
認定第1号 

平成23年度 事業報告 
(平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

 

1 会議報告      注：特定非営利活動法人は、ＮＰＯ法人と表記する。 

期 日 名 称 議               事 

平成23年 

５月２１日 
平成23年度 

通常総会 
(羽村市コミュニテ

ィセンター) 

出席者数 ２２名 

資格審査報告 

議長選出 

議事録署名人の選任について 

認定第１号 平成２２年度事業報告について 

認定第２号 平成２２年度決算報告ならびに監査報告について 

議案第１号 理事の選任について(案) 

議案第２号 平成２３年度事業計画（案）について 

議案第３号 平成２３年度予算（案）について 

議長団解任 

平成２３年度体育功労者及びスポーツ功労者表彰 
平成２３年 

６月１５日 
第１回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２２名 

議事録署名人の選任について 

議案第１号 第３６回はむら夏まつり「パットゴルフ大会」実施要領について 

【報告事項】 

□テニス連盟、ゲートボール協会、ダンススポーツ連盟、弓道会、ソフトボール連盟

からの活動報告 

□本部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会助成金の交付について 

・第４２回羽村市総合体育大会運営費補助金の交付申請について 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会員の資料確認について 

□事業部 

・第４２回羽村市総合体育大会総合開会式会場運営役員について 

・第４５回東京都市町村総合体育大会の開会式の参加者・スタッフ選出について 

□指導・広報部 

・「体協だより」第１３号の発行、第１４号の予定について 

□事務局報告 

・「第１６回シニア健康スポーツフェスティバルＴＯＫＹＯ」について 

・平成２３年度都民生涯スポーツ大会実施要項並びに申し込みについて 

・平成２４年度に開催する第４２回羽村市総合体育大会の期間制限について 
平成２３年 

７月１３日 
第２回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２７名 

議事録署名人の選出について 

議案第１号 羽村市制２０周年記念事業第６４回羽村市市民体育祭実施要項(案)につ

いて及び協力依頼、ならびに実行委員の推薦について 

議案第２号 特定非営利活動法人羽村市体育協会賛助会費に関する内規について 

議案第３号 平成２２年度ジュニア育成地域推進事業について 

【報告事項】 

□ゴルフ連盟、ゲートボール協会、テニス連盟、ラジオ体操会からの活動報告 

□本部 

・平成２３年度羽村市総合体育大会運営費補助金の交付について 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

□事業部 

・第３６回はむら夏まつり「パットゴルフ大会」役員について 

□指導・広報部 

・「体協だより」第１４号の校正について 

□事務局報告 

・羽村市スポーツ奨励賞について 

・体育施設整備および組織の充実等に関する要望事項について（照会） 

・今後の「特定非営利活動法人羽村市体育協会」の表記方法について 



期 日 名 称 議               事 

平成23年 

9月14日 
第3回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２５名 

議事録署名人の選出について 

議案第１号 平成２３年度体育施設・設備等に関する要望事項について 

議案第２号 第３６回羽村市完歩大会（１・２の３里を歩こう会）について 

【報告事項】 

□バレーボール連盟、ラジオ体操会、水泳協会、ゲートボール協会、弓道会、剣道玉

心会、テニス連盟、ダンススポーツ連盟からの活動報告 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

□事業部 

・第６４回市民体育祭の実行委員会役員について 

・第２１回西多摩地域広域行政圏体育大会（１０月２３日開催）について 

□指導・広報部 

・体協だより掲載の「団体のひろば」の原稿提出について 

□事務局報告 

・平成２３年度ジュニア育成地域推進事業研修会の開催について 

・新スポーツ基本法の施行について 

・西多摩地域体育協会連絡協議会研修会の開催について 

・青梅市役所事業部からの青梅マラソンの参加要請等について 

・羽村市総合体育大会の賞状の書き方について 

・羽村市が公共施設に自販機設置女業者募集を開始した件について 

・第３０回羽村市駅伝大会の参加費徴収について 

□その他 

・陸上競技クラブ理事の長野県への転勤に伴う対応について 
平成23年 

10月12日 

 

 

 

第4回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２５名 

議事録署名人の選出について 

議案第１号 平成２４年度役員候補者並びに推薦者、及び体協理事の増員について        

議案第２号 第３０回羽村市駅伝大会の参加費の徴収について 

【報告事項】 

□陸上競技クラブ、ゴルフ連盟、ゲートボール協会、弓道会、バレーボール連盟、テ

ニス連盟からの活動報告 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

□事業部 

・第３６回羽村市完歩大会（１・２の３里を歩こう会）の運営委員について 

□事務局報告 

・平成２３年度東京都スポーツ功労賞の表彰について 

・第２０回羽村市・北杜市高根支部交流ゲートボール大会について 

・平成２３年度ジュニア育成地域推進事業研修会の開催について 

・西多摩地域広域行政圏体育大会の各団体選手派遣費の支給について 

・議事録署名人の任務について 
平成23年 

11月16日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5回理事会 
(スポーツセンター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者数 ２３名 

議事録署名人の選出について 

議案第１号 第２６回羽村市ふれあい綱引き大会実施要項について 

【報告事項】 

□陸上競技クラブ、インディアカ連盟、ゲートボール協会、弓道会からの活動報告 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

・平成２３年ＮＰＯ法人羽村市体育協会納会について 

□指導・広報部 

・体協だより第１５号の原案について 

□事務局報告 

・平成２３年度ジュニア育成地域推進事業実施報告について 

・平成２４年度スポーツカレンダー掲載の各団体推進事業計画の提出について 

 



期 日 名 称 議               事 

平成23年 

11月16日 

 

第5回理事会 
(スポーツセンター) 

 

□その他 

・専務理事から平成２４年度役員候補者並びに推薦者、及び体協理事の増員について

（８団体への増員要請） 

・第４６回東京都市町村総合体育大会開催見合わせ、西多摩地域広域行政圏体育大会

の開催等について 

・平成２４年度に開催される第４３回羽村市総合体育大会と第６５回都民大会夏季大

会結団式の同時開催について 

 

平成24年 

1月11日 

第6回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２５名 

議事録署名人の選任について 

議案第１号 第３０回羽村市駅伝大会実施要項について 

【報告事項】 

□ラジオ体操会、弓道会、インディアカ連盟、ソフトボールボール連盟からの活動報

告 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

□指導・広報部 

・平成２３年度スポーツリーダー養成講習会について 

・体協だより第１５号の発行について 

□事務局報告 

・平成２３年度決算及び事業報告並びに平成24年度予算等の報告について 

・平成２４年度スポーツカレンダーについて 

・平成２３年度羽村市立小中学校児童・生徒及び教職員等の表彰候補者の推薦につい

て 

□その他 

・平成２４年度役員候補者並びに推薦者、および体協理事の増員について 

・羽村市空手道連盟の仮加盟について 

平成24年 

2月15日 

第7回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２４名 

議事録署名人の選出について 

【報告事項】 

□ゴルフ連盟、弓道会、インディアカ連盟、テニス連盟からの活動報告 

□本部報告 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会からの第２回助成金について 

・第４３回羽村市総合体育大会運営費補助金の交付申請について 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

□事業部 

・第３０回羽村市駅伝大会の運営委員の役割分担について 

□事務局報告 

・平成２４年度東京都ジュニア育成地域推進事業の東京都負担金申請について 

・平成２３年度体育功労者等表彰候補者の推薦について 

・平成２３年度各団体事業報告、決算および平成２４年度予算等の報告について 

・第４３回羽村市総合体育大会の競技別内容確認について 

□その他 

・第６５回都民体育大会及び第１３回東京都障害者スポーツ大会「合同開会式」の開

催について 

平成24年 

3月14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8回理事会 
(スポーツセンター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者数   ２４名 

議事録署名人の選出について 

議案第１号 平成２４年度通常総会の議長、書記、議事録署名人について 

【報告事項】 

□陸上競技クラブ、弓道会からの活動報告 

□本部 

・平成２４年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会７役人事、事務局人事について 

□総務部 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会賛助会費について 

□事業部 

・第３０回羽村市駅伝大会の結果について 



 期 日 名 称 議               事 

平成24年 

3月14日 

 

第8回理事会 
(スポーツセンター) 

・第６４回都民体育大会開会式の出席者選出について 

□事務局報告・平成２４年度第１回東京都スポーツ指導者（対象：日体協公認指導者）

研修会の開催について 

・第４３回羽村市総合体育大会の競技別メダル、賞状の数量確認の提出状況 

・平成２３年度各団体事業報告、決算および平成２４年度予算等の提出状況 

・平成２４年度ジュニア育成地域推進事業の申請について 

・各連盟の所有している施設利用申し込みカードの更新について 

・平成２４年度スポーツカレンダーの配付について 

平成24年 

4月11日 

第9回理事会 
(スポーツセンター) 

出席者数 ２４名 

議事録署名人の選出について 

【審議事項】 

(1) 平成２４年度通常総会議案書について 

 ①認定第１号 平成２３年度事業報告について 

ア 会議報告 イ 主催・主管事業 ウ 教育委員会との共催事業 エ 協力事業 

オ 指定管理者制度対応事業報告 カ ジュニア育成地域推進事業報告 

②平成２３年度専門部会報告 

 ③議案第１号 理事及び監事の選任について（案） 

④議案第２号 平成２４年度事業計画（案） 

(2) 体協職員就業規則の改正について 

【報告事項】 

□加盟団体の活動報告 

□総務部 

・平成２４年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会通常総会について 

□事業部 

・第４３回羽村市総合体育大会開会式・第６５回都民体育大会結団式の会場運営につ

いて 

□指導・広報部 

・平成２４年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会「体協だより」の原稿作成について 

□事務局報告 

・平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会表彰審査会の審査結果について 

・「平成２４年度ジュニア育成地域推進事業」の東京都への提出内容について 

□羽村市への要望の回答について 

□なぎなた連盟の退会について 

２ 主催・主管事業 

期 日 事 業 名 内    容 

平成２３年 

5月6日(金) 
第64回都民体育大会 

結団式 

１４種目の参加団体の代表選手が一致団結して大会に臨むた

め結団式を行った 

5月8日(日) 
第64回都民体育大会 

春季大会開会式 

駒沢オリンピック公園体育館で開催され、役員以下１７名が参

加した 

5月7日(土) 

～6月1２日(日) 
第64回都民体育大会 

春季大会 

(財)東京都体育協会主催で行われた大会に役員１３名・選手１

８２名参加 

7月16日(土) 

 ～8月7日(日) 
第45回東京都市町村 

総合体育大会 

羽村市生涯学習センターで開会式。陸上、卓球、ソフトテニス、

バレーボール、バドミントン、水泳、剣道、柔道、弓道、ダン

ススポーツ、ゲートボール、軟式野球の11競技に140名参加

（ダンススポーツ競技で優勝） 

平成23年4月 

～平成24年3月 

羽村市制施行20周年事

業 

第42回羽村市 

総合体育大会 

7月2日に総合開会式を行い、軟式野球、陸上、駅伝、剣道、

柔道、卓球、スキー、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボ

ール、テニス、ラジオ体操、バドミントン、カヌー、水泳、弓

道、ゲートボール、サッカー、バスケット、ダンススポーツ、

ゴルフ、なぎなた、インディアカ、居合道、少年軟式野球、中

学校軟式野球の26種目を実施 

10月9日(日) 

羽村市制施行20周年事

業 

第64回市民体育祭 

16種目を実施。4,522名の市民が参加。体協から60名の実

行委員が参加 



10月23日(日) 
第21回西多摩地域広域 

行政圏体育大会 

青梅市・奥多摩町が主管。バレーボール、剣道、バドミントン、

テニス、ゲートボール、インディアカ、卓球、ソフトテニス、

陸上競技、ソフトボール(ファーストピッチ・スローピッチ)、

軟式野球、グランドゴルフ、サッカーの14種目に選手255名

参加 

11月23日(祝) 第36回羽村市完歩大会 
市民の体力づくりの一環として、羽村から福生の桜づつみを最

長12㎞、3つのコースで開催(役員を含め126名参加) 

平成24年 

 1月15日(日) 
役員研修会 

羽村市教育委員会主催の講習会とタイアップして、役員及び指

導者の資質向上を図るため役員研修会を開催しました。 

1月22日(日) 

第26回羽村市 

 ふれあい綱引き大会 
(東京都綱引連盟会長杯争

奪) 

教育委員会と共催により実施。町内会・自治会10チーム、一

般男子7チーム、女子6チーム、混合5チーム、小学生21チー

ムの計49チーム392名参加 

3月4日(日) 

羽村市制施行20周年事

業 

第30回羽村市駅伝大会 

体協が主管し町内会・自治会12チーム、中学生女子15チーム、

一般女子4チーム、50歳以上10チーム、一般59チーム、中

学生男子32チーム、計132チーム 

714名参加 

2月末 スポーツカレンダー作成 
スポーツ・レクリエーション団体等の活動状況をまとめ、事業

の円滑な運営を図る資料を作成した 

年間 

トレーニングルームの運

営 
市民対象健康維持事業を実施 

ルームだよりの発行 毎月1回発行 

富士見公園クラブハウス

の運営 
スポーツ施設の受付、貸出業務、整備業務を実施 

 

３ 教育委員会との共催事業 
期 日 事 業 名 内    容 

9月23日(祝) 体力測定 28名参加 

年間 2回 
①体力づくり教室 

②チャレンジパック 

9月～10月  15名参加(延べ68名) 

10月     19名参加(延べ64名) 

10月25日(火) エアロカーニバル 94名参加 

 

４ 協力事業 

期 日 事 業 名 内    容 

5月20日(金) 
羽村市民福祉 

チャリティーゴルフ大会 
東日本大震災のため中止 

6月17日(金) 
高齢者レクリエーション

のつどい 
運営に協力 

6月26日(日) 
障害者スポーツ・レクリ

エーションのつどい 
運営に協力 

7月16日(土) 

 ・17日(日) 
少年少女球技大会 運営に協力、審判員を派遣 

7月28日(土) 

 ・29日(日) 
はむら夏まつり 

はむら夏まつり実行委員として協力 

パットゴルフ大会は雨のため中止とした 

10月27日(木） 
羽村市、北杜市交流 

ゲートボール大会 

羽村市8チーム、北杜市8チーム計16チームが参加 

NPO法人羽村市体育協会・ゲートボール協会が運営 

(今年度で終了した) 

随  時 各種スポーツ教室 
市やはむすぽ等が主催する各種のスポーツ教室に協力、スポ

ーツ指導員を派遣した 

 



 

５ 指定管理者制度対応事業報告 

(1) 羽村市弓道場の管理運営 
  指定管理者として(3期目)の事業運営を行ってきた。平成23年度年次報告は次のように報告をした。 

  今年度は、暖房用灯油の価格が上昇し今後も引き続き高騰が予想され弓道場の運営に悪影響となること

が予想される。また、過去4年の利用実績をもとに弓道会の団体利用枠を広げて収入を増やし支出を抑える

諸施策を講じてきたり、未払消費税をNPO法人羽村市体育協会で負担することにより、運営を黒字化する

ことができた。 

  なお、東日本大震災の発生に伴い、羽村市災害対策本部の指示により、平成23年3月15日から31日ま

で閉館とした。4月1日から14日までは、午後5時まで開館して市民の利用に供し、その後は平常通りの運

営とした。 

 ① 会議報告 

  ア 運営委員会：弓道場の管理・運営、利用・経理状況について月1回開催 

   ・月間管理スケジュールについて 

   ・弓道場の運営について 

  イ スポーツ振興課との三者協議(NPO法人羽村市体育協会・弓道会) 

   ・道場の経営について 

    平成23年12月22日に開催：道場整備・管理運営について 

    平成24年3月5日に開催：道場整備・管理運営について 

   ・弓道場の経理状況について 

    毎月1回、経理状況を打合せ、経理報告書を作成しNPO法人羽村市体育協会役員に報告 

  

② 事業報告 

  ア 利用状況 

   ・貸切  市内 年間の火曜日～日曜日の貸切枠9回を弓道会が貸切利用 

        市外 9月1回、11月1回 年2回の利用があった。 

  イ 利用者人数 

   ・年間の利用者数は、射場7,197名と前年に比較して611名の増となった。猛暑や厳寒並びに大震災

による臨時休館にも関わらず増加したことは注目点である。 

    会議室の利用については450名の利用者数となった。 

  ウ 弓道教室 

   ・第1回弓道教室 5月25日～6月15日  水曜日・土曜日の午後7時～9時 7回開催 

    受講者数 11名 延べ受講者数 56名 

   ・第2回弓道教室 10月8日～10月29日 水曜日・土曜日の午後7時～9時 7回開催 

    受講者数 12名 延べ受講者数 58名 

  エ ジュニア、保護者対象体験教室 

   ・8月20日(土) 午後2時～4時体験教室を開催 

    小学生、保護者に弓道のビデオを用いて説明、実地として弓の引き方を体験していただいた。 

  オ 防災訓練を実施 

   ・9月25日(日) 総体弓道大会に合わせて防災訓練を実施した。 

  カ 射会・講習会：下記以外に3回の大会を開催した。 

   ・9月25日(日) 第42回羽村市総合体育大会弓道大会 

   ・12月18日(日) 納射会 

   ・平成24年1月8日(日) 新年初射会 

   ・毎月第3日曜日 月例射会 年11回 

   ・毎月第2・4水曜日 襷がけ講習会 

   ・毎週火・土曜日 射技講習会 

   ・審査前の2ヶ月 肌脱ぎ、体配の講習会 5回 

   ・毎週土曜日 小中学生等初心者の指導 

  キ 弓道場の整備 

   ・芝刈り、低木選定、床ワックスがけ、日常整備(矢道・安土)、敷地内清掃、年末大掃除等を実施 

  



 (2) 羽村市スイミングセンターの管理運営 
  羽村市スイミングセンターは、大和興産株式会社と特定非営利活動法人羽村市体育協会の共同で平成18

年4月1日から平成23年3月31日までの6年間指定管理業務を行ってきた。 

  平成24年4月から平成28年3月までの4年間、引き続き上記共同企業体が事業分担を行いながら指定管

理を受けることとなった。平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、3月中の閉館を余儀なくさ

れた上に計画停電の影響により自主事業の払戻し等を行うなど入場料収入の大幅減収となった。 

  このような厳しい経営環境にも関わらず、新規事業を実施することや大震災への迅速な対応により収益

悪化を最小限に食い止めて管理運営を行うことができた。 

 ① 経営者会議報告 

   経理状況や下記記載の管理・運営状況等について月1回開催した。 

   なお、平成23年度に開催した経営者会議の内容は次のとおりである。 

実施日 議       事 

4月26日(火) ・平成22年度の収支について 

・4月の営業について 

・松林小学校の貸切利用について 

・羽村特別支援学校の夏期プール利用について 

・平成23年度水泳教室の申込状況について 

・モニタリングについて 

5月24日(火) ・4月の収支について 

・プール自主事業実施状況について 

・4月義捐金集計結果について 

・社会福祉協議会から館内用車いすの寄付について 

・粗大ごみの処理について 

・冷温水発生器の冷暖切り替えについて 

・教育委員会プール貸切利用について 

・発券機不具合について 

・不具合箇所の立会確認について(スポーツ振興課・建築家) 

6月28日(火) ・5月の収支について 

・プール自主事業実施状況について 

・5月支援金集計結果について 

・6月5日防災訓練を実施 

・不具合(給湯配管漏水) 

・不具合(トレーニング室天井落下)について 

・駐車場について 

・モニタリングについて 

7月26日(火) ・6月の収支について 

・不具合修繕報告について(冷温水発生器漏水・トレーニング室漏電・女子更衣室天板劣化) 

・プール自主事業計画について 

8月23日(火) ・7月の収支について 

・不具合修繕報告について(冷温水発生器漏水・トレーニング室漏電・女子更衣室天板落下) 

・事故報告について(8月4日女子救急搬送) 

・自主事業申込状況について 

・Ｂ－ＣＡＳカード盗難について 

・駐輪場の街灯玉切れについて 

・羽村市スイミングセンター指定管理者公開入札について 

9月27日(火) ・8月の収支について 

・不具合修繕報告について(桜の毛虫駆除・サウナ循環ポンプ漏水) 

・モニタリングについて 

・台風の影響による水泳教室の中止、外看板の破損について 

・プール自主事業実施状況について 

・冷暖切り替えについて 

・指定管理者説明会について 

 



10 月 25 日

(火) 

 

・9月の収支について 

・満足度アンケート・水泳教室アンケートの実施報告について 

・自主防災訓練の実施について 

・10月10日(祝)体育の日イベントの開催について 

・事件報告について(男子更衣室で盗難発生) 

・事務所ＰＣの入れ替えについて 

・指定管理について 

・監査について 

11 月 22 日

(火) 

・10月の収支について 

・給湯ボイラー上部配管修繕(応急処置) 

・12月イベント事業について 

・監査について 

・年末の25mプール温水循環配管改修工事について 

・低木剪定について 

12 月 21 日

(水) 

・11月の収支について 

・低木剪定について 

・年末12月6日(火)25mプールの透明度の低下について 

・男子シャワー室天井給湯配管漏水等の不具合について 

・年末25mプール温水循環配管改修工事について 

・年末年始の休館日程について 

・平成24年度スポーツセンターにおけるトレーナー事業について 

平成24年 

1月24日(火) 

・12月の収支について 

・東京電力の法人向け電気料金値上げに伴う対策について 

・不具合等の報告について 

・25mプール温水循環配管改修工事について 

・5m幼児プールの薬注ポンプ交換工事について 

・男子更衣室天井裏の給湯配管からの漏水について 

・ボイラー入れ替え・配管改修に伴う休館日程について 

2月24日(金) ・1月の収支について 

・自衛消防訓練の実施について 

・不具合等報告について 

・給湯ボイラー横の給湯配管修繕報告について 

・平成24年度自主事業年間計画について 

3月27日(火) ・2月の収支について 

・自衛消防訓練の実施について 

・新型発券機の設置について 

・満足度アンケート調査の実施について 

・男子浴室灯漏電に伴う交換工事について 

・タイムレコーダーの故障について 

4月24日(火) ・3月及び年間の収支について 

・平成24年度大和興産㈱の人員体制について 

・業務報告について 

・満足度アンケート結果について 

・修繕報告について(1・2階誘導灯交換、1階垂れ壁) 

・事故報告について(4月10日 背部創傷) 

 

 ② 業務・事業報告 

  ア 受付業務 

   ・施設の受付業務 

   ・問い合わせ電話対応等の事務 

   ・館内、館外の巡回点検 

   ・使用料等の収納事務 

  イ プールを利用した市民対象の健康維持事業 



   ・アクアビクス   年間44回実施 延べ参加人員 496名 

   ・水中ウォーキング 年間  5回実施 延べ参加人員 31名 

  ウ 上記業務・事業の実施報告及びスイミングセンター内異常時の緊急対応 

  エ 勤務時間及び勤務人員は、下記の内容で対応した。 

   ・勤務日は、羽村市が指定したスイミングセンターの勤務日とする。 

   ・休刊日は、羽村市が指定した月曜日(祝日は除く)及び年末年始を原則とする。 

   ・勤務時間は、午前8時15分から午後10時とし、開館時間内は2名の常駐職員を勤務させるものとする。

なお、午後5時から午後10時の勤務時間は、男子職員を配置する。 

   ・プールを利用した市民対象健康維持事業を実施する職員は、事業実施の時間帯に配置する。 

 

６ 平成23年度ジュニア育成地域推進事業報告 

  東京都・(財)東京都体育協会から、東京都のスポーツ水準の向上を図り、地域におけるジュニアスポーツ

の普及と育成を推進するため、ジュニア育成地域推進事業を5年間実施してきました。 

  今年度は、東京都から(財)東京都体育協会経由で総額410万円が負担金として交付され、東京都・(財)東京

都体育協会・NPO法人羽村市体育協会が主催者となり、当協会加盟の下記7団体に事業委託を行いました。

詳細は(財)東京都体育協会に提出した実績報告書に載っておりますが、以下にその内容を取りまとめ報告しま

す。 

№ 
事 業 名 

 
【事業実施主管団体】 

実 施 日 

参加人員(単位:人) 
総経費 

 

(単位:円) 

内訳 

小

学

生  

中

学

生  

高

校

生 

指

導

者

等 

計 

都負担金 

↑上段 下段↓ 

体協・連盟負担 

１ 
はむら桜づつみ 

ジュニア駅伝大会 

【陸上競技クラブ】 

10月29日(土) 9:00～14:30 428 0 0 48 476 384,930 
371,930 

↑上段 下段↓ 
13,000 

２ 
第6回西多摩近郊中学生 

ソフトテニス技術研修会 

【陸上競技クラブ】 

9月15日・22日・29日 

10月6日 18:00～21:00 
30 51 0 0 81 647,500 

585,392 
↑上段 下段↓ 

62,108 

３ 
国体選手を目指すジュニア 

サッカー選手の育成 

【サッカー協会】 

平成23年6月4日～平成24年3月3日
トレーニング:ナイター(3H/1回)3日、日中

(3～4H/1回)4日、実戦練習7～8H/1回、

延べ5日 

40 0 0 0 40 626,776 

552,048 

↑上段 下段↓ 
74,728 

４ 
国体選手を目指すジュニア

育成バレーボール教室 
【バレーボール連盟】 

8月3日(水)、4日(木) 
 9:00～17:00 27 47 0 13 87 606,481 

606,481 

↑上段 下段↓ 
0 

５ 
国体選手を目指すジュニア
育成・たま川流域中学校バ
レーボール大会 

【バレーボール連盟】 

12月11日(日) 9:00～18：00 0 196 0 40 236 377,304 

377,304 

↑上段 下段↓ 
0 

６ 
羽村市近郊ジュニア 

スキー教室＆記録会 
【スキー連盟】 

平成24年1月14日(土)6:00～ 
15日(日)20:00 28 2 0 17 47 853,006 

433,006 

↑上段 下段↓ 
420,000 

７ 
羽村市近郊ジュニア 

アルペンスキー教室 
【スキー連盟】 

平成24年3月23日(金)20:30～ 
25日(日) 21:00 36 5 0 18 59 1,245,49

9 

589,499 

↑上段 下段↓ 
656,000 

８ 
国体選手を目指すジュニア

バドミントン選手の育成 

【バドミントン連盟】 

4/16,6/11,7/2,10/29,11/12,12

/24は午後1時～午後3時 

5/28,6/18,7/30は午前9時～正午

の土曜日に実施、年間9回 

0 70 0 20 90 471,800 

460,800 

↑上段 下段↓ 
11,000 

ア 

ジュニア育成ネットワーク

構築・活用事業研修会 

【NPO法人羽村市体育協

会】 

11月12日(土) 9:00～13日

(日)16:00 
0 0 0 16 16 215,440 

104,290 
↑上段 下段↓ 

111,150 

イ 
ジュニア育成共通経費 

【NPO法人羽村市体育協

会】 

平成23年4月1日～ 

平成24年3月31日 
― ― ― ― ― 25,898 

19,250 
↑上段 下段↓ 

6,648 

合    計 589 371 0 172 1,132 5,454,63

4 

4,100,000 

↑上段 下段↓ 
1,354,634 

 



 

 

平成２３年度 専門部会報告 

Ⅰ 総務部                                総務部長 本田 文栄 

１．総務部活動について 

総務部は、理事会、総会、賛助会費収納等が主な活動となっています。特に賛助会費収納につきまして、厳しい社会

情勢の中、平成２３年度も多大な金額を頂戴し感謝しております。会員の方々の努力の賜物と受けとめております。 

また、羽村市体育協会の特定非営利活動法人化以降は、事務局の方々にも多大な協力をいただいており、あわせて感

謝するしだいです。今後の活動につきましては、事務局の充実にともない総務部の活動について再検討し、さらに発展

的な活動をするよう努力してまいります。皆様のご理解･ご協力並びにご支援の程よろしくお願いいたします。 

なお、平成２３年度の賛助会費の収納状況は、次の通りとなっております。平成２４年度におきましても早期に収納

完了になるように努めてまいります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
 

平成２３年度の実績 
  項目 

会員別 
年度別 平成２３年度 

比較増減 備考 
平成２２年度 平成２３年度 

法人 110件 677千円 112件 689千円 2件 12千円  
個人 92件 415千円 89件 401千円 △3件 △14千円  

合計 202件 1,092千円 201件 1,090千円 △1件 △2千円  

２．部会担当事業について 

事務局と合同で担当の各事業について、その都度理事会等の場で調整してまいりました。 

 

Ⅱ 事業部                               事業部長 田村 志津子 

羽村市制２０周年記念事業と銘打って下記に示す事業を開催してまいりました。町内会・自治会の皆様をはじめ、関

係者各位のご協力・ご支援により、平成２３年度の各事業が無事終了いたしましたことにつきまして、心からお礼申し

上げます。 

１．第４２回羽村市総合体育大会 

平成２３年７月２日（土）午後７時からスポーツセンターにおいて、２５団体の代表選手の参加により、総合開会式

を行いました。開会式終了後、卓球連盟によるデモンストレーションが行われました。 

２．第３６回はむら夏まつりパットゴルフ大会 

平成２３年７月３１日（日）羽村駅東口前の市役所通りを一時車両通行禁止にして開催予定でしたが、雨天のため中

止としました。 

３．第６４回市民体育祭 

平成２２年１０月９日（日）快晴の下、富士見公園グラウンドにおいて、市民の参加と実行委員の皆様の協力によ

り、一大スポーツイベントが無事行われました。 

４．第３６回羽村市完歩大会（１・２の３里を歩こう会） 

平成２３年１１月２３日（水）玉川兄弟像前をスタートし、羽村レクリエーション広場をゴールとした、１里（４ｋ

ｍ）、２里（８ｋｍ）、３里（１２ｋｍ）の３コースを選定し実力に合った距離を選択できる大会を開催しました。多数

の方の参加により大会も盛り上がり、暖かな秋の日に多摩川の清流沿いに紅葉を眺めながら、心地よい汗を流し羽村レ

クリエーション広場を目指しました。 

５．東京都綱引連盟会長杯争奪第２６回羽村市ふれあい綱引き大会 

平成２４年１月２２日（日）午後１時からスポーツセンターにおいて、５０チームの参加を得て、東京都綱引連盟



会長杯及び羽村市長杯の争奪を目指して熱戦が繰り広げられました。 

６．第３０回羽村市駅伝大会 

平成２４年３月４日（日）午前９時３０分、羽村市長の号砲で第１レース４４チームのスタートで競技が開始され、

第２レース９４チームと続き、多くのチームに参加していただきました。今回から参加費を徴収し、参加賞のペット

ボトルホルダーを全員に、「水はむら」は走者の皆さんに配付いたしました。町内会・自治会の部では栄町第一町内会

が大会１３連覇の偉業を達成し、選手層の厚さを誇りました。また、大勢の実行委員の協力により、無事終了するこ

とができました。 

 

Ⅲ 指導・広報部                           指導・広報部長 市山 雄三 

                                 指導・広報部長代理 中溝 正治 

１．『体協だより』の発行 

紙面は各号Ａ３版両面カラー印刷の４ページものとし、関係諸団体、町内会・自治会会長、賛助会員の皆さんに配

付しました。また、体協ホームページへの掲載については、発行の都度アップしてどなたでも閲覧できるようにして

います。 

【６月１日号】  特集：平成２２年度の活動を振り返る 

 記事：平成23年度事業予定 

 記事：上部団体で活躍、体育功労賞受賞、賛助会員紹介 

【８月１５日号】 特集：羽村市総合体育大会開催内容紹介 

記事：東京都市町村総合体育大会開催 

【平成２４年1月1日号】  新年のごあいさつ  特集：市民体育祭 

記事１：西多摩地域広域行政圏体育大会、第３６回羽村市完歩大会 

記事２：ジュニア育成地域推進事業指導者研修、功労表彰 

記事３：加盟団体のひろば（インディアカ連盟、ダンススポーツ連盟） 

２．役員研修会 

羽村市教育委員会主催の講習会とタイアップして、スポーツリーダー養成講習会を開催しました。 

期 日 平成２４年１月１５日（日） 『生涯学習センタ－ゆとろぎ』小ホール 

内 容 「新スポーツ基本法と羽村市のスポーツ振興」＜羽村市教育委員会 堀松英紀氏＞ 

「地域におけるスポーツ指導について」 ＜東海大学教授 川向妙子氏＞ 

期 日 平成２４年２月５日（日） スポーツセンター 

内 容 「スポーツ事故の法的責任とリーダーとしての役割」 

＜実践女子短期大学教授日本スポーツ法学会所属 日野 一男先生＞ 

「ウｫーミングアップとクーリングダウンの理論と指導法」 

＜ＡＦＡＡ公認フィットネスインストラクター秋田 裕子先生＞ 

期 日 平成２４年２月１１日（日） スポーツセンター 

内 容 「運動と食事－栄養・運動中の水分補給含む－」 

＜ＮＨＫきようの健康講師早稲田大学非常勤講師健康運動指導士古田 裕子先生＞ 

「救急蘇生法実習－ＡＥＤ使用方法含む－」 

＜国士舘大学体育学部スポーツ医科学科教授医師・医学博士田中 秀治先生 他＞ 


