
別記様式第５号の２（規格Ａ４）（第７条関係）	 

平成２４年５月１８日	 
	 
	 	 	 	 群 馬 県 知 事	 	 あて	 
	 

特定非営利活動法人の所在地	 
群馬県高崎市天神町３８番地 
特定非営利活動法人の名称 
特定非営利活動法人アッラ ヴィータ スポルト 
代表者氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印 
髙島	 大輔 
電話番号	 ０８０－３５０５－２５０３ 

	 

事 業 報 告 書 等 提 出 書	 
	 

下記に掲げる前事業年度（平成２３年１０月６日から平成２４年３月３１日まで）の事

業報告書等について、特定非営利活動促進法第２９条第１項及び第２項の規定により、提

出します。	 
	 

記	 
	 

１	 前事業年度の事業報告書（２部） 
２	 前事業年度の財産目録（２部） 
３	 前事業年度の貸借対照表（２部） 
４	 前事業年度の収支計算書（２部） 
５	 前事業年度の役員名簿（２部） 
６	 前事業年度の社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代

表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（２部） 
７	 記載事項に変更があった定款（２部） 
８	 定款の変更に係る認証に関する書類の写し（２部） 
９	 定款の変更に係る登記に関する書類の写し（２部） 
（※７、８、９の書類について、該当しない場合は削除してください。）	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 （※以下の注１～注５は、提出する事業報告書等提出書からは削除してくださ
い。）	 

注１	 特定非営利活動に係る事業のほか、その他の事業を行う場合には、それぞれ

特定非営利活動に係る事業の財産目録、貸借対照表及び収支計算書と区分して

作成すること。	 

２	 ５の書類は、前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び

住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記

載した名簿をいう。	 

３ ７の提出は、前事業年度において記載事項に変更があった場合に限る。	 

４ ８の提出は、前事業年度において当該定款の変更の認証があった場合に限

る。	 

５ ９の提出は、前事業年度において当該定款の変更により登記事項に変更が



あった場合に限る。	 

	 

（法第２８条第１項関係・様式例）	 

	 

平成２３	 年	 度	 事	 業	 報	 告	 書	 

（平成２３年１０月６日から平成２４年３月３１日まで）	 

	 

（特定非営利活動法人の名称）	 

特定非営利活動法人アッラ ヴィータ スポルト 

	 

１	 事業実施の成果	 

・まだまだマイナースポーツの一つであるフットサルの楽しさを各事業ごとの参加者数の増加に

より感じる事が出来た。また、未就学児、小学生と言った年齢層に対して、認知度を上げる事

が出来たと感じる。	 

・フットサルと言うスポーツが、競技としてもレクリエーションとしても十分に親しまれ、これ

から更に普及するものだと感じた。また大人と子供が一緒にプレーすることにより、コミュニ

ケーションの場としても十分に機能する事が解った。	 

	 

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	 
日時	 

実施	 
場所	 

従事者	 
の人数	 

受益対象者	 
の範囲及び	 
人数	 

フットサル
スクール	 

未就学児から大人までのフットサル
スクールの運営	 

通年	 
週2回	 

前橋市内	 6名	 
スクール生	 
30～40名	 

サッカース

クール	 

未就学児から中学生までのサッカー

スクールの運営	 

通年	 

週2回	 
高崎市内	 6名	 

スクール生	 

10～15名	 

大会開催	 
フットサル大会の企画運営	 

各年代のフットサル大会の開催	 
年数回	 前橋市内	 6名	 

大会参加者	 

	 

地域訪問	 

地方自治体や教育委員会からの依頼

により地域を訪問。フットサルの指導

を行う	 

依頼主	 

指定日	 
依頼先	 6名	 依頼主	 

（２）その他の事業	 

	 	 	 実施しなかった	 

	 

３	 会議の開催に関する事項	 

（１）総会	 

日時：平成 24 年 5 月 12 日（土曜日）１４：００～１５：００	 

場所：群馬県高崎市天神町 38 番地	 	 



	 

参加数：12 名	 

（２）理事会	 

	 	 	 実施しなかった	 

	 

（備考）	 

１	 「２	 事業の実施に関する事項」は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他

の事業について区分を明らかにして記載する。	 

２	 「２	 (1)	 特定非営利活動に係る事業」については、事業ごとに事業名、事業内容、実施日

時、実施場所、従事者の人員、並びに受益対象者の範囲及び人数をそれぞれ記載する。	 

３	 「２	 (1)	 特定非営利活動に係る事業」のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具

体的な受益対象者及び人数を記載する。	 

４	 「２	 (3)	 その他の事業」については、事業ごとに事業名、事業内容、実施日時、実施場所

及び従事者の人数をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定め

ているが、当該事業年度にその事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」旨を

記載する。	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 

 

 

 



	 

（法第２８条第１項関係様式例）	 	 

	 

前事業年度の役員名簿	 

	 

平成２３年１０月６日から平成２４年３月３１日まで	 

（特定非営利活動法人の名称）	 

特定非営利活動法人アッラ ヴィータ スポルト	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

役職名	 氏名	 住 所 又 は 居 所	 就 任 期 間	 報酬を受けた	 
期	 	 	 	 間	 

理事	 髙島	 大輔	 
高崎市並榎町１番地２	 
サンライズマンション並榎	 

３０２号	 

平成23年10月6日	 
～	 

平成24年3月31日	 

年	 月  日	 
～	 
年	 月	 日	 

理事	 佐藤	 明	 高崎市天神町38番地	 
平成23年10月6日	 

～	 
平成24年3月31日	 

年	 月  日	 
～	 
年	 月	 日	 

理事	 宮本	 悠	 
太田市下小林町218番地1	 
富士重工㈱クレス小林A－208

号	 

平成23年10月6日	 
～	 

平成23年11月3日	 

年	 月  日	 
～	 
年	 月	 日	 

理事	 秋山	 卓宏	 
高崎市上佐野町238番地１	 
シティパレス上佐野202号	 

平成23年11月3日	 
～	 

平成24年3月31日 

年	 月  日	 
～	 

年	 月	 日 

監事	 小野	 敏	 前橋市朝日町三丁目 12 番７号	 
平成23年10月6日	 

～	 
平成24年3月31日	 

年	 月  日	 
～	 
年	 月	 日	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（備考）	 

１	 「役職名」「氏名」欄には、	 	 の期間中に役員であった全ての人について、理事、

監事を別に記載する。 

２	 「住所又は居所」欄には、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書により証された

住所又は居所を記載する。	 

３	 「就任期間」欄には、	 	 の期間中に役員であった者の全てについて当該期間内で実

際に役員であった期間を記載する。 

４	 「報酬を受けた期間」欄については、「就任期間」中に報酬を受けたことがある役員

についてのみ報酬を受けた期間を記載する。 



	 

（法第２８条第１項関係様式例）	 	 

	 

前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿 

	 

年	 	 月	 	 日現在	 

	 

（特定非営利活動法人の名称）	 

特定非営利活動法人	 

	 

	 氏	 	 	 名	 住 所 又 は 居 所	 

１	 	 	 

２	 	 	 

３	 	 	 

４	 	 	 

５	 	 	 

６	 	 	 

７	 	 	 

８	 	 	 

９	 	 	 

１０	 	 	 

	 	 	 

 
（備考）	 

１	 「氏名」欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載する。 

２	 名簿は、前事業年度の末日現在にける社員のうち１０人以上の者の氏名及び住所又は

居所を記載する。	 


