
１．事業実施の方針
　・本法人の目的を達成するため、定款に掲げる事業を積極的に推進する。
２．事業の実施に関する事項
　　特定非営利活動に係る事業

（A）当該事業の実施日時
（D）受益対象者の範囲

（B）当該事業の実施場所
（E）予定人数

（C）従事者の人数

高齢者向け社交ダンス講習会
合同発表会、競技会の見学他

（Ａ）平成３１年４月１日より令和
２年３月３１日まで合計７回
（Ｂ）高岡立野、八尾、砺波、婦
中町、富山市ＪＥＬ
（Ｃ）１８名

（Ｄ）講習会開催場所地域住民
（連盟非会員）
（Ｅ）１００名 70,000 0

精神障害者交流事業
視覚障害者交流事業

（Ａ）平成３１年４月１日より令和
２年３月３１日まで１回・１０回
（Ｂ）ふれあいるーむかがやき・
富山県視覚障害者福祉セン
ター
（ ）

（Ｄ）富山県内の精神視覚障害
者・視覚障害者
（Ｅ）３０名・３０名 100,000 0

イキイキ健康ダンス体験会

（A)平成31年4月13日(土)他計4
回
（B)南砺市公民館等
（C)7名

（D)南砺市の高齢者
（E)１００名

50,000 0

・JDSF公認又は承認等の
競技会の開催及びJDSF
が行う事業への協力

第６２回富山県ダンススポーツ大
会（全国オープン戦）

（Ａ）平成３１年４月２１日（日）
９：３０～１８：００
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）７０名

（Ｄ）県内及び北信越地区及び
中部日本の各県
（Ｅ）５３８名 1,400,000 1,064,022

令和元年度富山県スポーツフェス
タ総合開会式
第２８回富山県民スポーツレクリ
エーション祭
体験部門担当

（Ａ）令和元年５月１２日（日）
１０：００～１５：００
（Ｂ）富山県総合体育センター
（Ｃ）３０名

（Ｄ）富山県内のダンス愛好者
（Ｅ）１００名

50,000 24,000

第２８回富山県スポーツフェスタ/
富山県民スポーツ・レクリエーション祭
第６３回富山県ダンススポーツ大会（全
国オープン戦）
ねんりんピック和歌山２０１９（最終予選
会）（県生涯スポーツ協議会・県レクリ
エーション協会関連事業の推進）

（Ａ）令和元年６月９日（日）
　　９：３０～１７：３０
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）７０名

（Ｄ）県内及び北信越地区及び
中部日本の各県
（Ｅ）４５２名

950,000 1,082,913

石川県ダンススポーツ選手権大会

（A）令和元年９月２３日（日）
（B）金沢勤労者プラザ

（D)全国都道府県代表選手
（E)富山県選手

20,000 76,500

第33回新潟県ダンススポーツ大会
北信越大会

（A)令和元年９月２３日（日）
（B)長岡市市民体育館

（D)北信越地区地区代表選手、
及び監督
（E)富山県選手 0 24,000

第２７回都道府県対抗
全国ダンススポーツ大会in茨城

（A)令和元年１１月１７日（日）
　　９：００～１７：００
（B)アダリスト水戸アリーナ

（D)全国都道府県代表選手及
び監督
（E)富山県選手 250,000 250,795

第３２回全国健康福祉祭和歌山大
会
ねんりんピック和歌山２０１９

（Ａ）令和元年１１月１０日（日）
（Ｂ）那智勝浦町体育文化会館

（Ｄ）全国都道府県代表選手及
び監督
（Ｅ）富山県選手 200,000 240,000

３９回三笠宮杯
全日本ダンススポーツ選手権大会

（A)令和元年１１月９（土）、１０
日
（日）
（B)駒沢体育館

（D)全国都道府県代表選手
（E)富山県選手

30,000 0

･ダンススポーツ国際交流
の推進 第６４回富山県ダンススポーツ大

会
ロシア沿岸地方ダンススポーツ交
流
大会

（A）令和元年７月７日（日）
　９：００～１７：００
（B）富山市総合体育館

（D）ロシア沿岸地方・富山県
内他日本全国
（E）５７６名

5,200,000 4,758,869

・ジュニア育成を目指し、
学校教育へのダンスス
ポーツの普及推進

富山県内中学校各校の体育授業
でのダンススポーツの指導

（A）平成３１年４月１日～令和２
年３月３１日
（B）吉江、井波中学校他
（C）6名

（D）各中学校の体育教師他生
徒
（E）３００名 50,000 0

・本連盟が加盟している
団体が行う事業への協力
及び関連事業の推進

令和元年度の事業報告
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟

事業名 具体的な事業内容
事業費の
予算額

（単位：円）

事業費の
決算額

（単位：円）

・高齢者の健康増進及び
障害児者とのダンスス
ポーツを通しての交流推
進
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１．事業実施の方針
　・本法人の目的を達成するため、定款に掲げる事業を積極的に推進する。
２．事業の実施に関する事項
　　特定非営利活動に係る事業

（A）当該事業の実施日時
（D）受益対象者の範囲

（B）当該事業の実施場所
（E）予定人数

（C）従事者の人数

令和元年度の事業報告
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟

事業名 具体的な事業内容
事業費の
予算額

（単位：円）

事業費の
決算額

（単位：円）

・ダンス関連団体への助
言、援助等

下部組織への助成金の提供

（Ａ）平成３１年４月１日（月）より
令和２年３月３１日（火）Ｆ富山加
盟サークル及び関係諸団体
（Ｃ）笹山治一理事長

（Ｄ）富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び支部団体
（Ｅ）約４００名 300,000 67,000

ＪＤＳＦ富山所属認定サークルへの
公認指導員の派遣

（Ａ）平成３１年４月１日（月）より
令和２年３月３１日(火）まで
（Ｂ）富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び関係諸団体
（Ｃ）３０名

（Ｄ）富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル会員他地域総合型ス
ポーツクラブ会員
（Ｅ）約１０００名 20,000 0

下部組織及び加盟サークルへの
指導員（講師）の派遣

（Ａ）平成３１年４月１日（月）～
令和２年３月３１日（火）
１０：００～２２：００
（Ｂ）富山県内一円
（Ｃ）１０名

（Ｄ）富山県内市町村下部組織
及び加盟団体所属会員他小中
高等学校、保育所他ダンス愛
好家や初心者
（Ｅ）１０００名

20,000 0

教材・物品販売事業

（Ａ）平成３１年４月１日（月）より
令和２年３月３１日(火）まで
（Ｂ）本県連盟事務局
（Ｃ）３名

（Ｄ）県内加盟団体・サークル及
び会員・選手
（Ｅ）３５０名 120,000 273,770

ＪＤＳＦ公認審判員研修会

（Ａ）平成３１年４月から令和元
年１０月まで
（Ｂ）各大会会場及び事務局
（Ｃ）２名

（Ｄ）主に県内所属の審判員
（Ｅ）１６名

10,000 0

ダンススポーツコングレスin富山
ＪＤＳＦ公認指導員研修会

（Ａ）令和元年７月６日（土）
１１：００～１７：００
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）７名

（Ｄ）主に県内所属の審判員・指
導員有資格者他県内外の指導
員や選手・ジュニア
（Ｅ）１００名

300,000 0

ＪＤＳＦ富山
夏季ダンスパーティー

（Ａ）令和元年８月１２日（月・祝
日）
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）１０名

（Ｄ）富山県ダンススポーツ連盟
会員他県内ダンス愛好家
（Ｅ）１２５名 100,000 47,038

ＪＤＳＦ公認チェアパーソン＆スクル
ティニア資格更新＆新規資格取得
講習会

（Ａ）令和元年９月２８日（土）、９
月２９日（日）１０：００～１６：００
（Ｂ）富山県総合体育センター2
階大研修室
（Ｃ）１５名

（Ｄ）県内外ＪＤＳＦ公認チェア
パーソン・スクルティニア及び新
規資格取得希望者
（Ｅ）１００名

90,000 132,385

２０１９年度ダンススポーツフェス
ティバルin寺尾温泉

（Ａ）令和元年１１月３日（日）
（Ｂ）富山県南砺市、寺尾温泉
（C)５０名

（Ｄ）富山県ダンススポーツ連盟
会員他県内ダンス愛好家
（Ｅ）１３０名 1,000,000 727,563

ＪＤＳＦ会員登録及び選手登録管
理

（Ａ）令和元年１０月１日（火）より
令和２年３月３１日(火）まで
（Ｂ）本県連盟事務局
（Ｃ）３名

（Ｄ）県内加盟団体・サークル及
び会員・選手
 （Ｅ）３５０名 150,000 216,732

合計 10,480,000 8,985,587

・その他この法人の目的
を達成するための必要な
事業
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