代･FAX 送信費   

雑費 30,000  5,344  24,656  振込手数料・慶弔費等   

会費返金等 0  18,400  ▲18,400     

当期支出  （Ｃ） 1,098,250  718,062  380,188    

次年度繰越金（Ｄ） 1,254,668  1,538,404  ▲283,736   

合計（Ｃ）＋（Ｄ） 2,352,918  2,256,466  96,452    

        各項目の流用を認める 

単年度収支 

（Ａ）－（Ｃ） 
▲283,736 325,679  ▲609,415   

 

 

 

 

 



５．2022 年度 新役員・新会計監査承認 

  

会長 藤原 幸作 ６年 

副会長 西谷 淑子 ４年 

広報 清水 祐子 ５年 

会計 松平 あゆみ ２年 

会計 上野 奈央子 ３年 

会計監査 中村 千佐子 ５年 

 

６．2022 年度 学年担当紹介 

６年 今村 ゆかり   

５年 近藤 久美子・本吉 仁美 

４年 川鍋 真紀子 

３年 大塚 慶子 

２年 笠 舞 

１年 上野 奈央子 

 

７．2022 年度 代表・顧問・相談役・コーチ紹介 

代表・監督 白田 篤 

顧問 松尾 浩一 

相談役 服部 進 

 カテゴリー 学年 コーチ 

U-12 6 年生 

6深町 太郎、5渡辺 克己、4芹澤 基己 

白田 篤 

菊池 智秀 

小久保 忠直 

鈴木 一成 

杉山 準 

岩間 直樹 

U-11 5 年生 

U-10 4 年生 

U-9 3 年生 *渡部 繁也、安部 豊 

U-8 2 年生 

*有野 昌一、伊藤 竜次 U-7 1 年生 

U-6 年長・年中 

ナイター 体育館練習 
*服部 進、白田 篤、楢崎 佑馬  

山西 薫雄、坂入 浄治 

審判部 *熊澤 登志也、大塚 慶子、鈴木 宏典 

敬称略、*印、数字：カテゴリー、学年のリーダー 

 



８．2022 年度 活動計画 

 

2022 年度も選手、父母、スタッフ、指導者、長峰フットボールクラブにかかわる皆さんの健康、安

全を最優先に新型コロナウィルス感染症対策を徹底して活動をしてまいります。 

皆様におかれましては感染症ガイドラインの内容をご理解いただき、活動への参加をご判断いただき

ますようにお願い申し上げます。 

また、本総会でご提案を差上げる長峰フットボールクラブ年間活動計画案は 11 ブロック（稲城市、

多摩市、町田市）の 2022 年度年間行事予定案(20220320 版)と稲城市サッカー連盟少年部グランド

前期予定(20220413 版)に基づいて作成をしております。 

今後の国や東京都からの緊急事態宣言（それに準ずる要請）の発令や稲城市体育施設の開放状況や天

候、グランド状況によって変更になる可能性がある事をご理解ください。 

また、2022 年度の夏合宿について新型コロナウィルス感染症の状況や各種ガイドイラインに基づ

いて協議を継続しております。来月以降に協議の結果を皆様へお知らせしたいと考えております。 

今暫くお待ちいただけますでしょうか。 

 

稲城市及びサッカー連盟の通達やガイドライン 

 

⚫ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うスポーツ施設使用のお知らせ(2022 年 3 月 22 日更新) 

参考 URL：https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/sports/oshirase/kaihouchuushi.html 

⚫ スポーツ施設利用にあたっての利用ルール(令和 3 年 10 月 25 日以降) 

参考 URL：https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/sports/oshirase/kaihouchuushi.files/rulu10.pdf 

⚫ 学校体育施設の団体解放(2022 年 3 月 10 日更新) 

参考 URL：

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/gakko_kyoiku/gakkoutaiikusisetu/dantaikaihou.html  

⚫ 校庭・体育館・クラブハウスの開放事業を利用される方へ（改訂 4 版） 

参考 URL：

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/gakko_kyoiku/gakkoutaiikusisetu/dantaikaihou.files/taiikus

hiseturiyou.pdf 

⚫ （公財）日本サッカー協会（JFA)  

参考 URL：https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.html 

⚫ JFA サッカー活動の再開に向けたガイドライン第 10 版(2021 年 12 月 22 日作成) 

参考 URL：https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.pdf?1222 

⚫ （公財）東京都サッカー協会東京都少年サッカー連盟 

参考 URL：http://www.u12tfa.jp/ 

⚫ 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

参考 URL：http://www.u12tfa.jp/top/tutatu_20200531.pdf 

 

2022 年度もコロナ禍での活動にご理解、ご協力の程をよろしくお願い申し上げます。 

 

長峰フットボールクラブ 代表・監督 白田 篤 

 

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/sports/oshirase/kaihouchuushi.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/gakko_kyoiku/gakkoutaiikusisetu/dantaikaihou.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/gakko_kyoiku/gakkoutaiikusisetu/dantaikaihou.files/taiikushiseturiyou.pdf
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/gakko_kyoiku/gakkoutaiikusisetu/dantaikaihou.files/taiikushiseturiyou.pdf
https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.html
https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.pdf?1222
http://www.u12tfa.jp/
http://www.u12tfa.jp/top/tutatu_20200531.pdf


 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

９．2022 年度 父母の会規定 

 

   

 
長峰フットボールクラブ父母の会規程 

 

   

第１条(名称) 本会は長峰フットボールクラブ父母の会(通称 NFC サポーターの会)と称する。 

設立年月日 1998 年 2 月 1 日設立 

 

第２条(事務局) 本会の事務局は会長(第 6 条参照)宅に置く。 

 

第３条(目的) 本会は長峰フットボールクラブ(以下 NFC)の「サッカーを心から楽しみ、単に勝負の

みにこだわるのではなく、部員個々の技術を高め、結果として各自がチームプレー

によって協調性を学ぶ」という目的を理解し、その活動を支援し会員相互およびコ

ーチ陣との親睦を図ることを目的とする。 

 

第４条(会員の資格) 本会員は、NFC に在籍する幼児、小学生の保護者とする。 

 

第５条(事業) 第３条の目的達成のため、次の事業を行う。 

(1) 練習、試合等子供たちが支障なくサッカーに打ち込める環境をつくる。 

(2) その他、本会が必要と認めた事業。 

 

第６条(役員) (1) 本会は次の役員をおく。 

 顧問 若干名 

 会長 1 名 

  （本会を代表し、会務を総括する） 

 副会長 １名 

  

広報 

（会長を補佐し、会長に事由があるときにはこれを代行する） 

1 名  

（ホームページ更新、資料作成を担当する） 

 会計 2 名 

  （予算の立案、出納およびその他の会計事務をつかさどる） 

 監査人 1 名 

  （会計を監査する） 

 学年担当 各学年１～２名程度(各学年の話し合いによるところ) 

  （試合における参加と応援の組織化を行う） 

(2) 役員の任期は１年とし、持ち回りとする。 

ただし、再任は防げない。 



(3) 会長、副会長、広報、会計の選出は各学年(１年生の父母は除く、)から１名ず

つ選出する。但し、その年の各学年の部員数に応じてその限りでは無い。 

 

 

  

第７条(総会) 総会を年に１度開催し、出席者の過半数を持って議決とする。 

可否同数の場合は議長裁定による。 

総会は次の事項を審議、決定する。 

(1) 事業報告および事業計画に関する事項 

(2) 役員の選出に関する事項 

(3) 決算および予算に関する事項 

(4) 規程の改廃に関する事項 

(5) その他、本会に関する事項 

 

第８条(役員会) 必要に応じて会長が召集し、開催する。 

 

第９条(経理) (1) 会費は NFC に在籍するもの一人につき入会金 2,000 円、会費月額 1,500 円（幼

児は無料）を納めなければならない。 

但し、再入会の場合は入会金 2,000 円を免除する。 

2021 年度以降当面の間は、新型コロナウイルス感染対策費用として、2021 年

4 月から、会費月額を 100 円増額し 1,600 円（幼児は無料）とする。   

(2) 運営費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

(3) 会計年度は毎年 4 月１日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。 

(4) 決算は監査人の監査を終えて、総会の承認を得なければならない。 

運営費が不足または不足が見込まれる場合、特別会費として役員会の承認の上、年

度途中に徴収することがある。 

 

第１０条(慶弔金等) (1) 本会の会員及び長峰フットボールクラブの監督・コーチ・部員等が結婚・死亡

又は傷病により長期の入院をした時には、慶弔金を支給することができる。 

(2) その他必要と認められる場合は、会長及び役員の協議により支給することが

できる。 

(3) 支給額については、会長及び役員の協議により決定する。但し、支給額は 1 万

円を上限とし、その範囲内とする。 

 

第１１条(附則) 運営に関する必要事項は別に附則として定めることが出来る。 

本会の規程は 1998 年 2 月 1 日から施行する。 

 1999 年 4 月 11 日 改定 

2000 年 4 月 16 日 改定 

2001 年 9 月 22 日 一部改定 

2002 年 4 月 6 日 一部改定 

2003 年 4 月 5 日 一部改定 

2004 年 4 月 3 日 一部改定 

2007 年 4 月 15 日 一部改定 



2008 年 4 月 13 日 一部改定 

2014 年 4 月 13 日 一部改定 

2015 年 4 月 11 日 一部改定 

2016 年 4 月 16 日 一部改定 

2020 年 7 月 18 日   一部改定 

2021 年 4 月 24 日   一部改定 

2022 年 4 月 23 日   一部改訂 

 


