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２０２２年度 

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟通常総会 
 

日 時：令和４年５月１５日（日）13：00～16：00 

 場 所：サンシップとやま（富山県総合福祉会館）  

1階福祉ホール  

 

＜議事次第＞ 
 

１．開会宣言 

２．正会員総数及び出席者の報告  常務理事総務部長 荒木 甫 

３．会長挨拶                 会長 高田 順一 

４．議長選出     定款第２８条 出席した正会員の中から選出 

５．議事録作成人及び署名人任命 

６．審議事項 

第１号議案 令和３年度 事業報告承認の件 

  第２号議案 令和３年度 決算報告承認の件 

        監査報告 

  第３号議案 定款変更の件 

第４号議案 任期満了に伴う監事及び役員選任の件 

７．理事会   承認後の理事会招集⇒役割分担 発表 

  引続き総会審議事項に入ります。 

  第５号議案 令和４年度事業計画（案）承認の件 

  第６号議案 令和４年度活動予算（案）承認の件 

８．議長解任 

９．連絡・依頼事項 

・寄付金の現状報告 

・その他 

10．閉会宣言 



議案 第１号―① 

令和３年度・競技本部事業報告（案） 

競技本部長 黒田 成則 

 
１ 事業期間 

  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

２ 事業報告 

⑴  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 

（競技部 部長 中林宗一／採点管理部 部長 坂口節子） 

     富山県ダンススポーツ大会を県連盟として主催し、ジュブナイルからグ

ランドシニアまでの幅広い年齢層において、県内外から多数の参加者数を

得るとともに、県内におけるダンススポーツの振興と県民の心身の健全な

発展並びに社会貢献に寄与。 

    ◎  第６５回富山県ダンススポーツ大会 

令和３年４月１１日（日）  富山市婦中ふれあい館 

           総出場組数２２７組 

    ◎ 第６７回富山県ダンススポーツ大会（開催内容変更行事） 

        令和３年７月１１日（日）  富山市総合体育館 

      総出場組数２６２組 

⑵  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 

（競技部 部長 中林宗一／採点管理部 部長 坂口節子） 

    ア  富山県・富山県教育委員会・富山県体育協会・富山県生涯スポーツ協 

議会主催の富山県スポーツ・フェスタにおいて、本県連盟が主管として 

大会行事の遂行。 

イ 厚生労働省主催ねんりんピック及び公益社団法人日本ダンススポーツ 

連盟主催の都道府県対抗戦に富山県選手団の派遣。 

  ウ 本県連盟に加盟している団体の主催・主管大会に協力し、関連事業を 

推進。 

  エ 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会等の全国大会・北信越選手

権大会に本県選手の出場。 

(ｱ) 開催行事 

◎ ダンススポーツグランプリ大阪 

      令和３年５月１６日（日） 大阪府・不死王閣グリーンホール 

    ・ グランプリ スタンダード 準優勝 大西大晶・咲菜組 

（出場 45組） 

                                     最終予選  小林潤一・麻衣組 



第１号議案―② 

令和３年度・普及本部事業報告（案） 

普及本部長 槌谷真一 

１ 指導部 部長 槌谷真一 

⑴  公認指導員の派遣 

以下の公認指導員を、加盟サークル等に派遣すること、県内で活動する 

サークルの支援を図った。 

①  公益財団法人日本スポーツ協会公認指導員 ５名 

②  公益財団法人日本体スポーツ会公認スポーツリーダー・スポーツ少年

団認定員２名 

③  地域総合型スポーツクラブマネージャー ４名 

④  公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認指導員講師 ４名 

⑤  公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認指導員 ５７名 

⑵  指導員研修会及び新規資格取得講習会の開催 

   第６７回富山県ダンススポーツ大会前日の７月１０日（土）に開催した。 

・ ダンススポーツコングレス in富山 

・ 日 時：令和３年７月１０日（土）10：00～16：00 

・ 場 所：富山市総合体育館 

机上：研修室１．２．３． 

講師：ＪＤＳＦ公認指導員講師 笹山治一 

実技：第１アリーナ 

 講師：山本武志・木島友美組 

 ＷＤＳＦ-ＰＤ１０ダンス世界選手グランドファイナリスト 

 ２０１９年度三笠宮杯ＰＤ ラテンチャンピオン 

・ 受講者：富山県内 63名、石川県 7名、大阪府 1名、神奈川県 4名、 

福井県 2、岐阜県 2名、愛知県 3名、京都府 2名、埼玉県 2名 

東京都 1名、栃木県 1名、長野県 4名 合計 92名 

⑶  ＪＤＳＦ公認新規指導員養成講習会及びＢ級昇級講習会の開催 

    コロナ禍ではあったが、県内外より新規資格取得希望者があり、以下の 

日程で計画していたが、中止となった。 

・ 日 時：令和３年９月１１日（土）12：00～21：00（１０月に延期） 

１２日（日）10：00～17：00 

・ 日 時：令和３年１０月２日（土）12：00～21：00（中止） 

３日（日）10：00～17：00 



 

・ 場 所：JELダンススポーツクラブ 

     講師：机上講習 笹山治一、大西早織 

実技：笹山治一・大西早織 

     アシスタント：大西大晶・咲菜組 

⑷ 高齢者の健康増進 

   高齢者向けのダンス講習会などを通して高齢者の健康増進を図ることを 

目的とし計画していたが、コロナ禍のため多くが中止となる。 

   JELダンススポーツクラブ（富山市）週 6回指導者５人、受講者 100人 

   他県内加盟サークルにおいて実施 

⑸ 視覚障がい者交流事業の推進 

視覚障がい者との交流事業を実施できず、中止。 

富山県視覚障害者福祉センター  

⑹ 発達障がい児童支援事業の推進 

１２月６日（月）に氷見市ふれあいスポーツセンターにおいて開催予定

していたが、新型コロナ感染防止のため、中止した。 

⑺  ダンススポーツの普及 

５月９日、富山県総合体育センターにおける第３０回富山県民スポー

ツ・レクリエーション祭体験部門で、ダンススポーツの体験コーナーを計

画していたが、新型コロナ感染防止のため、中止した。 

 

２ ジュニア育成部 部長 大西早織 

⑴  公認ジュニア指導員の活動支援 

     公認ジュニア指導員の加盟サークル等での活動を支援する。 

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認ジュニア指導員 １２名 

⑵  ジュニア育成を目指したダンススポーツの普及推進 

  ① 競技会への参加 

     県内外で開催される競技会のジュニア選手を支援。 

        高崎市で８月２８、２９日に開催予定の文部科学大臣賞争奪第１６回 

オールジャパンジュニアダンススポーツカップには、個人（ソロ、ペ 

ア・団体競技に、多数の参加を図る予定であったがコロナ禍で中止。 

  ②  指導者育成 

県連盟の次代を担うジュニア指導者を育成するため、指導者候補とな

る 55 歳以下及びジュニアを対象にした講習会を、高岡市青年の家・高岡

市福祉ふれあいセンター等で、講習会を予定していたが、中止となった。 

 



⑶ ２０２１ロシア沿海地方ダンススポーツ国際交流大会に伴うジュニア交 

 流について、コロナ禍によりロシア沿岸地方ダンススポーツ交流大会は開

催中止（開催競技内容を変更し、第６７回富山県ダンススポーツ大会を開

催） 

⑷ 県内ジュニア層へのダンススポーツの普及 

子どもゆめ基金を活用した県内全域の児童を対象にしたジュニア講習会

を、富山市で開催した。また、氷見市で開催される教室についても、指導

者を派遣するなどの支援を行った。 

※  富山市 「エンジョイ！ダンススポーツ体験交流」 

令和３年６月から令和４年２月まで  全３８回 延べ４９０人       

 

３ 技術認定部 部長 黒田成則 

⑴ 技術認定員の登録 

   社団法人日本ダンススポーツ連盟公認の技術認定員として、１８名を登 

録。 

⑵ 技術認定会の開催 

    １０月に、１回開催することとし、９月までに、この認定会に向けて各

サークルでの講習を充実させるとともに、合同練習会も開催を計画した

が、コロナ禍のためすべて中止。 



第１号議案―③ 

令和３年度・管理本部事業報告 

管理本部長 荒井市郎 

 

令和３年度の管理本部の事業推進に関し、専務理事と連動して以下の部門を

統括し、各部がコンプライアンスを遵守し事業を推進できるよう企画立案助言

を行った。 

〇富山県スポーツフェスタ・県体協・生涯スポーツ協議会・レクリエー 

ション協会・ 

スポーツ少年団との連携 

〇拡大委員会の統括 

〇周年行事・フェスティバルの企画立案実施の統括 

〇定款担当部の統括 

〇登録管理部の統括 

〇広報渉外部の統括 

〇ダンスパーティー＆グッズ販売部の統括 

 

１ 総会等の開催  事務局長 笹山良子 

（１）総会 

  ２０２１年度通常総会を、令和３年４月２９日、サンシップとやまで開

催した。 

  また、臨時総会を、令和４年２月２６日、（株）ジェル２階フロアで開

催した。 

（２）理事会 

以下のとおり、理事会を開催した。 

第１回 令和３年４月４ 日（土） （株）ジェル２階フロア 

第２回 令和３年４月２９日（土） サンシップとやま６０４号室 

第３回 令和３年７月３１日（土） （株）ジェル２階フロア 

第４回 令和３年１０月１６日（土）（株）ジェル２階フロア 

第５回 令和４年２月２６日（土） （株）ジェル２階フロア 

（３）常務理事会 

   必要に応じ、随時、Zoom等を利用し常務理事会を開催した。 



    令和３年４月１日（木） 

    令和３年４月２６日（月） 

 

２ 会員・選手登録管理  登録管理部長 中林宗一 

  会員・選手登録の管理を行った。 

 

３ 寄付金・賛助会員募集 事務局長 笹山良子 

  寄付金・賛助会員の募集、受付、領収書の発送、寄付金控除手続きの案内

などを行った。 

   

４ 関係団体との連携  総務部長・広報渉外部長 荒木 甫 

（１）役員派遣等 

  次の団体と連携を図った。 

① 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

    正会員：笹山治一理事長、荒井市郎副理事長  

② 公益財団法人富山県体育協会  

    評議員：笹山治一 

③ 富山県生涯スポーツ協議会 

    常務理事：荒井市郎副理事長、理事：荒木甫常務理事 

④ 富山県スポーツ指導者協議会 

    評議員：笹山治一 

⑤ 特定非営利活動法人富山県レクリエーション協会 

    理 事：笹山治一（参与） 

⑥ 富山市レクリエーション協会 

副会長：笹山治一 

（２）各種表彰の推薦 

   各種機関からの依頼に応じ、次の表彰の推薦を行った。 

   令和３年度は対象者が少なかったので、県生涯スポーツ協議会のみ申請 

した。 

① 元気とやまスポーツ大賞 

② とやまジュニアスポーツ大賞 

③ 富山県体育協会表彰 

④ 富山県生涯スポーツ協議会 

⑦ 功労表彰：荒木 甫  感謝状：笹山良子 

⑤ 富山県スポーツ部門功労表彰 

⑥ その他 



  

５ 組織体制の強化・連携  総務部長 荒木 甫 

（１）役員の業務分担の見直し 

   役員ごとに担当する事務分担を明確にした。 

（２）役員専用アドレス設置に取り組んだ。 

 

６ 拡大委員会  委員長 野澤敏夫 

会員の拡大に向け、意見交換を行った。 

 

７ 助成金の申請等  総務部長 荒木 甫 

  行政他各種団体への助成金の申請及び実績報告を行った。 

 

８ 周年行事・フェスティバル部 部長 日光他家志  

２０２１年度ダンススポーツフェスティバルを、令和３年１１月２８日 

（日）に、富山電気ビルで開催した。 

  出演者  ヒップホップ１５名、 

ダンススポーツ延べ２２８組、出場者数１９２人 

 

９ ダンスパーティー・グッズ販売部 部長 金山誠一 

（１）ダンスパーティー 

  次のパーティーを開催し、会員の交流を図ることとしていたが、新型コロ

ナ感染拡大のため、中止した。 

① 冬季交流ダンスパーティー 

      令和３年１２月４日（土） 氷見市ふれあいスポーツセンター 

② JDSF富山春季ダンスパーティー 

令和４年３月１３日（日） 富山市婦中ふれあい館 

（２）グッズ販売 

① JDSFオリジナルマスクやＣＤ等の教材・物品を販売した。 

② 月刊ダンスビュウを斡旋販売した。 

③ JDSF富山役員引退に伴い退会された方からの制服やドレスの譲受に取 

り組んだ。 

④ ダンス用品の中古販売の斡旋を始めた。 

（３）公益社団法人日本ダンススポーツ連盟広報誌の配布 

   春、夏、秋、冬号を配布した。 

 

１０ コンプライアンスの遵守  定款担当部 日水 秀 



特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）としてのコンプライアンス違反が

発生しないためにもガバナンスを強化するよう、本県連盟定款担当部がそれ

にあたった。 

 

１１ その他の事業  副事務局長 大西早織 

（１）スポーツ少年団登録・スポーツ保険加入 

   富山市スポーツ少年団の登録、スポーツ保険加入を行った。 

（２）著作権法改正に伴う対応 

   著作権法改正に対応するため、ＣＤの斡旋販売等を行った。 

（３）公益社団法人日本ダンススポーツ連盟が使用権を有するシンクロ権付き

楽曲を JDSFブロック加盟団体等が使用手続きを申請することで、その楽曲

を使用して競技会を実施し、YouTube のサブチャンネルで公開できること

となった。 

★東海北陸ブロックの「デジタルコミュニティー推進部」担当：大西大紀君

が担当することになった。 



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）令和３年４月１日より
　　　令和４年３月３１日まで
（Ｂ）富山市ＪＥＬほか
（Ｃ）２名・５名

（Ｄ）講習会開催場所地域住民
（連盟非会員）
（Ｅ）６５名・１００名 50,000 10,000

精神障害者交流事業
視覚障害者交流事業

（Ａ）令和３年４月１日より
 令和４年３月３１日まで 月１回
（Ｂ）富山県視覚障害者福祉セン
ター
（Ｃ）１0名・5名

（Ｄ）富山県内の精神視覚障害
者・視覚障害者
（Ｅ）３０名・３０名 50,000 ―

・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65回富山県ダンススポーツ

大会

（Ａ）令和３年４月１１日（日）
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）50名

（D)富山県ダンススポーツ連盟会員
他県内外ダンス愛好家
（E)２５０名

2,200,000 674,715

第30回富山県ダンススポーツフェ
スタ
富山県民スポーツ・レクリエーショ
ン祭
第66回富山県ダンススポーツ大会
ねんりんピック岐阜2021選考会

（Ａ）令和３年５月３０日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び北信越地区及び中
部日本の各県
（Ｅ）500名

1,000,000 1,024,187

第３０回スポーツフェスタ
第７４回富山県民体育大会
第６７回富山県ダンススポーツ大
会

（Ａ）令和３年７月１１日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び東海北陸ブロック・
北信越地区より
（Ｅ）500名 1,000,000 955,650

第４１回三笠宮杯
全日本ダンススポーツ選手権大会

(A)令和3年11月6日（土）
　　令和3年11月7日（日）
　　10：00～17：30
（B)駒沢体育館
（C)2名

（D)全国都道府県代表選手
（E)富山県選手

70,000 30,000

・ダンススポーツ国際交流
の推進 コロナ禍のため、国際交流大会は

中止第67回富山県ダンススポーツ
大会

（Ａ）令和３年７月１１日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び北信越地区及びロ
シア沿海地方のダンス競技者
（Ｅ）500名 3,200,000 0

下部組織への助成金の提供

（Ａ）令和３年４月１日
　　　～令和４年３月３１日
(Ｂ)富山県内JDSF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 200,000 9,000

こどもゆめ基金助成活動
エンジョイ！ダンススポーツ体験交
流

（A)令和３年６月から
　　令和４年２月まで　全３８回
（B)富山市JEL内　他
（C）５名

（D)富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び支部団体
（E)約1,000名 1,000,000 1,054,970

JDSF公認ジュニア指導員支援
及び育成

（A)令和３年４月１日（木）より
令和４年３月３１日（木）まで
（B）ジェルフロア
（C)２名

（D)県内外のジュニア指導員
（E)１５名

10,000 ―

・ダンス関連団体への助
言、援助等

ＪＤＳＦ富山所属認定サークルへの
公認指導員の派遣

（Ａ）令和３年４月１日（木）より
令和４年３月３１日(木）まで
（Ｂ）富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び関係諸団体
（Ｃ）７２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

50,000 ―

下部組織及び加盟サークルへの
指導員（講師）の派遣

（Ａ）令和３年４月１日（木）より
令和４年３月３１日（木）まで
（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 ―

石川県ダンススポーツ選手権大会

（Ａ）令和３年５月９日（日）
（Ｂ）金沢勤労者プラザ
（Ｃ）５名

（D)石川県内及び北信越地区及
び中部日本の各県
（E)５００名 50,000 ―

・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

・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

・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

令和3年度の事業報告
令和3年４月１日から令和4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）



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

令和3年度の事業報告
令和3年４月１日から令和4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

教材・物品販売事業

（Ａ）令和３年４月１日（木）より
令和４年３月３１日(木）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 80,000 60,738

JDSF公認審判員研修、及び公認
採点管理者研修会

（A)令和３年４月１日（木）より
令和４年３月３１日（木）まで
（B）各大会会場及び事務局
（C)２名

（D)県内外の審判員
（E)１５名

10,000 76,000

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３年6月５日（土）
　　 令和３年6月６日（日）
（Ｂ）富山県総合体育センター
（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

100,000 ―

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３年７月１０日（土）
　　　10：00～16：00
（Ｂ）富山市総合体育館
　　 第一アリーナほか
（Ｃ）１０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

200,000 169,453

ＪＤＳＦ公認新規指導員養成講習
会
及びB級昇級講習会

（Ａ）令和３年９月１１日（土）
　　　令和３年９月１２日（日）
（Ｂ）JELダンススポーツクラブ
（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
規指導員希望者
 （Ｅ）１００名

90,000 ―

ＪＤＳＦ会員登録及び選手登録管
理

（Ａ）令和３年１０月１日（金）より
令和４年３月３１日(木）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 250,000 12,500

ダンススポーツフェスティバル2021
in電気ビル

（A)令和３年11月28日（日）
（B)富山電気ビルデイング
（C)30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)２５０名 1,000,000 1,699,217

ＪＤＳＦ富山
冬季ダンスパーティー
（高齢者向けふれあいダンスパー
ティ）

（Ａ）令和３年１２月４日（土）
　　  令和４年３月１３日（日）
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）１０名    中止

（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）２００名 100,000 ―

合計 10,730,000 5,776,430

・その他この法人の目的
を達成するための必要な
事業

※　"―"　は中止のもの



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟

（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益

   1. 受取会費

      正会員受取会費 81,600

      賛助会員受取会費 53,000

      一般会員受取会費 161,900 296,500

   2. 受取寄附金

      受取寄附金 761,000 761,000

   3. 受取助成金等

      受取民間助成金 275,000

      受取民間補助金 55,000 330,000

   4. 事業収益

      交流推進事業 0

      競技会事業 0

      育成事業 1,088,911

      その他関連事業 283,300 1,372,211

   5. その他収益

      受取利息 0

      雑収益 0 0

    経常収益計 2,759,711

Ⅱ  経常費用

   1. 事業費

    (1) 人件費

        報償手当 0

        福利厚生費 0

        人件費計 0

    (2) その他経費

        仕入高 0

        合計 0

        売上原価 0

        業務委託費 1,054,970

        諸謝金 0

        印刷製本費 0

        旅費交通費 0

        通信運搬費 0

        消耗品費 0

        広告宣伝費 0

        賃借料 0

        保険料 0

        諸会費 12,500

        交際費 0

        支払手数料 0

        支払助成金 49,000

        運営企画費 0

        雑費 0

        その他経費計 1,116,470

      事業費計 1,116,470

活 動 計 算 書 （非収益事業）

金　　　　額

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟

（単位：円）

科　　　　目

活 動 計 算 書 （非収益事業）

金　　　　額

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

   2. 管理費

    (1) 人件費

        給料手当 284,870

        人件費計 284,870

    (2) その他経費

        会議費 19,574

        事務費 161,136

        通信運搬費 41,016

        消耗品費 34,488

　　　　地代家賃 5,221

　　　　賃借料 52,501

        諸会費 27,300

        支払手数料 14,651

        交際費 19,565

        雑費 1,243

        その他経費計 376,695

      管理費計 661,565

    経常費用計 1,778,035

      当期経常増減額 981,676

Ⅲ  経常外収益

    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用

    経常外費用計 0

      税引前当期正味財産増減額 981,676

      当期正味財産増減額 981,676

      前期繰越正味財産額 3,472,178

      次期繰越正味財産額 4,453,854

 



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟

（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益

   1. 受取会費

      正会員受取会費 0

      賛助会員受取会費 0

      一般会員受取会費 0 0

   2. 受取寄附金

      受取寄附金 0 0

   3. 受取助成金等

      受取民間助成金 51,000

      受取民間補助金 384,840 435,840

   4. 事業収益

      交流推進事業 1,837,000

      競技会事業 2,515,700

      その他関連事業 336,500 4,689,200

   5. その他収益

      受取利息 4 4

    経常収益計 5,125,044

Ⅱ  経常費用

   1. 事業費

    (1) 人件費

        報償手当 1,860,386

        福利厚生費 331,534

        人件費計 2,191,920

    (2) その他経費

        仕入高 161,636

        合計 161,636

　　　　期末商品棚卸高 58,000

        売上原価 103,636

        業務委託費 110,179

        諸謝金 467,000

        印刷製本費 98,082

        旅費交通費 494,660

        通信運搬費 426,026

        消耗品費 309,960

        賃借料 17,250

        保険料 480,800

        諸会費 9,345

        支払手数料 0

        その他経費計 2,516,938

      事業費計 4,708,858

活 動 計 算 書 （収益事業）

金　　　　額

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟

（単位：円）

科　　　　目

活 動 計 算 書 （収益事業）

金　　　　額

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

   2. 管理費

    (1) 人件費

        給料手当 529,030

        人件費計 529,030

    (2) その他経費

        会議費 36,351

        事務費 299,246

        通信運搬費 76,170

        消耗品費 64,047

        地代家賃 9,695

　　　　賃借料 97,499

        諸会費 50,700

        支払手数料 27,209

        交際費 36,335

        雑費 2,307

        その他経費計 699,559

      管理費計 1,228,589

    経常費用計 5,937,447

      当期経常増減額 △ 812,403

Ⅲ  経常外収益

    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用

    経常外費用計 0

      税引前当期正味財産増減額 △ 812,403

      法人税、住民税及び事業税 81,000

      当期正味財産増減額 △ 893,403

      前期繰越正味財産額 △ 3,025,366

      次期繰越正味財産額 △ 3,918,769

 



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟

（単位：円）

科　　　　目 収益 非収益

Ⅰ  経常収益 100％ 65.00% 35.00%

   1. 受取会費

      正会員受取会費 81,600 81,600 0 81,600

　　　賛助会員受取会費 53,000 53,000 0 53,000

      一般会員受取会費 161,900 296,500 161,900 0 161,900

   2. 受取寄附金

      受取寄附金 761,000 761,000 761,000 0 761,000

   3. 受取助成金等

      受取民間助成金 326,000 326,000 51,000 275,000

      受取民間補助金 439,840 765,840 439,840 384,840 55,000

   4. 事業収益

      交流推進事業 1,837,000 1,837,000 1,837,000 0

      競技会事業 2,515,700 2,515,700 2,515,700 0

　　　育成事業 1,088,911 1,088,911 0 1,088,911

      その他関連事業 619,800 6,061,411 619,800 336,500 283,300

   5. その他収益

      受取利息 4 4 4 4 0

    経常収益計 7,884,755 7,884,755 5,125,044 2,759,711

Ⅱ  経常費用

   1. 事業費

    (1) 人件費

        報償手当 1,860,386 1,860,386 1,860,386 0

        福利厚生費 331,534 331,534 331,534 0

        人件費計 2,191,920

    (2) その他経費

        仕入高 161,636 161,636 161,636 0

        合計 161,636

　　　　期末商品棚卸高 58,000 ▲ 58,000 ▲ 58,000 0

        売上原価 103,636

        業務委託費 1,165,149 1,165,149 110,179 1,054,970

        諸謝金 467,000 467,000 467,000 0

        印刷製本費 98,082 98,082 98,082 0

        旅費交通費 494,660 494,660 494,660 0

        消耗品費 426,026 426,026 426,026 0

        賃借料 309,960 309,960 309,960 0

        保険料 17,250 17,250 17,250 0

        諸会費 493,300 493,300 480,800 12,500

        支払手数料 9,345 9,345 9,345 0

        支払助成金 49,000 49,000 0 49,000

        その他経費計 3,633,408

      事業費計 5,825,328 5,825,328 4,708,858 1,116,470

   2. 管理費

    (1) 人件費

        給料手当 813,900 791,075 529,030 284,870

        人件費計 813,900

    (2) その他経費

        会議費 55,925 55,925 36,351 19,574

        事務費 460,382 460,382 299,246 161,136

        通信運搬費 117,186 117,186 76,170 41,016

        消耗品費 98,535 98,535 64,047 34,488

　　　　賃借料 14,916 14,916 9,695 5,221

　　　　地代家賃 150,000 150,000 97,499 52,501

        諸会費 78,000 78,000 50,700 27,300

        支払手数料 41,860 41,860 27,209 14,651

        交際費 55,900 55,900 36,335 19,565

        雑費 3,550 3,550 2,307 1,243

        その他経費計 1,076,254

      管理費計 1,890,154 1,890,154 1,228,589 661,565

    経常費用計 7,715,482 7,715,482 5,937,447 1,778,035

      当期経常増減額 169,273 169,273 ▲ 812,403 981,676

Ⅲ  経常外収益

    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用

    経常外費用計 0

      税引前当期正味財産増減額 169,273 169,273 ▲ 812,403 981,676

　　　法人税、住民税及び事業税 81,000 81,000 81,000

      当期正味財産増減額 88,273 88,273 ▲ 893,403 981,676

      前期繰越正味財産額 446,812 446,812 ▲ 3,025,366 3,472,178

      次期繰越正味財産額 535,085 535,085 ▲ 3,918,769 4,453,854

活 動 計 算 書

金　　　　額

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで



令和3年度受取助成金等一覧

内容 支払元 収益事業 非収益事業 根拠

加盟団体主幹事業運営費 富山県レクリエーション協会 15,000 団体の事業全体への助成

加盟団体主幹事業運営費 富山県生涯スポーツ 140,000 団体の事業全体への助成

加盟団体主幹事業運営費 富山県民体育 51,000 収益事業への助成

加盟団体主幹事業運営費 富山県社会福祉協議会 120,000 団体の事業全体への助成

選手登録費管理等経費 ＪＤＳＦ本部 55,000 非収益事業への助成

第65回大会旅費 ＪＤＳＦ本部 114,420 収益事業への助成

第66回大会旅費 ＪＤＳＦ本部 132,360 収益事業への助成

第67回大会旅費 ＪＤＳＦ本部 138,060 収益事業への助成

435,840 330,000



（A）当該事業の （Ｄ）受益対象者

　　実施日時 　　の範囲

（B）当該事業の （Ｅ）人数

　　実施場所

（Ｃ）従事者の人数　　　　

66,000 1,578 13,625 29,142 51,700 69,541 27,685 5,750 151,900 1,760 351,103

23,500 38,400 10,000 33,750 4,207 48,400 1,320 97,677

69,000 26,610 847 27,457

0

0

174,880 392 5,450 29,142 82,420 12,210 75,900 5,750 153,200 1,760 365,832

98,080 720 36,787 7,000 40,180 89,143 1,600 174,710

49,380 10,000 -6,550 155,353 158,803

1,390 1,390

0

27,000 62,659 32,698 249,100 63,360 1,200 5,750 20,000 1,560 373,668

94,000 100 11,060 76,505 1,500 1,380 90,545

87,000 7,892 23,850 154,200 960 186,902

20,000 0

13,876 0

30,000 17,440 23,843 11,000 34,843

24,000 9,350 10,000 43,820 53,820

0

0

0

15,000 15,000

20,000 20,000

41,000 41,000

0

76,000 6,000 6,000

36,738 0

-58,000 0

0

78,080 19,440 20,000 391,000 15,600 1,023 605 428,228

23,800 5,000 1,850 10,000 16,850

108,375 1,024,444 1,024,444

0

0

0

収益事業計 4,689,200 4,659,960 54,738 54,738 805,416 331,534 1,136,950 1,165,149 467,000 98,082 0 494,660 0 426,026 0 309,960 17,250 480,800 0 0 0 9,345 0 0 3,468,272 3,468,272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000 15,000

4,000 4,000

0

0

0

0

0

0

1,054,970 0

0

0

0

30,000 30,000

0

0

0

8,000 8,000

4,500 4,500

0

0

0

0

非収益事業計 1,372,211 1,116,470 0 0 1,054,970 0 1,054,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500 0 0 0 0 49,000 0 61,500 61,500

合計 6,061,411 5,776,430 54,738 54,738 1,860,386 331,534 2,191,920 1,165,149 467,000 98,082 0 494,660 0 426,026 0 309,960 17,250 493,300 0 0 0 9,345 49,000 0 3,529,772 3,529,772

0 12,500ＪＤＳＦ選手等登録管理

（Ａ）令和3年10月1日（木）
より令和4年3月31日(木）ま
で
（Ｂ）本県連盟事務局
（Ｃ）３名

（Ｄ）県内加盟団体・
サークル・会員・選
手
 （Ｅ）３５０名

283,300 12,500 0

1,054,970 0

第40回三笠宮杯
全日本ダンススポーツ選手権

(A)令和3年11月6日（土）
　　令和3年11月7日（日）
　　10：00～17：30
（B)駒沢体育館
（C)2名

（Ｄ）研代表選手及
び監督
（Ｅ）7名（小中高生・
大学生5名　監督2
名）

0 30,000 0 0 30,000

こどもゆめ基金助成活動
エンジョイ！ダンススポーツ体験交
流

（A)令和３年６月から
　　令和４年２月　全３８回
（B)富山市JEL内　他
（C）５名

（D)富山県内ＪＤＳＦ
富山加盟サークル
及び支部団体
（E)699名

1,088,911 1,054,970 0

0
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

※新型コロナウイルスの影響により中止 0 0 0 0

0

下部組織への助成金の提供

（Ａ）令和3年4月1日
　　　～令和4年3月31日
(Ｂ)富山県内JDSF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

0 19,000 0 0 19,000

ＪＤＦＳ公認新規指導員養成講習会
B級昇給講習会

※新型コロナウイルスの影響により中止 0 0 0 0

0

精神障害者交流事業
視覚障害者交流事業

※新型コロナウイルスの影響により中止 0 0 0 0 0

高齢者向け社交ダンス講習会 ※新型コロナウイルスの影響により中止 0 0 0 0

0 6,000

2021年度ダンススポーツフェスティ
バル
in電気ビル

（Ａ）令和3年11月28日（日）
（Ｂ）富山電気ビルレストラン
（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）374名

1,837,000 1,699,217 0 229,695 1,469,522

教材・物品販売事業

（Ａ）令和3年４月１日（水）よ
り令和4年３月３１日(木）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）100名

75,000 60,738 54,738

JDSF公認審判員研修、及び公認採
点管理者研修会

（A)令和３年４月１日（木）よ
り
令和４年３月３１日（木）まで
（B）各大会会場及び事務
局
（C)２名

（D)県内外の審判員
（E)１５名

0 76,000 0 0 76,000

304,535 651,115

ダンススポーツコングレスin富山

（Ａ）令和3年7月10日（土）
　　　10：00～16：00
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）5名

（Ｄ）県内外ＪＤＳＦ公
認新規指導員資格
取得希望者他
（Ｅ）20名 261,500 169,453 0 80,790 88,663

第67回富山県ダンススポーツ大会

（A）令和3年7月11日（日）
（B）富山市総合体育館
（C)50名

（Ｄ）県内及び北信
越地区のダンス競技
者
（Ｅ）500名 1,007,000 955,650 0

476,237

2021年度中部ブロック
ダンススポーツ選手権大会
第30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66回富山県ダンススポーツ大会
ねんりんピック岐阜2021選考会

（A）令和3年5月30日（日）
（B）富山市総合体育館
（C)30名

（D)北信越地区代表
選手及び監督
（E)富山県選手

847,000 1,024,187 0 323,452 700,735

雑費
その他経費

小計
その他経費

小計

第65回富山県ダンススポーツ大会
（全国オープン戦）

（A）令和3年4月11日（日）
（B）富山市婦中ふれあい館
（C)30名

（D)富山兼ダンスス
ポーツ連盟会員他
県内ダンス愛好家
（E)２５０名 661,700 674,715 0 198,478

諸会費 租税公課 交際費 運営企画費 支払手数料 支払助成金旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 広告宣伝費 賃借料 保険料福利厚生費
人件費

小計
業務委託費 諸謝金 印刷製本費 会議費

事業収益の
決算額

（単位：円）

事業費
小計

（単位：　千円）
仕入高

売上原価
小計

報償手当

2022/5/13



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益
   1. 受取会費
      正会員受取会費 81,600
      賛助会員受取会費 53,000
      一般会員受取会費 161,900 296,500
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 761,000 761,000
   3. 受取助成金等
      受取民間助成金 326,000
      受取民間補助金 439,840 765,840
   4. 事業収益
      交流推進事業 1,827,000
      競技会事業 2,525,700
      育成事業 1,088,911
      その他関連事業 619,800 6,061,411
   5. その他収益
      受取利息 4 4
    経常収益計 7,884,755

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        報償手当 1,860,386
        福利厚生費 331,534
        人件費計 2,274,340
    (2) その他経費
        期首棚卸高 76,000
        仕入高 36,738
        合計 112,738
        期末棚卸高 △ 58,000
        売上原価 54,738
        業務委託費 1,165,149
        諸謝金 467,000
        印刷製本費 98,082
        旅費交通費 494,660
        消耗品費 426,026
        賃借料 309,960
        保険料 17,250
        諸会費 493,300
        支払手数料 9,345
        支払助成金 49,000
        その他経費計 3,502,090
      事業費計 5,776,430

活動計算書

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

金　　　　額



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
（単位：円）

科　　　　目

   2. 管理費
    (1) 人件費
        給料手当 813,900
        人件費計 813,900
    (2) その他経費
        会議費 55,925
        事務費 460,382
        通信運搬費 117,186
        消耗品費 98,535
        地代家賃 150,000
        賃借料 14,916
        諸会費 78,000
        支払手数料 41,860
        交際費 55,900
        雑費 3,550
        その他経費計 1,076,254
      管理費計 1,890,154
    経常費用計 7,666,584
      当期経常増減額 218,171

Ⅲ  経常外収益
    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用
    経常外費用計 0
      税引前当期正味財産増減額 218,171
      法人税、住民税及び事業税 81,000
      当期正味財産増減額 137,171
      前期繰越正味財産額 446,812

      次期繰越正味財産額 583,983

金　　　　額

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

活動計算書



自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

〒939-8096
富山県富山市西大泉15番8号

ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
(法人番号:2230005008550)

会長　高田　順一

第7期

決算報告書



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金 1,738,982
      棚卸資産 58,000
      流動資産合計 1,796,982
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        什器備品 1
        有形固定資産計 1
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        投資その他の資産計 0
      固定資産合計 1

    資産合計 1,796,983

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 420,000
      未払法人税等 81,000
      前受金 712,000
      流動負債合計 1,213,000
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 1,213,000

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 351,812
      当期正味財産増減額 137,171
    正味財産合計 583,983

    負債及び正味財産合計 1,796,983

貸借対照表

令和  4年  3月 31日 現在

金　　　　額



自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

〒939-8096
富山県富山市西大泉15番8号

ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
(法人番号:2230005008550)

会長　高田　順一

第7期

決算報告書



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金
　　　　手許現金 210,945
　　　　ゆうちょ銀行当座預金 1,038,395
　　　　ゆうちょ銀行普通預金 2,089
　　　　北陸銀行普通預金 485,516
　　　　北陸銀行普通預金（寄付） 2,037
      棚卸資産
　　　　ダンスビューほか 58,000
      流動資産合計 1,796,982
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        什器備品
　　　　　パソコン１台 評価せず
　　　　　パソコンテーブル１台 評価せず
　　　　　折りたたみテーブル２脚 評価せず
　　　　　椅子６脚 評価せず
　　　　　書類棚３台 評価せず
　　　　　テーブル２台 評価せず
　　　　　応接セット１式 評価せず
　　　　　連盟旗 1
        有形固定資産計 1
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        投資その他の資産計 0
      固定資産合計 1
    資産合計 1,796,983

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金
　　　　㈱ジェル　令和2年度家賃 150,000
　　　　㈱ジェル　令和2年度通信費 60,000
　　　　㈱ジェル　令和3年度家賃 150,000
　　　　㈱ジェル　令和3年度通信費 60,000
      未払法人税等
　　　　富山市　法人税均等割 60,000
　　　　富山県　法人税均等割 21,000
      前受金
　　　　第68回大会エントリー料 712,000
      流動負債合計 1,213,000
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 1,213,000
    正味財産 583,983

財　産　目　録

令和  4年  3月 31日 現在

金　　　　額



第４号議案 

 

監事及び役員選任の件 

 

退任監事   磯野
い そ の

 敬子
け い こ

  南太閤山 

 

新任理事   早
はや

﨑
さき

 光輝
みつてる

  JDSF－PD 東海北陸ブロック 

       貫
ぬき

田
た

 晃
こう

次
じ

  Urban Dance Division 部長 

 

退任理事   山本
やまもと

えり
え り

子
こ

  JEL ダンススポーツクラブ 

       道下
みちした

 利
とし

信
のぶ

  氷見ダンススポーツクラブ 

 



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）令和４年４月１日より
　　　令和５年３月３１日まで
（Ｂ）富山市ＪＥＬほか
（Ｃ）２名・５名

（Ｄ）講習会開催場所地域住民
（連盟非会員）
（Ｅ）６５名・１００名 50,000 -

精神障害者交流事業
視覚障害者交流事業

（Ａ）令和４年４月１日より
 令和５年３月３１日まで 月１回
（Ｂ）富山県視覚障害者福祉セン
ター
（Ｃ）１0名・5名

（Ｄ）富山県内の精神視覚障害
者・視覚障害者
（Ｅ）３０名・３０名 50,000 -

・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68回富山県ダンススポーツ

大会

（Ａ）令和４年４月24日（日）
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）50名

（D)富山県ダンススポーツ連盟会員
他県内外ダンス愛好家
（E)２５０名

1,000,000 -

第31回富山県ダンススポーツフェ
スタ
富山県民スポーツ・レクリエーショ
ン祭
第69回富山県ダンススポーツ大会
東海北陸ブロックDS選手権大会

（Ａ）令和４年５月２９日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び北信越地区及び中
部日本の各県
（Ｅ）500名

1,000,000 -

第42回三笠宮杯
全日本ダンススポーツ選手権大会

(A)令和４年11月19日（土）
　　令和4年11月20日（日）
　　10：00～17：30
（B)とどろきアリーア
（C)2名

（D)全国都道府県代表選手
（E)富山県選手

70,000 -

JDSFダンススポーツグランプリin富
山
第75回富山県民体育大会
第70回富山県ダンススポーツ大会

（Ａ）令和４年７月１7日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）全国のダンス競技者
（Ｅ）500名

2,260,000 -

ねんりんピック神奈川2022

（A）令和４年１１月１３日（日）
（B）神奈川県川崎市
（C）８名

（D）県予選会選抜チーム
（E）８名

100,000

下部組織への助成金の提供

（Ａ）令和４年４月１日
　　　～令和５年３月３１日
(Ｂ)富山県内JDSF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 200,000 -

第１７回オールジャパンジュニア
カップin東京

（A）令和４年７月３０日３１日
（B）BUMB東京スポーツ文化館

（D）県内ジュニア選手
ハッピーHappyクローバー９名
JELダンススポーツクラブ８名他
ジュニア父兄

150,000

JDSF公認ジュニア指導員支援
及び育成

（A)令和４年４月１日（木）より
令和５年３月３１日（木）まで
（B）ジェルフロア
（C)２名

（D)県内外のジュニア指導員
（E)１５名

10,000 -

・ダンス関連団体への助
言、援助等

ＪＤＳＦ富山所属認定サークルへの
公認指導員の派遣

（Ａ）令和４年４月１日（木）より
令和５年３月３１日(木）まで
（Ｂ）富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び関係諸団体
（Ｃ）７２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

50,000 -

下部組織及び加盟サークルへの
指導員（講師）の派遣

（Ａ）令和４年４月１日（木）より
令和５年３月３１日（木）まで
（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 -

石川県ダンススポーツ選手権大会

（Ａ）令和４年５月22日（日）
（Ｂ）金沢勤労者プラザ
（Ｃ）５名

（D)石川県内及び北信越地区及
び中部日本の各県
（E)25０名 50,000 -

教材・物品販売事業

（Ａ）令和４年４月１日（木）より
令和５年３月３１日(木）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 80,000 -

JDSF公認審判員研修、及び公認
採点管理者研修会

（A)令和４年４月１日（木）より
令和５年３月３１日（木）まで
（B）各大会会場及び事務局
（C)２名

（D)県内外の審判員
（E)１５名

10,000 -

令和４年度の事業計画（案）
令和４年４月１日から令和５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

・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

・その他この法人の目的
を達成するための必要な
事業

・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



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

令和４年度の事業計画（案）
令和４年４月１日から令和５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

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４年10月22日（土）
　　  令和４年10月23日（日）
（Ｂ）富山県総合体育センター
（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

100,000 -

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４年７月１8日（祝・月）
　　　10：00～16：00
（Ｂ）富山市総合体育館
　　 第一アリーナほか
（Ｃ）１０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

280,000 -

技術発表会及び技術認定会

（A）令和４年９月４日（日）
（B）富山市婦中ふれあい館
（C）２０名

（D）県連盟所属会員
（E）２００名

100,000 -

ＪＤＳＦ公認新規指導員養成講習
会
及びB級昇級講習会

（Ａ）令和４年10月8日（土）
　　　令和４年10月8日（日）
（Ｂ）JELダンススポーツクラブ
（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
規指導員希望者
 （Ｅ）１００名

90,000 -

ＪＤＳＦ会員登録及び選手登録管
理

（Ａ）令和４年１０月１日（金）より
　　　令和５年３月３１日(木）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 250,000 -

ダンススポーツフェスティバル2022
in電気ビル

（A)令和４年11月27日（日）
（B)富山電気ビルデイング
（C)30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)２５０名 1,000,000 -

ＪＤＳＦ富山
ダンスパーティー

（Ａ）令和４年１２月25日（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）２００名 100,000 -

合計 7,020,000 -

※　"―"　は中止のもの



第５号議案―① 

令和４年度・競技本部事業計画（案） 

競技本部長 黒田 成則 

 
 
１ 事業期間 

  令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

 

２ 事業計画 

⑴ 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 

（競技部 部長 中林宗一／採点管理部 部長 坂口節子） 

    富山県ダンススポーツ大会を県連盟として主催し、ジュブナイルからグ

ランドシニアまでの幅広い年齢層において、県内外から多数の参加者数を

得るとともに、県内におけるダンススポーツの振興と県民の心身の健全な

発展並びに社会貢献に寄与する。 

    ◎  第６８回富山県ダンススポーツ大会 

令和４年４月２４日（日） 

           富山市婦中ふれあい館 

⑵ 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 

（競技部 部長 中林宗一／採点管理部 部長 坂口節子） 

    ア  富山県・富山県教育委員会・富山県体育協会・富山県生涯スポーツ協 

議会主催の富山県スポーツフェスタにおいて、本県連盟が主管として大 

会行事を遂行する。 

イ 厚生省主催ねんりんピック及び公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

主催の都道府県対抗戦に富山県選手団を派遣する。 

  ウ 本県連盟に加盟している団体の主催・主管大会に協力し、関連事業を 

推進する。 

  エ 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会等の全国大会・北信越選手

権大会に本県選手を出場させる。 

◎ ダンススポーツグランプリ in 熊本 

      令和４年４月１０日（日）熊本県・大津総合体育館 

           大会案内及び出場推奨 

◎ ダンススポーツグランプリ in 京都 

      令和４年４月１７日（日）京都府・西宇治体育館 

           大会案内及び出場推奨 

    ◎  全日本１０ダンス選手権大会 

      令和４年６月５日（日）愛知県・稲永スポーツセンター 



◎ ダンススポーツグランプリ in 富山 

  第７５回富山県民体育大会 

  第７０回富山県ダンススポーツ大会 

      令和４年７月１７日（日）富山県・富山市総合体育館 

           大会案内及び出場推奨 

◎ ダンススポーツグランプリ in 静岡 

      令和４年７月２４日（日）静岡県・浜松アリーナ 

           大会案内及び出場推奨 

    ◎ 日本マスターズ２０２２岩手大会 

      令和４年８月２８日（日）岩手県・花巻総合体育館 

◎ ダンススポーツグランプリ in 仙台 

      令和４年９月１１日（日）宮城県・青葉体育館 

           大会案内及び出場推奨 

◎ ダンススポーツグランプリ in 北海道 

      令和４年１０月２日（日）北海道・きたえ～る 

           大会案内及び出場推奨 

     ◎  ねんりんぴっく神奈川 

      令和４年１１月１３日（日）神奈川県・川崎市 

    ◎ 第４２回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会 

      令和４年１１月１９日（土）２０日（日） とどろきアリーナ 

     大会案内及び出場推奨 

⑶ ダンススポーツ国際交流の推進（中止） 

（競技本部 本部長 黒田成則／競技部 部長 中林宗一） 

   ダンススポーツを通じた国際交流の推進と国際感覚の醸成を図るととも 

に、国際的大会の開催または国際的な大会に選手を出場させることによって、 

ダンススポーツの発展に寄与する。 

    ◎ ロシア沿海地方ダンススポーツ交流大会（中止） 

    ※ 世界的情勢により開催困難な状況となったことから、本年は国際交 

流事業は中止とする。 

⑷ ダンス関係団体への助言、援助等 

（競技部 部長 中林宗一／採点管理部 部長 坂口節子） 

   公益社団法人日本ダンススポーツ連盟中部ブロック、石川県ダンススポー

ツ連盟、福井県ダンススポーツ連盟及び富山県ダンススポーツ連盟加盟団

体主催・主管競技大会に対して、役員の派遣、採点管理システムの助言・援

助、大会運営の助言等を行なう。 

◎ 石川県ダンススポーツ選手権大会 

令和４年５月２２日(日)  金沢勤労者プラザ 

大会支援 

 



⑸ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（採点管理部 部長 坂口節子） 

     公益社団法人日本ダンススポーツ連盟資格取得者対象に対する研修等を 

継続的に実施し、実務能力の向上及び研鑽を図る。 

       ◎ チェアパーソン（競技長）及びスクルティニア（採点管理者） 

新規資格取得講習会、更新研修会及び資格取得試験 

  令和４年１０月２２日（土）、２３日（日）１０:００～１６:００ 

富山県総合体育センター 

    ◎ JDSF公認審判員研修、公認採点管理者及び公認競技長実務研修 

      令和４年４月から令和５年３月までの間 

      各大会会場及び事務局 



第５号議案―② 

令和４年度・普及本部事業計画（案） 

普及本部長 槌谷真一 

１ 指導部 部長 槌谷真一 

⑴  公認指導員の派遣 

以下の公認指導員を、加盟サークル等に派遣すること、県内で活動する 

サークルの支援を図る。 

①    公益財団法人日本スポーツ協会公認指導員 ５名 

②    公益財団法人日本体スポーツ会公認スポーツリーダー・スポーツ少 

 年団認定員２名 

③    地域総合型スポーツクラブマネージャー ４名 

④    公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認指導員講師 ４名 

⑤    公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認指導員 ５７名  

⑵  ＪＤＳＦ公認指導員研修会の開催 

    第７０回富山県ダンススポーツ大会翌日の７月１８日（月・祭日）に開 

催する。 

・ ダンススポーツコングレス in富山「WDSF教本研修会」 

・ 日 時：令和４年７月１８日（月・祝日）10：00～17：00 

・ 場 所：富山市総合体育館 於：第１アリーナ 

机上＆実技 

講 師：ＪＤＳＦ―PD公認指導員講師 篠田佐代子 

    WDSF-PDAクラス公認審判員 

  アシスタント：山本武志・友美組 

ＷＤＳＦ-ＰＤ１０ダンス世界選手グランドファイナリスト 

２０１９年度三笠宮杯ＰＤ ラテンチャンピオン 

⑶  ＪＤＳＦ公認新規指導員養成講習会及びＢ級昇級講習会の開催 

・ 日 時：令和４年１０月８日（土）12：00～21：00 

令和４年１０月９日（日）10：00～17：00 

・ 場 所：JELダンススポーツクラブ 

⑷ 高齢者の健康増進 

  ①  高齢者向けのダンス講習会などを通して高齢者の健康増進を図る。 

   JELダンススポーツクラブ（富山市）週 6回指導者５人、受講者６０人 

   他県内加盟サークルにおいて実施 

コントで健康（南砺市） 月１回指導者２人、受講者１００人 



  ②  高齢者向けふれあいダンスパーティーの開催 

⑸ 視覚障がい者交流事業の推進 

視覚障がい者との交流事業を実施する。 

富山県視覚障害者福祉センター  月１回 指導者５人 受講者１０人  

⑹ 発達障がい児童支援事業の推進 

障がいのある児童の放課後預かり施設で、クリスマス会等を計画 

⑺ ダンススポーツの普及 

   ５月８日（日）「富山県スポーツフェスタ」  

富山県総合体育センターで開催される第３１回富山県民スポーツ・レク

リエーション祭体験部門で、ダンススポーツの体験コーナーを計画。 

２ ジュニア育成部 部長 大西早織 

⑴ 公認ジュニア指導員の活動支援 

   公認ジュニア指導員の加盟サークル等での活動を支援する。 

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認ジュニア指導員 １２名 

⑵ ジュニア育成を目指したダンススポーツの普及推進 

  ①  競技会への参加 

県内外で開催される競技会のジュニア選手を支援する。特に７月３０、 

３１日に BumB東京スポーツ文化館で開催される文部科学大臣賞争奪第１ 

７回オールジャパンジュニアダンススポーツカップには、個人（ソロ、 

ペア）に多数の参加を図る。 

  ② 指導者育成 

県連盟の次代を担うジュニア指導者を育成するため、指導者候補とな

る 55 歳以下及びジュニアを対象にした講習会を、高岡市青年の家・高岡

市福祉ふれあいセンター等で、講習会を開催する。 

⑶ 県内ジュニア層へのダンススポーツの普及 

   ジュニア・ヒップホップ発表会＆ダンスパーティー 

令和４年９月４日  富山市婦中ふれあい館 

（後記の技術認定会・パーティー併催） 

３ 技術認定部 部長 黒田成則 

⑴ 技術認定員の登録 

社団法人日本ダンススポーツ連盟公認の技術認定員として、１８名を登 

録する。 

⑵ 技術認定会の開催 

  ① ９月に、１回開催することとし、８月までに、この認定会に向けて 

   各サークルでの講習を充実させるとともに、合同練習会も開催する。 

  ② 技術認定会 令和４年９月４日  富山市婦中ふれあい館 



第５号議案 ―③ 

令和４年度・管理本部事業計画（案） 

管理本部長 荒井市郎 

 

専務理事と連動して以下の部門を統括し、各部がコンプライアンスを遵守し

事業を推進できるよう企画立案助言を行う。 

〇富山県スポーツフェスタ・県体協・生涯スポーツ協議会・レクリエー 

ション協会・ 

スポーツ少年団との連携 

〇拡大委員会の統括 

〇周年行事・フェスティバルの企画立案実施の統括 

〇定款担当部の統括 

〇登録管理部の統括 

〇広報渉外部の統括 

〇ダンスパーティー＆グッズ販売部の統括 

 

１ 総会等の開催  事務局長 笹山良子 

（１）総会 

  ２０２２年度通常総会を、令和４年５月１５日、サンシップとやまで開催

する。 

  また、必要に応じて臨時総会を開催する。 

（２）理事会 

以下のとおり、理事会を開催する。 

第１回 令和４年 4月２３ 日（土）  （株）ジェル２階フロア 

第２回 令和４年 5月１５ 日（日）   サンシップとやま 

第３回 令和４年 7月３日（日）   （株）ジェル２階フロア 

第４回 令和４年 8月 7日（日）    （株）ジェル２階フロア 

第５回 令和４年１０月１５日（土） （株）ジェル２階フロア 

第６回 令和４年１２月１８日（日） （株）ジェル２階フロア 

 

（３）常務理事会 

   Zoom等を利用し常務理事会を開催する。 



 

２ 会員・選手登録管理  登録管理部長 中林宗一 

  会員・選手登録の管理を行う。 

 

３ 寄付金・賛助会員募集 事務局長 笹山良子 

  寄付金・賛助会員の募集、受付、領収書の発送、寄付金控除手続きの案内

などを行う。 

   

４ 関係団体との連携  総務部長・広報渉外部長 荒木 甫 

（１）役員派遣等 

  次の団体と連携を図る。 

① 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

    正会員：笹山治一理事長、荒井市郎副理事長  

② 公益財団法人富山県体育協会  

    評議員：笹山治一 

③ 富山県生涯スポーツ協議会 

    副理事長：荒井市郎副理事長、理事：荒木甫常務理事 

④ 富山県スポーツ指導者協議会 

    評議員：笹山治一 

⑤ 特定非営利活動法人富山県レクリエーション協会 

    理 事：笹山治一（参与） 

⑥ 富山市レクリエーション協会 

副会長：笹山治一 

（２）各種表彰の推薦 

   各種機関からの依頼に応じ、次の表彰の推薦を行う。 

① 元気とやまスポーツ大賞 

② とやまジュニアスポーツ大賞 

③ 富山県体育協会表彰 

④ 富山県生涯スポーツ協議会 

⑤ 富山県スポーツ部門功労表彰 

⑥ その他 

  

５ 組織体制の強化・連携  総務部長 荒木 甫 

役員の業務分担の見直し 

役員ごとに明確にした担当事務分担に基づき、各業務を実施する。 

６ 拡大委員会  委員長 野澤敏夫 



会員の拡大に向けた事業を実施する。 

 

７ 助成金の申請等  総務部長 荒木 甫 

  各種団体への助成金の申請及び実績報告を行う。 

 

８ 周年行事・フェスティバル部 部長 日光他家志  

２０２３年度の当連盟３０周年に向け、今年度はそのリハーサル事業とし 

て、２０２２年度ダンススポーツフェスティバルを、令和４年１１月２７日 

（日）に、富山電気ビルで開催する。 

 

９ ダンスパーティー・グッズ販売部 部長 金山誠一 

（１）ダンスパーティー 

  次のパーティーを開催し、会員の交流を図る。 

    クリスマスダンスパーティー 

  令和４年１２月 25日（日） 富山市婦中ふれあい館 

（２）グッズ販売 

① JDSFオリジナルマスクやＣＤ等の教材・物品を販売する。 

② 月刊ダンスビュウを斡旋販売する。 

③ JDSF富山役員引退に伴い退会された方からの制服やドレスの譲受に取組 

む。 

④ ダンス用品の中古販売の斡旋に取組む。 

（３）公益社団法人日本ダンススポーツ連盟広報誌の配布 

     春、夏、秋、冬号を配布する。 

 

１０ コンプライアンスの遵守  定款担当部 日水 秀 

特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）としてのコンプライアンス違反 

が発生しないためにもガバナンスを強化するよう、本県連盟定款担当部が 

それにあたる。 

 

１１ その他の事業  副事務局長 大西早織 

（１）スポーツ少年団登録・スポーツ保険加入 

   富山市スポーツ少年団の登録、スポーツ保険加入を行う。 

（２）著作権法改正に伴う対応 

   著作権法改正に対応するため、ＣＤの斡旋販売等を行う。 

（３）YouTube に配信可能な楽曲を使用した競技会の状況を東海北陸ブロック

のサブチャンネルから YouTubeへ公開する。 



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
　　実施予定日時 （D）受益対象者
（B）当該事業の 　　の範囲
　　実施予定場所 （E）予定人数
（C）従事者の予定
　　人数

高齢者向けダンス講習会
高齢者向けふれあいダンスパーティ

（Ａ）令和４年４月１日より
　　　令和５年３月３１日まで
（Ｂ）ふれあいる～むかがやき、富
山市ＪＥＬほか
（Ｃ）２名・５名

（Ｄ）講習会開催場所地域住
民（連盟非会員）
（Ｅ）６５名・１００名

50,000

精神障がい者交流事業
視覚障がい者交流事業

（Ａ）令和４年４月１日より
 　　令和５年３月３１日まで 月１回
（Ｂ）富山県視覚障害者福祉セン
ター
（Ｃ）１0名・5名

（Ｄ）富山県内の精神視覚障
害者・視覚障害者
（Ｅ）３０名・３０名

50,000

第６８回富山県ダンススポーツ大会
全国オープン戦

（Ａ）令和４年４月２４日（日）
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び北信越地区及
び中部日本の各県の選手
（Ｅ）２５０名 1,500,000

２０２２年度ダンススポーツグランプリ
第７０回富山県ダンススポーツ大会

（Ａ）令和４年７月１７日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び北信越地区及
び中部日本の各県の選手
（Ｅ）２５０名 1,000,000

第３１回富山県民スポーツレクリエー
ション祭 北日本新聞社賞争奪
第６９回富山県ダンススポーツ大会
2022年度東海北陸ブロックダンスス
ポーツ選手権大会

（Ａ）令和４年５月２９日（日）
（Ｂ）富山市総合体育館
（Ｃ）50名

（Ｄ）県内及び北信越地区及
び中部日本の各県の選手
（Ｅ）３００名

1,000,000

ＪＤＳＦ富山2022年度技術発表会

（Ａ）令和４年９月４日（日）
（Ｂ）富山市婦中ふれあい館
（Ｃ）１０名

（Ｄ）県内及び北信越地区及
び中部日本の各県の選手
（Ｅ）１００名 100,000

第４２回三笠宮杯
全日本ダンススポーツ選手権大会

（A)令和４年１１月１９日（土）
　　令和４年１１月２０日（日）
（B)未定
（C)

（D)全国都道府県代表選手及
び監督
（E)富山県選手 70,000

第３０回都道府県対抗
全国ダンススポーツ大会in神奈川

（A)令和４年１１月１３日（日）
（B)神奈川県
（C)

（D)全国都道府県代表選手及
び監督
（E)富山県選手 100,000

下部組織への助成金の提供

（Ａ）令和４年４月１日（金）より
令和５年３月３１日(金）まで
（Ｂ）富山県内ＪＤＳＦ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 200,000

こどもゆめ基金助成活動
エンジョイ！ダンススポーツ体験交流

（A)令和４年６月から
　　 令和５年２月　全３６回
（B)富山市JEL内　他
（C）５名

（D)富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び支部団体
（E)約1,000名 1,000,000

JDSF公認ジュニア指導員支援
及び育成

（A)令和４年４月１日（金）より
　　令和５年３月３１日（金）まで
（B）ジェルフロア
（C)２名

（D)県内外のジュニア指導員
（E)１５名

10,000

・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

・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

・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4年度の事業計画書
令和４年４月１日から令和５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）

・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



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
　　実施予定日時 （D）受益対象者
（B）当該事業の 　　の範囲
　　実施予定場所 （E）予定人数
（C）従事者の予定
　　人数

令和4年度の事業計画書
令和４年４月１日から令和５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）

ＪＤＳＦ富山所属認定サークルへの公
認指導員の派遣

（Ａ）令和４年４月１日（金）より
　　令和５年３月３１日(金）まで
（Ｂ）富山県内ＪＤＳＦ富山加盟
サークル及び関係諸団体
（Ｃ）７２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

50,000

下部組織及び加盟サークルへの指導
員（講師）の派遣

（Ａ）令和４年４月１日（金）より
　　 令和４年４月３１日（金）まで
（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

第１８回
石川県ダンススポーツ選手権大会

（Ａ）令和３年５月９日（日）
（Ｂ）金沢勤労者プラザ　２階
（Ｃ）５名

（D)石川県内及び北信越地
区及び中部日本の各県
（E)５００名 50,000

・その他この法人の目的
を達成するための必要な
事業 教材・物品販売事業

（Ａ）令和４年４月１日（金）より
令和５年３月３１日(金）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 60,000

JDSF公認審判員研修、及び公認採点
管理者研修会

（A)令和４年４月１日（金）より
　　令和５年３月３１日（金）まで
（B）各大会会場及び事務局
（C)２名

（D)県内外の審判員
（E)１５名

10,000

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４年１０月２２日（土）
　　 令和４年１０月２３日（日）
（Ｂ）富山県総合体育センター
（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

100,000

ＪＤＳＦ富山 夏季ダンスパーティー

（Ａ）令和４年７月１８日（月）
（Ｂ）富山市ふれあい館
（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）２００名 80,000

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４年７月１９日（月）
　　　10：00～16：00
（Ｂ）富山市総合体育館
　　 第一アリーナほか
（Ｃ）１０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

200,000

ＪＤＳＦ公認新規指導員養成講習会
及びB級昇給講習会

（Ａ）令和４年１０月８日（土）
　　　令和４年１０月９日（日）
（Ｂ）JELダンススポーツクラブ
（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
新規指導員希望者
（Ｅ）１００名

90,000

ＪＤＳＦ会員登録及び選手登録管理

（Ａ）令和４年１０月１日（土）より
　　　令和５年３月３１日(金）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 250,000

ダンススポーツフェスティバル2022
in電気ビル

（A)令和４年１１月２７日（土）
（B)富山電気ビルデイング
（C)30名

（D)富山兼ダンススポーツ連
盟会員他県内ダンス愛好家
（E)２５０名 1,800,000

JDSF富山 クリスマスダンスパーティ

（A)令和４年１２月２５日（土）
（B)富山市ふれあい館
（C)５名

（D)富山兼ダンススポーツ連
盟会員他県内ダンス愛好家
（E)１００名 80,000

合計 7,870,000

・ダンス関連団体への助
言、援助等



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益
   1. 受取会費
      正会員受取会費 85,000
      賛助会員受取会費 65,000
      一般会員受取会費 180,000 330,000
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 500,000 500,000
   3. 受取助成金等
      受取地方公共団体助成金 1,000,000
      受取民間助成金 500,000
      受取民間補助金 500,000 2,000,000
   4. 事業収益
      交流推進事業 2,000,000
      競技会事業 3,800,000
      育成事業 100,000
      その他関連事業 550,000 6,450,000
    経常収益計 9,280,000

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        報償手当 1,500,000
        福利厚生費 400,000
        人件費計 1,900,000
    (2) その他経費
        仕入高 60,000
        合計 60,000
        売上原価 60,000
        業務委託費 1,000,000
        諸謝金 500,000
        印刷製本費 500,000
        会議費 10,000
        旅費交通費 800,000
        通信運搬費 50,000
        消耗品費 500,000
        広告宣伝費 50,000
        賃借料 600,000
        保険料 20,000
        諸会費 400,000
        租税公課 10,000
        交際費 50,000
        支払手数料 10,000
        支払助成金 300,000
        雑費 350,000
        その他経費計 5,210,000
      事業費計 7,110,000

活動予算書

令和  4年  4月  1日 から令和  5年  3月 31日 まで

金　　　　額



ＮＰＯ法人　富山県ダンススポーツ連盟
（単位：円）

科　　　　目

   2. 管理費
    (1) 人件費
        給料手当 800,000
        福利厚生費 5,000
        人件費計 805,000
    (2) その他経費
        会議費 55,000
        事務費 450,000
        旅費交通費 10,000
        通信運搬費 120,000
        消耗品費 50,000
        広告宣伝費 5,000
        修繕費 10,000
        地代家賃 150,000
        賃借料 15,000
        保険料 5,000
        諸会費 80,000
        租税公課 1,000
        支払手数料 30,000
        交際費 25,000
        慶弔費 25,000
        雑費 5,000
        その他経費計 1,036,000
      管理費計 1,841,000
    経常費用計 8,951,000
      当期経常増減額 329,000

Ⅲ  経常外収益
    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用
    経常外費用計 0
      税引前当期正味財産増減額 329,000
      法人税、住民税及び事業税 81,000
      当期正味財産増減額 248,000
      前期繰越正味財産額 664,983

      次期繰越正味財産額 912,983

活動予算書

令和  4年  4月  1日 から令和  5年  3月 31日 まで

金　　　　額



【様式３】

（１）固定資産の減価償却の方法
　　 有形固定資産については、定率法又は旧定率法を採用しています。
　　 リース資産については、リース期間定額法を採用しています。

（２）消費税等の会計処理
　　 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．事業別損益の状況
交流推進事業 競技会事業

0 0

0 0

0 0

1,837,000 2,515,700

1,837,000 2,515,700

78,080 727,336

151,615 153,129

0 0

229,695 880,465

0 0

1,049,444 75,862

391,000 0

0 98,082

17,450 477,210

0 0

11,023 415,003

0 0

0 0

0 0

0 255,140

0 17,250

0 480,800

0 0

605 8,740

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,469,522 1,828,087

1,699,217 2,708,552

137,783 ▲ 192,852

３．固定資産の増減内訳
期首取得価額 取得

102,697

615,600

718,297 0

４．借入金の増減内訳
期首残高 当期借入

1,081,920

1,081,920 0

　　修繕費 00000

0 718,297 ▲ 718,296 1合計
　リース資産 615,600 ▲ 615,600 0
　什器備品 102,697 ▲ 102,696 1
有形固定資産

（単位：円）
科目 減少 期末取得価額減価償却累計額期末帳簿価額

　　その他経費計 0 286,901 3,584,510 1,076,254 4,660,764

　　人件費計 0 1,081,760 2,191,920 813,900 3,005,820

0 340,050 284,981 ▲ 66,810 218,171

467,000 0 467,000

5,776,430

117,186

331,534 0 331,534

0 54,738

　　諸謝金 0

(2) その他経費

0

0 98,082 0

76,000

1,165,149

1,054,970

　　福利厚生費 0 26,790

1,890,154 7,666,584

　　業務委託費 0 39,843 1,165,149

 4. 事業収益
4 5. その他収益

　経常収益計
Ⅱ　経常費用

　　通勤費 0 0

（または「事業費の内訳」）

0 0

0

Ⅰ　経常収益
 1. 受取会費
 2. 受取寄附金
 3. 受取助成金等

7,884,755

761,000

765,840

5,441,611

　　報償・給料手当 813,900 2,674,286

765,840

0

育成事業他 事業部門計

0 0

619,800

1,860,386

54,738

科目 管理部門

296,500

761,000

619,804

　　印刷製本費 0

0 1,708,711

0

98,082

0

0

(1) 人件費

　　仕入高 0 54,738

　経常費用計 0 1,368,661

　　旅費交通費 0

５．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにする

（１）事業費と管理費の按分方法
　事業費と管理費に共通する経費は、収入割合に基づき按分しています。

ために必要な事項

科目

合計

　当期経常増減額

0 494,660 0 494,660

　　通信運搬費 0 0 0 117,186

　　消耗品費 0 0 426,026 98,535 524,561

　　広告宣伝費 0 0 0 0 0

　　雑費 0 0 0 3,550 3,550

　　賃借料 0 54,820 309,960 14,916 324,876

　　保険料 0 0 17,250 0 17,250

　　諸会費 0 12,500 493,300 78,000 571,300

　　会議費 0 0 0 55,925 55,925

　　事務費 0 0 0 460,382 460,382

　　減価償却費 0 0 0 0 0

　　交際費 0 0 0 55,900 55,900

（単位：円）

6,061,411

0

1,088,911 5,441,611

619,800

0 0

1,823,344

0 0 0

国際交流事業 合計

296,500

特定非営利活動法人　富山県ダンススポーツ連盟　

　計算書類の注記　

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）に
よっています。

１．重要な会計方針

　　支払手数料 0 0 9,345 41,860 51,205

　　支払助成金 0 49,000 49,000 0 49,000

　　運営企画費 0 0 0 0 0

　　租税公課 0 0 0 0 0

　　地代家賃 0 0 0 150,000 150,000

　短期借入金
当期返済 期末残高

0

01,081,920

1,081,920



令和3年度監査報告書

特定非営利活動法人

富山県ダンススポーツ連盟

会長　高田　順一　殿

令和4年5月14日

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟

し」_一
監事濁垂

監事

監事

織

令和3年度における会計および業務監査の結果につき次の通り報告します。

1.監査の方法の概要

(1)会計監査については、関係諸帳簿及び預金通帳等を調査し、財務諸表につい

て検討を加えました。

(2)業務監査については、必要に応じて理事会に出席し、理事からの業務報告を

聴取し、関係書類の閲覧など必要と認められる監査手続きをもって、業務執行

の妥当性を検討しました。

2.監査報告

(1)入出金、財産の管理方法並びに財務諸表については妥当であると認めます。

(2)事業報告書の内容は、事実に従い、本会の状況を正しく示していると認めます。

(3)理事の業務執行に関する不正の行為、または法令、若しくは定款に違反する重

大な事実はないと認めます。

以上



特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟

令和4年度通常総会議事録

1
2
3
4
5

招集年月日

目時

場所

正会員総数

出席正会員数

出席者

6審議事項

7議事録作成人

8会長挨拶

令和4年4月21日(木)

令和4年5月15日(日)13:00へ14:30

サンシップとやま1階福祉ホール

39名

31名(うち本人出席者21名、委任状10名)

高田順一笹山治一黒田成則荒井市郎槌谷真一

野澤敏夫笹山良子荒木甫大西卓識島竹逸郎

日水秀室谷起志森永照男金山誠一水野正彦

槌谷弘美桃井豊範黒田晃子日光他家志脇坂修

中林宗一

第l号議案令和3年度事業報告承認の件

第2号議案令和3年度決算報告承認の件

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

中林宗一

高田順一

監査報告

定款変更の件

任期満了に伴う役員選任の件

令和4年度事業計画(案)承認の件

令和4年度活動予算(案)承認の件

l.議長選任の経過

定刻に至り荒木総務部長が、本日の通常総会は本人出席及び定款第31条第

2項第3項の規定による委任状を含めて定足数を満たしているので総会は有

効に成立した旨を告げられた。引続いて議長の選出に入った。

議長は定款第28条の規定に基づき、正会員の中から島竹逸郎理事が議長に選

ばれ、議事録著名人に下記の2名を選任した。

議事録署名人目水秀室谷起志

以上について議長は開会を宣し、冒頭の挨拶の上直ちに下記議案の協議に入

った。

2.議事の経過の概要及び議決の結果



第1号議案令和3年度事業報告の件

議長より、第1号議案と第2号議案は関連があるため、一括して報告したの

ち承認の可否の採決を行う旨の説明があった。

令和3年度(自令和3年4月1ロー至令和4年3月31日)の事業報告につ

いて、競技本部事業報告を黒田競技本部長より、普及本部事業報告を槌谷普及

本部長、大西ジュニア育成部長及び黒田技術認定部長より、管理本部事業報告

を荒井管理本部長の各部長より、それぞれ報告があった。

また、県指定様式の全体の事業報告について、笹山理事長より報告された。

第2号議案令和3年度決算報告承認の件及び監査報告

令和3年度(自令和3年4月1目一室令和4年3月31日)の事業年度に対

する活動報告書、財産目録、貸借対照表の報告を荒木総務部長より説明後、次

いで脇坂監事より上記決算書類と理事の業務執行状況等について、令和4年

5月14日事務局において監査が行なわれ、いずれも適正なる旨の監査結果

の報告があった。

質凝応答・採決

議長が議場に質疑の有無を諮ったところ、発言はなかった。

議長は、第1号議案と併せて第2号議案について、その承認の可否を議場に

諮ったところ、満場異議なく原案どおり承認可決された。

第3号議案定款変更の件

議長は、本案についての提案説明について荒木総務部長を指名し、荒木総務

部長より、当法人の定款内容について別紙のとおり変更したき旨説明があり、

議長は議場に諮ったところ別段の異議なく原案どおり承認した。

尚、白水理事から本案に関連して、定款の改正案については富山県の認証を

要することから、担当課との協議の段階で一部変更の指導が生ずることもあり、

その場合、取り扱いは条文の追加、修正案を含めて会長に葛任する必要がある

旨の提案がされたので、議長はその可否について再度議場に諮ったところ、全

員一致で承認可決された。

第4号議案役員任期満了に伴う改選の件

笹山理事長より、理事、監事の全員が令和4年5月31目を以って任期満了

退任するので本総会で予選したき旨の説明をし、その選出方法を議場に諮った



ところ、議長一任の発言があり、出席者全員がこの提案に賛成したので、議長

は、下記の候補者の氏名を発表し、選任の可否を総会に諮ったところ、満場一

致で賛成し、原案どおり承認可決された。

理事高田順一(再)、笹山治一(再)、黒田成則(再)、荒井市郎(再)、

槌谷真一(再)、野澤敏夫(再)笹山良子(再)、荒木甫(再)、

日光他家志(再)、中林宗一(再)、大西早織(再)、槌谷弘美(再)

島竹逸郎(再)、日水秀(再)、金山誠一(再)、室谷起志(再)、

荒井英里(再)、桃井豊範(再)、水野正彦(再)、坂林厚子(再)、

黒田晃子(再)、東海恵美(再)、

早崎光輝(新)富山市水橋中村町263番地

貫田晃次(新)富山市秋吉108-2メゾンサミュゼBlO5

以上24名

監事脇坂修(再)、坂口節子(再) 以上2名

理事及び監事に選出された者のうち、欠席の理事候補者荒井英里、同坂林厚

子、同東海恵美、監事候補者坂口節子を除く出席者は、それぞれ令和4年6

月1日を以て就任することを承諾した。

尚、監事1名減については、定款第14条の規定に抵触しないことを確認

した。

第5号議案令和4年度事業計画(案)承認の件

議長より、第5号議案と第6号議案は関連があるため、一括して提案したの

ち、承認の可否の裁決を行う旨の説明があった。

令和4年度(令和4年4月1日一令和5年3月31日迄)の事業計画につい

て競技本部事業計画案を黒田競技本部長より、普及本部事業計画案を槌谷普

及本部長、大西ジュニア育成部長及び黒田技術認定部長より、管理本部事業計

画案を荒井管理本部長の各部長よりそれぞれ説明された。

また、県指定様式の全体の事業計画について笹山理事長より説明された。

第6号議案令和4年度活動予算(案)承認の件

令和4年度の活動予算案を荒木総務部長より説明があった。

質疑応答・採決

議長が議場に質疑の有無を諮ったところ、大西副事務局長より第17回オー

ルジャパンジュニアダンススポーツカップへの助成を盛り込んでほしい旨の

要望があったため、笹山理事長より令和4年度に中止になった、こどもゆめ基

金助成事業の代わりに盛り込むことを提案された。予算案については後日、当



該箇所に係る修正版を会計事務所から提示いただくことになった。

議長が、第5号議案及び上記修正を踏まえ百第6号議案について、採決を

諮ったところ、満場異議なく原案どおり承認可決された。

3.議長退任

議長は、以上をもって本日の議案の審議を終了した旨を述べ、降壇した。

連絡・依頼事項

寄付金の充当状況について、大西副事務局長より報告があった。

以上の議事の経過の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議

事録著名人は署名押印する。

令和4年5月15日

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟通常総会

議長理某局町並索

議事録著名人姫畢師く秀⑲

議事録著名人現皐里脊舟を



第3号議案

定款変更(案)

改正前 改正後

(事業)

第5条この法人は、その目的を達成

するため、次の特定非営利活動

に係る事業を行う。

特定非営利活動に係る事業

①高齢者の健康増進及び障害児との

ダンススポーツを通じての交流推進

②JDSF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

カ

③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

④ダンススポーツ国際交流の推進

⑤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

⑥ダンス関係団体への助言、援助等

⑦その他この法人の目的を達成するた

めの必要な事業

(任期等)

第17条役員の任期は、2年とする。

ただし再任は妨げない。

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

(事業)

第5条この法人は、その目的を達成

するため、次の特定非営利活動

に係る事業を行う。

特定非営利活動に係る事業

①高齢者の健康増進及び障害児との

ダンススポーツを通じての交流推進

②JDSF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

③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

④ダンススポーツ国際交流の推進

⑤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

⑥ダンス関係団体への助言、援助等

(りダンススポーツのクラブ・サークル及

び認定教室の活動の振興

⑧その他この法人の目的を達成するた

めの必要な事業

(任期等)

第17条本連盟の役員の任期は、選任後

2年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する通常総会の終結の

時までとする。

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、



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。

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。

5役員は、再任をされることができる。



　　　　富山県　　　　ダンススポーツ連盟　自己点検・評価表 ２０２２年５月　　日記入 責任者氏名　笹山　治一　　　　　

No. 自己評価
○
△
×

備考（今後の改善など）

1
1-1 1 総会の成立性 開催日 5月15日 開催通知日 4月21日 開催通知は適切か ○ メール通知は１ヶ月前

2 総会構成員の人数 ３９名 成立条件議事録記載状況 ○
3 当日の構成員出席者 ２８名 委任状 １０名 総会は公式に成立か ○

1-2 1 事業報告 ２０２１度事業報告書 22頁 監事の事前確認 有　無 事業報告は適切か ○

2 主な事業
（箇条書き）

1-3 1 決算報告 ２０２１年度収支計算書 5頁 前期繰越金 446,812円 領収書・帳簿の保存状況 ○
2 収入 7,884,755円 収支差額 218,171円 現金出納は適切か ○
3 支出 7,666,584 次期繰越金 583,983円 財政は良好か ○
4 貸借対照表 有　無 資産総額 583,983円 資産管理は適切か ○
5 監事報告書捺印 有　無 監査は適切か ○

1-4 1 監事１氏名及び所見
（氏名）

脇坂　修

2 監事２氏名及び所見
（氏名）

磯野　敬子

3 監事３氏名及び所見
（氏名）

坂口　節子
1-5 1 事業計画 ２０２２年度事業計画書 10頁 事業計画は適切か ○

2 予算審議 ２０２２年度収支予算書 2頁 収支差額 248，000円 財政は良好か ○
1-6 1 規約／細則／内規 規約改正 有　無 細則／内規変更 有　無 本部確認状況 ○

役員改選 役員改選の有無 有　無 定款に沿った改選か ○

2-1 加盟団体の状況（２０２２年度）
1 責任者氏名 会長氏名 高田　順一 その他代表者氏名 笹山　治一 ２６名（内女性８名、３０％）

事務局長氏名 笹山　良子 個人情報取扱責任者 笹山　治一
2 会費 会費（都道府県連盟会費） 1200円 市区の会費 0円

サークル登録費 3000円
3 傘下の市区連盟 市区連盟数 4 課題の有無 有　無 支部活動は良好か ○ 体協加盟支部は良好
4 体協加盟状況 都道府県体協加盟 有　無 課題の有無 有　無 体協加盟は良好か △ 支部体協への加盟促進
5 会員の状況 現会員数 236名 対前年度増加人数 15名 増加状況　全国的に減少の中善戦している

個人登録現会員数 0名 対前年度増加人数 0名
6 サークルの状況 現サークル数 １３サークル 対前年度増加数 ２サークル 増加状況 ○
7 技術認定の状況 現認定者数 18名 ２０２１年度認定会数 0回 技術認定活動状況 × 2022年実施予定
8 競技会(含傘下団体） 現選手数 ５６名 ２０２１年度開催数 2回 競技会活動状況 ○ コロナ禍では問題ない。

9 その他（自由記載）

3-1 提出資料について 総会資料提出日 月　　日 提出資料は揃っているか ○

代表者メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　haru@jelnet.co.jp 事務代表メールアドレス：　info@jdsf-toyama.com　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事数（うち女性の人数と比率）

（その他会費徴収）

（所見）細部にわたり、計算書類や付属書類に基づき監査の結果、適正に処理されていることを認めます。

（所見）各事業は理事会の承認を得た計画、予算に基づき実施されていることを確認した。また、決算報告も適正に処理されていた。

９

総会

1.高齢者向け社交ダンス講習会　2.合同演技発表会　3.障害児者との交流事業　4.JDSF公認または承認等の競技会の開催及びJDSFが
行う事業への協力　5.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　6.ダンススポーツ国際交流の推進　7.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　8.ダンス関連団体への助言、援助等　9.その他この法人の目的を達成するた

（所見）金銭出納帳、預金通帳、関係帳票を照合したところ適正に記載されていることを認めめます。また各事業の運営については全理事
会に出席し、計画、予算、報告を理事会の承認のもと実施されていることを確認した。

　点検内容 点検項目１ 点検項目２



役職名 氏 名 住所又居所 報酬の有無

理事
（会長）

高 田 順 一 富山市奥田寿町２０番２０号 無

理事
（副会長・理事長）

笹 山 治 一 富山市太田２１８３番地１ 無

理事
（副会長）

黒 田 成 則 射水市南太閤山２丁目７９番地 無

理事
（副理事長）

荒 井 市 郎 氷見市仏生寺１１６番地 無

理事
（副理事長）

槌 谷 真 一 滑川市辰野８番地１２ 無

理事
（専務理事） 野 澤 敏 夫 小矢部市末友１９５番地 無

理事
（常務理事）

笹 山 良 子 富山市太田２１８３番地１ 無

理事
（常務理事）

荒 木 甫 射水市太閤山３丁目２６番地 無

理事
（常務理事）

日 光 他 家 志 小矢部市芹川９５番地 無

理事
（常務理事）

中 林 宗 一 富山市山田上中瀬５３７番地 無

理事
（常務理事）

大 西 早 織 南砺市安清３１３１番地 有

理事 槌 谷 弘 美 滑川市辰野８番地１２ 無

理事 日 水 秀 中新川郡立山町寺田３２２番地 無

理事 金 山 誠 一 富山市西中野本町２番２０号 無

理事 島 竹 逸 郎 富山市山室８７番１ 無

理事 室 谷 起 志 高岡市金屋６３８番地２４ 無

理事 荒 井 英 里 氷見市仏生寺１１６番地 無

理事 桃 井 豊 範 富山市清水町８丁目３－２１ 無

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟

役員名簿



理事 水 野 正 彦 高岡市戸出町２丁目１２番８号 無

理事 山 本 え り 子
富山市大町２３２番地
デザイナーズ・ライフ大町３０５号

無

理事 坂 林 厚 子 富山市婦中町響の杜２６９番地５６ 無

理事 道 下 利 信 石川県七尾市石崎町１部３８番地 無

理事 黒 田 晃 子 射水市南太閤山２丁目７９番地 無

理事 東 海 恵 美 氷見市窪２７１９ 無

理事 岡 田 敦 子 小矢部市経田２５０ 無

監事 磯 野 敬 子 富山市中川原台１丁目９１番地 無

監事 脇 坂 修 富山市犬島新町一丁目９番１７号 無

監事 坂 口 節 子 富山市奥田寿町７番１７号 無



氏　　　　　名

高 田 順 一

笹 山 治 一

黒 田 成 則

荒 井 市 郎

槌 谷 真 一

野 澤 敏 夫

笹 山 良 子

荒 木 甫

日 光 他 家 志

中 林 宗 一

大 西 早 織

島 竹 逸 郎

日 水 秀

富山市山室８７番１

中新川郡立山町寺田３２２番地

富山市太田２１８３番地１

射水市太閤山３丁目２６番地

小矢部市芹川９５番地

富山市山田上中瀬５３７番地

南砺市安清３１３１番地

富山市奥田寿町２０番２０号

富山市太田２１８３番地１

射水市南太閤山２丁目７９番地

氷見市仏生寺１１６番地

小矢部市末友１９５番地

滑川市辰野８番地１２

住所又居所

前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟



理事会議事録

1、開催日時令和4年6月1日(水)午後6時

1、開催場所特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟事務局

1、理事の数及び出席理事の数

理事の数24名(本人出席21名)

1、出席理事の氏名高田順一笹山治一黒田成則荒井市郎槌谷真一

野澤敏夫笹山良子荒木甫日光他家志中林宗一

大西早織槌谷弘美島竹逸郎日水秀金山誠一

室谷起志桃井豊範水野正彦黒田晃子

早崎光輝貝田晃次

1、欠席理事の氏名荒井英里坂林厚子東海恵美

1、陪席監事の氏名脇坂修

1、審議事項理事(会長)及び役職理事選定について

21名

3名

1、議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり理事の出席があり、定款第37条の規定により理事高田順一

が選ばれて議長となり、挨拶のあと議事録著名人の選出について諮ったとこ

ろ、

議長に指名一任の発言があり、議長は議事録著名人に白水秀、室谷起志

の2名を選出し、直ちに下記の議案の審議に入った。

第l号議案代表理事(会長)選定の件

当法人を代表する理事(会長)に下記の者を選定(再選)選定した。

富山市奥田寿町20番20号

会長高田順一(再)

上記選定者は、即時その就任を承諾した。

第2号議案当法人の役職理事に下記の者を選定した。

副会長・理事長笹山治一(再)、副会長・副理事長黒田成則(再)

副会長・副理事長荒井市郎(再)、副理事長槌谷真一(再)

専務理事野澤敏夫(再)、常務理事笹山良子(再)

常務理事荒木甫(再)、常務理事日光他家志(再)

常務理事中林宗一(再)、常務理事大西早織(再)



上記被選定者は、即時その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を終了した旨を述べ、午後6時40分閉

会した。

以上の議事の経過の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議

事録著名人が署名押印する。

令和4年6月1日

特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟理事会

議長理事(会長)

会青馬口煩

議事録著名人羽車日米考

議事録著名人チ巧互脊社宅

㊥
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