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令和２年度事業報告書 

 

 

特定非営利活動法人芦屋市体育協会   

 

事業の成果 

 

芦屋市体育協会は、スポーツで元気な街づくりをめざし、市民スポーツの振興やスポーツ 

環境の整備、青少年の育成等に取り組んでまいりました。 

   しかし、令和 2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発出され、 

スポーツ施設の利用休止や制限が行われる中で、芦屋市体育協会が行う市民スポーツ振興に 

多大な影響を受け、事業の中止や事業内容の変更を余儀なくされることとなりました。 

   その後、事業の実施にあたっては、スポーツ庁、兵庫県、芦屋市からの活動に関する指針 

を遵守し、また加盟団体である種目協会と力をひとつにし、消毒や換気の徹底、参加人数を 

制限する等、感染予防に努めてまいりました。令和２年度はコロナ禍の下での、スポーツ振 

興について模索する一年となり、安定した事業の実施ということについては課題を残す１年 

となりました。 

 

 

事業の実施状況  ＊定款第５条の事業区分による 

 

 

Ⅰ 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 

 

   令和２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 

 

（１）クラブマネージャー・スポーツ指導者研修会 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

 （２）ＡＳＨＩＹＡスポーツフォーラム 
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   令和２年度は実施しなかった。 

 

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２年４月１日～令和３年３月３１日 

   実施場所： 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） 

   受益対象： スポーツ・文化施設利用者 

 

４．市民スポーツ・文化の振興のための宣伝、啓発事業 

 

（１）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： １２名 

 

 （２）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 令和３年１月～３月 

         表彰式  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

   実施場所： 芦屋市内 

   従事者数： １２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 

 

（１）芦屋市民体育大会総合開会式 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

 （２）芦屋市民体育大会（体育協会長杯） 

   事業内容： 実施団体５種目協会 

   実施期間： 令和元年５月～令和２年３月 

   実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 

   受益対象： 芦屋市民及び加盟団体の会員 ６７６名 
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 （３）ゴーゴーフェスティバル２０２０ 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

 （４）体協チャレンジ２０２０（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： 令和２年１１月～令和３年３月  月２～３回 

         ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため後期のみの実施となった。 

         ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のためコース２の募集を見合わせた。 

   実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 

   従事者数： ８種目 ４２名 

   受益対象： 芦屋市内及び近隣地域小学生 １３５名 

 

（５）体協フェスタ 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

 （６）クロリティー交流大会 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

 （７）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： 令和２年６月１日～令和３年３月３１日 

   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： のべ５８５名 

         ※令和２年５月３１日まで新型コロナウイルス感染予防対策で休止 

          ６月１日以降も（予約コマ）縮小開催 

 

 （８）介護予防センター事業等業務 

   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： 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

         介護予防センター並びに各種教室は新型コロナウイルス感染予防対策で、令 

和２年６月末まで閉鎖・休止 

 ※休室中は登録者への健康状態の聞き取り（アンケート送付・回収）、情 

報発信（紙面配布・動画配信）を行う 

           ７月１日から グループレッスン及び各種教室は再開 
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           １０月５日から マシーンエリア（個人利用）再開 

   実施場所： 介護予防センター 

   従事者数： ２１名 

   受益対象： 介護予防センター利用者 １０８４１名 

         各種教室・トレーナー派遣参加者 約１７００名 

 

（９）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： 令和２年８月２６日 

   実施場所： 芦屋カンツリークラブ 

   従事者数： ９名 

   受益対象： 芦屋市民 １０４名 

 

 （１０）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クラブ 

活動を実施した。 

   実施期間； 通年 

         ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため４～５月は活動を中止した。 

   実施場所： 芦屋市内スポーツ施設 

   従事者数： ２０名 

   受益対象： 会員数２０１名（令和３年３月末時点） 

 

 （１１）運動能力評価測定会 

   令和２年度は実施しなかった。 

 

（１２）ユナイテッドスタジアム芦屋運営事業 

   事業内容： 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、ユナイテッドスタ 

ジアム芦屋として体育協会及び種目協会の活動拠点とした。また、地域還元 

のため芦屋市民を対象とした開放事業、スポーツ推進を図るための施設活用 

事業を芦屋市と協働で行った。その他、ユナイテッドスタジアムテニスクラ 

ブの運営を開始した。 

   実 施 日： 令和２年４月～令和３年３月 

   実施場所： 芦屋ユナイテッドスタジアム（芦屋市浜風町３０番３０号） 

   従事者数： ８名 

   受益対象： 芦屋市民 ３２２名・１団体 及び 種目協会 

 

 （１３）タイガースアカデミー 

   事業内容： 阪神タイガースと協働でベースボールスクールを実施 
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   実 施 日： 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

   実施場所： 芦屋中央公園野球場（芦屋市若葉町１番） 

   受 講 生： ９６名(幼児１６名 １･２年生２５名 ３･４年生２９名 ５･６年生２６名) 

 

６．各競技力の強化、発展促進事業 

 

（１）競技力向上研修会 

   事業内容： 「栄養管理から学ぶ食育」をテーマにリモートにて研修を行った。 

   実 施 日： 令和３年２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 

   受益対象： 芦屋市及び近隣地域指導者 １３名 

 

（２）青少年育成事業 

   事業内容： ６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 

 

（３）初心者養成事業 

   事業内容： ６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 

 

（４）市民スポーツ振興事業 

   事業内容： ６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 

 

（１） 第７回芦屋市体育協会グラウンドゴルフ大会 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

（２）リレー・フォー・ライフ芦屋２０２０ 

   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。 

         ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンライン開催となった。 
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   実施期間： 令和２年９月５日～９月６日 

   実施場所： 芦屋市立体育館・青少年センター 

 

（３）東日本大震災・熊本地震復興支援 芦屋ユナイテッドリレーマラソン２０２０ 

   事業内容： 東日本大震災及び熊本地震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： 令和２年１１月２９日 

   実施場所： 芦屋市総合公園 

   従事者数： 約６０名 

   受益対象： ５５チーム（フルリレーマラソン：３８，ファミリーリレーマラソン：１７） 

 

（４）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： スペシャルオリンピックスの活動に協力した。 

   実施期間： 通年 

   実施場所： ユナイテッドスタジアム芦屋 

 

（５）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 

 

（６）交流会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

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の表彰 

   事業内容： 体育協会加盟団体の会員の中で、協会運営に長年功労のあった者及び令和元 

年度各種大会において優秀な成績を修めた者を表彰した。 

   授与方法： 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰式は行わず、賞状及び副賞を 

         所属協会経由で授与した。 

   受益対象： 加盟団体会員 団体：０団体、個人：２６名 
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Ⅱ その他の事業 

 

１．スポーツ用品等販売事業 

  令和２年度は実施しなかった。 

 

２．スポーツ用品等貸付事業 

  令和２年度は実施しなかった。 


