
令和 3年 2月 6日（土） 第 10回 理事会 決議事項資料 
 

2021年度（令和３年度）予算案の説明について 
 

1. 予算案編成の前提条件 

１）公益法人化を⽬指す団体として、令和２年１２月８日付けで、各専⾨部・専⾨委員会の部長、

委員長宛てに、予算編成⽅針⽂書を発出させていただいていました（別紙１参照） 

２）公益法人会計基準に則り、各専⾨部・専⾨委員会の業務領域を、事業費領域と管理費領域に
区分し、事業費領域の予算として、全国大会開催に係る経費について約３千万円、選手強化
に係る経費は約４千万円を、⽬安として予めお示しさせていただいていました。 

３）各専⾨部・専⾨委員会が要求するにあたり、❶なぜその業務を行う必要があるのか？❷誰が
誰に対して行う業務なのか？❸どんな⽅法で❹何を実施するのか？❺いつ？❻どこで業務
を実施するのか？等来年度の業務実施計画を明らかにし、❶～❻の要素を整理した上で、❼
いくら必要なのか？を動画にて予め説明していました。1129作成 【動画】令和 3年度予

算要求について - YouTube（別紙２参照） 

 

2. 予算要求を行った専⾨部・専⾨委員会及び事務局と調整を行った内容について 

 令和 3年 2月 3日～４日にかけ調整を行った結果は別紙３のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙１ 

令和２年１２月８日 
各専⾨部・専⾨委員会 
委員長、副委員長 様 

一般社団法人 日本ボクシング連盟 
専務理事 仲間達也 
事務局長 豊田友彦 

 

【事務連絡】2021年度（令和３年度）予算編成の⽅針について 

 
 平素より日連の業務執行を担ってくださり厚く御礼申し上げます。 
 さて、公益法人化を⽬指す当連盟において、本年度より、持続可能な組織運営を⽬指す観点から、
総務委員会及び強化委員会を除くすべての各部・専⾨委員会において、事務局に対して来年度の予算
要求作業を行っていただく⽅向で考えております。 
 日連の歴史においておそらく初めての取組となりますので、以下の点にご留意いただき、ご不明な
点等は適宜 LINEグループやお電話にて事務局にご連絡いただきながら、執行部と専⾨部・専⾨委員
会との間で、対話を通じた協働による予算編成作業を行いたいと存じます。 
 

記 
1. 来年度歳出予算で各部・専⾨委員会の業務領域に係る予算額の総枠 
・ 全国大会開催に係る経費について・・・約３千万円（うち全日本選手権は１千５百万円） 
・ 選手強化に係る経費について・・・・・約４千万円 
※東京五輪開催という特別な事情を勘案し 500万円の別枠を検討中 

 
2. 予算要求の⽅法及び予算編成に係るタイムスケジュールについて 
・ 別添の動画ファイルをご参照ください。 

 
3. 総務委員会及び強化委員会の委員長、副委員長へのお願い 

  来年度の予算総額の枠配分調整（シーリングといいます）は、当連盟の資金管理上の関係 
から、総枠を上述 1.のとおり設定させていただいています。 

  今年中を⽬途に、来年度の事業計画または行事予定を LINEグレープ上で他の専⾨部・ 
委員会にお示しいただき、来年度の行事に紐付けた他の委員会の予算要求資料とさせていた 
だくことを執行部としては考えております。ご協⼒をよろしくお願いします。 

 
4. 各委員会同士及び事務局との情報連携について 

 業務執行の性質が類似・関連する委員会においては、相互に連携し、場合によっては zoom等
を活⽤した対話の機会を設定し、来年度の事業計画ならびに予算要求作業を行っていただきたい
と存じます。 
 ご不明な点等は積極的に LINEグループ等で疑問点等をご提示いただき情報共有に努めていた
だければと存じます。 



別紙２（１） 

 

 

 
 

௧䠏ᖺᗘ ண⟬せồ䛻䛴䛔䛶

䠄බ┈ἲே䛸䛧䛶䛾ண⟬⦅ᡂЍண⟬䠄ᴗົ䠅ᇳ⾜ЍỴ⟬䜢┠ᣦ䛧䛶䠅

���������సᡂ ㄝ⏝ື⏬

ͤ3RZHU3RLQW䝋䝣䝖䛾䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁ᶵ⬟䜢⏝䛔䛶
ㄝ䛧䜎䛩䛾䛷⏬㠃䜈䛾ὀど䜢䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔
䛧䜎䛩䚹

ᮏື⏬㈨ᩱ䛾సᡂពᅗ䛿䠎Ⅼ

�䙫

�䙬

ከ䛟䛾㛵ಀ⪅䛜㆟䛷㞟䜎䜛䛯䜑䛾㛫䛸ປຊ䜢⠇
⣙䛩䜛ពᅗ䠄䜸䞁䝕䝬䞁䝗䠅

බ┈ἲே䜢┠ᣦ䛩⤒Ⴀయ䛸䛧䛶䚸ᡤᐃ䛾ᡭ⥆䛝䛷
ண⟬⦅ᡂ䜢䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢▱䛳䛶䜒䜙䛖
ពᅗ

䛆ᮏ㢟䛇
ㄝෆᐜ䛿�㒊ᵓᡂ

䙫ண⟬せồ䜢⾜䛖య䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ

䙬ண⟬せồ䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ

䙭せồ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ



別紙２（２） 

 

 

 
 
 
 
 

䙫ண⟬せồ䜢⾜䛖య䛻䛴䛔䛶
ͤ 䛶䛾ᑓ㛛㒊䞉ᑓ㛛ጤဨ䛛䜙ົᒁ䛻せồ᭩䜢ᥦฟ䛧䛶䜒䜙䛖ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䛆ᴗ㒊㛛䛇䠙බ┈┠ⓗᴗ䜢ᢸ䛖 䛆⟶⌮㒊㛛䛇䠙䜺䝞䝘䞁䝇ᙉ䜢ᢸ䛖

ᅜ䠄➇ᢏ䠅㐠Ⴀᴗ

��� ⥲ົጤဨ

��� ᑂุ㒊

��� ་ጤဨ

��� ᙉጤဨ
㑅ᡭᙉᴗ

��� 䠯䠯ጤဨ䠄䠪䠰䝃䝫䞊䝖㒊㛛䠅

��� 䜸䝸䞁䝢䝑䜽᥎㐍ጤဨ

ຍ┕ᅋయ䜈䛾ᨭ䞉ሗᥦ౪

䝥䝻➇ᢏᅋయ䛸䛾ὶ䞉㐃ᦠ

ேᮦ⫱ᡂ䚸ᩍ⫱䞉ၨⓎᴗົ

ἲົ

䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾

��� 䝤䝻䝑䜽༠㆟ጤဨ

��� 䝥䝻䜰䝬ὶጤဨ

��� 䠯䠯ጤဨ䠄ㄪᰝ◊✲ᩍ⫱ၨⓎ䠅

��� 䠄௬䠅ᙉጤဨ䠄䜲䞁䝔䜾䝸䝔䜱䠅

��� 䜰䞁䝏䞉䝗䞊䝢䞁䜾ጤဨ

��� ᣦᑟ⪅⫱ᡂጤဨ

��� බ┈᥎㐍ጤဨ ��� ⌮ጤဨ

��� ᗈሗᡓ␎ጤဨ��� ᬑཬጤဨ

䙬ண⟬せồ䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶
ͤ๓ᥦ䛸䛧䛶䠑䠳䠎䠤䛷᮶ᖺᗘ䛾ጤဨẖ䛾ᴗィ⏬䜢䛺䜛䜉䛟ලయⓗ䛻ᥥ䛟ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䙫 䠳䡄䠽䡐䠛

䙬 䠳䡄䡕䠛

䙭 䠳䡄䡋䠄䠳䡄䡋䡉䠅䠛

䙮 䠤䡋䡓䠛

䙯 䠳䡄䡁䡊䠛

䙰䠳䡄䡁䡎䡁䠛

䠤䡋䡓 䠩䡑䠿䡄䠛

ᴗົ䜢ᐇ䛩䜛┠ⓗ䛿ఱ䛛䠛

䛺䛬䛭䛾ᴗົ䜢⾜䛖ᚲせ䛜
䛒䜛䛾䛛䠛

ጤဨෆ䛾ㄡ䛜ಶูලయ䛺ᴗົ䛾ᢸᙜ
⪅䛸䛺䜚䚸ㄡ䜢䝍䞊䝀䝑䝖䛸䛩䜛䛾䛛䠛

䛹䜣䛺ᡭẁ䞉᪉ἲ䛷ᴗົ䛾┠ⓗ䞉ᡂᯝ䜢
ぢ㎸䜐䛾䛛䠛

᮶ᖺᗘ䛾䛔䛴ᴗົ䜢ᐇ䛩䜛䛾䛛䠛

᮶ᖺᗘ䛾䛹䛣䛷ᴗົ䜢ᐇ
䛩䜛䛾䛛䠛

䙫䡚䙰䛾せ⣲䜢䜅䜎䛘䚸ᴗົ䜢ᐇ䛩䜛䛾䛻䛔䛟䜙ᚲせ䛺䛾䛛䠛
ͤᢳ㇟ⓗ䛺䛾䛷ḟ㡫䛷ලయ䜢ㄝ䛧䜎䛩

䙬ண⟬せồ䛾᪉ἲ䠄ලయ䠅
ͤ 䠑䠳䠎䠤䜢⏝䛔䛯ලయⓗ䛺ᴗィ⏬సᡂ᪉ἲ

䙫 䠳䡄䠽䡐䠛 ᴗົ䜢ᐇ䛩䜛┠ⓗ䛿ఱ䛛䠛

��� ᙉጤဨ

��� 䠯䠯ጤဨ䠄䠪䠰䝃䝫䞊䝖㒊㛛䠅

���䜰䞁䝏䞉䝗䞊䝢䞁䜾ጤဨ

��� ᗈሗᡓ␎ጤဨ

��� ᬑཬጤဨ

��� ⥲ົጤဨ

㧗ᆅ䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛷௦⾲㑅ᡭ䛾ᣢஂຊ䛾
ᙉ䜢ᅗ䜛┠ⓗ

㧗ᆅ䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛷䝣䜱䝆䜹䝹䠃䝯䝕䜱䜹䝹
䝃䝫䞊䝖䜢䛷䛝䜛䝇䝍䝑䝣䜢ྠ⾜䛥䛫䜛┠ⓗ

ቚ⏣༊䛷᪥ᮏ㑅ᡭᶒ㛤ദ䜢ᅛᐃ䛥䛫䜛┠ⓗ

ቚ⏣༊䛷䛾᪥ᮏ䛾䝔䜽䝙䜹䝹䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾㛫䜢ά⏝䛧䠝䠠
ㅮ⩦䜢ᐇ䛩䜛┠ⓗ

ቚ⏣༊᪥ᮏ䛻ึ䛾䝬䝇䝪䜽䝅䞁䜾䜢ᐇ䛩䜛┠ⓗ

ቚ⏣༊䛷䛾䝬䝇䝪䜽䝅䞁䜾䜢䠵䡋䡑䠰䡑䠾䡁䝷䜲䝤㓄ಙ䛧㉥
䛥䜣䛸䛧䛪䛱䜓䜣䛾ᑐỴ䜢ᐇ⌧䛥䛫䜛┠ⓗ



別紙２（３） 

 

 

 
 
 
 
 

䙬ண⟬せồ䛾᪉ἲ䠄ලయ䠅
ͤ 䠑䠳䠎䠤䜢⏝䛔䛯ලయⓗ䛺ᴗィ⏬సᡂ᪉ἲ

��� ᙉጤဨ

��� 䠯䠯ጤဨ䠄䠪䠰䝃䝫䞊䝖㒊㛛䠅

���䜰䞁䝏䞉䝗䞊䝢䞁䜾ጤဨ

��� ᗈሗᡓ␎ጤဨ

��� ᬑཬጤဨ

��� ⥲ົጤဨ

㧗ᆅ䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛷᪥ᮏ㑅ᡭ䛾ᙅⅬ䛷䛒䜛
ᣢஂຊ䛾ᙉ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛷䚸䝯䝎䝹䝫䝔䞁
䝅䝱䝹䜰䝇䝸䞊䝖䜢�ே䛷䜒ከ䛟⫱ᡂ䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜛

㧗ᆅ䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛻䝯䝕䜱䜹䝹䝃䝫䞊䝖䝇
䝍䝑䝣ྠ⾜䛻䜘䜚㓟⣲⾑୰⃰ᗘ䛾䝕䞊䝍䜢
㞟✚䜢䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛

䜰䝇䝸䞊䝖ጤဨ䛾せᮃ䛻ຍ䛘䚸ቚ⏣༊ᙺᡤ䛾䜸䝸䞁䝢䝑䜽

䝺䜺䝅䞊ᵓ⠏ᴗ䛸䝁䝷䝪䛩䜛䛣䛸䛷䚸ቚ⏣༊䛷᪥ᮏ㑅ᡭᶒ
㛤ദ䜢ᅛᐃ䛥䛫䜛䝯䝸䝑䝖䛜䛒䜛䚹䜎䛯ᅜయ䝥䝺㛤ദ䛸䛧䛶䛾ᐇ
䛜㝸ᖺ㛤ദ䛻䜘䜚㞴䛧䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛜᭷䜛

ᣦᑟ⪅䛜୍ᇽ䛻䛩䜛䝔䜽䝙䜹䝹䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾㛫䜢ά⏝䛧
䠝䠠ㅮ⩦䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛷ᩍ⫱ຠᯝ䛜㧗䜎䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛

᪥ᮏ䛾䝬䝇䝪䜽䝅䞁䜾䛿ὀ┠ᗘ䛜᭱䜒㧗䛔

䠵䡋䡑䠰䡑䠾䡁䝷䜲䝤㓄ಙ䛷㉥䛥䜣䛸䛧䛪䛱䜓䜣䛾ᑐỴ䛥䛫䜛䛣䛸䛷
䝯䝕䜱䜰㟢ฟᗘ䜢㧗䜑䝇䝫䞁䝃䞊⋓ᚓ䜢≺䛖ᚲせ䛜䛒䜛

䙬 䠳䡄䡕䠛 䛺䛬䛭䛾ᴗ䞉ᴗົ䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛛䠛

䙬ண⟬せồ䛾᪉ἲ䠄ලయ䠅
ͤ 䠑䠳䠎䠤䜢⏝䛔䛯ලయⓗ䛺ᴗィ⏬సᡂ᪉ἲ

䠤䡋䡓 䠩䡑䠿䡄䠛
䙫䡚䙰䜢ᴗົ䜢ᐇ䛩䜛䛾䛻䛔䛟䜙ᚲせ䛺䛾䛛䠛

䞉 ᣦᑟ⪅⫱ᡂጤဨ䛜ᣦᑟ⪅䜢ཧ㞟䛧䡖䡋䡋䡉䛷䝝䝷䝇䝯䞁䝖ㅮヰ䛾䝥䝻䜢ㅮᖌ䛸䛧䛶౫㢗䠙ㅰ㔠

䞉 ᗈሗᡓ␎ጤဨ䛜䠵䡋䡑䠰䡑䠾䡁䝷䜲䝤㓄ಙ䜢䛩䜛䛯䜑䛾ᶵᮦ䜚ୖ䛢䠙ᩱཬ䜃ᦆᩱ

䞉 䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫጤဨ䛜ᖏྠ䛩䜛ᅜෆᙉྜᐟ䛷ᰤ㣴ᣦᑟ䜢⾜䛖 ᰤ㣴⟶⌮㈝

䙭せồ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶

䠍䠎᭶ 䠍᭶ 䠎᭶ 䠏᭶

䖃 ᑓ㛛㒊䞉ᑓ㛛ጤဨෆ䛷ண⟬せồ䛾๓ᥦ䛸䛺䜛᮶ᖺᗘᴗィ⏬⟇ᐃ䛾༠㆟䜢ᐇ

䖃 ᑓ㛛㒊䞉ᑓ㛛ጤဨෆ䛷䛾༠㆟䛾⤖ᯝ䚸ྜព䜢ᚓ䛯᮶ᖺᗘᴗィ⏬䛻ᇶ䛵䛝ண⟬㢠䜢ぢ✚䜒䜛సᴗ

䖃 ᑓ㛛㒊䞉ᑓ㛛ጤဨ䛷ぢ✚䜒䛳䛯ண⟬㢠䜢ᖺෆ䜢┠㏵䛻ົᒁ䛻ᥦฟ

䖃 ᑓ㛛㒊䞉ᑓ㛛ጤဨ䛸ົᒁ䛸䛾㛫䛷�᭶୰䛻ண⟬ㄪᩚ䜢ᐇ

䖃 ᑓົ⌮ㄪᩚ䜢⾜䛔᮶ᖺᗘண⟬䜢సᡂ

䖃 �᭶୰䛻ணᐃ䛧䛶䛔䜛⌮⥲䛷ண⟬䛾ᑂ㆟ཬ䜃Ỵ㆟䜢ㅎ䜛



別紙 3 

 

要求してきた委員会との調整状況整理表
令和3年度　執行部（事務局長）予算査定方針

全国大会開催経費は予算3,000万円枠の中で調整すること
強化事業経費は予算4,000万円枠の中で調整すること

パターン❷ 財源（＝歳入予算）に助成金を充当できる場合はまずそれを検討すること
パターン❸ 財源（＝歳入予算）に協賛金を充当できる場合はまずそれを検討すること
パターン❹ コロナ禍での会議費はオンラインで代替すること

担当者 要求事項 要求事項の概要

1.審判講習会の実施
全国大会開催直後の反省会が効果的
なので後泊代金を要求

パターン❶
全国大会開催経費予算3,000万円枠の中で総務委員会等と来年
度要調整

2.国際審判員の派遣費

強化事業の枠組みの中で、国際大会
の際に実施される国際審判員試験受
験のために派遣チームに受験者が同
行する経費を要求

パターン❷
ＪＯＣ強化事業助成の枠組みの中の【国際審判員養成プログ
ラム？】でＪＯＣに要望する予定（派遣人数等今後事務局と
審判部との間で要調整）

3.審判員のワッペンとブレ
ザーの製作　一部補助

統一することで審判員全体の士気を
高める意図？

意義と積算根拠、費用対効果が不明

1.ドーピング検査事業 国体と全日本時の講習＆NF-Rep

パターン❹
コロナ禍でのオンライン会議主流なので今年度は不可

3.事業委託費

1.Ａ級セカンド講習会
全日本時を想定した資格更新のため
の講習会

パターン❶
全国大会開催経費予算3,000万円枠の中で総務委員会等と来年
度要調整

2.コーチ３講習会 国体帯同者必須資格
パターン❷
15人以上の受講者を集めることで、ＪＳＰＯ指導者育成部管
轄の助成事業の対象になるのではないか？

3.指導者育成プログラム
ジュニア強化合宿時に帯同指導者に
実施する教育プログラム

パターン❶
強化事業予算4,000万円枠の中で強化委員会等と来年度要調整

4.JSPO講習会
JSPO指導者育成部の指導者育成プラ
グラムを活用した教育・啓発事業

今後JSPO指導者育成部と要調整

パターン❹
コロナ禍でのオンライン会議主流なので今年度は不可

普及委員会
三橋委員長
（菊池理事兼委員）

大会そのものは全国大会開催経費予算3,000万円枠の中で総務
委員会等と来年度要調整
別枠として20万円は確保

パターン❶
全国大会開催経費予算3,000万円枠の中で総務委員会等と来年
度要調整
パターン❸
財源に協賛金を充当できるように努めること

審判部 林田副部長（理事）

細野委員長指導者育成委員会

3.アンチ・ドーピング委員会会議

門田委員長
アンチ・ドーピング
委員会

1.カメラ購入代金

2.オンライン配信委託料

予算要求部門
事務局長査定結果

2.ドーピング防止啓発活動推進事業

パターン❷
ＪＳＣくじ助成対象事業（助成率9/10）なので、1/10のみ
（補助ウラ）が自己財源

マスボクシングを普及する何らかのイベント

パターン❶

セリ氏業務委託料

岩崎委員長広報戦略委員会

5.委員会開催費


