
平成27年度長期在籍者（20年連続、30年連続登録者）表彰伝達

金森勝、佐野髙臣、江嵜末廣、高橋毅（以上３０年）、舟根彰（２０年）の５氏が

田中副会長より表彰伝達を受け、金森勝氏が謝辞を述べた。

１．開会通告 ３時１０分　大懸理事長が開会を通告する

２．会長挨拶 金森会長が挨拶を行う

３．議長選出 全会一致で金森会長を議長に選出する

４．議案審議 議案審議に先立ち定足数の確認が行われた

２８年度登録者数 １８８名　出席者 ２４名　委任状提出者９１名で総会成立

１号議案　平成28年度事業報告承認の件

大懸理事長が事業報告を行う

２号議案　平成28年度決算報告承認の件

野尻理事（会計）が決算報告を行う（資料中数字の誤記訂正を２点行う）

同上監査報告

監査報告後、１号議案、２号議案が一括採決され原案通り承認された

３号議案　平成29年度事業計画案承認の件

大懸理事長が事業計画案を提案説明した

４号議案　平成29年度予算案承認の件

大懸理事長が予算案を提案説明した

３号議案、４号議案が一括採決され原案通り承認された

５号議案　規約変更の件

大懸理事長より規約変更案が提案説明された

原案に加え第１０条の文言の一部削除が提案され、原案とも承認された

その他

来年富山で開催されるねんりんピックが話題となった

５．議長降壇 ４時１２分全ての議案審議を終え金森議長が降壇する

６．閉会の辞 柳瀬副会長が閉会の辞を述べる

７．閉会通告 ４時１５分　大懸理事長が閉会を通告する

監事を代表し横田監事が関係諸帳簿の記載および会計処理が正確且つ適正に
行われていたことを報告した

中長距離記録会を新たな事業の柱に加えること、春季大会を「ねんりんピックマラソ
ン」の予選大会とすること等を提案

総　会　次　第

富山マスターズ陸上競技連盟

平成２８年度通常総会議事録

日　時　　平成２９年２月１８日（土）　
午後　３時00分～

場　所　　富山地鉄ホテル



　
○　会議

会　議　名 期　日 場　　　所

平成27年度総会 H28_2月21日 富山地鉄ホテル

第１回役員会 3月28日 県総合体育センター

第2回役員会 12月11日 滑川市民交流プラザ

第3回役員会 H29_1月16日 県総合体育センター

第１回理事会 6月6日 県総合体育センター

第2回理事会 8月8日 県総合体育センター

第3回理事会 10月11日 県総合体育センター

○　関係団体会議・会合

会　議　名 期　日 開　催　地 出　席　者

北陸マスターズ陸上競技連盟役員会 3月6日 富山地鉄ホテル 金森､田中､柳瀬､大懸、石倉､野尻

福井マスターズ30周年記念式典 10月7日 福井市 金森､柳瀬､大懸

富山陸協理事会 5月14日 県総合陸上競技場 大懸､金森（高岡陸協)

富山陸協臨時理事会 8月＊日 県総合陸上競技場 大懸､金森（高岡陸協)

富山陸協日程会議 11月26日 県総合陸上競技場 大懸､金森（高岡陸協)

富山陸協理事会 H29_１月29日 ﾎﾃﾙ ｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ富山 大懸､金森（高岡陸協)

（公社）日本マ陸上競技連合第24回通常総会 6月12日 東京 金森(委任状)

県スポレク祭実行委員会 （３回） ｱｵｲｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ,県総合体育ｾﾝﾀｰ 大懸 

生涯スポーツ常任理事会･事務担当者会議 4月7日 大懸 

生涯スポーツ理事会･懇親会 6月2日 電気ビル 金森･柳瀬･大懸･石倉･野尻

生涯スポーツとやま広報委員会 (４回) アオイスポーツハウス 野尻

　○　主催・主管事業

事業名 期　日

　第25回スポレク祭マスターズ陸上競技 5月1日 城光寺陸上競技場

  兼第12回富山マスターズ春季陸上競技大会 115名参加〔男子99名､女子16名〕〔県内93名､県外22名〕

第35回富山マスターズ陸上競技 7月31日 五福陸上競技場

　　　　　　　　　　      　　　選手権大会

第33回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 9月4日 城光寺陸上競技場 (雷雨のため一部競技を中止）

第30～32回三世代交流陸上競技教室 五福陸上競技場

参加者延べ446名

健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室 同上 五福陸上競技場 講師：30回)武田誠一､31回)武田誠一

(いきいき長寿ｾﾝﾀｰから受託) 三世代交流陸上競技教室と同時開催          32回)田中寿美子

第1回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ冬の中長距離記録会 12月11日

兼 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ駅伝富山県選考会

第2回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ冬の中長距離記録会 29年_2月_26日

兼 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ駅伝富山県練習会

○　情報活動

ホームページ随時更新　　　平成16年12月～　　　ｱｸｾｽ数:175,396(1/8現在)　「富山マスターズ陸上競技連盟」http://t-mastertf.com/

○　監査

定例監査 H29_1月16日 県総合体育センター 横田､岸

○　参加事業

第37回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
9月17日

      ～9月19日
ﾃﾞﾝｶﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ(新潟市)

400mﾘﾚｰで富山県ﾁｰﾑが入賞
M40ｸﾗｽ:２位､M45ｸﾗｽ:３位

第29回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競走大
会 H29_3月19日 滋賀県希望が丘文化公園陸上競技場Ｓ･Ｇ特設コース

※これらの記録の詳細はホームページ『富山マスターズ陸上競技連盟』 (http://t-mastertf.com/)に掲載しています

エントリー数:89名  降雪のため800m､1500mは中止

滑川市スポーツ・健康の森公園　陸上競技場

平成２８年度事業報告

開　催　地  等

１号議案

190名参加(県内112名､県外78名)
三世代交流競技実施（２種目:101名参加)

4月17日､6月26日
､9月22日

244名参加(富山:95､新潟:54,石川:32､福井:42､その他:21)

滑川市スポーツ・健康の森公園　陸上競技場
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項目 予算額 内訳 決算額

前年度繰越金 644,541 644,541

年会費 750,000 正副会長（3名）50,000

一般会員（181名×4,000)　724,000

一時登録料（3名）4,500 778,500

入会金 30,000 入会者30名×2,000 60,000
県選手権大会 550,000 参加料一般（190名）590,000

陸上教室（101名）63,500

広告料　80,000 733,500
県スポレク祭陸上 390,000 県生涯スポーツ補助　97,000

参加料（115名）357000 454,000

補助金 215,000 生涯スポーツ協議会 215,000

陸上教室 別紙参照 48,582

雑収入 345 利息　 91

合計 2,579,886 2,934,214

項目 予算額 内訳 決算額

日マ登録料 267,000 187名×1,500 280,500

会合費 100,000 役員会・理事会 87,636

通信・印刷費 150,000 郵便切手等　　72,354

　　 コピー・印刷代　50,270

　　 送金手数料　3,908 126,532

県選手権大会 500,000 大会運営費 587,666

県スポレク祭陸上 300,000 大会運営費 265,175

情報活動費 40,000 広報誌コピー代 0

陸上教室等事業費 70,000 別紙参照 70,000

総会補助金 80,000 27年度総会補助 43,048

旅費および対外活動費 120,000 生涯スポーツ協議会　　20,000

日本ﾏｽﾀｰｽﾞ総会　0

北陸マ役員会　30,000

富山陸協役員会費　5,000

県スポーツフェスタ開会式　6,000

福井マスターズ30周年記念お祝金　20,000

福井マスターズ30周年記念出席旅費　25,000 106,000

事務消耗品・備品 50,000 事務用品等　　9,772　

連盟用封筒　32,400 42,172
分担金・会費 120,000 北陸マスターズ連盟　50,000

日本マスターズ連合　20,000

富山陸協（分担金及び役員会費）20,000

県スポレク祭　30,000 120,000

大会助成金 116,000 全日本マ選手権リレー参加料　24,000

北陸マ選手権リレー参加料　　0

全日本マ駅伝（28年度助成金）　100,000

ねんりんピック　3,000 127,000

負担金 175,000 生涯スポーツ協議会　175,000 175,000

４０周年記念事業積立金 50,000 28年度積立金特別会計へ 50,000
雑費 50,000 日マ記録集　1,500　ルールブック　1,710

記録証印刷代　31,860

全日本マ新潟大会広告料　20,000

全日本マ新潟大会お祝金及び祝酒　13,412 68,482

予備費 391,886 次年度繰越金 785,003

合計 2,579,886 2,934,214

支出の部

２号議案

平成２８年度一般会計決算報告書　

平成29年1月31日現在
収入の部
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項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 539,414 連盟用パソコン購入 62,000

北陸マスターズ大会残金繰入 268,476

利息 69 次年度繰越金 745,959

合計 807,959 合計 807,959

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 200,000

一般会計より28年度積立金 50,000 次年度繰越金 250,000

合計 250,000 合計 250,000

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 84,869 第28回大会参加料他 104,200

一般会計より助成金（28年度分） 100,000 　〃　ホテル代他 239,920

第28回大会参加者個人負担金他 464,700 　〃　バス代一式 213,040

役員寄付金 17,000

利息 2 次年度繰越金 109,411

合計 666,571 合計 666,571

項目 金額 項目 金額

第30回～32回参加料 132,400 講師謝金（延べ29名） 58,000

県社会福祉協議会より補助金 50,000 役員謝金（延べ46名） 46,000

２８年度事業予算より 30,000 競技場使用料 27,660

傷害保険料 21,500

送金手数料他諸費 10,658

残金一般会計繰入 48,582

合計 212,400 合計 212,400

項目 金額 項目 金額

生涯スポーツ協議会補助金 70,000 記録証印刷他 36,068

参加料 27,700 スタッフ謝金他 52,880

28年度事業予算より 40,000

次回繰越金 48,752

合計 137,700 合計 137,700

【一般会計】　
北陸銀行魚津支店普通口座　4088030 698,292
郵貯銀行 普通口座　10473341 104,261
現金残 31,202

(合計)　　833,755
【特別会計】

北陸銀行大沢野支店　普通口座　5041150 995,959

【全日本マスタ-ズ駅伝大会預かり金】
北陸銀行魚津駅前普通口座　4285401 109,411

総合計 1,939,125

中・長距離記録会

収入 支出

一般会計繰越金785,003＋中長距離記録会繰越金48,752

財　産　目　録

平成28年度特別会計決算書　

収入 支出

４０周年記念事業積立金特別会計報告書

収入 支出

全日本マスターズ駅伝大会預かり金

収入 支出

三世代交流陸上競技教室決算

収入 支出
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平成２９年度事業方針 
昨年の全日本マスターズ新潟大会には多くの会員に参加いただき、リレーチームも３

組編成することが出来ました。マイルリレーは選手の体調不良により欠場しましたが、

４００ｍリレーＭ４０・Ｍ４５クラスでは上位入賞を果たしました。大変喜ばしいこと

です。今年は和歌山にて大会が開催されますが、できる限りリレーチームを編成したい

と思います。ご協力お願いします。 
昨年より三世代交流陸上競技教室に加え中長距離記録会を企画しました。初回にもか

かわらず８９名のエントリーがありました。残念ながら降雪･積雪のため一部競技を中

止しましたが、３０００ｍと５０００ｍでは延べ４０名以上の方が完走されました。今

後もより多くの参加を得られるよう企画していきたいと思います。 
全日本マスターズ駅伝は３年続けて滋賀にて開催予定です。引き続き強力なチーム編

成で参加したいと考えています。 
今年度も通常大会の一層の充実を図り、会員拡大・競技力の向上に努めます。また、

富山陸上競技協会の一員として審判員の養成を促進し、さらにボランティアスタッフの

養成を促進し当会の組織の充実を図ります。 
陸上競技に取り組む事の楽しさを共有し、互いに競い、共に励まし、個々を育むこと

を目指し平成２９年度事業を推進します。 
 

１． 主催・主管事業の実施 

２． 各種全国大会、地域大会の開催案内及び参加申込仲介・推進 

３． 会員相互の親睦を深め、信頼関係の醸成 

４． 情報の公開 

５． 陸連公認審判員の養成に協力 

６． 大会運営のボランティアスタッフの養成 

 

具体的推進施策については、以下をご参照ください。 

 

平成２９年度事業実行について 
１．事業運営について 

・ 春季大会・選手権大会の二つに加え三世代交流陸上競技教室・中長距離記録会を事

業の柱とします。 

・ 充実した大会運営と経費の効率化に努めます。 

・ 魅力ある当会をアピールし、更なる会員の拡大に努めます。 

・ 三世代交流陸上競技教室と駅伝・中長距離記録会の充実で会員外の方との交流を促

進し、将来の会員増につなげます。 

 
２．会員登録について 

・平成２５年度よりマスターズ登録が１８才以上の男女と変更されました。若年層の会

員獲得を推進致します。 
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・年度登録料及び入会金の額については、従来の額を維持します。 
・第１回登録は２月末、第２回登録は春季大会申込締切日、第３回登録は富山マスター

ズ陸上競技選手権大会申込締切日をもって終了といたします。 
・なお、新規会員については、随時受付いたします。 
・情報の伝達もあり、出来うる限り早い時期での登録をお願いします。 
 

３．情報化の推進について 
・ホームページの充実に勤め、情報化時代に即した活動の展開を図ります。より多くの

会員のご意見、情報をお寄せください。 
 

４．大会要項の送付について 
・富山マスターズ陸上競技選手権大会・県スポレク祭兼春季マスターズ大会の２大会に

ついては登録会員全員に送付いたします。 
・他のマスターズ関連大会要項については、県内大会受付にて提示または、要請に応じ

て送付いたします。返信用封筒に切手を貼付してお申し込み下さい。 
・大会要項はホームページにも掲載致します。必要に応じてプリントアウトしてご利用

ください。URL http://t-mastertf.com/ 
検索ｷｰﾜｰﾄﾞ 『富山マスターズ陸上競技連盟』 
 

５．陸上教室について 

・会員の競技技術と資質の向上を図るため恒常的な講習会の開催に努めます。 
・よりオープンな陸上教室としての『三世代交流陸上競技教室』を充実します。 
６０才以上の方は参加料無料としています。気軽にご参加下さい。 

    
６．日本陸連公認大会でのマスターズ記録の公認について 

・ 会員登録者のマスターズ関連以外の大会での記録を公認記録（県記録・日本記録・

アジア記録・世界記録等）として受け付けます。（但し、日本陸上競技連盟の事業年

表に載ったもの（公認大会）に限ります） 
・ 必要書類を添えてお申し込みください。 

【必要書類】 
① 主催者が発行する記録証 
② 参加した種目の記録一覧表のコピー 
③ 競技会のプログラム（記録の公認申請をした種目の頁のコピーだけでよい） 

・ 日本マスターズ陸上競技連合への申請の期限は競技会終了後４週間以内です。手続

き書類作成の時間を考慮して出来るだけ早く必要書類をそろえてお申し込みくださ

い。 
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３号議案

◎会議

総会 平成29年2月18日

役員会 年３回 第２回役員会は納会を兼ねる(12/15?)

理事会 年３回

◎関係団体会議会合

富山県生涯スポーツ協議会 年５回 理事会・大会実行委員会等

(一･財 )富山陸上競技協会 年４回 理事会・その他会議

北陸マスターズ陸上競技連盟 年１回 役員会（新潟ﾏ主催／(柏崎市) 3月4日）

(公･社)日本マスターズ陸上競技連合 年1回 総会

◎主催・主管事業

第26回スポレク祭マスターズ陸上競技
　兼第13回春季富山マスターズ陸上競技大会

５月7日（日） 城光寺陸上競技場

第36回富山マスターズ陸上競技選手権大会 8月20日（日） 五福陸上競技場･ｽﾎﾟｰﾂ広場(練習場)

三世代交流陸上競技教室
第33回:４月    日(    )
第34回:６月    日(    )
第35回:９月    日(    ）

五幅陸上競技場改修のため未定です

中長距離記録会 12月3日､h30_2月25日 滑川市スポーツ健康の森公園陸上競技場

◎情報活動

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『富山マスターズ陸上競技連盟』 随時更新 URL　http://t-mastertf.com/

◎参加事業

第35回新潟マスターズ陸上競技選手権大会 5月21日(日) 十日町市陸上競技場

第29回福井マスターズ陸上競技選手権大会 7月9日(日) 福井県営陸上競技場

第23回石川マスターズ混成競技選手権大会 7月29(土)～30日（日） 西部緑地公園陸上競技場

第35回石川マスターズ陸上競技選手権大会 8月20日（日） 西部緑地公園陸上競技場

第34回北陸ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技選手権大会 ９月3日(日) 十日町市陸上競技場

第30回ねんりんピック マラソン 9月10日(日) 秋田県鹿角市総合競技場(スタート･ゴール)

第38回全日本マスターズ陸上競技選手権大会) 10月27日(金)～29日(日) 紀三井寺公園陸上競技場

第30回全日本マスターズ駅伝大会 2018年3月18日(日)? 滋賀県希望が丘文化公園陸上競技場S･G特設コース

第6回全日本マスターズロードレース大会 2018年3月18日(日)? 滋賀県希望が丘文化公園陸上競技場S･G特設コース

平成２９年度事業計画
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４号議案

項　　目 金　額 摘　　　　　　要
前年度繰越金 785,003

年会費 770,000 180名×4,000

会長・副会長　50,000

入会金 40,000 20名×2,000

富山マスターズ陸上競技選手権 620,000 参加料　480,000（160名)､60,000（三世代100名)

広告料　80,000

県スポレク祭陸上 510,000 県生涯スポーツ協議会　90,000

県社会福祉協議会  120,0000(予定)

参加料　300,000（100名）

補助金 215,000 県生涯スポーツ協議会　

雑収入 345

合　　　　　計 2,940,348

項　　目 金　額 摘　　　　　　要
（公･社）日本マスターズ連合登録料 274,500 183名×1500

会合費 100,000 役員会・理事会

通信・印刷費 150,000 送料・切手・各種印刷

富山マスターズ陸上競技選手権 600,000 運営費

県スポレク祭陸上 400,000 運営費

情報活動費 40,000

陸上競技教室等事業費 100,000
三世代交流･ｳｫｰｷﾝｸﾞ  60,000
中長距離記録会  40,000

総会補助金 80,000

旅費･対外活動費 120,000
日マ総会25,000  北陸ﾏ役員会30,000
生涯ｽﾎﾟｰﾂ協議会20,000  富山陸協5,000

事務消耗品・備品 50,000

分担金･会費 120,000 北陸ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連盟　50,000

日本マスターズ正会員会費　20,000

富山陸協　団体分担金・役員会費　20,000

県スポレク祭　　 　30,000

大会助成金 130,000 全日本マ駅伝　　100,000（参加料分含む)

全日本･北陸マ選手権 16,000(ﾘﾚｰ参加料)

ねんりんピック  12,000   その他

負担金 175,000 生涯スポーツ協議会

４０周年等記念事業費積立金 50,000 29年度分

雑費 50,000

予備費 500,848

合　　　　　計 2,940,348

平成29年度収支予算

収　入　の　部

支　出　の　部
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富山マスターズ陸上競技連盟規約(改正案) 

 

第１条 本会は富山マスターズ陸上競技連盟と称する。 

 

第２条 本会は、陸上競技を通じて次のことを達成することを目的とする。 

１．会員の競技力向上と健康増進を図る。 

２．会員相互の親睦と生き甲斐を求め、健康的長寿を図る。 

３．生涯スポーツの発展に寄与する事業を行い、もって社会に貢献する。 

 

第３条 前項の目的達成のため、次の事業を行う。 

１. 年間を通しての練習会及び情報交換会。 

２. 各地陸上競技大会の紹介、参加、主催。 

３. 講習会、実技指導、経験交流、記録会。 

４. 公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合への加入と業務分担。 

５. 会の活動情報の提供。 

６. その他、会の目的達成に必要な事項。 

 

第４条  会員および会費 

１．本会は、その目的に賛同する１８歳以上の男女をもって組織する。 

２．会員になろうとする者は、入会金２，０００円、会費年間４，０００円を納めることとする。 

３．２４歳以下の学生(日本学生陸上競技連合登録者を除く)は入会金を免除し、会費は 

年間２，０００円とする。 

４．会長及び副会長の年会費は別に定める。 

 

第５条  この会は次の役員を置く。 

     会 長 １名     副会長 若干名    理事長 １名 

     副理事長 若干名   理 事 若干名    監査役 若干名 

 

第６条  役員の選出・職務・任期 

１． 会長及び副会長は、理事会の推薦により総会において決定する。 

２． 会長は業務を統括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、必要があれば代行する。 

３． 理事は会員の中から選出し、理事の互選によって理事長、副理事長を決定する。 

４． 理事長は、総会の議に基づき、業務全般を執行し、副理事長はそれを補佐する。 

５． 理事会は、公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合の正会員（１名）を推薦し総会はこ

れを決定する。 
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６． 役員の外に理事会の推薦により、相談役及び顧問を置く事ができる。 

７． 役員の任期は２年とする。 

 

第７条  この会に総会、理事会を置く。理事会は委任状を含め過半数の出席によって成立する。 

１．総会は毎年２月に開催し、業務、会計、方針、役員改選、規約改正等を審議決定する。 

２．理事会は、監査役を除く役員で構成し、一般業務の執行、経費の収支など、総会に対して

一切の責任を負う。 

３．総会の議長は会長が務める。 

 

第８条  この会の運営は、会費、事業に伴う収入、寄付金及び地方官庁等補助金によって 

賄われるが、その明細については、総会の承認を受けなければならない。 

  

第９条  この会の事業年度は、４月１日より翌年の３月３１日までとするが、会計期間は２月１日から翌

年の１月３１日までとし、２月１日から３月３１日までに行われる事業の会計報告は次年度の総

会で行うこととする。 

 

第 10 条  本会の本部事務局は当分の間理事長宅に置く事とする。 

      〒938-0082 富山県黒部市生地芦区２８－２  (株)大懸電機商会 内 

TEL 0765-56-8158  FAX 0765-56-8433 

E-mail   autec@t-mastertf.com 

   

 

付記  昭和 63 年 1 月 18 日 一部規約改正 

    平成  2 年 4 月  1 日 一部規約改正 

    平成 10 年 2 月 22 日 一部規約改正 

    平成 13 年 2 月 18 日 一部規約改正 

    平成 16 年 9 月  5 日 一部規約改正 

    平成 19 年 2 月 25 日 一部規約改正 

    平成 26 年 2 月 22 日 一部規約改正 

平成 27 年 2 月 22 日 一部規約改正 

平成 28 年 2 月 21 日 一部規約改正 

平成 29 年 2 月 18 日 一部規約改正 

 

 

削 除
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