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指定管理者受託までの経緯と１年目の報告

         一般社団法人小平市体育協会                               

副会長 荒 武 宗 昭

小平市体育協会は、昭和３４年に創立し、平成２

１年までは任意団体として活動し、平成２２年には

一般社団法人を設立し小平市の体育行政、スポーツ

振興の協力体制を強化して参りました。

小平市は、平成２１年７月に「小平市のスポーツ

振興を考える市民委員会」から答申を受け、平成２

２年３月に、「小平市のスポーツ振興に係る基本方針」

を策定しました。その基本方針の中で、体育協会を

「地域に根差したスポーツ活動団体」として非常に

高く評価しています。また、平成２５年の「教育振

興基本計画」の中でも指定管理者導入に当たっての

体育協会の活用が明確に示されています。そのよう

な流れの中で、平成２６年の指定管理者選定委員会

や小平市議会において、小平市体育協会が市民総合

体育館の指定管理者としての指名を受けるに至りま

した。指定管理者の提案書の中では、「体育協会の優

秀な人材や組織力を最大限に活用し、事業運営と施

設管理を一体的に行い、指定管理業務を進めて行く」

という基本的な考え方を示しました。

まず“第１の視点”である体育事業の運営の理念

については、体育協会として「民間連携」を挙げ、

今までのような行政主導ではなく、“民間スポーツ活

動団体”である、東京フットボールクラブ株式会社

（通称「ＦＣ東京」）と事業面において協力・連携を

図り、共同体制を組むこととしました。

また、施設管理においては、まずは利用者の「安

全・安心」を最優先に考え、長年に渡り体育館の管

理に経験のある事業者に委託をしています。

次に、“第２の視点”として、「市民協働（団体協

働）」をあげ、これを実現できる唯一の団体が体育協

会である、との認識を示しました。協働を進めて行

く団体は、「体育協会傘

下の加盟団体」を始め、

「スポーツ推進委員会」、

「地域の学校」など数多

くあることから、これら

の団体との連携を最大

限に図って行きたいと考えています。

昨年、平成２７年４月１日の指定管理者初日には、

体育協会加盟団体の全面的な協力のもと、平日にも

かかわらず、８００人近い参加者と一緒にオープン

記念イベントを開催することが出来ました。

「ＦＣ東京」との連携事業では、小学生と成人対

象のフットサル教室を始めました。さらに、連携第

２弾として、「ＦＣ東京」コーチによる、中学生対象

のバレーボール教室も開催しています。「ＦＣ東京」

はサッカーだけでなくバレーボールも強いのです。

施設の運用面では数多くの新たな視点での施策を

展開していますが、高齢者の“シルバー割引制度”

の導入は特に人気が高く来館者数が非常に増えてき

ています。接遇面でも、“親切で優しい窓口”を合言

葉に、利用者の目線に立ったサービスを展開してい

ます。

今年は指定管理者２年目に入り、さらなるサービ

スの向上を図って参りますので、今後も是非、体育

館に足を運んでいただければ幸いです。体育協会加

盟団体の皆様のご支援・ご協力を今後も心からお願

いいたします。



「平成 28 年体育協会

新年賀詞交歓会」

とき 平成２８年１月７日（木）

新年賀詞交歓会がルネこだい

らレセプションホールにて盛大

に行われました。当日は体育協会

加盟団体をはじめ、９１名の方に

ご参加いただきました。

また、昨年スポーツ競技、振興

等の場面で活躍された方の表彰

式が行われました。

＜表彰伝達式＞

（敬称略）

東京都スポーツ功労賞（個人）

小 西   巖

東京都スポーツ功労賞（団体）

ソフトボール連盟

東京都体育協会表彰

（生涯スポーツ功労者）

篠 原 忠 造

東京都体育協会表彰

（生涯スポーツ優良団体）

空 手 道 連 盟

東京都市町村体育協会

連合会功労表彰

渡 辺 義 則

＜小平市体育協会表彰＞

功労表彰

軟式野球連盟   勝野洋右

アーチェリー連盟 宮﨑照夫

合気道連盟    篠原則昭

武術太極拳連盟  菊川武明

感謝状

剣道連盟     市川健寿

一般表彰

水泳協会    中條 洋子

陸上競技協会  瀬戸口直雅

陸上競技協会  瀬戸口 好

バドミントン協会

     バドミントン女子

「第３６回

新春歩け歩けのつどい」

とき

平成２８年１月１０日（日）

（小平市役所―たかの街道―

津田保育園通り―鎌倉橋―玉川

上水緑道―子どもキャンプ場―

大けやき道―青梅街道―小平市

役所）

主 催

一般社団法人小平市体育協

会・小平市・小平市民憲章推進協

議会健康なまち専門部会

今年の新春歩け歩けのつど

いは晴天に恵まれ、５１８名の方

にご参加いただきました。約８キ

ロメートルになる西回りコース

を完歩しました。また、歩け歩け

事業参加が５０回となる方を表

彰しました。

また、開会式、表彰式には多く

の来賓にご出席いただき盛大に

行うことができました。

今年は申年ということでサル

が描かれたピンバッヂを参加者

に配りました。

今年も子どもキャンプ場で甘

酒が参加者に振舞われました。甘

酒は体育協会総務部の皆様を中

心に朝早くから準備していただ

きました。参加者からは身体が温

まるとの声をいただきました。

新年の健康増進に弾みがつく

事業となりました。



「第３６回こだいら

市民駅伝大会」

とき 平成２８年２月７日（日）

会場 中央公民館―青梅街道

山王通り―四小通り―学園中

央通り―市役所西通り―中央

公民館

（１区間３．１キロメートル）

主催 こだいら市民駅伝大会実

行委員会（小平市・一般社団法

人小平市体育協会・小平市陸上

競技協会）

後援 小平市中学校長会

協力 小平警察署・小平消防

署・小平交通安全協会・

西武バス（株）

協賛 （株）トーショー

今年の駅伝大会は朝方に雪が

舞い開催が危ぶまれましたが、大

会中は晴天に恵まれ、怪我等なく

開催することができました。

今年の駅伝大会の申込みは

１３４チーム、出場チームは１２

７チームとなりました。

今年はチームとしての大会記

録、連覇は誕生しませんでしたが、

シニアＡの部で区間新記録が１

つ誕生しました。

また、来年も多くの参加選手と

好記録の誕生に期待したいと思

います。

【大 会 結 果】

≪一般男子≫

第１位 小平自衛隊

第２位 創価高校

第３位 ホリデーランナーズ

≪一般女子≫

第１位 錦城高校

第２位 創価高校女子

第３位 小平消防署女子

≪中学生男子≫

第１位 六中男バスＡ

第２位 市立小平第三中学校

男子バスケットボー

ル部

第３位 六中男バスＢ

≪中学生女子≫

第１位 小平一中陸上競技部

第２位 小平三中陸上部女子

第３位 小平六中Ａ

≪シニアＡ≫

第１位 ＴＥＡＭほふく前進

第２位 小平一中陸上部ＯＢ

第３位 しげたサイクル

≪シニアＢ≫

第１位 小平一中陸上部ＯＢ

第２位 玉川上水

ＲＣＡチーム

第３位 ビバ・はなこ



「平成２７年度一日研修会」

とき 平成２８年３月５日（土）

会場 ルネこだいら

第一部

第一部では２つの講演が行わ

れました。

飯田 弘先生（公益財団法人日

本レクリエーション協会レクリ

エーション・コーディネーター）

をお迎えし、「オリンピック・パ

ラリンピックと健康寿命」をテー

マに地域スポーツ団体の役割の

重要性を後援いただきました。

実際に健康増進のゲームを取

り入れた体験形式で講演してい

ただきました。

また、小平市体育協会荒武事務

局長より、体育協会の歴史からス

ポーツ振興基本方針”をはじめ、

小平市と体育協会の連携体制に

ついてや、指定管理者１年目の中

間報告について詳しい講演をし

ていただきました。

第二部

加盟団体幹部の皆様の交流、親

睦を目的とした第二部は和やか

な歓談が交わされました。

また、アトラクションではクリ

ーン・ハッチャーズ（エレキサウ

ンド）に登場していただき、会場

を盛り上げていただきました。

「平成２７年度第２回社員総会」

とき 平成２８年３月２５日（金）

平成２７年度第２回社員総会

が小平市民総合体育館第２・第３

会議室において午後７時より開

催されました。

藤野体育協会副会長の開会宣

言の後、加藤体育協会会長の挨拶、

来賓の小平市長小林正則様、市議

会議長の宮寺賢一様からご挨拶

を頂戴しました。

また、小平市地域振興部滝沢部

長、東京フットボールクラブ株式

会社ファシリティ事業部萩原部

長のほか体育協会名誉会長や顧

問等日頃お世話になっています、

文化スポーツ課長、スポーツ推進

担当課長や事務担当者のご紹介

がありました。

議長選出の後、総務課長より社員

総数３２名のうち出席社員数２

０名、書面評決者８名、合計２８

名で総会が成立したことが告げ

られました。

議長より指名をうけ第１号議

案「平成２８年度一般社団法人小

平市体育協会事業計画（案）」を

専務理事が説明を行い、委員より

トップアスリートのランニング

教室について、一般社団法人と公

益社団法人の違い、オリンピッ

ク・パラリンピックへの体育協会

の取り組み等いくつかの質疑が

あり、採択に入り挙手全員の賛成

を得て、本案を原案のとおり承認

可決されました。

また、「第２号議案平成２８年

度一般社団法人小平市体育協会

収支予算書（案）」を荒武事務局

長が説明を行いました。

委員からは特に質問等はあり

ませんでしたが、採択に入り挙手

全員の賛成を得て、本案を原案の

とおり承認可決されました。



各 種 大 会 結 果

小平市民体育祭バスケットボール大会

優  勝 準 優 勝 第 ３ 位

一般の部
男子 南 西 ディアーズ 東村山クラブ

女子 ユープラス 小平クラブ 小川クラブ

中学生の部
男子 創価中 二中 花南中

女子 二 中 三 中 一 中

ミニの部

男子
ワイルド

ビーズ

リトル

マーベリックス

小平シャイニング

ボーイズ

女子
リトル

マーベリックス

小平シャイニング

ガールズ
はなばす

小平ターゲットバードゴルフ秋季市民大会

男子の部

氏名 ＯＵＴ ＩＮ 合計 ＨＣ ＮＥＴ

優 勝 花房正一 ３５ ３２ ６７ ０ ６７

準優勝 渡邊英治 ４３ ４３ ８６ １９ ６７

３ 位 荒川勝利 ３７ ３８ ７５ ６ ６９

４ 位 佐藤倛昭 ３６ ４２ ７８ ９ ６９

５ 位 田村 廣 ５１ ４６ ９７ ２８ ６９

６ 位 金子純也 ３２ ３８ ７０ ０ ７０

女子の部

氏名 ＯＵＴ ＩＮ 合計 ＨＣ ＮＥＴ

優 勝 竹之内千恵子 ３７ ３６ ７３ ８ ６５

準優勝 宮木登久子 ４９ ５１ １００ ３０ ７０

３ 位 稲田みち子 ４５ ３８ ８３ １１ ７２

４ 位 百々亜貴 ４５ ４２ ８７ １５ ７２

ターゲットバードゴルフ大会入賞の皆さん



平成２７年度秋季市民卓球大会  一般の部

男子団体 優 勝 準優勝 第３位 第３位

１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
フレンド

シップ
卓健会Ａ Ｎステージ

メガネの

辻本

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ Ｔ．Ｏ．Ｍ イーオン

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 小平西高Ｂ

女子団体 優 勝 準優勝 第３位 第３位

１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ なでしこ
武道館

クラブＡ
ＡＬＩＣＥ 一中同好会

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 八坂卓研 あじさい会

３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
みなみ

クラブＡ

平成２７年度秋季市民卓球大会  中学生の部

優 勝 準優勝 第３位 第３位

男子団体 ６中 Ａ ３中 Ａ 上水中 ６中 Ｂ

女子団体 ３中 ４中 Ａ ５中

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ
小林 錬 村田 望 平田 泰成 長島 拓斗

（６中） （３中） （３中） （３中）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ
濵田 依里 佐藤 空 長澤 香子 八巻 陽香

（２中） （２中） （３中） （２中）

シングルス入賞者（ベスト８）

男 子
中根 純太 清水 勇貴 長岡 温人 高橋 和輝

（３中） （６中） （上水） （６中）

女 子
下村ひかり 杉山 桃香 澁谷 留那 小林真優理

（３中） （上水） （上水） （３中）

市民体育祭バレーボール大会

優勝 ２位 ３位

一般男子（一部） BRAVO!B 武蔵倶楽部 GL+

一般男子（二部） 明星ちゃるめらーず 俵屋 神夙排球会

一般女子 明星チャーくんず IROHA 幸四葉

家庭婦人 ラッキー けやき ウインズ


