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【総合型地域スポーツクラブとは】 

総合型地域スポーツクラブは、生涯にわたってスポーツに親しめる環境を全国の身近な地域に整えると

ともに、「住民主体」によって運営されるシステムを志向している。この総合型クラブは、これまでの「学

校体育」と「企業スポーツ」を中心に発展してきた我が国のスポーツ環境を大きく転換させるのみなら

ず、「住民主体」によって地域スポーツの推進を図ろうとする新たな試みであり、運営に係る地域住民の

主体的な参画を通じて、公正で福祉豊かな地域社会の構築においても重要な意義を有するものである。 

平成 24（2012）年 7月 1日現在（文部科学省調査／同年 8 月公表）、国の総合型クラブの育成数が 3,396 

を数えるとともに、全国の各市区町村において少なくとも１つは総合型クラブを育成している割合が

78.2%にまで至っている。 

文部科学省では、平成 23（2011）年に、これまでの「スポーツ振興法」を全面的に改正した「スポーツ

基本法」を公布・施行するとともに、平成 24（2012）年 3 月には、今後 10年間程度を見通した国のス

ポーツ推進に関する基本方針及び施策を明記した「スポーツ基本計画」を策定した。「スポーツ基本法」

の第 21 条では、「国及び地方公共団体は、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツ振興のため

の事業への支援（中略）その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない」とされており、また、

「スポーツ基本計画」においては、政策目標として「住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整

備するため、総合型地域スポーツクラブの育成（中略）を図る」ことが明記されている。さらに、同基

本計画における「コミュニティの中心となる地域スポーツクラブの育成・推進」施策等において、各地

域の総合型クラブの活動を通して、地域コミュニティの再生・活性化や地域の絆づくりなど、総合型ク

ラブがコミュニティの核となることが期待されている。 

 

【総合型地域スポーツクラブの可能性】 

総合型地域スポーツクラブから学校の運動部活動への指導者の提供など、クラブと運動部が連携・協力

を行うことなどにより、子どもたちの多様なスポーツ環境を提供することが可能となる。さらに総合型

地域スポーツクラブには、子どもから高齢者まであらゆる年齢層の人が参加するので、子どもから大人

といった異年齢間の交流が行われることとなる。特に、子どもをこのような異年齢集団で育てることは、

心の教育にも寄与するものであろう。このように、総合型地域スポーツクラブは、所属する学校や職場

などに関係なく、種目を選択することができ、それぞれのライフステージの状況に合わせ、途中で種目

を変更したり、中断したのち再開したりと、様々なシーンに対応できる。また、青少年から成人までク

ラブ内に世代間のつながりがあるため、上の年代の人が指導者としてコーチの役割を果たすことができ

ると同時に、若い世代の育成にもつながっている。 

総合型地域スポーツクラブに加入し、地域コミュニティに入ることにより、地域住民は地域への誇りを

感じることも予想される。これは、地域の活性化にも役立つものであろう。このように総合型地域スポ

ーツクラブとは、単に「今の自分にとってのスポーツ」といった視点・切り口だけではなく、子どもた

ちや高齢者といったあらゆる世代の視点に立ち、常に地域社会の問題と関連づけて考えていくことがで

きる、極めて社会的な存在といえるだろう。 

地域スポーツ推進研究会編『スポーツクラブのすすめ』より 
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〔都道府県名： 〕

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業 （ 4 年目）

平成 23 年 4 月 1 日

10歳未満 名 名 名

10代 名 名 名

＊ 20代 名 名 名

30代 名 名 名

40代 名 名 名

50代 名 名 名

60代 名 名 名

70代以上 名 名 名

名 名 名

＊ クラブで定期的に行っ
た活動種目、不定期に
行った活動種目すべて
を記入すること。

＊ 都道府県、市区町村名
を記入。

＊ 施設の名称、所在地、
設備等の概要について
記入すること。別に提
携する施設がある場合
は、それらの施設も記
入すること。

＊ 構成員について人数お
よび所属等を記入する
とともに、クラブの運
営組織の構成がわかる
ように記入すること。

＊ 「名簿別添」「組織
図」は不可とし、必ず
明文化すること。

平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 27 年 1 月 31 日

4 年目）

＊ スポーツ振興くじ
（toto）の助成を受け
活動した結果、クラブ
としてどのような良い
結果につながったかを
具体的に記入するこ
と。

http://www3.synapse.ne.jp/juntos/sports/

テニス、サッカー、キッズサッカー、フットサル、バスケットボール、剣道、卓球

鹿児島県西之表市

西之表市体育館
鹿児島県西之表市鴨女町２４２
バレーコート４面が確保された体育施設。バスケットコート３面、テニスコート３面、バドミントン
コート１２面、卓球場８面での利用も可能。その他、トレーニング室、幼児体育室、会議室が備わ
り、２階には５６４席の観客席があります。
西之表市営グラウンド
鹿児島県西之表市西之表１４４１４－２
市民スポーツの拠点として、各種イベントが開催されている陸上競技場で、400mコースを備えていま
す。照明施設があり、ナイターも可能。

①総会
②運営委員会
会長１名、副会長２名、運営委員８名（クラブマネジャー１名、サブクラブマネジャー１名）

（助成

鹿児島県

事業実績報告書

子どもから高齢者まで誰もがいつでも参加できる総合型スポーツクラブを目指して４年目を迎えた。
そのなかで運営費の捻出は大きな課題でありそれをサポートしてくださるスポーツ振興くじ助成制度
は非常に有意義であり有難い。現在、自立するための準備（法人化、指定管理制度の申請など）が行
政との連携もしながら着々と進めることができるのもこの制度があるからこそと感じている。平成２
８年度の法人化と指定管理業者としての総合型スポーツクラブのあり方を模索しながら着実に地域に
貢献できるクラブとしての確立を図りたい。

0 2 2

0

8 3 11

57 163

4 9

6 3 9

0 0

6 10

女性 合計

28 18 46

55 21 76

事業名

フリガナ

クラブの名称

運営委員会等の構成員と
クラブ運営組織概要

実施期間

クラブの活動地域

活動の拠点となる施設と
その概要

会員数
（性別・年齢構成）

多世代で構成されてい
るクラブであることが
分かるよう記入するこ
と。

種目名

男性

4

106

タネガシマスポーツクラブ

種子島スポーツクラブ

5

クラブ設立年月日

ホームページURL

自立支援事業の成果
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〔団体としての数値目標の達成度〕

〇定期的な活動（スポーツ教室）の種目数 種目

〇実施回数（全種目合計） 回

〇平均参加人数 人（総参加人数 人）

〇世代別参加者の有無

6,435

9

495

13

地域総合型スポーツクラブとして行政と協力を得ながら、法人化、指定管理を受けることでの自立の
道が見えてきたことは何よりも評価できる。

まだまだ会員数は少ないと言わざるをえないが、スポーツ少年団等他の団体からの加入も出てきたこ
とは大きいと思う。今後地域総合型スポーツクラブとして、個人、団体を問わず多くの住民が参加で
きるクラブとして活動していきたい。

備考

自立支援事業に
対する評価

団体の規模
（当該年度の実績）

実施した事業の内容

１．剣道教室（榕城地区）
２．剣道教室（現和地区）
３．テニス教室（高校生・大人対象）
４．テニス教室（中学生以下対象）
５．サッカー教室
６．フットサル教室
７．キッズサッカー教室（小学生低学年以下）
８．バスケット教室
９．卓球教室

＊ スポーツ振興くじ
（toto）の助成を受け
活動した結果につい
て、自己評価とそれに
より今後どのような展
望があるかを具体的に
記入すること。

0～19歳 20～39歳 40～59歳 60歳～ 
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（各事業実績報告書） 

Ⅰ．運営委員会等各種会議の開催 

１． 第 1 回運営委員会 

１）日時 平成２６年４月１５日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 榎本孝、永田和孝、伊藤満、坂口和朗、高山千史、幸久稔、長山隆 

計 7 名 

 

２． 第２回運営委員会 

１）日時 平成２６年５月８日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 榎本孝、伊藤満、坂口和朗、池山みどり、古元康徳、幸久稔、長山

隆 計 7 名 

 

３． 第３回運営委員会 

１）日時 平成２６年６月１０日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 坂口和朗、伊藤満、池山みどり、古元康徳、永田和孝、幸久稔、長

山隆 計 7 名 

 

４． 第４回運営委員会 

１）日時 平成２６年７月８日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 高山千史、伊藤満、池山みどり、幸久稔、長山隆 計 5 名 

 

５． 第５回運営委員会 

１）日時 平成２６年８月８日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 高山千史、榎本孝、坂口和朗、伊藤満、池山みどり、幸久稔、長山

隆 計 7 名 

 

６． 第６回運営委員会 

１）日時 平成２６年１０月１４日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 榎本孝、坂口和朗、伊藤満、池山みどり、永田和孝、幸久稔、長山

隆 計 7 名 

 

4



（各事業実績報告書） 

７． 第７回運営委員会 

１）日時 平成２６年１１月１１日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 坂口和朗、伊藤満、池山みどり、永田和孝、幸久稔、長山隆、榎本

孝、高山千史 計 8 名 

 

８． 第８回運営委員会 

１）日時 平成２６年１２月９日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 坂口和朗、伊藤満、池山みどり、古元康徳、永田和孝、幸久稔、長

山隆、榎本孝、高山千史 計 9 名 

 

 

９． 第９回運営委員会 

１）日時 平成２７年１月１３日  １９時００分～２０時００分 

２）会場 種子島スポーツクラブ事務所（住所：鹿児島県西之表市東町 7-4） 

３）出席者 坂口和朗、池山みどり、永田和孝、幸久稔、長山隆、榎本孝、高山

千史 計 7 名 

 

Ⅱ．定期的・継続的に行うスポーツ教室等 

 

１． 赤尾木剣道教室 

１）内容及び目的：小学校を対象とした剣道教室。基礎技術の習得と基礎体力の向

上を目指し、毎週月・水・金曜日に実施した。 

 ２）対象者：小学生（男女） １６名 

 ３）会場：西之表市立榕城小学校体育館（住所：西之表市西之表７５４５） 

 

２． 現和剣道教室 

１）内容及び目的：小学校を対象とした剣道教室。基礎技術の習得と基礎体力の向

上を目指し、毎週月・水・金曜日に実施した。 

 ２）対象者：小学生（男女） １４名 

 ３）会場：西之表市立現和小学校体育館（住所：西之表市現和６２３２） 

 

３． テニス教室（大人） 

１）内容及び目的：一般を対象としたテニス教室。基礎技術の習得と基礎体力の向

上を目指し、毎週金曜日に実施した。 
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（各事業実績報告書） 

 ２）対象者：一般（男女） 31 名 

 ３）会場：西之表市営鴨女町テニスコート（住所：西之表市西之表１４４１５） 

 

４． キッズテニス教室 

１）内容及び目的：小・中学生を対象としたテニス教室。基礎技術の習得と基礎体

力の向上を目指し、毎週土曜日に実施した。 

 ２）対象者：小・中学生（男女） 29 名 

 ３）会場：西之表市営鴨女町テニスコート（住所：西之表市西之表１４４１５） 

 

５． 卓球教室 

１）内容及び目的：幼児～一般を対象とした卓球教室。基礎技術の習得と基礎体力

の向上を目指し、毎週土曜日に実施した。 

 ２）対象者：幼児～一般（男女） 9 名 

 ３）会場：勤労青少年ホーム（住所：西之表市西之表１５１８２−１） 

 

６． バスケット教室 

１）内容及び目的：小学生を対象としたバスケット教室。基礎技術の習得と基礎体

力の向上を目指し、毎週木曜日に実施した。 

 ２）対象者：小学生（男女） 16 名 

 ３）会場：西之表市体育館（住所：西之表市鴨女町２４２） 

 

７． キッズサッカー教室 

１）内容及び目的：幼児を対象としたキッズサッカー教室。基礎技術の習得と基礎

体力の向上を目指し、毎週月・木曜日に実施した。 

 ２）対象者：幼児（男女） 15 名 

 ３）会場：西之表市体育館（住所：西之表市鴨女町２４２） 

 

８． フットサル教室 

１）内容及び目的：小中学生を対象としたフットサル教室。基礎技術の習得と基礎

体力の向上を目指し、毎週水曜日に実施した。 

 ２）対象者：小・中学生 20 名 

 ３）会場：西之表市体育館（住所：西之表市鴨女町２４２） 

 

９． 少年サッカー教室 

１）内容及び目的：小学生を対象としたサッカー教室。基礎技術の習得と基礎体力

の向上を目指し、隔週土曜日に実施した。 
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（各事業実績報告書） 

 ２）対象者：小学生（男女） 24 名 

 ３）会場：西之表市立下西小学校グラウンド（住所：西之表市西之表１５３５８） 

 

Ⅲ．不定期に行うスポーツ大会等 

１．平成２６年度種子島スポーツクラブ杯少年剣道錬成大会 

１）内容及び目的 小学生を対象に、正しい剣道の普及並びに心身の鍛錬と相

互の親睦を図り、将来を担う尐年の健全育成に資する。ま

た、 次期国体の主力となる年代の、素質のある子ども達を

集め、より質の高い練習を受けてもらうことで、技術の向

上はもとより、その競技の魅力を理解してもらうことを目

的とする。 

２）実施日時 平成２６年７月２０日  ９時００分～１６時００分 

３）会場 榕城小学校体育館（住所：鹿児島県西之表市西之表 7545） 

４）対象者 市内及び種子島地区内で剣道を修行する責任者のいる小学

生 

５）参加人数 ７５名 

６）配置した指導者・ 

助手・運営委員等 

・指導者氏名：河内育雄、遠藤建次郎 

・助手氏名：山口智広、中村国生 

・運営委員等氏名：幸久稔 

２．第３回種子島スポーツクラブ杯キッズサッカー大会 

１）内容及び目的 本大会は幼児にサッカーの楽しさと技術の向上と友好、各

指導者間の親睦を広げることおよび、地域の活性化を目的

とする。 

２）実施日時 平成２６年１１月２日  ９時００分～１２時００分 

３）会場 西之表市営グランド（住所：鹿児島県西之表市西之表１４

４１４－２） 

４）対象者 熊毛地区在住の幼児 

５）参加人数 ３９名 

６）配置した指導者・ 

助手・運営委員等 

・指導者氏名：久留康平、峯下保明 

・助手氏名：宮下啓太、濱渡岬 

・運営委員等氏名：長山隆 
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（各事業実績報告書） 

Ⅳ．広報活動 

 

１．クラブ募集・告知 

 １）作成物名：種子島スポーツクラブ広報及び教室募集 

２）目的： 

  種子島スポーツクラブ広報及び教室募集・ 

３）作成部数：８０００部 

４）配布先・配布数：西之表市全世帯 

 ５）配布方法：西之表市回覧による全戸配布 

 

Ⅴ．総合型地域スポーツクラブ間の連携を図るための事業 

 

１．第 1 回コミュニティスポーツクラブ連絡協議会総会参加 

１）日時：平成２６年５月２６日 １４時３０分～１６時３０分 

２）会場：鹿児島県立鴨池陸上競技場会議室（住所 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁

目２番２号） 

３）参加者名：幸 久稔 

４）参加目的：コミュニティスポーツクラブマネージャーなど、コミュニティスポ

ーツクラブクラブ関係者が一堂に会し、生涯スポーツの振興及び地域スポーツの興

隆のために、コミュニティスポーツクラブの育成及び運営に必要なじょうほうこう

かんやけんしゅうをじっしするとともに、コミュニティスポーツクラブの相互の連

絡、調整を促進する。 

５）内容： 

  １．今後の方向性について 

  ２．研修内容について 

  ３．その他 

 

２．九州ブロッククラブネットワークアクション２０１４参加 

１）日時：平成２６年１１月８日 １３時００分～１７時００分 

平成２６年１１月９日  ８時５０分～１２時３０分 

２）会場：北九州国際会議場（住所 福岡県北九州市小倉北区浅野３－９－３０） 

３）参加者名：幸 久稔 長山 隆 

４）参加目的：子どもから高齢者まで誰もがいつでも参加できる総合型地域スポー

ツクラブの育成を全国的に推進していくため、総合型クラブ設立準備に必要な情

報や真体的な取組み内容を提供し、総合型クラブ設立に向けた活動に資する。 

また、先進クラブ関係者からの情報提供等により、クラブ関係者が抱える諸課題
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（各事業実績報告書） 

を明らかにし、問題解決の糸口を探るための情報の共有化とクラブ育成支援のた

めのネットワークの強化を図るとともに、ブロック内交流活動等を通じて、クラ

ブ間の交流並びに各都道府県総合型クラブ連絡協議会間の連携・協力体制をより

一層促進する。 

今回、九州ブロックでは、「我が町の総合型地域スポーツクラブの未来を語ろ

う!2020 年をめざして、今、やるべきこと」というテーマのもと、九州各地の総今

型地域スポーツクラブ関係者等に御参集いただき、「総合型クラブに何を期待され、

何ができるのか。」について情報の共有化を進め、各総合型クラブの更なる発展を

めざす。 

５）内容： 

  １日目 

   １．分科会「わが町の総合型地域スポーツクラブの未来を語ろう！」 

              ～２０２０年をめざして、今、やるべきこと～ 

   ２．日本体育協会からの情報提供 

  ２日目 

   １．講演「２０２０年をめざして」 

～総合型クラブに果たしてほしい役割～ 

   ２．分科会「２０２０年に向けてのクラブづくり」 

     ～地域・社会資源を生かして課題に挑む！～ 

 

３．第３回コミュニティスポーツクラブ連絡協議会総会参加 

１）日時：平成２７年１月３０日 １３時００分～１６時１０分 

２）会場：鹿児島県立鴨池陸上競技場会議室（住所 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁

目２番２号） 

３）参加者名：幸 久稔 長山 隆 

４）参加目的：地域におけるスポーツ推進の現状及び課題について、パネルディス

カッションや意見交換を行い、関係者間の相互理解を深めるとともに、地域のスポ

ーツ活動の拠点となるコミュニティスポーツクラブの設立・育成に努める。  

５）内容： 

  １．パネルディスカッション 

「生涯スポーツの推進を図るうえで、地域住民が主体多岐に参画す

る地域スポーツ拠点づくりを目指して」 

  ２．全体会 

   １．「平成２６年度生涯スポーツの振興に関する調査」結果 

   ２．平成２６年度事業報告及び次年度の事業について 

  ３．その他 
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H27.3.31
項目 合計 対象内 対象外 予算 執行率

1,727,000 1,727,000 2,160,000
1,780,000 1,780,000 0 1,782,000

事業収入 1,284,000 0 1,284,000 1,380,000 93.0%
年会費 245,350 245,350 300,000
月会費 875,600 875,600 880,000
保険料 163,050 163,050 200,000

その他の収入 461,694 252 461,442 461,442 100.1%
繰越金 361,442 361,442 361,442
市助成金 100,000 100,000 100,000

預金利息 その他 252 252 0
合計 5,252,694 3,507,252 1,745,442 5,783,442 90.8%

合計 対象内 対象外 予算 執行率
諸謝金 1,907,000 1,907,000 0 2,608,000 73.1%

138,950 74,230 64,720 81,600 170.3%
交通費 134,450 69,730 64,720 62,600 214.8%
航空運賃 0 0 0 0 0.0%
宿泊費 4,500 4,500 0 19,000 23.7%

200,900 163,930 36,970 148,000 135.7%
146,784 129,416 17,368 159,000 92.3%
99,171 71,496 27,675 98,700 100.5%
3,240 2,268 972 0 0.0%
10,888 0 10,888 0
62,506 0 62,506 139,770 44.7%
170,743 0 170,743 200,000 85.4%
2,160,000 1,980,000 180,000 1,980,000 100.0%

クラマネ 1,200,000 1,100,000 100,000 1,100,000 109.1%
サブマネ 960,000 880,000 80,000 880,000 109.1%

3,240 2,268 972 6,930 46.8%
91,024 91,024

4,983,558 4,330,608 652,950 5,422,000 91.9%
＊１
借入利息 49,654
借入印紙 6,400
戻り利息 19,575
借入利息 24,545
借入利息 30,000

19,575 110,599
借入経費 91,024 269,136

合計

旅費

借料および損料
スポーツ用具費
印刷製本費
雑役務費

その他の経費
保険料支払

給与

雑役務費
クラブ借入経費（＊１）

繰越金(予定)

項目

平成２６年度全体決算書

自立支援事業助成金
クラマネ設立支援助成金

通信費
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平成27年 4 月 1 日～平成 28 年 1 月 31 日

（補助対象期間 5

9

590 回

17 人 10030 人）

事業計画書
(総合型地域スポーツクラブ自立支援事業)

クラブの名称 種子島スポーツクラブ

事業名 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

事業計画期間
年目）

活動地域 鹿児島県西之表市

活動拠点となる施設とその概要

西之表市民体育館
〒８９１－３１０１鹿児島県西之表市鴨女町２４２
バレーコート４面が確保された体育施設。バスケットコート３面、テニスコート３面、バドミントン
コート１２面、卓球場８面での利用も可能。その他、トレーニング室、幼児体育室、会議室が備わ
り、２階には５６４席の観客席。

運営委員会等の構成員とクラブ運
営組織概要

[役員]３名
・会長１名　・副会長２名
[運営委員会]９名
・運営委員（体育協会）・運営委員（市職員）運営委員（教育委員）等
 [事務局]２名
・クラブマネジャー（正）（有償）
・サブマネジャー（副）（有償）

団体の規模

〇定期的な活動（スポーツ教室）の種目数 種目

〇予定実施回数（全種目合計）

〇平均参加予定人数 （総参加予定人数

〇世代別参加者の有無（予定）

目的及び期待される効果

総合型地域スポーツクラブの確立
継続的な運営に伴う地域住民の健康意識の向上

〔団体としての数値目標〕

教室種目数を１０種目実施することを目標とする。
クラブ全体の会員数５００名を目標とする。
６０歳以上の参加者を５０名以上増加させることを目標とする。

　　　　　　前年度実績及び
　　　　　　当該年度見込（目標）

平成26年度実績
※実績がない場合は空欄

平成27年度見込（目標）

プログラム（教室等）の延べ開催数 560 572

広報活動数（チラシ・月報等作成枚数） 8000 8000

指導者の延べ謝金支払人数 960 1032

事業の内容

●スポーツ教室など
①種目名：少年サッカー教室　　　　　実施頻度：月２回
②種目名：フットサル教室　　　　　　　実施頻度：月４回
③種目名：テニス教室（大人） 　　　　実施頻度：月４回
④種目名：テニス教室（子供）　　　　 実施頻度：月４回
⑤種目名：剣道教室（赤尾木）        実施頻度：月１２回
⑥種目名：剣道教室（現和）　         実施頻度：月１２回
⑦種目名：バスケット教室　　         実施頻度：月４回
⑧種目名：キッズサッカー教室       実施頻度：月８回
⑨種目名：卓球教室　　　　　          実施頻度：月４回
⑩種目名：水泳教室　　　　　          実施頻度：年１２回
⑪種目名：キックボクシング教室     実施頻度；月１２回
●イベント・講習会等

0～19歳 20～39歳 40～59歳 60歳～ 
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H27.3.31
項目 本年予算 対象内 対象外 前年予算

2,160,000 2,160,000 1,727,000
1,780,000 1,780,000 0 1,782,000

事業収入 1,300,000 0 1,300,000 1,380,000
年会費 250,000 250,000 300,000
月会費 880,000 880,000 880,000
保険料 170,000 170,000 200,000

その他の収入 369,386 250 369,136 461,442
繰越金 269,136 269,136 361,442
市助成金 100,000 100,000 100,000

預金利息 その他 250 250 0
合計 5,609,386 3,940,250 1,669,136 5,350,442

合計 対象内 対象外 予算
諸謝金 2,200,000 2,200,000 0 2,608,000

134,500 74,500 60,000 81,600
交通費 130,000 70,000 60,000 62,600
航空運賃 0 0 0 0
宿泊費 4,500 4,500 0 19,000

240,000 200,000 40,000 148,000
150,000 150,000 0 159,000
120,000 80,000 40,000 98,700
3,000 3,000 0 0
20,000 0 20,000
60,000 0 60,000 139,770
180,000 0 180,000 200,000
2,160,000 1,980,000 180,000 1,980,000

クラマネ 1,200,000 1,100,000 100,000 1,100,000
サブマネ 960,000 880,000 80,000 880,000

4,000 3,000 1,000 6,930
100,000 100,000
257,886
5,609,386 4,690,500 661,000 5,422,000合計

スポーツ用具費
印刷製本費
雑役務費

その他の経費
保険料支払

通信費

平成２７年度全体予算書

予備費

給与

雑役務費
クラブ借入経費

自立支援事業助成金
クラマネ設立支援助成金

項目

旅費

借料および損料
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種子島スポーツクラブ定款 

第１章 総則 

 

（名 称） 

第１条 この団体は、種子島スポーツクラブという。 

（事務所） 

第２条 この団体は、事務所を鹿児島県西之表市東町７－４に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目 的） 

第３条 この団体は、会員及び地域住民に対し、スポーツ活動の普及振興を図るとともに、生活習慣病等

の予防を目的とした事業を行い、誰もが運動習慣等を身につけ、健康で明るく生きがいのある豊かなま

ちづくりに寄与することを目的とする。 

（活動の種類） 

第４条 この団体は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

(2) 社会教育の推進を図る活動 

(3) まちづくりの推進を図る活動 

(4) 学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動 

(5) 環境の保全を図る活動 

(6) 子どもの健全育成を図る活動 

(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

（事 業） 

第５条 この団体は、第３条の目的を達成するため、次の活動に係る事業を行う。 

(1)活動に係る事業 

①各種スポーツ教室、行事の開催事業 

②各種スポーツサークルの企画及び運営に関する事業 

③各種研修会の開催事業 

④スポーツイベントなどの開催及び施設管理に関する受託事業 

⑤健康増進、保健、介護予防に係る業務に関する受託事業 

⑥体育、福祉事業等に関する受託事業 

(2) その他の事業 

①物品販売事業 

②スポンサーの募集及び広告料の徴収 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同

項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 
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第３章 会員 

（種 別） 

第６条 この団体の会員は、次の３種とする。 

(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人 

(2) 賛助会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(3) 指導者会員 この団体が認定した指導者で指導だけを行う個人 

（入 会） 

第７条 会員の入会については、西之表市に在住又は、在勤する者及び本クラブの目的に賛同するもの(団

体を含む)で構成する。 

２ 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込み、会長は

正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 

３ 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人又は団体

にその旨を通知しなければならない。 

（会 費） 

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、指導者会員は会費を

徴収しない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 正当な理由なく会費を１年以上滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

（退 会） 

第 10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 

（除 名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することがで

きる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第 12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第 13条 この団体に次の役員を置く。 

(1) 運営委員 ５人以上１０人以内 

(2) クラブマネージャー １人 

(3) アシスタントクラブマネージャー １人 
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２運営委員のうち、会長１人、副会長１人を置くことができる。 

（選任等） 

第 14条 運営委員は、総会または臨時総会において選任する。 

２ 会長、副会長は、理事の互選とする。 

（職 務） 

第 15条 会長は、この団体を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

３ クラブマネージャーは、次に掲げる職務を行う。 

(1) この団体の財産の状況を管理、監査すること。 

(2) 監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

(3) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集を請求すること。 

(4) この団体の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。 

４ アシスタントクラブマネージャーはクラブマネージャーを補佐、またクラブマネージャーが欠けたと

きは、その職務を代行する。 

（任期等） 

第 16条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結

するまで、その任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期

間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな

い。 

（欠員補充） 

第 17 条 理事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければ

ならない。 

（解 任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することがで

きる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

第５章 総会及び運営委員会 

（種 別） 

第 19条 この団体の会議は、総会、運営委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構 成） 

第 20条 総会は正会員をもって、運営委員会は運営委員をもって構成する。 

（権 能） 
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第 21条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び収支予算 

(5) 事業報告及び収支決算 

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 会費の額 

(8) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第 42条において同じ。）その他

新たな義務の負担及び権利の放棄 

(9) その他運営に関する重要事項 

２運営委員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) クラブの組織及び運営 

(4) その他決議を要しない会務の執行に関する事項 

（開 催） 

第 22条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった

とき。 

３運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 

招集の請求があったとき。 

（招 集） 

第 23条 会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項各号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時総会を招集

しなければならない。 

３ 理事長は、前条第３項第２号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に運営委員会

を招集しなければならない。 

（議 長） 

第 24条 総会の議長は、会長若しくは会長が指名した者がこれにあたる。 

２運営委員会の議長は、会長若しくは会長が指名した者がこれにあたる。 

(表決権等) 

第 25条 各正会員及び各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員、運営委員会に出席できない理事は、表決を委任
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することができる。 

（議事録） 

第 26条 総会、理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 

第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 27条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 会費 

(3) 寄付金品 

(4) 助成金 

(5) 財産から生じる収入 

(6) 事業に伴う収入 

(7) その他の収入 

（資産の区分） 

第 28 条 この団体の資産は、これを分けて活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産

の２種とする。 

（資産の管理） 

第 29条 この団体の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が定める。 

（会計の原則） 

第 30条 この団体の会計は、法第 24条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

（会計の区分） 

第 31 条 この団体の会計は、これを分けて活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計

の２種とする。 

（事業計画及び予算） 

第 32 条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければなら

ない。 

（暫定予算） 

第 33 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、運営委

員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（予備費の設定及び使用） 

第 34条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。 

（予算の追加及び更正） 

第 35 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正

をすることができる。 
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（事業報告及び決算） 

第 36 条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、クラブマネージャーが作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならな

い。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度） 

第 37条 この団体の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（臨機の措置） 

第 38 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第７章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 39 条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数によ

る議決を経なければならない。 

 

第８章 雑則 

（細 則） 

第 40条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、会長がこれを定める。 

附 則 

１ この定款は、この団体の成立の日から施行する。 

19



第１章 総則 

 （名称） 

 第１条 この法人は、特定非営利活動法人種子島スポーツクラブスポーツクラブという。 

 

 （事務所） 

 第２条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県西之表市に置く。 

 

 第２章 目的及び事業 

 （目的） 

 第３条 この法人は、西之表市及び近隣の地域住民に対して、健康・スポーツに関する事

業を行い、だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも、スポーツに親しめる生涯スポー

ツ社会の実現と、地域住民が主体となり、健康で豊かな生活を送ることのできる地域づく

りに寄与することを目的とする。 

 

 （特定非営利活動の種類） 

 第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。 

(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(2)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

(3)まちづくりの推進を図る活動 

 

 （事業） 

 第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)特定非営利活動に係る事業 

  １） 各種スポーツプログラムの運営事業 

  ２） 文化・スポーツを基本とした健康増進に関する事業 

  ３） スポーツイベント運営事業 

  ４） スポーツ及び公共施設管理に関する事業 

  ５） 指導者及びスポーツボランティアの育成に関する研修事業 

  ６） スポーツ指導者の派遣事業 

(2)その他の事業 

  １） 物品販売事業 

  ２） 物品等貸付事業 

  ３） スポーツ交流事業 

  ４） 会員相互の親睦事業 

 ２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、  
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その収益は同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

    第３章 会員 

 （種別） 

 第６条 この法人の会員は、次の６種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」という。）上の社員とする。 

(1)正会員 この法人の目的に賛同し､運営に参画するために入会した個人 

(2)一般会員 この法人の事業に参加するために入会した個人 

(3)ジュニア会員 この法人の事業に参加するために入会した１８歳以下の個人 

(4)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した企業及び団体  

(5)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体 

(6)特別会員 この法人を指導助言する立場で会長の推薦を受けた個人 

 

 （入会） 

 第７条 会員（特別会員は除く）の入会については、特に条件は定めない。 

 ２ 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長 

  に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

 ３ 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。 

 

 （年会費） 

 第８条 会員（特別会員は除く）は、総会において別に定める年会費を納入しなければな

らない。 

 

 （会員の資格の喪失） 

 第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)退会届の提出をしたとき。 

(2)本人が死亡したとき。 

(3)除名されたとき。 

 

 （退会） 

 第 10 条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することがで

きる。 

 

 （除名） 

 第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、こ
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れを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな

ければならない。 

(1)この定款等に違反したとき。 

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 （拠出金品の不返還） 

 第 12条 既納の年会費及びその他の拠出金品は返還しない。 

 

    第４章 役員及び職員 

 （種別及び定数） 

 第 13条 この法人に、次の役員を置く。 

(1)理事 ８人から１５人 

(2)監事 ２人 

 ２ 理事のうち、１人を会長、２人を副会長とする。 

 （選任等） 

 第 14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

 ２ 会長及び副会長は、理事の互選とする。 

 ３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数

の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

 ４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

 （職務） 

 第 15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

 ３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。 

 ４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2)この法人の財産の状況を監査すること。 

(3)前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若

しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁

に報告すること。 

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しく

は理事会の招集を請求すること。 
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 （任期等） 

 第 16条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず後任の役員が任期の末日に選任されていない場合は、任期の

末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

 ３ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の 

任期の残存期間とする。 

 ４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

 （欠員補充） 

 第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞な

くこれを補充しなければならない。 

 

 （解任） 

 第 18 条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、こ

れを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与え

なければならない。 

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

 （報酬等） 

 第 19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

 ２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

 ３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 （職員） 

 第 20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

 ２ 職員は、会長が任免する。 

                                                                       

    第５章 総会 

 （種別） 

 第 21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

 （構成） 

 第 22条 総会は、正会員をもって構成する。 
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（権能） 

 第 23条 総会は、次の事項について議決する。 

(1)定款の変更 

(2)解散及び合併 

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更 

(4)事業報告及び収支決算 

(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(6)年会費等の額 

(7)借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第 50条において同

じ。）の借入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(8)事務局の組織及び運営 

(9)その他運営に関する重要事項 

 

 （開催） 

 第 24条 通常総会は、毎年１回開催する。 

 ２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

(2)正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求

があったとき。 

(3)第 15条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

 （招集） 

 第 25条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、会長が招集する。 

 ２ 会長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日か 

ら３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

 ３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、

開催の少なくとも１４日前までに通知しなければならない。 

 

 （議長） 

 第 26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 

 

 （定足数） 

 第 27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

 （議決） 

 第 28条 総会における議決事項は、第 25条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項  
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とする。 

 ２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

   

 （表決権等） 

 第 29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

 ２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ

る。 

 ３ 前項の規定により表決した正会員は、前２条、次条第１項及び第 51 条の適用につい

ては、総会に出席したものとみなす。 

 ４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

 （議事録） 

 第 30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)日時及び場所 

(2)正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を

付記すること。） 

(3)審議事項 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)議事録署名人の選任に関する事項 

 ２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は

記名押印しなければならない。 

 

    第６章 理事会 

 （構成） 

 第 31条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

 （権能） 

 第 32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1)総会に付議すべき事項 

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

 （開催） 
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 第 33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1)会長が必要と認めたとき。 

(2)理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。 

(3)第 15条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

 （招集） 

 第 34条 理事会は、会長が招集する。 

 ２ 会長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から１４日

以内に理事会を招集しなければならない。 

 ３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面によ

り、開催日の少なくとも７日前までに通知しなければならない。 

 

 （議長） 

 第 35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

 （議決） 

 第 36条 理事会における議決事項は、第 34 条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。 

 ２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ころによる。 

 

 （表決権等） 

 第 37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

 ２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決することができる。 

 ３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理事会に

出席したものとみなす。 

 ４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

 （議事録） 

 第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

(1)日時及び場所 

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。） 
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(3)審議事項 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)議事署名人の選任に関する事項 

 ２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は

記名押印しなければならない。 

 

    第７章 資産及び会計 

  （資産の構成） 

 第 39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1)設立当初の財産目録に記載された資産 

(2)年会費 

(3)寄付金品 

(4)財産から生じる収入 

(5)事業に伴う収入 

(6)その他の収入 

 

  （資産の区分） 

 第 40 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び

その他の事業に関する資産の２種とする。 

 

 （資産の管理） 

 第 41 条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別

に定める。 

 

  （会計の原則） 

 第 42条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

  （会計の区分） 

 第 43 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び

その他の事業に関する会計の２種とする。 

 

 （事業計画及び予算） 

 第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を

経なければならない。 

 

 （暫定予算） 
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 第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出するこ

とができる。 

 ２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

 （予備費の設定及び使用） 

 第 46 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ

る。 

 ２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

 （予算の追加及び更正） 

 第 47 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算

の追加又は更正をすることができる。 

 

 （事業報告及び決算） 

 第 48 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決

を経なければならない。 

 ２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

 （事業年度） 

 第 49条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 （臨機の措置） 

 第 50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときには、総会の議決を経なければならない。 

                           

    第８章 定款の変更、解散及び合併 

 （定款の変更） 

 第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３

以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第３項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁

の認証を得なければならない。 

 

 （解散） 

 第 52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1)総会の決議 
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(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3)正会員の欠亡 

(4)合併 

(5)破産手続開始の決定 

(6)所轄長による設立の認証の取り消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承

諾を得なければならない。 

 ３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

 （残余財産の帰属） 

 第 53条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに

残存する財産は、法第 11条第３項に掲げる者のうち総会の議決を経て選定した者に帰属す

るものとする。 

 

 （合併） 

 第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上

の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

    第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 

 第 55 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行

う。 

 

 第 10章 雑則 

 （細則） 

 第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定

める。 

 

    附則 

 １ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

 

 ２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

  会長  高山 千史 

  副会長 榎本 孝 

  副会長 坂口 和朗 
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 ３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の規定にかかわらず、成立の日

から平成２８年３月３１日までとする。 

 

 ４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立

総会の定めるところによるものとする。 

 

 ５ この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、成立の日から平成

２８年３月３１日までとする。 

 

 ６ この法人の設立当初の年会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 

会員種別    年会費    半期会費（１０月以降） 

一般会員（１９歳～６４歳）  ３,０００円   １,５００円  

シニア会員（６５歳以上）  ２,０００円   １,０００円  

ユース会員（高校生）   ３,０００円   １,５００円  

ジュニア会員（中学生）   １,０００円     ５００円  

ジュニア会員（小学生以下）  １,０００円    ５００円  
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特定非営利活動法人種子島スポーツクラブの設立に関する件 

 

特定非営利活動促進法 

第二条   この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動

であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。  

 

２   この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主た

る目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところによ

り設立された法人をいう。  

 

一   次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

イ  社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二   その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目

的とするものでないこと。 

ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする

ものでないこと。 

ハ  特定の公職（公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第三条 に規定する公職

をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若

しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と

するものでないこと。 

 

第十二条   所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、

その設立を認証しなければならない。  

一   設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。  

二   当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するもの

であること。  

三   当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十

七号）第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号にお

いて同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において

同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力

団の構成員等」という。）の統制の下にある団体 

四   当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。 
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（法第 10条第１項第３号） 

社 員 名 簿 

 

特定非営利活動法人種子島スポーツクラブ 

 

氏名 住 所 又 は 居 所 

峯下保明 西之表市西之表 7222-1 

久留康平 西之表市西之表 8117-8 

古元康徳 西之表市西之表 16881-4 

吉川珠恵 西之表市西之表 9819 

河内育雄 西之表市西之表 7531-10 

山口智弘 西之表市西之表 7246-1 

遠藤建次郎 西之表市現和 4004-5 

中村国生 西之表市現和 3119-5 

川畑智秀 西之表市西之表 6386-3-302 

伊藤満 西之表市鴨女町 140 

坂口和朗 西之表市西之表 16078-26 

鮫島力 鹿児島県西之表市西之表 17114-324 
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（法第 10 条第１項第２号イ） 

 

役  員  名  簿 

 

特定非営利活動法人種子島スポーツクラブ 

 

役職名 氏   名 住 所 又 は 居 所 
報酬の 

有無 

理事長（設立代表者） 高山 千史 西之表市西之表 7762-B 無 

副理事長 榎本 孝 西之表市西町 7066 無 

副理事長 坂口 和朗 西之表市西之表 16078-26 無 

理事 伊藤 満 西之表市鴨女町 140 無 

理事 平川 浩 西之表市西町 32−2 無 

理事 古元 康徳 西之表市西之表 16881-4 無 

    

    

    

理事 ｸﾗﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬ 幸 久稔 鹿児島県西之表市西之表 9767 有 

理事 ｻﾌﾞｸﾗﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬ 長山 隆 鹿児島県西之表市西之表 7325-2 有 

理事 監事 池山みどり 西之表市桜が丘 7779-51 無 

理事 監事 永田 和孝 西之表市西之表 14124-102 無 
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