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平成２９年度事業報告書 

 

 

特定非営利活動法人芦屋市体育協会  

 

Ⅰ 事業の成果 

 

芦屋市体育協会創立６０周年を契機として策定した、芦屋アスリートタウン構想の実

現にむけて、各種目協会とともに「力をひとつに」を合言葉に、青少年の育成など市民

スポーツ振興に取り組みました。 

特に、将来のアスリートを目指す青少年の育成を行う総合型地域スポーツクラブ「A.C.

芦屋ユナイテッド」の充実を図りました。 

スポーツ施設の指定管理は、平成３０年度末で３期目が終了します。芦屋市から指定

管理者の選定にあたっては、公募で行う方針が打ち出され、公募になった場合の課題を

示しながら、随意契約の継続を強く働きかけてきましたが、芦屋市の方針が変わらない

中で、指定管理に応募するか否か慎重な判断が求められる事態となりました。 

体育協会ではこれまで、スポーツ施設の充実について市等に働きかけてきましたが、

県の企業局の土地に設置された後、使用されず荒れた状態で放置されていたテニスコー

トを、兵庫県より長期の借用を行い、コートの整備を行い、体育協会員のテニスの練習

場所として活用することができるようになりました。 

 

 

Ⅱ 事業の実施状況（定款第５条の事業区分による） 

 

１．特定非営利活動に係る事業 

 

（１）市民スポーツ・文化振興に関する方策の調査、研究事業 

 

   平成２９年度は実施しなかった。 

 

（２）市民スポーツ・文化の指導、奨励と指導者の養成事業 

 

クラブマネージャー・スポーツ指導者研修会 

事業内容： クラブマネージャー・スポーツ指導者研修会を開催した。  

「普通救命講習」 

実 施 日： 平成２９年６月１０日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 大会議室 

従事者数： ５名 

受益対象： ３３名 
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ＡＳＨＩＹＡスポーツフォーラム 

事業内容： 「芦屋市体育協会スポーツカフェ」の開催 

         ３グループに分かれて意見交換・発表 

実 施 日： 平成３０年１月２７日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 大会議室 

従事者数： １０名 

受益対象： ２９名 

 

（３）スポーツ・文化施設管理運営事業 

 

スポーツ・文化施設の指定管理業務 

事業内容： 芦屋市よりスポーツ施設の指定管理を受託し、市内のスポーツ施  

設を管理運営した。 

実施期間： 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター、川西運動場、東浜公園・西浜  

公園・芦屋中央公園有料公園施設 

芦屋公園（芦屋国際ローンテニスクラブ、双葉化学との協同事業） 

芦屋市総合公園（ミズノ、ＭＳＳ，理研との協同事業） 

従事者数： ５２名（協同体従事者除く） 

受益対象： スポーツ・文化施設利用者 

 

  芦屋中央公園芝生広場管理運営業務 

   事業内容： 芦屋市より芦屋中央公園芝生広場開放公園時間帯の巡回警備・維持管  

理業務を受託した。 

   実施期間： 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

   実施場所： 芦屋中央公園芝生広場 

   従事者数： ９名 

   受益対象： 施設来場者 

 

（４）市民スポーツ・文化の振興のための宣伝、啓発事業 

 

ホームページの運営 

事業内容： 体育協会のホームページを運営し、体育協会・加盟団体・主催事  

業を積極的に広報した。 

実施期間： 通年 

従事者数： １０名 

 

スポーツフォトコンテストの開催 

事業内容： スポーツに関するフォトコンテストを開催した。  

実施期間： 募集期間 平成２９年８月～平成３０年３月 

         表 彰 式 平成３０年５月５日 
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実施場所： 芦屋市内 

従事者数： ２０名 

受益対象： 芦屋市民及び体育協会加盟団体会員 

 

（５）競技、講習会等市民スポーツ振興事業 

 

芦屋市民体育大会総合開会式 

事業内容： 芦屋市民体育大会（体育協会長杯）の総合開会式を開催した。  

実 施 日： 平成２９年５月２１日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 競技場 

従事者数： ３０名 

受益対象： 加盟団体の会員２００名 

 

芦屋市民体育大会（体育協会長杯） 

事業内容： 実施団体１４種目協会 

実施期間： 平成２９年５月～平成３０年３月 

実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 

従事者数： ４０名 

受益対象： 芦屋市民及び加盟団体の会員 

 

ゴーゴーフェスタ２０１７ 

事業内容： こどもの日の行事としてスポーツ文化のイベントを行った。  

芦屋市子ども会連絡協議会と共催 

実 施 日： 平成２９年５月５日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター、川西運動場 

従事者数： １００名 

受益対象： 芦屋市民及び近隣地域住民 ６００名以上 

 

体協チャレンジ２０１７（子どもの居場所づくりスポーツクラブ） 

事業内容： 体協チャレンジに参加する種目協会で実行委員会を組織し、地域  

の子どもの居場所づくりスポーツクラブの運営を行った。 

実施期間： 平成２９年６月～平成３０年３月  月２～３回 

実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 

従事者数： ８種目 ４９名 

受益対象： 芦屋市内及び近隣地域小学生 ５２５名 

 

体協フェスタ 

事業内容： 芦屋市が実施する体育の日の事業に協賛し、市民を対象として、  

スポーツ体験の機会を提供した。 

実施期間： 平成２９年１０月７日～２２日 

実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 
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従事者数： １４協会 ７０名 

受益対象： 芦屋市民 ８０７名 

 

クロリティー交流大会 

事業内容： レクリエーションスポーツの普及啓発のため、クロリティー大会  

を開催した。 

芦屋市レクリエーションスポーツ協会との共催 

実 施 日： 平成３０年３月２４日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 競技場 

従事者数： １５名 

受益対象： 芦屋市内及び近隣地域住民 １０８名 

 

個人指導プログラム 

事業内容： より個（パーソナル）のニーズに対応する有料指導プログラムを  

         通年開催した。 

実施期間： 通年 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 

従事者数： １名 

受益対象： ５３４名 

 

介護予防センター等事業 

事業内容： 昨年度に引き続きセンター及びセンターを核とした介護予防事業  

         （各種教室や市民団体へのトレーナー派遣事業など）の運営全般  

（企画・広報・受付・指導）を担った。 

実施期間： 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

実施場所： 介護予防センター 

従事者数： １７名 

受益対象： 介護予防センター利用者 ２６，７５６名 

各種教室・トレーナー派遣参加者 約２，５００名 

 

芦屋市民ゴルフ大会（市委託事業） 

事業内容： 芦屋市民ゴルフ大会を開催した。 

実 施 日： 平成２９年８月２３日 

実施場所： 芦屋カンツリークラブ 

従事者数： １０名 

受益対象： 芦屋市民 １２６名 

 

Ａ．Ｃ．芦屋ユナイテッド 

事業内容： 総合型地域スポーツクラブとして、子どもから大人までを対象と  

         したスクール、クラブ、健康教室を開催した。 

実施期間： 通年 

 



 

5 

 

実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 

従事者数： ２８名 

受益対象： 会員数延べ３２７名（年度内退会者等含む） 

 

運動能力評価測定会 

事業内容： 体協チャレンジ、Ａ．Ｃ．芦屋ユナイテッドの受講者・会員およ  

         び一般参加者の能力評価を目的とした測定会を開催した。 

実 施 日： 平成２９年２月２５日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 競技場 

従事者数： １６名 

受益対象： ２６名 

 

  企業庁テニスコート整備事業 

   事業内容： 老朽化により休眠施設であった県企業庁職員用テニスコートを整備し  

体育協会及び種目協会の活動場所とする。 

   工事期間： 平成３０年１月～３月 

   実施場所： 芦屋市浜風町１番３号 

   従事者数： ５名 

 

（６）各競技力の強化、発展促進事業 

 

競技力向上研修会 

事業内容： 競技力向上のための研修会を開催した。 

         「コオーディネーション」をテーマに研修を行った。 

実 施 日： 平成３０年３月３日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 大会議室 

従事者数： ６名 

受益対象： 芦屋市及び近隣地域指導者 ２０名 

 

青少年育成事業 

事業内容： １４加盟団体が青少年育成事業を実施した。 

実施期間： 通年 

実施場所： 芦屋市内 

受益対象： 芦屋市民 

 

初心者養成事業 

事業内容： ８加盟団体が初心者養成事業を実施した。 

実施期間： 通年 

実施場所： 芦屋市内 

受益対象： 芦屋市民 

 

 



 

6 

 

市民スポーツ振興事業 

事業内容： １６加盟団体が市民を対象に実施する事業に助成を行った。  

実施期間： 通年 

実施場所： 芦屋市内 

受益対象： 芦屋市民及び加盟団体 

 

（７）関係各機関、団体との協力・連絡調整事業 

 

  第４回芦屋市体育協会グラウンドゴルフ大会 

   事業内容： 芦屋市グラウンド・ゴルフ協会との共催でグラウンドゴルフ大会を開  

催した。 

   実 施 日： 平成２９年１１月８日 

   実施場所： 芦屋市総合公園 

   従事者数： ７名 

   受益対象： 参加者 ７３名 

 

  オリンピアンズバレーボール教室 

   事業内容： NPO 法人オリンピアンズ協会と共催でバレーボール教室を開催した。 

   実 施 日： 平成３０年２月１７日 

   実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 

   従事者数： １３名 

   受益対象： 参加者 ８１名 

 

  リレー・フォー・ライフ芦屋２０１７ 

   事業内容： がん征圧のチャリティイベントとしてリレー・フォー・ライフ芦屋を  

開催した。 

   実施期間： 平成２９年９月２日～９月３日 

   実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター、川西運動場 

 

  東日本大震災支援 芦屋ユナイテッドリレーマラソン２０１７ 

   事業内容： 東日本大震災復興支援チャリティのリレーマラソン大会を開催した。  

   実 施 日： 平成２９年１１月１９日 

   実施場所： 芦屋市総合公園 

   従事者数： 約１２０名 

   受益対象： ９５チーム（フルリレーマラソン６１名、ファミリーリレーマラソン３４名）  

 

  スペシャルオリンピックス日本兵庫芦屋プログラム 

   事業内容： 知的障害のある人たちを対象とした様々なスポーツ教室を開催した。  

   実施期間： 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

   実施場所： 芦屋公園庭球場、芦屋市総合公園、海浜公園水泳プール 

   従事者数： 約２０名 
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   受益対象： 約５０名 

 

各種委員会等の開催 

事業内容： 総務・広報・事業育成の各委員会、総会、理事会、役職者会、  

A.C.芦屋ユナイテッド実行委員会を開催。県体育協会が開催する 

会議に参加した。 

実 施 日： 随時 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター、芦屋市民センター ほか 

従事者数： 各委員会委員等 

受益対象： 加盟団体会員 

 

交流会 

事業内容： 交流会を開催して協会員の交流を図った。 

実 施 日： 平成３０年１月２７日 

実施場所： ホテル竹園 

従事者数： ５名 

受益対象： 協会関係者等 ４７名 

 

（８）体育功労者ならびに優秀選手の表彰事業 

 

体育功労者ならびに優秀選手表彰 

事業内容： 体育協会加盟団体の会員の中で、協会の運営に長年功労のあった  

         者及び平成２８年度の各種大会において優秀な成績を修めた者を  

表彰した。 

実 施 日： 平成２９年５月２１日 

実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 

受益対象： 加盟団体会員 団体：６団体、個人：２６名 

 

 

２．その他の事業 

 

（１）スポーツ用品等販売事業 

 

   平成２９年度は実施しなかった。 

 

（２）スポーツ用品等貸付事業 

 

   平成２９年度は実施しなかった。 


