
 

２０２０年度事業報告書 
 2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで 

  
 

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム  
 １ 事業の成果 

   2020年度は､日本を含む世界での新型コロナウイルスの蔓延に伴い、前期の殆どのイベント等が、中
止あるいは延期となり、年間をとおして、半分以上の事業の推進が行われませんでした。しかし、下期
以降は、徐々に、ソフトボール教室・講演会等が開催されました。又、屋外での活動が出来なくなった
分、Ｗｅｂ会議等が増えました（取組みの詳細は、下記2(1)並びに別紙１をご参照願います）。 

普及・復興支援、青少年育成、地域活性化に関する事業においては、東北震災被災地での活動は出来
ませんでしたが、新型コロナウイルス禍の中、新たな取組として、ソフトボールチャレンジ学校訪問と
して、全国８校の高校をサプライズ訪問し、ソフトボール指導を行い、生徒の想い出づくりと元気づけ
ることにサポート出来ました。 

  オリンピック競技の継続復活に向けては、海外普及活動は出来ませんでしたが、世界やアジアの会議を
多く開催し、今後の戦略をどうするかの濃い議論を重ねました。外部での活動としては、東京五輪２０２
０聖火リレーイベントに出席し、オリンピック機運の向上を図りました。 
加えて、車椅子ソフトボール競技場こけら落としイベントに参加し、あらゆるステージ・環境でソフトボ
ール(競技)が、生涯スポ―ツとしての魅力を持ち、誰でも楽しくできることを伝え、競技普及・競技人口
の増加に寄与することも出来ました。 

又、(元)日本代表選手等の講師をソフトボール教室・講演会等に派遣し、トップアスリートのセカン
ドキャリアを支援する社会的な仕組みの歯車として、組織活動の中に定着し、事業を推進することも出
来たと考えています。 

 ２ 事業の実施に関する事項 
  （１）特定非営利活動に係る事業 

   

事業名 事 業 内 容 
実 施 

 回 数  

実 施 

 

場 所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

備 考 

 
 
 
 
 
普及・振興、 
青少年育成、 
地域活性化に 
関する事業 
 

 
 
 
 
 
 

被災地訪問（ソフトボール
教室･クリニック等の開催､
炊き出し） 
 
 

 
年0回 

 
未実施 

 
各回3～ 

10名 

 
1 5 0名～ 2 0 0名
(各回) 

 

企業・学生等に対するクリ
ニック・スポーツ教室･講演
会等の開催 

 
年10回 

 
各都道府県 
 

 
各回1～ 
  3名 

小学 生 ・ 中 学
生・高校生等 
150名(各回) 
 

 

各種大会の開催(宇津木杯
等)・運営サポート及び交流
試合・交流会開催 

  
年2回 

 
富山･千葉 

  
各回1～ 

3名 

各チーム・スポ
ーツ少年団 
150名(各回) 

 

ASOBALL(ベースボール型体
験プログラム)の展開によ
る、ソフトボール人口の拡
大をサポート 

  
 
年1回 
 

 
 
三重 

 
 

  
各回1～ 

3名 
 

 
50～100名 
(各回) 

 

 
オリンピック
復 活 支 援 活
動・事業 
(普及･振興） 

 
オリンピック継続・復活に
向けての会議出席・元プロ
野球監督・選手とのトーク
ショー開催 

 
 
年2回 

 
 
群馬・東京 

 
 
各回1名 

 
 
50～100名 
(各回) 

 

 
障がい競技・
支援学校等 
交流事業 

 
障がい者ソフトボールの普
及・サポートの拡充 

 
年1回 

 
大阪 

 
 各回1～ 
   3名 

 
小･中･高校生・
一般約5 0名  
(各回) 
 

 

 
 
 海外普及 ･
支援(文化交
流の推進)に
関する事業 
 
 
 

 
日本代表チームの各種大 
会等支援・サポート 
 

 
年2回 

  
日本  

 
 各回1名 

 
約30名(各回) 

 

 
支援物資支給、技術指導･ 
教室開催 

  
年0回 

 
＊但し､ｱﾌﾘｶ
への支援物資
は準備済 

 
 各回1～ 
3名 

 
50～100名 
(各回) 

 

 

 



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

1 4月上旬

【海外普及活動・支援】

タンザニア共和国野球・ソフトボール機構へ用具を寄贈

（寄贈品：バット３本、グローブ１６品、ボール２ダース、

キャッチャー防具２セット）

＊世界でのソフトボール普及活動

タンザニア共和国

2 4月上旬

【海外普及活動・支援】

タンザニア共和国へのソフトボールソフトボール指導者派遣の支援

＊世界でのソフトボール普及活動

タンザニア共和国

3 4月1日

「東京２０２０オリンピック聖火リレーセレブレーション」への協力

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

4 4月3日

【五輪普及活動】

日本代表選手発表・日本代表ユニフォーム

＊ソフトボール普及活動

東京都品川区

5 4月4日

　（公財）日本ソフトボール協会第１回常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

6 4月4日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第２節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県大田原市

7
4月7日

～12日

【海外普及支援事業】

ベースボール５研修への協力

（出席者：宇津木理事長（アジアソフトボール連盟副会長として））

＊地域の活性化と世界でのソフトボール普及活動

フィリピン

8
4月11日

～12日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第３節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

9 4月15日

「パナソニック主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県郡山市

10 4月15日

公益財団法人日本バレーボール協会評議員会

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

11 4月16日

【海外普及支援事業】

一般社団法人アフリカ野球・ソフト振興機構理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

12 4月16日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第３節収録解説」への協力

（解説：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都港区

13
4月17日

～19日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第４節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岡山県新見市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

２０２０年度事業報告（詳細）

２／３２

別紙１



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

14 4月19日

全日本総合埼玉県予選（ソフトボール競技）への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山

15 4月19日

「村上信五∞東京２０２０（フジテレビ）」への協力

（出演者：宇津木妙子、野村忠宏さん（柔道）、宮里藍さん(プロゴル

ファー))

＊ソフトボール普及活動

＊ＴＶ放映日：５月２３日（土）１４：３０～１５：００

東京都港区

16 4月20日

　（公財）日本ソフトボール協会第１回常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

17 4月21日

　（公財）ミズノスポーツ振興財団ミズノメントール表彰への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

18 4月22日

「福島県ＪＡ共催主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県福島市

19 4月23日

　日本スポーツマスターズ第１回実施中央競技団体連絡会議への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都新宿区

20 4月24日

　（公財）日本スポーツ協会第１回理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都新宿区

21
4月25日

～26日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第５節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県安城市

22 4月下旬

「第８回宇津木杯小学生ソフトボール普及大会への協賛・協力

＊カップ・記念品等寄贈

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

滋賀県甲賀市

23
5月2日

～4日

関東女子大学ソフトボール春季リーグ視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山

24 5月10日

【海外支援・五輪普及活動…オリンピック壮行試合】

「日本代表ＶＳカナダ代表対抗ソフトボール２０２０」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県名古屋市

（瑞穂スタジアム）

25 5月10日

【海外支援・五輪普及活動…オリンピック壮行試合】

「日本代表ＶＳカナダ代表対抗ソフトボール２０２０」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県名古屋市

（瑞穂スタジアム）

26 5月12日

【海外支援・五輪普及活動…オリンピック壮行試合】

「日本代表ＶＳカナダ代表対抗ソフトボール２０２０」への協力

（ＴＶ解説・試合視察：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都文京区

（東京ドーム）

27 5月12日

一般社団法人日本トップリーグ機構評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

３／３２



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

28 5月14日

【五輪普及活動…オリンピック壮行試合】

「日本代表ＶＳ地元大学選抜チーム対抗ソフトボール２０２０」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

宮城県仙台市

（仙台シェルコム）

29 5月15日

一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

30 5月16日

【五輪普及活動…オリンピック壮行試合】

「日本代表ＶＳ地元大学選抜チーム対抗ソフトボール２０２０」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（宇津木スタジアム）

31 5月17日

【五輪普及活動…オリンピック壮行試合】

「日本代表ＶＳオリンピアン選抜チーム対抗ソフトボール２０２０」への協

力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（宇津木スタジアム）

32 5月18日

　（公財）日本ソフトボール協会第２回常務理事会(Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

33 5月18日

　（公財）日本スポーツ協会第一回理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

34 5月18日
ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム第九回総会・講演会・交流会（書面議

決）
東京都千代田区

35 5月20日

アジアソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

36 5月21日

　（公財）日本ソフトボール協会第１回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

37 5月22日

「一般社団法人日本衛生検査所協会主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

38 5月24日

【東京五輪支援・地域活性化活動】

「ミズノ株式会社主催の２０２０東京五輪トークショー」への協力（２ケ

所）　　　　　　　　　　(出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県福島市

39 5月25日

【海外普及支援事業】

一般社団法人アフリカ野球・ソフト振興機構理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

40 5月27日

一般社団法人群馬県スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県前橋市

41 5月28日

一般社団法人日本トップリーグ機構総会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

４／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

42
5月30日

～6月1日

「第１８回宇津木妙子カップin唐津」を協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

佐賀県唐津市

43 5月31日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山梨県塩山市

44
5月30日

～6月1日

関東学生女子選手権兼大学インカレ予選への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県足利市

45 6月3日

「九州電力主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福岡県福岡市

46 6月4日

　（公財）ミズノスポーツ振興財団評議員会（書面議決）

（出席者：宇津木理事長（（公財）ミズノ評議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

47 6月4日

　（公財）日本スポーツ協会第２回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

48 6月5日

　日本スポーツマスターズ委員会への協力（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

49
6月4日

～7日

　世界野球ソフトボール連盟理事会への協力

（出席者：宇津木理事長（世界野球ソフトボール連盟理事として））

＊世界のスポーツ振興活動

スイス・ローザンヌ

50
6月6日

～7日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

「第９回宇津木妙子杯中学生交流ソフトボール大会の共催

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

宮城県気仙沼市

51
6月6日

～8日

【五輪普及・海外普及支援事業】

「ＵＴＳＵＧＩ　ＣＵＰ女子ソフトボール世界大会（Ｕ１５）」への協賛・協力

（出席者：宇津木理事長（アジアソフトボール連盟副会長として））

＊地域の活性化と世界での世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

52 6月11日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山梨県

53 6月13日

　（公財）日本ソフトボール協会評議員会・第２回理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

54
6月13日

～14日

全日本総合選手権関東予選選（ソフトボール競技）への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県足利市

55 6月16日

一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

56 6月17日

　（公財）日本バレーボール協会評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本バレーボール協会評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

５／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

57 6月17日

　（公財）日本ソフトボール協会常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

58 6月19日

　（公財）高崎スポーツ財団評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）高崎スポーツ財団評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

59 6月22日

　（公財）日本スポーツ協会定時評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

60 6月28日

　（公財）日本ソフトボール協会第３回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

61 6月28日

【東京五輪支援活動】

「読売新聞社主催トークショー」への協力

（出席者：宇津木理事長、中畑清氏、高橋由伸氏（巨人軍ＯＢ））

東京都千代田区

62 6月30日

「毎日新聞賞選考委員会」への協力（書面決裁）

（選考委員：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

63 7月1日

【他競技とのコラボレーション活動】

「プロ野球独立リーグ試合視察及び始球式」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県いわき市

64 7月4日

　（公財）日本ソフトボール協会第３回常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

65
７月4日

～6日

東日本大学選手権ソフトボール大会への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県太田市

66 7月8日

週刊新潮電話取材への協力

取材応対者：宇津木理事長

＊地域の活性化と世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

67 7月9日

　（公財）日本ソフトボール協会第４回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

68 7月11日

【他競技とのコラボレーション】

高崎テニスコートお披露目式への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

69 7月中旬

【海外普及支援活動】

「女子ソフトボール国際大会Ｕ１５（宇津木ＣＵＰ）への」後援

＊地域の活性化と世界でのソフトボール普及活動

＊出場国：日本・アメリカ・中国・イタリア・メキシコ・タンザニア

群馬県高崎市

70 7月中旬

【海外普及活動・支援】

タンザニア共和国野球・ソフトボール機構へ用具を寄贈

（寄贈品：バット３本、グローブ１６品、ボール２ダース、

キャッチャー防具２セット）

＊世界でのソフトボール普及活動

タンザニア共和国

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

６／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

71 7月16日

　（公財）日本スポーツ協会第３回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

72 7月19日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会・評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

73 7月21日

【他競技とのコラボレーション】

スポーツビジネス産業展への協力（Web会議）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

74
７月22日

～28日

東京五輪ソフトボール試合

（宇津木理事長は、世界野球ソフトボール連盟理事としてサポート及び、

 試合解説に協力）

①7月22日 9：00～　日本ＶＳオーストラリア(福島県営あづま野球場）

②7月23日12:00～　日本ＶＳメキシコ　　　　(福島県営あづま野球場）

③7月25日20:00～　日本ＶＳイタリア　　　　（横浜スタジアム）

④7月26日14:30～　日本ＶＳカナダ　　　　　(横浜スタジアム）

⑤7月27日10:00～　日本ＶＳアメリカ　　　　（横浜スタジアム）

③7月28日　 3位決定戦 13:00～・決勝戦　20:00～（横浜スタジアム）

福島県福島市

神奈川県横浜市

75 7月26日

　（公財）日本ソフトボール協会第３回常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

76 7月28日

　（一社）日本ソフトボールリーグ機構立ち上げ委員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

77 7月29日

【東京五輪支援活動】

「博報堂主催トークショー」への協力

（出席者：宇津木理事長他）

福島県福島市

78 7月31日

　（公財）日本スポーツ協会評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

79 8月2日

　（公財）日本ソフトボール協会第５回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

80 8月中旬

「第４回宇津木妙子杯ソフトボール交流大会」を協賛

＊中学・高校・実業団及び、知的障がい者チームで試合

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県東松山市

81 8月中旬

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室（１回目）」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

関東都県

82 8月中旬

夏休みキッズキャンプ「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

滋賀県

83 8月中旬

第１２回白馬カップ大学生ソフトボール大会２０２０への協力

＊日本のオリンピック（開催地）として、当初は、宇津木カップとしてｽﾀｰﾄ

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長野県白馬村

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

７／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

84 8月13日

「室谷妙子カップ交流ソフトボール大会」への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

石川県門前町

85 8月17日

アジアソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

86 8月18日

　（一社）日本ソフトボールリーグ機構立ち上げ委員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

87 8月19日

　（公財）日本バレーボール協会評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本バレーボール協会評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

88 8月20日

　日本スポーツマスターズ第２回実施中央競技団体連絡会議への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都港区

89 8月22日

「第１０回宇津木妙子カップ小学生ソフトボール大会in姫路」への協力

＊宇津木理事長、末井理事参加

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県姫路市

90 8月24日

アジアソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

91 8月24日

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長野県長野市

92 8月27日

世界野球ソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

93 8月下旬

「第９回宇津木妙子杯６時間マラソンソフトボール大会」を協賛

＊宇津木理事長視察・指導

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岐阜県飛騨市

94 9月5日

「第６回宇津木妙子カップ　福達南大会」への協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県福島市

95 9月6日

第５３回日本女子ソフトボールリーグ１部後半開幕節視察

＊ビックカメラ高崎ＶＳトヨタ自動車

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

神奈川県大和市

96 9月9日

「東京都産業局主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

97 9月10日

「株式会社日立ソリューションズ主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都千代田区

98 9月10日

　（公財）日本ソフトボール協会リーグ活性化プロジェクト会議

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

８／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

99 9月11日

　ＴＯＫＹＯ　２０２０　カウントダウンナイトへの協力

（外国特派員協会主催）

（出席者：宇津木理事長、宇津木麗華日本代表監督他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都港区

100 9月12日

【他競技とのコラボレーション活動】

「宇津木妙子ＣＵＰ第７回道東地区選抜野球弟子屈大会」への協力

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

北海道弟子屈町

101
9月12日

～13日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第５節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

102 9月中旬

【他競技とのコラボレーション活動】

「プロ野球独立リーグ試合前（幼児ソフトボール教室）」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県いわき市

103 9月15日

アジアソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

104 9月中旬

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室（２回目）」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

北信越県

105
9月19日

～21日

第７２回全日本総合女子ソフトボール選手権大会

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

三重県

106
9月19日

～20日

関東大学ソフトボール選手権の視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県太田市

107 9月24日

　（公財）日本ソフトボール協会第５回理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

108 9月25日

一般社団法人日本トップリーグ機構総会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

109 9月25日
【他競技とのコラボレーション活動】

日本営業大学打合せ
群馬県高崎市

110
9月26日

～27日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第６節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

111 9月29日

アジアソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

112
10月3日

～4日

第７５回国民体育大会（ソフトボール・教室）への協力

（視察者・講師：宇津木理事長他、廣瀬芽・藤本索子（オリンピアン））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

鹿児島県

113 10月5日

「全国共済農業協同組合主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県名古屋市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

９／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

114
10月10日

～11日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第７節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

115
10月10日

～11日

関東大学秋季リーグ視察

（視察者・講師：宇津木理事長他、オリンピアン）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山町

116 10月14日

アジアソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

117 10月15日

　（公財）日本ソフトボール協会第５回常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

118
10月10日

～11日

関東大学秋季リーグ視察

（視察者・講師：宇津木理事長他、オリンピアン）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山町

119 10月17日

関東大学秋季リーグ視察

（視察者・講師：宇津木理事長他、オリンピアン）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山町

120
10月17日

～18日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第８節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛媛県松山市

121
10月24日

～25日

第５３回日本女子ソフトボール１部リーグ第９節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛媛県松山市

122
10月24日

～26日

関東大学ソフトボール選手権の視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県坂戸市

123 10月27日

　アジアソフトボール連盟大会委員会への協力（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体、副会長連盟理事として））

＊世界のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

124 10月28日

「住友化学株式会社主催講演会（Weｂ配信）」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

125 11月1日

世界女子ソフトボール選手権大会開催記念「第２回千葉市中学校ソフト

ボール大会（ソフトボール教室）」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

千葉県千葉市

126 11月3日

「第２回宇津木妙子杯中学生ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会」への協賛

（講師：オリンピアン派遣予定）

＊優勝・準優勝カップ寄贈

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

富山県滑川市

127
11月7日

～8日

第５３回日本女子ソフトボールリーグ１部決勝トーナメント（ＴＶ放映）

＊宇津木理事長視察・解説

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県名古屋市

（パロマ瑞穂野球場）

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

１０／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

128
11月10日

～12日

「文部科学大臣杯第５５回全日本大学ソフトボール選手権」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県安城市

129 11月12日

　（公財）日本スポーツ協会第４回理事会(Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都新宿区

130 11月15日

【他競技とのコラボレーション】

「一般社団法人カルティベータ主催講演会（Web配信）」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

131 11月19日

「群馬市民大学主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市

132 11月19日

　日本スポーツマスターズ委員会への協力（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

133 11月21日

ソフトボールチャレンジ学校訪問（高川学園高等学校）

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山口県防府市

134 11月22日

ソフトボールチャレンジ学校訪問（創志学園高等学校）

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岡山県岡山市

135 11月23日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

三重県鈴鹿市

136 11月23日

　（公財）日本ソフトボール協会第６回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

三重県鈴鹿市

137 11月26日

【海外普及支援事業】

一般社団法人アフリカ野球・ソフト振興機構会議（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

138 11月27日

一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

139 11月28日

「富士宮教育委員会主催のソフトボールクリニック」への協力

（講師：宇津木理事長、髙山理事他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

静岡県富士宮市

140 11月30日

「公益財団法人ミズノスポーツ振興財団創立５０周年記念イベント」への

協力（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

141 12初旬

「第５回ソフトボール教室ｉｎいるま」への協力

（オリンピアン、戸田中央病院ソフトボール部員派遣）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県入間市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

１１／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

142 12月1日

アジアソフトボール連盟理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

143 12月5日

車椅子ソフトボール競技場こけら落とし祈念式典への協力

（出席者：宇津木理事長、髙山理事他、オリンピアン））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

大阪府大阪市

144 12月5日

ソフトボールチャレンジプロジェクト学校訪問（京都明徳高校）

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

京都府京都市

145 12月6日

　（公財）日本ソフトボール協会第６回常務理事会・財務委員会（Web会

議）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出席者：宇津木理事

長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

146 12月8日

ソフトボールチャレンジ学校訪問（高崎健康福祉大学付属高校）

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

147 12月9日

世界野球ソフトボール連盟（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊アジアでのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

148 12月10日

【他競技とのコラボレーション】

読売巨人軍感謝の集い

（出席者：宇津木理事長）

＊他競技とのコラボレーション活動及びソフトボール普及活動

東京都港区

149 12月12日

ソフトボールチャレンジ学校訪問（大阪江南高等学校）

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

大阪府大阪市

150 12月13日

ソフトボールチャレンジ学校訪問（尾北高等学校）

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県名古屋市

151 12月15日

　アジアソフトボール連盟総会への協力（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体、副会長連盟理事として））

＊世界のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

152 12月25日

【海外普及支援事業】

一般社団法人アフリカ野球・ソフト振興機構理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

153 1月3日

【他競技とのコラボレーション】

箱根駅伝視察

（視察者：宇津木理事長）

東京都千代田区

154 1月6日

　（公財）高崎スポーツ財団評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）高崎スポーツ財団評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

155 1月10日

【他競技とのコラボレーション】

テレビ朝日ビッグスポーツ大賞表彰式

（出席者：宇津木理事長、他）

東京都港区

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

１２／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

156 1月10日

　（公財）日本ソフトボール協会常務理事会(Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

157 1月14日

　（公財）日本スポーツ協会理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

158 1月15日
群馬県スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））
群馬県前橋市

159 1月16日

(公財）日本スポーツ協会記者クラブ懇談会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都渋谷区

160 1月18日

読売新聞社表彰式への協力

（出席者：宇津木理事長（上記表彰委員会委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都港区

161 1月19日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県足利市

162 1月19日

一般社団法人日本トップリーグ連携機構理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

163 1月22日

世界野球ソフトボール連盟大会委員会会議（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

164 1月22日

　（公財）日本ソフトボール協会財務委員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

165 1月28日

一般社団法人日本女子ソフトボールリーグ機構理事会　(Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

166 1月30日

　関東ソフトボール協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県

167 2月4日

世界野球ソフトボール連盟大会委員会会議（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

168 2月10日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県足利市

169 2月12日

　（公財）日本体育協会栄典会議

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本体育協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

１３／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

170 2月13日

一般社団法人日本トップリーグ連携機構常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

171 2月14日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

172 2月24日

　【他競技とのコラボレーション】

一般社団法人日本マスターズ委員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

173 2月24日

　「群馬県スポーツ協会表彰式への協力

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市

174 2月25日

一般社団法人日本トップリーグ連携機構常務理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

175 2月26日

　【他競技とのコラボレーヨン】

（公財）日本バレーボール協会評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

176
2月26日

～3月2日

実業団ソフトボール部合宿及びプロ野球キャンプ地視察

（視察者・講師：宇津木理事長）

＊他競技とのコラボレーション活動及びのソフトボール普及活動

沖縄県

177 2月28日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会・評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

178 3月5日

　群馬県スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市

179 3月6日

　（公財）日本スポーツ協会第６回理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

180
3月6日

～7日

第２４回宮崎スポーツフェスタ「ソフトボール教室」へ協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

宮崎県宮崎市

181 3月12日

　【他競技とのコラボレーヨン】

（公財）日本バレーボール協会評議員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

182 3月12日

　（公財）ミズノスポーツ財団評議員会（書面議決）

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

183 3月14日

　（公財）日本ソフトボール協会倫理委員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

１４／３３



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

184 3月15日

　（公財）日本ソフトボール協会倫理委員会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

185 3月16日

　（公財）ミズノスポーツ財団評議員会（書面議決）

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

186 3月17日

一般社団法人日本女子ソフトボールリーグ機構発足記者会見

（リモート会見）（出席者：宇津木理事長（上記団体副会長兼キャプテン

として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

187 3月18日

　（公財）日本スポーツ協会代表者会議への協力（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

188
3月19日

～20日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

「第８回宇津木妙子杯優勝旗争奪三陸沿岸中学校ソフトボール大会」を

共催

 ＊地域の活性化とソフトボール普及活動

宮城県多賀城市

189 3月21日

　（公財）日本ソフトボール協会臨時理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

190 3月22日

「三菱パワー株式会社主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

191 3月23日

「一般社団法人高崎財団評議員会」への協力（書面議決）

（出席者：宇津木理事長（上記財団評議員として））

＊地域スポーツ＆芸術の発展への寄与

群馬県高崎市

192 3月23日

【五輪普及活動】

日本代表選手発表・日本代表ユニフォーム(リモート発表）

＊ソフトボール普及活動

東京都品川区

193 3月24日

【他競技とのコラボレーション】

読売巨人軍激励会

（出席者：宇津木理事長）

＊他競技とのコラボレーション活動及びソフトボール普及活動

東京都港区

194 3月26日

一般社団法人日本トップリーグ連携機構理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

195
3月27日

～28日

第１１回宇津木妙子杯争奪あすなろ交流ソフトボール大会を協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県石川町

196
3月27日

～28日

群馬オープン（実業団ソフトボールオープン戦）への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

197 3月29日

【海外普及支援事業】

一般社団法人アフリカ野球・ソフト振興機構理事会（Web会議）

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として））

＊世界でのソフトボール普及活動

群馬県高崎市

198 3月31日

「東京２０２０オリンピック聖火リレーセレブレーション」への協力

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項

１５／３３



（単位：円）

科　　　　　　　　目 備考

 Ⅰ 経常収益
      １ 受取会費
            正会員受取会費 6,650,000
            賛助会員受取会費 629,000 7,279,000
      ２ 受取寄付金
            受　取　寄付金 5,594,000
      ３ 受取助成金
            助　　成　　金 500,000
      ４ 事　業　収　益
            講演会･ｽﾎﾟ-ﾂ教室料収入 1,726,720
            物品販売収入 7,500
　　　　　　販売手数料(㈱日本ﾄﾘﾑ) 72,600 1,806,820
      ５ その他収益
            受　取　利　息 98
　　　　　　雑　　収　　入 2,000,000 2,000,098
 経常収益 計 17,179,918
 Ⅱ 経常費用
      １ 事業費
       (1)人件費
            役員報酬 2,900,000
            法定福利費 452,538 3,352,538
       (2)その他経費
            事業支出 818,330
            業務委託費 413,270
            諸謝金 1,551,486
            旅費交通費 796,845
            通信運搬費 582,422
            会議費 111,078
            消耗品費 140,442
            印刷製本費 351,560
            車両費 61,872
            雑費 47,051
            諸会費 3,000
            交際費 121,765 4,999,121
　　　事　業　費　計 8,351,659
      2 管理費
       (1)人件費
            役員報酬 2,900,000
            法定福利費 452,539 3,352,539
       (2)その他経費
            総会費 43,395
            減価償却費 262,099
            慶弔費 27,500
            事務用消耗品費 31,869
            支払手数料 524,018 888,881
　　　管　理　費　計 4,241,420
 経常費用　計 12,593,079
           当期経常増減額 4,586,839
 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 4,586,839
           法人税、住民税及び事業税 81,400
           当期正味財産増減額 4,505,439
           前期繰越正味財産額 8,749,373
           次期繰越正味財産額 13,254,812

２０２０年度　活動計算書
2020年 4月 1日から2021年　3月 31日まで

金　　　　　　　　額

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム



１. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

（2）消費税等の会計処理

　 消費税の会計処理は、税込方式により処理しております。

2. 事業費の内訳

（単位：円）

科　目 講演･ｽﾎﾟｰﾂ教室 物品販売事業 販売手数料
普及・振興･青少年

育成・地域活性化
合計

　（1）人件費

　　　役員報酬 667,000 58,000 145,000 2,030,000 2,900,000

　　　法定福利費 104,084 9,051 22,627 316,776 452,538

　　人 件 費 計 771,084 67,051 167,627 2,346,776 3,352,538

　（2）その他経費

　　　事業支出 176,716 15,367 38,416 587,831 818,330

　　　業務委託費 95,052 8,265 20,664 289,289 413,270

　　　諸謝金 1,320,000 0 0 231,486 1,551,486

　　　旅費交通費 0 0 0 796,845 796,845

　　　通信運搬費 129,881 11,294 28,235 413,012 582,422

　　　会議費 2,798 243 608 107,429 111,078

　　　消耗品費 32,302 2,809 7,022 98,309 140,442

　　　印刷製本費 80,859 7,031 17,578 246,092 351,560

　　　車両費 14,231 1,237 3,094 43,310 61,872

　　　雑費 11,412 1,238 2,207 32,194 47,051

　　　諸会費 0 0 0 3,000 3,000

　　　交際費 2,530 220 550 118,465 121,765

　　その他経費計 1,865,781 47,704 118,374 2,967,262 4,999,121

　　　　　合計 2,636,865 114,755 286,001 5,314,038 8,351,659

3． 使途が制約された寄付金等の内訳

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

ミズノ財団助成金 0 500,000 500,000 0

0 500,000 500,000 0

4． 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科　目 期首取得価額 当期取得 当期減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

建物附属設備 1,616,000 0 0 1,616,000 △ 1,405,030 210,970

什器備品 393,001 0 0 393,001 △ 339,374 53,627

合　計 2,009,001 0 0 2,009,001 △ 1,744,404 264,597

5． 借入金の増減内訳

（単位：円）

科　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

短期借入金 0 1,700,000 1,700,000 0

長期借入金 0 0 0 0

合　計 0 1,700,000 1,700,000 0

6． 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科　目

（活動計算書）

受取寄付金

活動計算書計

財務諸表の注記

財務諸表上の計上された金額 内、役員との取引

　 有形固定資産：法人税法の規定に基づく償却方法にて処理しております。

110,000

備　　考内容

助成金の総額は500,000円で

合　計

   計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準 （2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によってい

ます。

5,434,000 110,000

　普及・振興・青少年育成・

地域活性化事業

5,434,000

　使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

です

内、近親者及び支配　　　　　法

人等との取引



（単位：円）

科　　　　　　　　目

Ⅰ 資産の部

  １  流　動　資　産

            現　金 83,527

            預　金 13,422,049

          　 流動資産　計 13,505,576

        流  動  資  産  合  計 13,505,576

  ２  固　定　資　産

　　　(有形固定資産)

　　　建物附属設備 210,970

　　　什器備品 53,627

          有形固定資産計 264,597

       固  定  資  産  合  計 264,597

  資　 産　 の 　部　 合　 計 13,770,173

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

            未　払　金 327,238

            未払法人税等 81,400

            前　受　金 0

            預　り　金 45,511

            社 保 預 り 金 61,212

          　 流動負債　計 515,361

        流  動  負  債  合  計 515,361

  負　 債　 の 　部　 合　 計 515,361

Ⅲ 正味財産の部

  １  正　味　財　産

   前期繰越正味財産額 8,749,373

   当期正味財産増減額 #REF!

          　 正味財産　計 #REF!

        正　味　財　産  合  計 #REF!

   負債の部及び正味財産の部合計 #REF!

２０２０年度　会計貸借対照表

2021年　 3 月　31 日 現在

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム

金　　　　　　　　額



（単位：円）

科　　　　　　　　目

Ⅰ 資産の部

  １  流　動　資　産

             現　金・預　金

　　　　　　　　現　　　金 83,527

　　　　　　　　普通預金 みずほ銀行高崎支店 7,096,643

　　　　　　　　普通預金 群馬銀行高崎栄町支店 1,942,197

　　　　　　　　ゆうちょ銀行 4,383,209

             現　金・預　金　計 13,505,576

       流  動  資  産  合  計 13,505,576

  ２  固　定　資　産

　　　　　　(有形固定資産)

             建物附属設備 210,970

             什器備品 53,627

　　　　　　　　　　有形固定資産　計 264,597

       固  定  資  産  合  計 264,597

    資　 産　 の 　部　 合　 計 13,770,173

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

             未払金

　　　　　　　　　　伏見理事3月分給与 327,238

             未払金　計 327,238

             未払法人税等

　　　　　　 　 法人県民税均等割り 21,400

　　　　　　 　 法人市民税均等割り 60,000

             未払法人税等　計 81,400

             前　受　金

             　 令和3年度会費･寄付金 0

             前　受　金　計 0

             預　り　金

             　 源泉所得税 45,511

                社保預り金 61,212

             預　り　金　計 106,723

       流  動  負  債  合  計 515,361

    負　 債　 の 　部　 合　 計 515,361

　正　　味　　財　　産 13,254,812

２０２０年度　会計財産目録

2021 年　 3 月　31 日 現在

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム

金　　　　　　　　額


