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通常総会次第 

 

 

１．開会 

２．会長挨拶 

３．議長選出 

４．議事録署名人指名 

５．議事 

  第１号議案 平成 28年度事業報告の承認に関する件 

第２号議案 平成 28年度収支決算の承認に関する件 

      監査報告 

  第３号議案 平成 29年度事業計画（案）の承認に関する件 

第４号議案 平成 29年度予算（案）の承認に関する件 

６.その他 

７．閉会 
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第１号議案  

第１号議案 平成 28年度事業報告の承認に関する件 

 

 

平成 28 年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会の事業報告の承

認を求めるため、上記議案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

平成 29年５月 26日 

 

 

 

 

一般社団法人小金井市観光まちおこし協会 

会長 小嶋 算 



 

２ 

平成 28 年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会事業報告 

 

 一般社団法人小金井市観光まちおこし協会は、任意団体であった小金井市観光協会

を一般社団法人として法人化するとともに、事業内容でも従来の観光振興事業に新た

に地域活動の橋渡しとしての中間支援事業を追加する形で、平成 28 年４月１日に発足

し活動してきました。 

 

１ 事業報告 

(1) 主催事業 

  主催事業では、４月に第 62 回小金井桜まつり（平成 28 年４月２日、３日）、はけ

の森をめぐる旅（平成 28 年４月９日、10 日）、第 62 回小金井の四季の観光写真コ

ンクール・写真展、９月に第 49 回小金井お月見のつどい（平成 28 年９月 17 日、18

日）を開催し、たくさんの来場者に楽しんでいただくとともに、小金井の魅力を宣

伝することができました。 

  ① 桜まつり 

  ・日時 平成 28 年４月２日(土)～３日（日） 午前 10 時～午後６時 

・場所 小金井公園 江戸東京たてもの園前広場 

  ・出店団体 33 団体 出演団体 延 29 団体 

・来場者数 ２日(土) 桜満開（曇り時々晴）・・・約 ５万人 

３日(日) 桜満開（小雨のち曇り）・・約 ７万人 計約 12 万人 

  ② はけの森をめぐる旅 

・開催日時 平成 28 年４月９日(土)～10 日(日) 午前 10 時～午後３時 

・開催場所 武蔵小金井駅周辺、東小金井駅周辺、新小金井駅周辺、野川、武

蔵野公園など 

  ・連携団体 小金井市商店会連合会、はけのおいしい朝市、イトーヨーカ堂武

蔵小金井店、nonowa、西武・武蔵野パトナーズ、武蔵野コッツウ

ォルズなど 

・来場者数（武蔵野公園会場） １万５千人 

③ 第 62 回小金井の四季の観光写真コンクール・写真展 

・写真コンクール  

 募集期間 平成 28 年４月４日（月）～ ５月 16 日（月） 

 応募件数 51 件 155 点 

・写真コンクール表彰式 

 日時 ７月 15 日（金） 午後３時～午後４時 

 場所 宮地楽器ホール N スペース 

・写真展 

 期間 7 月 15 日（金）～22 日（金） 

 場所 宮地楽器ホールマルチパーパス B 

 来場者 約 1,000 名  

第１号議案 
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④ 第 49 回小金井お月見のつどい 

・日時 平成 28 年９月 17 日(土)～18 日（日） 

午前 11 時～午後８時半（18 日は午後８時） 

 ・場所 都立小金井公園たてもの園広場、いこいの広場（熱気球） 

 ・出店団体 34 団体（縁日コーナー含む）出演団体 18 団体 

・来場者 17 日（土）（曇り時々晴）・・・約２万８千人 

18 日（日）（曇りのち小雨）・・・約１万６千人 計約４万４千人 

・催し物 熱気球（400 人）、丸太切り、はしご車搭乗（計 60 組）、野点、野草

展、天体観測会（天候不良のため両日とも観測不可） 

(2) 観光案内事業 

  観光案内事業では、協会ボランティア「まちなか観光案内人の会」による市内案

内ツアーを定期的に開催し市内外の参加者に楽しんでいただきました。また、小金

井まちなか歩きガイドブックや小金井てくてくマップなどを市内各所に設置し、小

金井の魅力拡散に努めました。小金井まち歩きマップ（10 コース）については、４

コースについて改訂版を制作しました。 

  ① まちなか観光案内 

   〇案内人の会会員 13 名 

   〇ツアー実施状況 

   ・募集型ツアー      ５回  64 名参加 （前年度 ５回 73 名） 

   ・リクエストツアー     15 回  303 名   （ 〃  ２回 29 名） 

   ・イベント連動ツアー   ４回  16 名   （ 〃  ６回 29 名） 

   ・合 計           24 回   383 名   （ 〃   13 回  131 名） 

   〇その他 

    新コースの開発や研修（市内２回、市外１回）を実施 

  ② ガイドブック・まち歩きマップの配布 

   協会事務所、宮地楽器ホール、nonowa 武蔵小金井・東小金井駅、江戸東京たて

もの園、+農工大科学博物館、野川・武蔵野公園で配布 市外から要望があれば

郵送で配布 

 (3) 情報受発信事業 

本年度の主要事業としてホームページのリニューアルを実施し、平成 29 年５月中

旬にオープンしました。また、Facebook 等の SNS や市民レポーター（協会ボランテ

ィア）ブログを活用して季節感のある話題提供を行いました。市内で行われるイベ

ント等の紹介については、ホームページでの紹介、チラシの配布支援、市民レポー

ターの取材などを行い、協会独自の情報受発信に努めました。また、新たに市内の

春のイベントをまとめて紹介する「小金井春めぐり」キャンペーンを展開しました。 

① ホームページリニューアル 

 〇コンセプト 

 ・市民や地元店舗・企業・団体・観光スポット、イベントなどの情報発信の一

元化 
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 ・親しみやすいネーミング→ロゴに反映 「LIVE KOGANEI！！」 

 ・PC、スマートフォン等の両方で利用可とする 

〇ターゲット 

 ・市民ネットユーザー（20 代－60 代）及び都内から近隣観光客 

 ・ユーザーに響くスローガンを立てる 

② ホームページ活用状況（リニューアル前） 

 イベント紹介年間 80 件の他、Facebook、まろん通信（ブログ）合わせてほぼ 2

日に１回の割で記事を投稿 

  ③ 市民レポーターの活動 

   ・人数 ６名 

   ・打ち合わせ 毎月第１月曜日 

   ・役割 担当イベント（市内主要イベント）の取材とレポート作成 

       市内各所を独自目線で取材しまろん通信（ブログ・かわら版）で発信 

 (4) 小金井市の観光資源開発に関する調査研究 

市や商工会が事業として進めている江戸東京テーマの観光資源開発と連携して

新たな商品・サービスの開発を推進しました。 

  ① 商工会「江戸東京でおもてなしプロジェクト」 

   ・江戸東京たてもの園の集客力を活用して、市内回遊により小規模事業者の新

規商品の開発や販路開拓を目的に事業化 

   ・江戸東京にまつわる新メニューの開発と春の小金井に合わせて各店舗が新メ

ニューを用意して提供 

   ・市内事業者による体験型おもてなしツアーの開催 

  ② 市「しごとづくり深化・拡大事業」 

   ・地方創生事業として協会が市から受託 

   ・江戸東京をテーマとした外国人向けツアーをモデル事業として実施 

   ・江戸東京たてもの園来場の外国人向けにウェルカムガイドを制作 

 (5) 隣接他市との観光連携事業 

調布市を主団体として三鷹市、小金井市の３市が主催し、それぞれの観光協会

が後援して実施している「コミュニティサイクル促進事業」に参加し、広域を対

象とした観光振興を進めました。 

〇コミュニティサイクル促進事業 

 ・期間 平成 28 年９月 24 日(土)～11 月 27 日(日) 

 ・場所 調布市、三鷹市、小金井市 

 ・内容 レンタサイクル（スイクル）を活用した広域回遊促進事業 

     各地域に 3か所ずつのラリーポイントを設けたスタンプラリーを実

施 景品は各市でピックアップした特選品を提供 

 (6) 中間支援事業 

平成 28年 12月に市内のまちづくり系市民団体との意見交換会を開催しました。

さらに、意見交換会参加団体を中心に４団体に個別に活動内容や要望について個
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別ヒアリングを行い具体的な課題の抽出をしました。今後は、その内容をもとに

団体間の橋渡しや連携事業につなげていきます。 

〇まちづくり系市民団体との意見交換会 

・日時 平成 28 年 12 月８日（木）午後２時～４時 

・場所 萌え木ホールＡ会議室 

・参加団体 12 団体 13 名（呼びかけは 19 団体） 

 協会からは会長他理事９名、事務局６名参加 

・内容 主に情報受発信について意見交換 協会が考えている情報受発信の一

元化、活動のマッチング機能の HP 対応などについて意見交換 

〇まちづくり系市民団体への個別ヒアリング 

・実施期間 ３月 

・実施団体 ４団体（NPO シニア SOHO、NPO 現代座、NPO 地域の寄り合い所また

明日、小金井阿波おどり振興協議会） 

・内容 各団体の活動状況、協会との連携にかかる要望事項などについて意見交換 

 (7) 地域振興事業の受託 

小金井市の地方創生事業として、「しごとづくり深化・拡大事業」を受託し、①

創業気運の醸成から拡大、②教育的特性を活用したローカルイノベーション、③

江戸東京テーマの滞在型ビジネス創出の３本柱に基づく事業を市内事業者と連携

して実施しました。 

〇しごとづくり深化・拡大事業 

 ・期間 平成 28 年７月１日～平成 29 年３月 31 日 

 ・内容 ①創業気運の醸成から拡大 

②教育的特性を活用したローカルイノベーション 

③江戸東京テーマの滞在型ビジネスの創出 

    ・実施体制 産・官・学・金体制（小金井市経済課・協会が事務局、商工会、

KO-TO を中心とした市内事業者、東京学芸大学・東京学芸大こ

ども未来研究所、多摩信用金庫） 

  

２ 組織活動 

(1) 組織 

① 設立 平成 28 年 4 月 1 日 

② 会員数 148（正会員136 特別会員３ 賛助会員９ 平成29年３月31日現在） 

      加入12 脱退1（平成28年４月20日会員数対比で） 

③ 役員 会長 １ 副会長 ３ 理事 23 監事 ２ 顧問 ２ 

〇理事 

     役員区分 氏 名       所属          役職 

 1 代表理事 小嶋 算     一般      会長 

 2 理事     河村 清   一般      副会長 

 3 理事     斉藤 浩      一般      副会長 
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 4 理事     土屋 晴彦     一般      副会長 

 5 理事     坂口 貞義     一般   

 6 理事     大澤 和男       一般           （退任）    

 7 理事     信山 勝由    一般   

 8 理事     渡辺 礼子     一般   

 9 理事     松本 敏彦   一般   

10 理事    藤川 隆昭     一般   

11 理事    内田 雄二     一般   

12 理事    井上 雄一     一般   

13 理事    鴨下 禎也     一般   

14 理事    大森 康雄     一般   

15 理事    町田 裕紀     一般   

16 理事    金澤 貴史     一般   

17 理事    島村 靖    一般   

18 理事    松井 大平     小金井市商工会   

19 理事    高橋 堅治     小金井市農業振興連合会   

20 理事    本間 紀行     小金井三宅島友好協会   

21 理事    今井 啓一郎     小金井市商店会連合会   

22 理事    海老原 紀男     東京都小金井食品衛生協会   

23 理事    木下 有起範     小金井阿波おどり振興協議会 

〇監事   

 1 監事 鴨下 洋            一般  

 2 監事 横尾 和儀     一般  

〇特別会員     

 1 特別会員 西岡 真一郎   小金井市長  

 2 特別会員 村越 政雄    小金井市商工会会長  

 3 特別会員 木村 基成    都議会議員     

〇顧問     

 1 顧問 稲葉 孝彦     前小金井市長  

 2 顧問 中根 三枝     前小金井市議会議員  

  ④ 事業実施体制 

   〇総会 

    正会員が出席 毎年５月開催 

   〇理事会 

    理事・監事が出席 年６回程度開催 

   〇正副会長会 

    会長・副会長・監事が出席 随時開催 

〇イベント部会 

・担当理事 16 名 随時開催 
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・桜まつりやお月見のつどい等のイベントを中心に、計画や実施後の反省 

   〇情報受発信部会 

   ・担当理事 ６名 随時開催 

・ホームページを中心とした情報受発信の効果的方法の検討 

〇中間支援部会 

・担当理事 11 名 随時開催 

・地域団体の取り組みをコーディネートし地域産業の活性化を推進 

〇桜まつり・お月見のつどい実行委員会 

・担当理事 ９名 随時開催 

・行事の準備と開催後の反省 イベントの質の維持向上を図る 

 (2) 会議等 

  ① 総会 

   ・第 1回通常総会（設立総会） 平成 28年４月 21日（木）16時 35分～17時半 

   ・議事 

    １ 小金井市観光協会から資産の寄付を受けることの承認に関する件 

２ 平成 28 年度事業計画（案）の承認に関する件 

    ３ 平成 28 年度予算（案）の承認に関する件 

４ 理事及び監事の選任に関する件 

    ５ その他報告事項 

  ② 理事会 

開催日 議事 

平成 28年 4月 21日（木） １ 会長・副会長選定の件 

２ 特別会員承認の件 

３ 顧問選任の件 

４ 賛助会員承認の件 

５ 正会員数報告の件 

6 月 24 日（金） (1) 報告事項 

 ① 会員登録・会費徴収状況 

 ② 桜まつり・はけの森をめぐる旅の結果報告 

 ③ 市委託事業の受託について 

 ④ 後援・協賛について 

 ⑤ 理事登記について 

(2) 協議事項 

① 写真コンクール・写真展・お月見のつどいの事業内容について  

② 運営組織の構成及び運営方法について 

③ 理事会開催の定例化について 

8 月 9 日（火） (1) 報告事項 

① 会費徴収状況について 

② 主催イベント（写真展・写真コンクール）の報告 
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③ 市受託事業の進行状況 

④ 協会会報第２号について 

⑤ 部会報告（情報受発信部会、中間支援部会） 

(2) 協議事項 

① お月見のつどい実施内容（最終承認）について 

② 桜まつりの日程について 

③ 協会事業 PR 内容・方法について 

10 月 11 日（火） (1) 報告事項 

① 主催イベント（お月見のつどい）の報告 

② 部会報告（イベント部会、情報受発信部会、中間支援部会） 

③ 新会員加入について 

④ 桜まつり会場での 2020 年フラッグセレモニーについて 

(2) 協議事項 

① 平成 29 年度予算及び補助金案について 

② お月見のつどい 50 周年記念事業について 

③ NPO 法人等の市民団体との対話集会呼びかけについて 

12 月 6 日（火） (1) 報告事項 

① 第 49 回お月見のつどい反省会及び収支決算報告 

② まちづくり系市民団体との意見交換会開催について 

③ 部会報告（情報受発信部会、中間支援部会） 

④ 会報第３号について 

(2) 協議事項 

① 第 63 回写真展の日程について 

② ホームページのリニューアルについて 

平成 29年 2月 14日（火） (1) 報告事項 

① まちづくり系市民団体との意見交換会について 

② ホームページリニューアルの進捗状況について 

③ 会報 Vol４の発行について 

④ 春の小金井 PR キャンペーンについて 

⑤ 部会報告 

(2) 協議事項 

① 桜まつり・写真コンクール・写真展について 

② はけの森をめぐる旅について 

  ③ 正副会長会 

   ・開催状況 ５回開催（5/16、7/19、10/4、11/28、2/4）  

・内容 主に理事会前に理事会の議案を確認する目的で開催 その時期の懸案

事項についても審議 

  ④イベント部会 

   ・開催状況 ２回開催（9/12、3/21） 
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   ・内容 桜まつり、お月見のつどいに向けた運営体制の確認 

  ⑤情報受発信部会 

   ・開催状況 ７回（6/8、7/6、9/14、11/11、2/19、2/1、3/8） 

   ・内容 主にホームページリニューアルの企画・進行の管理 

⑥中間支援部会 

 ・開催状況 ８回（7/8、8/19、9/30、10/24、11/25、1/12、2/6、3/6） 

 ・内容 中間支援事業の内容検討と市民団体との意見交換・ヒアリングの進行

管理 

⑦桜まつり・お月見のつどい実行委員会 

   ・開催状況 桜まつり ５回（4/25、12/6、1/17、2/21、3/14） 

         お月見のつどい ５回（5/27、6/21、7/19、9/5、10/25） 

   ・内容 開催準備と出店者会議内容の確認、反省会 

 (3) 協会会報の発行 

  協会会報を発行し会員に協会の活動や市内イベントの周知を図りました。 

  ①会報１号 平成 28 年５月発行 会員向け 

   ・総会、設立祝賀会報告 

   ・桜まつり、はけの森をめぐる旅報告 

  ②会報２号 平成 28 年８月 会員向け 

   ・お月見のつどい周知 

   ・阿波おどりなどの夏のイベント報告 

   ・協会会員の紹介 

   ・まちなか案内人、市民レポーター紹介 

  ③会報３号 平成 28 年 11 月 会員向け 

   ・お月見のつどい 

   ・協会の年間行事紹介 

   ・地域イベント紹介 

   ・阿波おどり、薪能、商店会連合会の取材紹介 

  ④会報４号 平成 29 年３月 一般向け 

   ・春の市内イベント紹介 

   ・協会の仕事紹介 

   ・ホームページリニューアル告知 

    

３ 後援、協賛、支援活動 

小金井阿波おどり、小金井薪能、小金井市なかよし市民まつり等市内ビックイベ

ントに協賛したほか、商店会夏祭りの協賛を行いました。また、小金井市商工会、

現代座、中小企業基盤整備機構等の事業を後援し地域の賑わいづくりを後押ししま

した。さらに東日本大震災復興応援として桜まつり及びお月見会場で受け付けた寄

付金を久慈市に贈呈してきましたが、昨年は、４月に発生した熊本地震を受けて熊

本市にも寄付金を贈呈しました。 



１０ 

第２号議案 平成 28年度収支決算の承認に関する件 

 

 

 

平成 28 年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会の収支決算の承

認を求めるため、上記議案を提出する。 

 

 

 

平成 29年５月 26日 

 

 

 

 

 

  

 

一般社団法人小金井市観光まちおこし協会 

会長 小嶋 算 



単位：円

本年度予算額 収入額 差引額 備考

経常収入 28,089,000 64,558,689 36,469,689

1 寄附金 1,994,000 1,994,369 369 小金井市観光協会寄附金

2 会費収入 450,000 717,000 267,000 受取会費　239口×3,000

3 補助金・助成金収入 17,154,000 15,725,106 △ 1,428,894 市補助金　15,725,106

4 事業収入 8,490,000 45,440,979 36,950,979 桜まつり
　協賛金　1,308,000
　出店料　2,088,900
　その他　　469,175
はけの森をめぐる旅
　協賛金　510,000
　出店料　 99,000
　その他　  39,250
お月見のつどい
　協賛金　1,325,000
　出店料　1,699,500
　その他　　405,827
受託事業  37,496,327

5 その他収益 1,000 681,235 680,235 受取利息・お祝い金・寄付金等

本年度予算額 執行額 差引額 備考 補助金

経常費用 28,089,000 59,440,408 31,351,408

1 事業費 11,174,000 44,291,445 33,117,445

1 イベント事業 9,674,000 8,975,673 △ 698,327

桜まつり・写真コンクール
4,394,850
はけの森をめぐる旅　666,401
お月見のつどい　3,856,950
観光案内　57,472

2,810,043
(208,157)

2 中間支援事業 1,500,000 1,435,796 △ 64,204
情報受発信　　1,225,396
マッチング　　　210,400

1,160,000

3 受託事業 0 33,879,976 33,879,976

2 管理運営費 16,788,000 15,148,963 △ 1,639,037

1 総務費 450,000 491,409 41,409 会議費 258,099
慶弔費　88,050
雑費　　145,260

2 人件費 10,530,000 9,545,657 △ 984,343

給与　6,791,800
通勤手当　121,060
社会保険料　1,195,149
時間外勤務手当等　1,437,648

8,043,409
(1,137,731)

3 管理費 3,530,000 3,489,493 △ 40,507 事務所賃料　2,643,840
運営経費（水光熱費等）
686,634
HP保守管理　159,019

3,183,000

4 委託料 368,000 259,200 △ 108,800 会計委託　259,200

5 事務費 750,000 793,276 43,276

通信費　290,361
消耗品費　376,199
印刷製本費（会報等）　126,716

162,000

6 設立費用 1,160,000 569,928 △ 590,072

登記費用等　208,634
看板等　118,600
HP改修　0(中間支援で実施)
祝賀会　242,694

366,654
(83,346)

3 予備費 1 予備費 127,000 0 △ 127,000 15,725,106
(1,429,234)

法人税等 17 繰越額 5,118,264 ※()は返還額

平成28年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会決算

項　　　目

項　　　目

第２号議案

１１







平成29年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　 （単位　円）

金額

1 現金 70,264 小口現金 70,264

2 預金 11,256,985 みずほ銀行　普通（一般） 8,172,112

みずほ銀行　普通（イベント） 1,015,825

多摩信用金庫　普通 10,368

ゆうちょ銀行　振替口座（会費） 35,260

ゆうちょ銀行　振替口座（イベント） 2,023,420

3 貯蔵品 428,862 こきんちゃんてぬぐい（11枚） 6,545

まち歩きマップ（17,500枚） 422,317

4 前払い金 685,195 一般管理費（4月分地代家賃等） 221,400

桜まつり準備（チラシ等） 404,980

写真コンクール準備（チラシ等） 58,815

5 仮払金 243,979 桜まつり出演者・ボランティア謝礼等 243,979

6 未収入金 21,638,499 しごとづくり深化・拡大事業受託金（3回目） 17,888,499

しごとづくり深化・拡大事業委託保証金 3,750,000

計 34,323,784

科目 内訳

≪財産目録≫

１４





１６ 

第３号議案 平成 29年度事業計画（案）の承認に関する件 

 

 

 

平成 29年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会の事業計画（案）

の承認を求めるため、上記議案を提出する。 

 

 

 

平成 29年５月 26日 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人小金井市観光まちおこし協会 

会長 小嶋 算 



１７ 

平成 29 年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会事業計画（案） 

 

  一般社団法人小金井市観光まちおこし協会は、小金井市の観光振興と市内の情報

受発信の一元化、まちを元気にする市民、団体、企業の活動をつなぎ合わせる役割を

果たすため、昨年４月に発足し活動してきました。 

平成 29 年度事業計画では、文化の向上と産業の発展に寄与するため、昨年度以上に

地域での主催事業を中心とした諸事業の推進、組織の拡充に努め、財政基盤の充実に

向け努力します。また、市内の情報受発信や市民、団体、企業のマッチングの充実を

図り、産業振興推進の役割を担います。 

 

１ 事業活動 

⑴  第 63 回小金井桜まつり（４月１日～２日、小金井公園） 

昨年度と同様に２日間の開催とし、本年度は１日目の夜間に「夜桜ライトアップ」

を新事業として試行実施します。また、第 64 回小金井桜まつりについては開催

日の調整を早期に行い開催に支障が出ないようにします。 

⑵  第 63 回小金井の四季の観光写真コンクール（募集～５月 15 日、7 月上旬に表

彰式・写真展） 

宮地楽器ホールで表彰式・展示を実施します。 

⑶  第３回はけの森をめぐる旅（４月８日～９日、野川周辺） 

野川の枝垂れ桜を楽しんでもらいながら南側の市内の回遊性の向上を図ります。 

⑷  第 50 回小金井お月見のつどい（９月 30 日、10 月１日、小金井公園） 

従来の事業内容に第 50 回記念のプログラムを追加して実施します。 

⑸  観光案内事業 

① まちなか観光案内（募集型８回、リクエスト型毎月１回程度実施、新コースの

開発、ツアー内容の充実） 

② 観光 PR（まち歩きマップ等制作、地域配布所との連携） 

地域配布所の拡大を図るとともに、市内の主要イベント情報について、近隣市

や都内観光案内所に配布を拡大します。また、桜の時期の PR 映像を制作し小

金井の魅力発信に努めます。 

⑹  情報受発信事業（HP 運営、SNS による地域イベント情報や地域団体の情報発信） 

新ホームページによる情報受発信と映像の活用により、内外の来街者の利便性と

第３号議案 



１８ 

回遊性の向上を図ります。また、新事業として地域の生の声を届けるネットラジ

オを立ち上げます。 

⑺  小金井市の観光資源開発に関する調査研究 

小金井市や小金井市商工会実施の「江戸東京おもてなし事業」と連携を図り、市

内の観光資源の調査・開発を積極的に推進します。 

⑻  隣接他市との観光連携事業（調布市、三鷹市、小金井市のレンタサイクル活用

実験事業等） 

「コミュニティサイクル推進事業」（３年間の最終年）を調布市、三鷹市、小金

井市の３市共同事業で実施します。 

⑼  中間支援事業（地域活動・人材のマッチングによる活性化支援） 

まちづくり市民団体の個別ヒアリングを進め、秋ごろに団体間の交流イベントを

開催します。また、教育関連企業の集積を進める小金井「教育のしごと」共創プ

ロジェクトを産・官・学の連携で推進します。 

⑽  小金井市や地域団体の地域振興事業の受託 

   

２ 組織活動 

⑴  総会 

毎年５月開催とし、前年度の事業・会計報告、当該年度の事業計画（案）・予算（案）

を審議します。 

 ⑵ 理事会 

  年間５回（４月、７月、10 月、12 月、２月）の開催とし、事業等の検討・承認に

ついて審議します。 

 ⑶ 正副会長会 

  随時開催とし、理事会の議案や会員の入退会の承認、懸案事項について審議しま

す。 

⑷ 事業実施体制 

事業を円滑に進めるために事業ごとの部会を開催します。 

① イベント部会 

桜まつりやお月見のつどい等のイベントを中心に、計画や実施後の反省など

を行い内容の充実を図ります。 

② 情報受発信部会 



１９ 

ホームページを中心とした情報受発信の効果的方法の検討を行い、その結果

をもとに情報受発信システムの改修を進めます。 

③ 中間支援部会 

産業振興を推進するため、地域団体の取り組みをコーディネートすることに

よって、地域課題の解消を図り地域産業の活性化につなげます。 

   ④主催事業実行委員会 

    理事を中心とした実行委員会で主催事業の円滑運営を推進します。 

 ⑸ 会報の発行 

   協会活動の周知と会員獲得に向けて、協会会報を年４回（６月会員向け、９月

会員向け、12 月会員向け、２月一般向け）発行します。 

⑹ 会員増員 

平成 29 年度中に期間を設けて会員増員活動を設定し増員を図ります。 

 

３ 後援、協賛、支援活動 

⑴  小金井阿波おどり、小金井薪能、小金井市なかよし市民まつり等の市内ビック

イベントの後援、協賛 

⑵  商店街や町内会の夏まつり等のイベント協賛 

⑶  江戸東京をテーマとしたまちおこし事業の協賛 

⑷  市内まちづくり団体の事業協賛 

⑸  東日本大震災復興応援（久慈市に寄付） 

 その他の後援、協賛事業は、正副会長で協議し措置します。 



２０ 

第４号議案 平成 29年度予算（案）の承認に関する件 

 

 

 

平成 29 年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会の予算（案）の

承認を求めるため、上記議案を提出する。 

 

 

 

平成 29年５月 26日 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人小金井市観光まちおこし協会 

会長 小嶋 算 



単位：円

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考

経常収入 30,394,532 28,089,000 2,305,532

1 寄附金 0 1,994,000 △ 1,994,000 小金井市観光協会寄附金

2 会費収入 708,000 450,000 258,000 受取会費　236口×3,000

3 補助金・助成金収入 16,378,268 17,154,000 △ 775,732 人件費　9,063,268
事務所管理費　2,580,000
運営経費　600,000
事業費
　桜まつり・写真コンクール
　1,416,000
　お月見のつどい　1,319,000
　観光案内　700,000
　中間支援　700,000

4 事業収入 7,690,000 8,490,000 △ 800,000 桜まつり
　協賛金　1,300,000
　出店料　2,000,000
　その他　　450,000
はけの森をめぐる旅
　協賛金　600,000
　その他　　90,000
お月見のつどい
　協賛金　1,300,000
　出店料　1,500,000
　その他　　450,000

5 繰越金 5,118,264 0 5,118,264

6 その他収入 500,000 1,000 499,000 受取利息・新年会会費等

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考

経常費用 30,394,532 28,089,000 2,305,532

1 事業費 11,681,000 11,174,000 507,000

1 イベント事業 10,381,000 9,674,000 707,000 桜まつり・写真コンクール　4,269,000
はけの森をめぐる旅　690,000
お月見のつどい　4,100,000
観光案内　1,322,000

2 中間支援事業 1,300,000 1,500,000 △ 200,000 情報受発信　　800,000
事業支援　200,000
マッチングイベント　300,000

2 管理運営費 16,465,860 16,788,000 △ 322,140

1 総務費 550,000 450,000 100,000 会議費　350,000
慶弔費　100,000
雑費　　100,000

2 人件費 11,328,660 10,530,000 798,660 給与　7,707,600
通勤手当　121,060
社会保険料　2,000,000
時間外勤務手当　1,500,000

3 管理費 3,480,000 3,530,000 △ 50,000
事務所賃料　2,580,000
運営経費（水光熱費等）　270,000
HP保守管理　150,000
事務機器リース等　180,000
修繕費　300,000

4 委託料 367,200 368,000 △ 800 会計委託　367,200

5 事務費 740,000 750,000 △ 10,000 通信費　180,000
消耗品費　360,000
印刷製本費（会報等）　200,000

6 設立費用 0 1,160,000 △ 1,160,000

3 予備費 1 予備費 2,247,672 127,000 2,120,672

平成29年度一般社団法人小金井市観光まちおこし協会予算（案）

項　　　目

項　　　目

第４号議案

２１



１　特別会員

役員区分 氏名 所属 備考

1 特別会員 西岡　真一郎 小金井市長

2 特別会員 村越　政雄 小金井市商工会会長

3 特別会員 木村　基成 都議会議員

２　顧問

役員区分 氏名 所属 備考

1 顧問 稲葉　孝彦 前小金井市長

2 顧問 中根　三枝 小金井市議会議員

３　理事

役員区分 氏名 所属 備考

1 代表理事 小嶋　算 一般 会長

2 理事 河村　清 一般 副会長

3 理事 斉藤　浩 一般 副会長

4 理事 土屋　晴彦 一般 副会長

5 理事 坂口　貞義 一般

6 理事 大澤  和男 一般 退任

7 理事 信山　勝由 一般

8 理事 渡辺　礼子 一般

9 理事 松本　敏彦 一般

10 理事 藤川　隆昭 一般

11 理事 内田　雄二 一般

12 理事 井上　雄一 一般

13 理事 鴨下　禎也 一般

14 理事 大森　康雄 一般

15 理事 町田　裕紀 一般

16 理事 金澤　貴史 一般

17 理事 島村　靖 一般

18 理事 松井　大平 小金井市商工会

19 理事 高橋　堅治 小金井市農業振興連合会

20 理事 本間　紀行 小金井三宅島友好協会

21 理事 今井　啓一郎 小金井市商店会連合会

22 理事 海老原　紀男 東京都小金井食品衛生協会

23 理事 木下　有起範 小金井阿波おどり振興協議会

４　監事

役員区分 氏名 所属 備考

1 監事 鴨下　洋 一般

2 監事 横尾　和儀 一般

５　賛助会員

担当者 住所・電話番号

1 ㈱　みずほ銀行小金井支店 支店長　成沢　暢彦 184-0004 小金井市本町5-13-3 TEL381-0220

2 代表　村越　雄介 184-8522 小金井市緑町5-3-30 TEL381-4151

3 西武信用金庫武蔵境支店 支店長　秋山　祐一 180-0022 武蔵野市境1-15-14 TEL0422-53-5011

4 ㈱　ジェイコム東京西エリア局 局長　葛西　昭人 184-0002 小金井市梶野町4-5-1 TEL301-0210

5 東京工学院専門学校 ちびっこどんぶり　森池　麻美 184-0013 小金井市前原町 5- 1-29 TEL387-4805

6 昭和信用金庫　東小金井支店 支店長　永田　義文 184-0011 小金井市東町4-42-21 TEL384-1521

7 駅長　寺口　泰正 184-0004 小金井市本町6-14-19 TEL385-2436

8 駅長　奥冨　七重 184-0002 小金井市梶野町5-1-1 TEL387-3177

9 多摩信用金庫　小金井支店 支店長　師岡　直明 184-0011 小金井市本町2-5-4 TEL385-1111

事業所

㈱　ムラコシ精工

JR東小金井駅

一般社団法人　小金井市観光まちおこし協会役員名簿

JR武蔵小金井駅

資料

２２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


