
第 6 回小平市水泳協会理事会 

                                              

議  事  録 

2020・6・25 

 

 出席者  会長 〇金子 副会長 ×河野 理事長 〇渡辺 

     運営本部 〇清水 〇瀬戸口 ×若林 〇吉延 広報 〇土方 普及 〇堀川 競技 〇堀尾 

     体育協会代表委員 〇渡辺 都下水連 〇堀尾 

       河野副会長は長期不在の為、欠席。 若林理事は都合により欠席。 

 

                               議      題 

 

A：報告事項 

 

1.小平市体育協会関係 

１) 7/3｢令和 2 年度第 1回(一社)小平市体育協会社員総会｣開催予定。 

  感染防止対策で会議時間短縮のため、来賓なし、総会議案書・表決書を郵送。 

２) 6/18 体協第 2 回常務理事会・理事会へ渡辺理事長が出席。 

 ・総会関係 事業報告・収支決算報告・令和 2･3 年度体協役員選考について 

 ・体協新体制 会長(代表理事)：荒武宗昭、副会長：藤野春吉・島野博幸、専務理事：片山 敬、 

常務理事：大木博・小西 巌・渡辺義則、理事：7 名。 

・6/25 第 2 回代表委員会を感染防止で中止。 

・プール更衣室換気工事について。換気･冷暖房の同時工事ができないか業者が検討中。｢脱水機工事も同時に｣と渡

辺理事長が発言。 

・市立学校プール、屋外プール(萩山公園・東部公園)が感染拡大防止に万全を期すため令和 2 年営業中止となり、

温水プール換気工事終了後、再開すると利用者増加が予想され感染拡大防止のため、8 月の営業を中止する方針。 

 

  Q→温水プールが８月は換気工事後であるが感染拡大防止の為、８月中は営業なしですね？ 

   屋外プールも令和 2 年営業中止の為、市民水泳競技大会中止に伴う目的外使用も不可能ですね？ 

  A→温水プールは 8 月末までクローズの方向。萩山プールの目的外使用も不可。 

 

・第 31 回市民スポーツまつりを感染拡大防止のため中止。 

・7/4 ジュニア育成地域推進事業(ジュニア育成講習会)を感染防止のため中止。 

・都体協行事障害賠償保険加入手続締切 7/7(火)。次年度記録会のため。参加予定人数×＠3。 

３) 理事会にて、プール利用ガイドライン作成と時期について渡辺理事長が質問。荒武館長よりガイドライン作成に

水協への協力要請あり。 

 

2.東京都水泳協会関係 なし 

3.都下水泳協会連合関係：なし 

    

4.運営本部 

 財政企画・事務管理・広宣部門 

１) Ｎｅｗホームページ更新 

① 6/15 スタッフブログ河野副会長 7 月は渡辺理事長担当、６月末までには原稿等の提出をお願い致します。 

② 6/16 勉強会にて、2020 年度総会議案書差替え 誤表記修正。市民まつり実行委員会情報掲載。 

③ 6/17 2020 年度総会 書面表決報告掲載 

④ 6/17 スタッフブログ 河野副会長写真追加（自家作業） 

２) Ｎｅｗホームページ勉強会 6 月 16 日（火）19 時 30 分～ 体育館第 2 会議室 

   出席：ラップ東京/田島様・大垣様 協会側/三役・理事 岡部委員 石塚委員 

３) 郵便窓口におけるキャッシュレス決済 

  現金のみの取扱いであった「切手・ハガキなど」もクレジット決済が可能となりました。協会内は運営本部・普

及委員会・競技委員会がビジネスデビットカードを保有しています。 

  今後のハガキ・切手など購入時はビジネスデビットカードを利用するようお願い致します。 

４) 2020 年度総会書面表決報告の郵送希望者へ 6/19（金）送付完了 

  宇治野洋子・佐藤恵美子・鈴木良子・野方覓・藤田静子正会員の以上 5 名  



84 円×5 名＝420 円（役務費使用・新型コロナ感染予防対策から支出） 

  会費未納者へ未納連絡を同封した。 

５) ゆうちょ銀行 6 月分会計報告 61,090 円清算金を 6/22 本会計へ入金 

   →用意した資料にて確認を行った。 

 

６）大竹幸子正会員ご逝去 

   告別式  6 月 25 日（木）12 時～13 時  場所 国分寺きわだ斎場  

   ※一日葬で通夜式は執り行われません。 

   ※弔慰規定により 5000 円支給 

 

 市民まつり実行・会議管理部門 

１) 2020 年度の市民まつりについて 

実施の有無を行政側で検討中。 

 

5.広報委員会   

１) 広報委員会勉強会 

  ・2020 年 7 月 15 日㈬19 時～ 体育館第 3 会議室 

   ・水協クイズ PR チラシや水協だより「スイスイ」のための勉強会 

  ・水協クイズ No6 募集締切について 6/24（水）HP へアップしました。 

 

6.普及委員会 

１） 9 月入会ジュニア水泳教室教室募集について 

   6 月 20 日に HP アップしました。 

   募集状況については、6 月 22 日(月)0：00 時点で 140 件の応募あり(重複等含む) 

２) 普及委員会開催 ６月 18 日(木) 19：30～ ジョナサン小平店にて 

  ●新型コロナウイルス感染防止対策について(2020 年度 市民水泳教室再開に向けて) 

   【新型コロナウイルス感染防止対策（小平市水泳協会としての対策)】 

・飛沫感染対策のプールマスクマンの準備 

・非接触型の体温計を準備 → 総合体育館入場の際に実施のため不用であると委員会の見解 

  ・予備マスクの準備案(1) 

   1.委員会の中では、教室会員に配布し、更衣室およびプールに入るまで着用 

   2.入水直前でマスクを外し、ゴミ袋にて回収 

   3.そして、退水新たにマスクを配布し着用 

   4.その後更衣室に入室し着替え後、速やかに退室 

  ・予備マスクの準備案(2)プールマスクマン利用 

   1.プール入り口で教室会員に配布 

   2.入水前まで利用 

   3.各自持ち帰り→次回も利用 

  ・庶務受付前のビニールシートによるシールド 

  ・ゴーグル、スイミングキャップ、水着の貸し出し禁止のルール化 

  ・教室再開に向けての、対策取組の書面で保護者へのお知らせ 

  ・ビート板、プルブイの都度消毒 

 

  【委員からの意見】 

・ジュニア水泳教室の開催可否 

      プール内および更衣室の人数制限が公開されていないので、現時点では具体的な動きが出来ないとの見解 

  ・指導法についてどうしていくべきか（非接触による初心者指導等） 

  ・会員証の取り扱い 

  （スポーツクラブによっては、バーコード読み取りによる非接触型の会員証があるが） 

   今後、ipad を数台配備し、QR コード掲載の会員証を発行してはとの意見あり 

  ・with コロナ、アフターコロナであっても、教室活動をやめてはいけない。 

   この場合、小規模開催（少人数による短期教室）を開催しながら、活動を続けていくべきではないか。 

    

【小平市体育協会に要望したいこと】 

    ① 行政側のプール団体貸切時の対策等の確認（行政側として団体利用者への規制はあるのか？） 

     プールの収容人数の制限は何名か？ 



        男女各更衣室の収容人数制限は何名か？ 

        教室会員の男女比は、女性が多いことから、男子更衣室を女子更衣室に、女子更衣室を男子更衣室に 

してはどうか？ 

   ② プールの収容入場制限・更衣室の収容入場制限は具体的にどうなっているのか？ 

    ③ 更衣室の換気対策について → 工期はどうなのか？工程表はいただくことはできるのか？ 

    ④ プール受付前の換気対策は大丈夫なのか？ 

    ⑤ 更衣室入場の際の、アルコールの準備について 

    ⑥ 更衣室のロッカーは、使用後の都度、アルコール消毒は必要か？実施の場合、誰が消毒を実施するのか？ 

 

Q1→ 次回普及委員会開催日は？ 

  A1→ 6 月 18 日(木)に実施をした。委員には、体育協会からの具体的な方向が見えた時点で次の委員会を開催する

ことを伝えており、委員も了解している。次回開催は未定だが、状況が常に変わることでの対応が求められ

ることも併せて理解している。 

     

Q2→ ７月 8 日水曜開催予定の指導員、庶務員全体会議の開催について 

  A2→ 未定。 

第 2 第 3 会議室をドッキングして 30 名近くを収容できるのかが問題である。 

     また、9 月開催にあたり、更衣室の換気工事や工程が明確ではない状況や、人数制限いかんでは 

     開催そのものが危ぶまれている。 

     もし会議開催の場合、担当チーフと庶務だけ集まる等工夫が必要と考える。 

   

 Q3→ 2019－2020 引継ぎ会議について 

A3→ 具体的な開催日程が見えてきた時点で検討したい。 

   9 月開催に目途があったことを想定すると、8 月上旬に予定をしたい。 

 

Q4→ 外部講師研修会について、岡部えみこ先生に依頼し、了解を得ていますので、 

開催に向けて対応してください。 
  A4→ 次回委員会で検討 

     プール内の人数制限はあるのか？ 

 

7.競技委員会：なし 

 

8.都育成事業特別委員会 

１) 第２回委員会開催 議題「シニア初心者水泳教室開催に伴う感染防止対策と今後の進め方について。」 

委員会報告書及びシニア初心者水泳教室におけるコロナ感染防止対策(修正案)添付参照。 

次回の理事会にて協議事項として、理事会承認をいただきたい。 

 

9.市町村総体特別委員会：なし 

 

10.マスターズ特別委員会 

１) 短水路大会中止による参加費精算済 6/20 

２) 都民生涯スポーツ水泳大会 水協 丹羽、金子忠。おやじの会 津山、寺崎さん 体協へ申し込み済 6/16 

 

   Q→ＨＰへエントリーの報告出来ますか？ 

   A→大会開催が不透明なので、開催したら報告をＨＰへ行う。    

 

11.その他報告事項 なし 

 

Ｂ：協議事項 

 

1.小平市体育協会関係 

１) 加藤体協会長辞任と渡辺理事長の体協常務理事就任に伴い、代表委員会への水協関係者出席が 1 名となるため、

新たに体協代表委員の選任をお願いしたい。 

 

   規約 30 条にて理事会の構成が明記されている。体協代表委員も理事会出席となると三役・理事からの選任と 

   限定されます。理事については第 19 条にて理事会決議により補充が可能となっている。 



   現三役・理事以外からの範囲を広げる選択もある。 

 

  ⇒次回理事会で再協議 

  

2.東京都水泳協会関係 なし 

3.都下水泳協会連合関係 なし 

 

4.運営本部 

 財政企画・事務管理・広宣部門 

１) 2020 年度活動補助費について 

  事業の中止及び延期に伴い、第 4 回理事会にて今年度の備品購入見直しを行った。活動補助費についても見直し

が必要と考える。 予算計上合計：195,000 円 

  各委員会の事業中止及び延期に伴うアウトプットと予算金額の適正判断。 

 

 運営本部・財務部門（三役・各委員会会計担当対象）32,500 円 

 

  →①毎月の会計処理（教室中止でもアプラスとの事務処理・新型コロナの影響による返金処理・正会員年会費処

理・各委員会内での会計処理） 

   ②会計会議（2～3 回/年） 

③予算審議会（2021 年 2 月予定）  

   ④口座振替勉強会（2 回/年）対象：理事長及び各委員会会計担当者 

 

   ※2020 年度は事業の中止及び延期になっても運営本部・財務部門は、事務処理及び 2021 年度事業検討が今年度  

   から発生しているので適正な金額と考える。全体予算からの収入減となった場合は積立金を取り崩しても支出  

   が必要と考える。アウトプットが明確になっているので必要な経費である。 

 

 会議管理部門 15,000 円 

 

  → ①2020 年度総会は昨年度から議案書作成などを進めました。今年度は議案書の校正から発送まで実施しました。 

   ②第 5 回理事会から公共施設を利用しての会議となり、毎月 2 回の会場設営を行います。 

    

   会長及び運営本部長の協力を頂いていますが、妥当な金額と思います。 

 

 市民まつり実行部門 35,000 円 

 

  →①今年度は既に実施に向けて説明会などに出席しています。 

   ②開催有無に関係なく、来年度に向けて今年度から、実施に向けての会議が必要となります。 

    

   開催が中止であれば半額の 17500 円を請求としたい。 

 

 広報委員会 32,500 円 

 

  →広報委員会では活動が半減したので、活動補助費を減額します。 

32500 円を 20000 円にします。 

・前半の教室中止により水協だより「スイスイ」を発行できませんでした。 

   ・水協クイズ No.6 は HP に掲載するためにチラシ PDF 作成をしました。 

・今後 No.7No.8 の水協クイズを掲載するためチラシ作成などを行います。 

・水協だより「スイスイ」の発行、水協クイズのチラシ作成の勉強会を 7 月 8 月に計画しています。 

・次々と事業が中止になり、教室再開が不明な点、広報紙の作成は難しいと考えますが今後に繋げるため 

 勉強会は継続していきます。 

 

 普及委員会 32,500 円 

   

  →教室再開に向けて活動をしている。11 月からは来年度の教室開催に向けての動きが発生する。 

   今年度の活動補助費は必要な経費である。 

 



 競技委員会 32,500 円 

 

  →競技委員会は 2021年度市民水泳記録会開催の準備を 2021 年 12 月より開始しますので、今年度の活動補助費は 

必要な経費であると考えます。 

   市民水泳記録会開催の準備内容 

① 参加者受付シート・記録会プログラム・記録集などのソフト開発：年間を通して実施 

② 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催記念の小学生に配布する特製金ﾒﾀﾞﾙ 

③ 体育館プール出入口の床濡れ防止マットの取引先への手配 

④ 市報原稿準備 

⑤ 実施要項の配布：３月校長会配布その後、小学校・中学校・高等学校・スポーツクラブ・団体など 

⑥ ポスターの作成、掲出 

⑦ 市内４高等学校への学生協力員の依頼 

⑧ 正会員、教室会員への協力員依頼      など                   

 

 マスターズ特別委員会 15,000 円 

 

  →今年度の参加大会は、都民生涯の 4 名だけでしたが、本年 11 月から 2021 年 2 月にかけて 2021 年度の登録など

集会しての活動があります。減額はやむを得ませんが援助願います。 

 

  ⇒市民まつり実行部門以外は予算計上通りの金額とする。市民まつり実行部門は市民まつりが中止の場合は半額

の 17500 円とする。 

 

２) マスターズ特別委員会の会計担当の久野委員をドロップボックスアクセス権について 

３)  

⇒理事会議事録確認程度の為、アクセス権は無しとする。 

 

３) New ホームページ運用ルール 

  ① 年間計画に記載してある事業については委員会担当者が更新まで行い、ホームページ担当者へメール連絡を

行う。 

  ② 内容によってはメールアドレス登録者への更新連絡を希望する場合は運営本部まで依頼する。 

  ③ 年間計画以外で記載する場合は理事会か理事会メンバーへメールにて決済を受けて更新とする。 

 

  ⇒ ホームページは三役・理事が担当しているので、協会運営については把握している。スピーディーな情報公

開を優先する。上記提案で承認。       

 

４) 2020 年度 New ホームページ年間更新計画 

  既に理事会にて決済受けている案件であるが、事業中止及び延期になったので再提出とする。 

 

⇒ 次回理事会で決済を受ける。 

 

５) New ホームページの活用方法 

  正会員及び教室会員が入会時はメールアドレス登録を必須とし、協会メールアドレスを登録して頂く。 

  現在の理事会議事録資料を添付で送信しているが、お知らせのみとし確認はホームページとする。 

  教室会員についても事務連絡は協会メールアドレスから一斉配信とする。 

 

  ⇒ 入会申込書を普及委員会でメンテし承認。現会員についてもメールアドレス登録を進める。 

  ⇒ 理事会議事録も今回は添付で送付するが第 7 回理事会議事録からホームページからの確認とする。 

 

６) New ホームページのスタッフブログ 協会としてのブログに匿名や写真の取扱いについて  

  当面の担当者及び担当月は第３回理事会にて決済済。 

  個人のブログであれば匿名や身分を隠して運営する方が多数派で、その方がメリットが多いからです。 

  協会としてのブログに匿名性や身分を隠す必要があるのか？ 

 

  ⇒ 本人の写真掲載は必要ないが匿名まで求めるなら掲載必要なし。担当月はブランクとする。 

 

７） 正会員会費未納者への連絡方法 



  ６月 23 日（火）現在で 29 名の未納者が発生している。今年度は事業が中止及び延期になっているので以下の方

法としたい。 

   ①今回の理事会議事録配信時に会費未納者への会費振込方法の連絡を入れる 

   ②ホームページへ会費未納者への文面を掲載する。 

   ③８月に予定してる指導員庶務引継会議で現金徴収とする。 

   ④10 月末でも会費未納者へはハガキにて未納連絡を行う。 

   

⇒ 承認 

  

 市民まつり実行・会議管理部門 

１) 市報、市ホームページ等で、市民まつりの開催判断が開示されたら、協会ホームページに掲載したい。  

  ⇒ 承認  

 

5.広報委員会  なし 

 

6.普及委員会 その他協議事項でお願いします。 

 

7.競技委員会：なし 

 

8.都育成事業特別委員会 

１) シニア初心者水泳教室指導員 鈴木聖香、齋藤麗子、松尾寛敏、水野千恵子（チーフ）指導員 

             庶務員 岡部泰子 責任者兼衛生管理者 金子忠司 以上承認願います。 

     

Q→分担金申請の資料開示及び、2020 年度から会計は運営本部となっています。 

    支出案の提出をお願い致します。 

  A→ドロップボックスへ格納済 

 

⇒承認 

 

9.市町村総体特別委員会：なし 

 

10.マスターズ特別委員会 

１) マスターズ大会における、黄色Ｔシャツの着用について。 

選手からの感想で、大会時に黄色が目立ってわかりやすい。他市が黄色を使いたくとも使えないくらいアピール

度が高いとの評価を得ていますので、黄色のＴシャツをユニフォームとしたい。 

   他委員会で使用しなければ、黄色のＴシャツの管理を、マスターズ委員会としたい。（第 5 回理事会提出案件） 

    

  ⇒市町村特別委員会は選手へのユニフォームは検討中。 

本件は競技委員会と調整を行い次回理事会にて報告とする。 

   

11.その他協議事項 

１)  教室再開に向けての取組を次回以降も理事会で取り上げるのか、別会議とするのか。 

   教室再開は重要テーマであるが理事会での協議事項は他にもあります。（第 5 回理事会提出案件） 

    

   Q1→近隣では行政側から具体的に更衣室やプール利用者人数が提示されている。 

   行政側から大枠の提示はないのか？ 

  A1→体協側から協力要請が来ている。体協と水協の両方が納得するガイドライン作製を求めている。 

 

  Q2→ガイドラインは個人利用・団体利用両方ですか？ 

  A2→個人及び団体両方です。 

    

  ⇒ 体協・水協と合同でガイドライン作製の会議を行い７月末までに完成させる。 

    日程調整は渡辺理事長が行い、７月 9 日理事会で報告とする。 

    合同会議のメンバーは三役・理事・普及委員会・2020 年度チーフとする。  

  ⇒ ドロッブボックス内に新型コロナ関係の専用フォルダーを設けて情報共有とする。担当：運営本部 

 



２)  相談役・顧問・監事への書面表決報告（第 5 回理事会提出案件） 

   2019 年度３月理事会への参集が中止になったので報告も兼ねて日程調整をして頂きたい。 

 

   ⇒書面表決報告は必要なし。2020 年度３月理事会で翌年度の事業・予算などについて確認を頂く。 

 

３) 理事会議事録配信後の質問等の受入れ期間設定について（第 5 回理事会提出案件） 

 

⇒5 日間の質問受入れ期間を設ける。今回の理事会議事録から適用とする。 

   

４） 2020 年度総会書面表決の正会員からの質問への三役見解 

 

   ⇒作成中 

    

５） 体育協会行事賠償責任保障制度の加入について 

 

⇒来年度の記録会が対象となる。次回理事会で書類等を整備し体協へ提出とする。担当:運営本部 

  

  

 

 

 

次回理事会 7 月 9 日（木）19 時 30 分～ 体育館第 2 会議室 

 

 

 

 

 


