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期日 内容説明

Ⅰ.公益目的事業（公１）

① 競技会開催事業

１． 直轄事業

(1) 東京都トーナメント  準決勝・決勝 8月18・21日 社会人代表2ﾁｰﾑ･学生代表2ﾁｰﾑ

２． ２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯 Ｕ-18リーグ「Ｔ１～4リーグ」 28年2月～12月 参加 56 ﾁｰﾑ

３． ３種委員会関連事業

(1) 高円宮杯 全日本ユース（Ｕ-15）サッカー選手権大会　都大会 9月～10月 参加 72 ﾁｰﾑ

(2) 高円宮杯 東京都ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ 28年1月～12月 参加 301 ﾁｰﾑ

４． フットサル委員会関連事業

(1) 全日本フットサル選手権大会 都大会 10月～11月 参加 111 ﾁｰﾑ

(2) 全日本ユース（Ｕ-18）フットサル大会 都大会 5月 参加 32 ﾁｰﾑ

(3) 全日本ユース（Ｕ-15）フットサル大会 都大会 9月～10月 参加 32 ﾁｰﾑ

(4) バーモントカップ全日本少年フットサル大会 都大会 4月～6月 参加 255 ﾁｰﾑ

(5) 全日本女子フットサル選手権大会 都大会 7月 参加 35 ﾁｰﾑ

(6) 全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル大会 都大会 9月～10月 参加 12 ﾁｰﾑ

② 指導・普及事業

<１> 技術委員会関連事業

（1）トレーニングセンター

    ①東京トレセン 4月～29年2月 指導ｽﾀｯﾌ30人選手300人

    ②東京地域トレセン(Ｕ-12・13・14・15，女子) 4月～29年3月

    ③ブロックトレセン(U-12) 4月～29年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ指導ｽﾀｯﾌ30人選手450人

　  ④ゆりーとカップ 地域トレセン（U-13）交流大会 12月

　　⑤GKトレセン　 5月～29年2月 指導ｽﾀｯﾌ16人選手56人

　　⑥GKトレセンクリニックU-12 5月～29年3月 指導ｽﾀｯﾌ60人選手280人（7地域）

　　⑦関東トレセンリーグ・交流戦　 4月～29年2月

　　⑧ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｭｰﾁｬｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾄﾚｾﾝ研修会U-12 8月

（2）公認Ｃ級コーチ養成講習会

    ①短期型 (都内、宿泊)　1コース 8月～29年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

    ②中期型 (都内)  8コース 7月～29年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

（3）公認D級コーチ養成講習会（20ｺｰｽ） 4月～29年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

（4）公認キッズリーダー養成講習会U-6・U-8・U-10（各4ｺｰｽ） 4月～29年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

（5）スカウティングVTR作成 各年代東京都レベルの確認

（6）ナショナルトレセン（Ｕ-12・14）指導者研修会［ＪＦＡ］ 4月～29年3月 各ｶﾃｺﾞﾘｰ 指導者1人派遣

（7）トレセン指導スタッフ海外研修［ＪＦＡ、その他］ 未定 指導者3人派遣

（8）公認47FAチーフインストラクター養成研修会［ＪＦＡ］ 未定 指導者1人派遣

（9）キッズリーダーインストラクター養成研修会［ＪＦＡ］ 未定 指導者2人派遣

（10）キッズリーダーチーフインストラクター養成研修会［ＪＦＡ］ 未定 指導者1人派遣

（11）公認ＡＢ級コーチ推薦者選考会 12月 指導スタッフ6人・受講生38人

（12）関東トレセンコーチ研修会（U-12・14・16・女子）［関東ＦＡ］ 6月～7月 各ｶﾃｺﾞﾘｰ 指導者派遣

（13）関東トレセン（ナショナルトレセン選考活動）［関東ＦＡ］ 4月～29年3月 選手・指導者派遣

平成28年度  事業計画書
平成28年度  事業計画書平成28年度  事業計画書
平成28年度  事業計画書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

指導ｽﾀｯﾌ60人選手720人（7地域・女子）

各地域選抜7ﾁｰﾑ･招待ﾁｰﾑ参加

各年代別ﾘｰｸﾞ 各指導者4名選手18名

指導ｽﾀｯﾌ6人選手32人
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（14）関東トレセンＧＫキャンプ［関東ＦＡ］ 29年2月

（15）公認47FAインストラクター研修会 29年1月～3月 参加者36人

（16）東京都地域トレーニングセンター指導者研修会 29年2月～3月 参加者50人

（17）公認Ｃ級コーチリフレッシュ研修会 6月～29年 3月 参加者400人

（18）公認Ｄ級コーチリフレッシュ研修会 未定 参加者120人（3コース開催予定）

（19）東京都指導者育成研修会 4月～29年3月 都内にて年10回2ｺｰｽ開催

（20）地域トレセン指導者育成研修会 4月～29年3月 全7地域にて1回開催

（21）東京都ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会 4月～29年3月 参加者20人

（22）リクエスト研修会 4月～29年3月 希望団体にインストラクター派遣

（23）東京都フットボールカンファレンス 7月 参加者300人

<２> 審判委員会関連事業

（1）指導部関係

   1)研修会･講習会

①サッカー2級研修会 7月･29年2月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者180人

②サッカー2級昇格候補者講習会  4月･10月 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

③サッカー3級アクティブレフリーフィットネステスト 12月（2回） 指導ｽﾀｯﾌ9人受講者180人

④サッカー3級実技打合せ講習会 12月 指導ｽﾀｯﾌ13人受講者200人

⑤サッカー3級実技研修会 (東京カップ) 29年1月～3月 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者200人

⑥サッカー3級アクティブレフェリー開幕前研修会 4月 指導ｽﾀｯﾌ11人受講者200人

⑦サッカー３級アクティブレフェリー競技規則伝達講習会 7月 指導ｽﾀｯﾌ12人受講者200人

⑧サッカー3級強化審判員研修会（座学） 年6回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者40人（各回）

⑨サッカー3級強化実技研修会 8月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者20人

⑩女子サポートプログラム 年5回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者20人（各回)

⑪女子審判員発掘・育成イベント 年1回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者40人

   2)トレーニングセンター     

①サッカー2級トレーニングセンター（実技）  年7回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者60人（各回）

②サッカー3級強化審判員トレーニングセンター（実技） 年7回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者40人（各回）

③2級・3級強化・女子合同トレーニングセンター（座学） 年1回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者100人

④2級・3級強化・女子合同トレーニングセンター（実技）  年11回 指導ｽﾀｯﾌ6人受講者100人（各回）

⑤女子トレーニングセンター 年5回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者20人（各回)

⑥トレーニングセンター観戦研修 年1回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者100人

（2）登録部関係

   1)資格認定講習会（サッカー）

①サッカー3級資格認定講習会 5月･7月･11月・ 指導ｽﾀｯﾌ11人受講者約86人（各回）

29年1月・3月

②サッカー4級資格取得講習会

     ・審判委員会主催 6月･8月･10月･29年2月 指導ｽﾀｯﾌ11人受講者約125人（各回）

     ・依頼､講師派遣 (年間約70回) 4月～29年3月 指導ｽﾀｯﾌ70人受講者5000人

③サッカー2級資格更新講習会 12月 指導ｽﾀｯﾌ13人受講者180人

④サッカー3級資格更新講習会 7～8月（通信形式） 指導ｽﾀｯﾌ7人受講者4200人

⑤サッカー4級資格更新講習会

     ・審判委員会主催 6月･8月･10月･ 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者約36人（各回）

12月･29年2月

     ・依頼､講師派遣 (年間約70回) 4月～12月 指導ｽﾀｯﾌ70人受講者5000人

⑥サッカー各級移籍講習会 5月･6月･7月･8月･ 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者約100人

10月･11月

   2)資格認定講習会（フットサル）

①フットサル3級資格認定講習会 7月･29年3月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者20人

②フットサル4級資格取得講習会

     ・審判委員会主催 7月･29年3月 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者40人

     ・依頼､講師派遣 (年間約10回) 4月～29年3月 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者200人

③フットサル2級資格更新講習会 12月・29年1月（3回） 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者55人

④フットサル3級資格更新講習会 12月・29年1月（3回） 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者280人

⑤フットサル4級資格更新講習会

　　・審判委員会主催 8月･10月･29年2月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者20人

　　・依頼､講師派遣 (年間約10回) 4月～12月 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者30人(各回)

選手・指導者派遣
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   3)資格認定講習会（インストラクター）

①サッカー3級審判インストラクター資格認定講習会 10月～29年2月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者12人

②サッカー3級審判インストラクター資格更新講習会 12月 指導ｽﾀｯﾌ6人受講者85人

③フットサル3級審判インストラクター資格認定講習会 11月～12月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者3人

④フットサル3級審判インストラクター資格更新講習会 12月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者3人

（3）インストラクター部関係

①サッカー審判インストラクター派遣 通年 約15大会約460人

②サッカー3級審判インストラクターセミナー 年17回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者50人（各回）

③サッカー講習会講師研修会 年1回 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者30人

④サッカー3級審判員育成講習 年数回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者15人

⑤フットサル3級審判インストラクター研修会 1回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者15人

⑦フットサル講習会講師研修会 29年2月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者15人

（4）競技部関係

審判員派遣（サッカー・フットサル） 通年 各種大会

（5）総務部関係事業

審判交流プログラム・東京 7月

（6）広報部関係

ホームページ運営 通年

（7）フットサル部関係事業

　1）研修会・講習会

①フットサル1級候補審判員予備研修会 4月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者2人

②フットサル2級候補審判員予備研修会 年2回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者4人

③フットサル2級・3級審判員研修会（アクティブレフェリー） 4月 指導ｽﾀｯﾌ9人受講者60人

④女子･フットサル3級育成審判員研修会 4月、29年3月 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者10人

⑤フットサル2級・3級審判員トレーニングセンター 年14回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者40人（各回）

⑥フットサル2級・3級強化･育成審判員トレーニングセンター 年14回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者20人（各回）

⑦ビーチサッカー競技規則講習会 6月 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

　2）派遣

フットサル審判インストラクター派遣 通年 約70試合

（8）その他

試合用品の研究・販売

<３> フットサル委員会関連事業

(1) 東京都地区フットサルフェスティバル 7月 参加 12 ﾁｰﾑ

(2) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月 参加 16 ﾁｰﾑ

(3) 東京都ユース（Ｕ-18）フットサルフェスティバル 29年1月 参加 32 ﾁｰﾑ

(4) 東京都ユース（Ｕ-15）フットサルフェスティバル 29年1月 参加 32 ﾁｰﾑ

(5) 東京都レディースフットサルフェスティバル 29年3月 参加 12 ﾁｰﾑ

(6) 東京都女子ユースフットサルフェスティバル 29年3月 参加 12 ﾁｰﾑ

(7) 公共施設の情報整理と利用ネットワーク構築 通年

(8) スポーツセーフティ講習会 通年

(9) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 参加 150 名

(10) フットサル教室講師派遣 通年

<４> 日本サッカー協会普及事業

（1）キッズプログラム 通年

（2）ユニクロサッカーキッズ 未定 参加128ﾁｰﾑ

（3）キッズ（Ｕ-６）サッカーフェスティバル 年2～3回 参加者各800人

（4）キッズ（Ｕ-7・８・9）サッカーフェスティバル 駒沢・味スタ２ヶ所 参加者各4000名

参加者各500人

（5）キッズエリート（Ｕ-10）プログラム 4会場各1～2回 参加者各80人

（6）ファミリーフットサルフェスティバル 年3回 参加者各60人

（7）レディース・ガールズサッカーフェスティバル 年2回 参加者各150人

（8）フットボールデー 未定

（9）グラスルーツフェスティバル 未定

少年連盟16ブロック各年1～2回
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<５> サッカ－関連施設整備促進事業

施設整備委員会

（1）各種施設の調査・視察 通年

（2）施設の充実に関し､区･市･地区連盟と連携 通年

（3）施設整備に対する助成 未定

<６> スポーツマネジャー養成事業 29年1月～2月 受講者30人

<７> その他指導・普及事業

(1) 東京都サッカー協会広報発行  年2回 4,500部作成，全加盟ﾁｰﾑ・役員 及び

各区市ｻｯｶｰ協会・連盟に送付

(2) 東京都サッカー協会創設70周年記念誌発行 29年3月

(3) ホームページ情報更新 通年

(4) 派遣事業（各種事業派遣） 通年

③ 代表関連事業

１． 国民体育大会関連事業

(1) 国体東京都予選会 4月～6月 成年男子指導ｽﾀｯﾌ4人選手60人

(2) 国体代表強化事業 4月～29年3月 3種別計　指導ｽﾀｯﾌ13人選手75人

・海外トレーニングキャンプ（於：マレーシア） 29年3月 少年男子

(3) 国民体育大会関東ブロック大会(山梨)  8月13～14日（成年男子・女子） 3種別計　指導ｽﾀｯﾌ13人選手48人

　 8月17～18日（少年男子）

(4) 国民体育大会(岩手） 10月3日～6日（成年男子） 3種別計　指導ｽﾀｯﾌ13人選手48人

10月2日～5日（女子）

10月2日～6日（少年男子）

２． 国際交流事業

(1) 東京-ソウル親善定期戦（於：ソウル） 8月23～26日 U-18・U-15各2試合

(2) 女子海外トレーニングキャンプ（於：ドイツ） 8月22～30日 U-16・U-14各4試合

Ⅱ.収益事業等

[１]収益事業（収１）

競技会運営受託事業 [委託者]

(1) 東京国際ユース(U-14)大会 5月1日～4日 参加 16 ﾁｰﾑ ※全14都市

(2) 天皇杯全日本選手権大会 1回戦 （日本協会） 8月27日～28日 2試合

(3) （日本協会） 12月30日～28年1月3日 参加 48 ﾁｰﾑ

(4) （日本協会） 12月26日・28日 (26日)2試合・(28日)1試合

(5) 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会　準決勝 （日本協会） 12月23日 2試合

(6) バーモントカップ全日本少年フットサル大会 （日本協会） 8月12日～14日 参加 48 ﾁｰﾑ

(7) 全日本フットサル選手権大会 （日本協会） 29年3月18日～20日 参加 24 ﾁｰﾑ

(8) 全国青年大会 (日本青年団協議会) 11月12日～13日 参加 24 ﾁｰﾑ

(9) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 （Ｊリーグ） 28年2月～12月

(10) Fリーグ東京開催試合運営協力 （Ｆリーグ） 6月～29年2月

(11) 都民体育大会 （都体協） 5月7日～6月5日 参加 38 ﾁｰﾑ

(12) 都民生涯スポーツ大会 （都体協） 8月21日～9月4日 参加 64 ﾁｰﾑ （予定）

(13) シニア健康スポーツフェスティバル （都体協） 11月 参加 24 ﾁｰﾑ

(14) 関東高等専門学校選手権大会 （関東協会） 7月8日～10日 参加 8 ﾁｰﾑ

(15) 関東シニア（Ｏ-60）選手権大会 （関東協会） 9月10日～11日 参加 8 ﾁｰﾑ

(16) 全国レディース大会　関東予選 （関東協会） 11月19日～20日 参加 16 ﾁｰﾑ

(17) （関東協会） 11月 参加 12 ﾁｰﾑ

(18) （関東協会） 11月 参加 8 ﾁｰﾑ

[２]その他事業（他１）

登録事業

　チーム及び選手、審判員等の登録並びに日本サッカー協会及び関東サッカー協会と連動したシステムの維持と利用、その他関連事業

全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル大会 関東大会

全日本ユース（Ｕ-15）フットサル大会 関東大会

全国高校選手権大会　開幕戦、1･2･3回戦

高円宮杯全日本ユース（Ｕ-15）選手権大会 準決勝・決勝

（東京都ｽﾎﾟｰﾂ文化事業団）
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