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役職 選出⺟体 氏名 役職 選出⺟体 氏 名
1 会⻑ 有識者 山本 好作 1 評議員 大井町スポーツ協会 ⻄本 任良
2 副会⻑ 有識者 勝 滋幸 2 評議員 ⻑島町体育協会 纐纈 慎二
3 副会⻑ 有識者 山口 鉦一 3 評議員 東野体育協会 足立 幸秀
4 副会⻑ 有識者 高木 應俊 4 評議員 三郷町体育協会 舘林 芳香
5 副会⻑ 有識者 藤井 輝彦 5 評議員 武並町体育協会 安田 茂雄
6 副会⻑ 有識者 三浦 幸慈 6 評議員 笠置町体育協会 渡邉 高根
7 理事 大井町スポーツ協会 盛田 創一 7 評議員 中野方体育協会 林 友明
8 理事 ⻑島町体育協会 小林 隆彦 8 評議員 飯地町体育協会 柘植 桂次
9 理事 東野体育協会 千藤 富久 9 評議員 岩村町体育協会 後藤 唯人

10 理事 三郷町体育協会 小林 敏博 10 評議員 山岡町体育協会 ⻄尾 嘉仁
11 理事 武並町体育協会 和合 薫 11 評議員 明智町体育協会 梅村 吾三
12 理事 笠置町体育協会 市川 克典 12 評議員 串原体育協会 三宅 勝彦
13 理事 中野方町体育協会 福井 喜章 13 評議員 上矢作町体育協会 安藤 耕介
14 理事 飯地町体育協会 曽我 良久 14 評議員 陸上競技協会 後藤 治己
15 理事 岩村町体育協会 藤井 孝司 15 評議員 軟式野球連盟 鈴木  勲
16 理事 山岡町体育協会 伊藤 宣晃 16 評議員 ソフトボール協会 秋山 茂登雄
17 理事 明智町体育協会 鈴木 一彦 17 評議員 弓道連盟 鈴木 隆文
18 理事 串原体育協会 堀井 ⾠⺒ 18 評議員 卓球協会 早川 恵美子
19 理事 上矢作町体育協会 安藤 博己 19 評議員 柔道協会 伊藤 勇貴
20 理事 陸上競技協会 山内 孝次 20 評議員 剣友会 ⻄尾 高司
21 理事 軟式野球連盟 伊佐地 恒男 21 評議員 水泳協会 渡邊 祥夫
22 理事 ソフトボール協会 丸山 年道 22 評議員 ソフトテニス連盟 宮地 賢治
23 理事 柔道協会 田中 徳治 23 評議員 バレーボール協会 野﨑 博司
24 理事 サッカー連盟 垣内 浩幸 24 評議員 サッカー連盟 橋本 卓也
25 理事 クレー射撃協会 加藤 重徳 25 評議員 クレー射撃協会 藤本 勝彦
26 理事 バスケットボール協会 小薗井 勝広 26 評議員 バドミントン協会 松田 博隆
27 理事 スキー協会 近田 秀之 27 評議員 スケート連盟 曽我 健二
28 理事 ラグビーフットボール協会 梶田 和夫 28 評議員 スキー協会 ⻄村 恭平
29 理事 中学校体育連盟 高山 雄匠 29 評議員 アーチェリー協会 土方 敏晴
30 理事 スポーツ少年団 阪上 千代志 30 評議員 ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 丸山 美姫子
31 理事 レクリェーションバレーボール協会 ⻄尾 和之 31 評議員 バスケットボール協会 宮川 喜久
32 理事 市内５総合型スポーツクラブ連絡協議会 柘植 良人 32 評議員 ラグビーフットボールクラブ 藤井  学
33 理事 教育委員会スポーツ課⻑ 服藤 知晃 33 評議員 テニス協会 佐藤 いづみ

1 監事 澤村 憲生 34 評議員 ゲートボール協会 藤井 重夫
2 監事 森  直 35 評議員 中学校体育連盟 丸山 成之

36 評議員 スポーツ少年団 牧瀬 和秀
37 評議員 ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 ⻑屋 香代子
38 評議員 マレットゴルフ協会 加賀 博文
39 評議員 小学校体育振興会 平岡 淳
40 評議員 市内５総合型スポーツクラブ連絡協議会 纐纈 満
41 評議員 恵那市教育委員会事務局⻑ ⻑⾕川 幸洋

理事・監事任期：令和３年度決算承認評議員会の日まで
評議員任期：令和５年度決算承認評議員会の日まで

(公財)恵那市体育連盟役員並びに評議員名簿
令和３年３月３１日現在
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自 令和3年4月1日 法人コード A004377

法人名
公益財団法人恵那市体育連
盟

２．事業活動等について

　(１)　収支相償

円

50%

収入の額

円123,371,325

【別紙１：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第28条
　　　　　第１項第２号に掲げる書類】

平成24年4月1日

公益財団法人恵那市体育連盟

収入＞費用の場合の対応

恵那市長島町中野1269番地の389岐阜県

市区町村番地等

法人の目的

社員の数（公益社団法人のみ）

都道府県

事業
年度

運営組織及び事業活動の状況の概要等について

１．法人の基本情報について

法人の名称

収益事業等から生じた
利益の繰入割合

第２段階の合計
費用の額

至 令和4年3月31日

128,483,060

設立登記日（注）

社員の資格の得喪の条件
（公益社団法人のみ）

注　旧民法に基づき設立された法人にあっては、新制度への移行登記をした日付になります。

スポーツを通して市民の体力向上と健康増進を図り、地域社会の発展に寄与することを目的と
する。

人

主たる事務所の所在場所

6



128,483,060

金融資産の運用収入の額

128,483,060

　(２)　公益目的事業比率

1,084,790

③ 管理運営費用額

正味財産額 120,235,954

円

公益目的増減差額

0

注　当事業年度以前に受けた勧告又は命令であって、行政庁に改善の報告をしていないものを含みます。

　(９)　事業の運営に関する行政庁からの勧告又は命令の有無

（うち、退職手当の額） 0 円

当事業年度の勧告又は命令の有無（注） 無

円

　(８)　理事、監事及び評議員の報酬等の額

公益目的保有財産の帳簿価額の合計額② 110,110,000 円

理事等の報酬等の総額

円

①

② 円

円

円

円

　(５)　資産、負債及び正味財産の額

712,120

① 0 円

円110,110,000

うち個人から

うち法人から

1,320,000

140,000

公益目的取得財産残額（①欄＋②欄の合計額）

　(７)　当事業年度の末日における公益目的取得財産残額

遊休財産額

　(４)　金融資産の運用収入の額

18,100,237 円

　(６)　遊休財産額

遊休財産額の保有上限額 円

公益実施費用額

収益等実施費用額

　(３)　寄附を受けた財産の額

公益目的事業比率
（①欄の額÷①欄～③欄の合計額）

3,646,908

円

％96.4

円
寄附を受け
た財産の額

9,387,466

1,460,000

資産額
円

円

負債額
129,623,420

7
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