
　　　　　　　　　　　　　　　　

事 業 報 告 書

平 成 ２７ 年 度

公益財団法人　品川区スポーツ協会



Ⅰ　事業の概要

　　当協会の自主事業として、引き続き加盟団体の協力を得て、子どもからお年寄りまでの各世代に対応し

　た各種教室やマスターズ大会を実施し、誰もがスポーツ・レクリエーションに親しめる機会を提供しました。

　　総合体育館および戸越体育館の指定管理者業務については、各施設の維持管理や各種事業を効率的

　効果的に行い、利用者に親しまれ満足いただける運営を図りました。なお、本年度が区立体育館の第Ⅱ期

　指定管理者の最終年度となりましたが、区のプロポーザルの結果、これまでの実績、提案が評価され、第Ⅲ

　期指定管理者（平成28年度～32年度）として選定されました。

    また、区からの受託事業「体育の日記念事業」については、2020東京五輪・パラリンピックの開催に向け

　て、スポーツ・伝統文化による国際交流を通して区民の国際感覚の醸成と外国人との相互理解の拡大を

　図ることを目的として、区内の関係公益財団法人等４法人で共同事業「千客万来しながわプロジェクト」を

　立ち上げ、区内大使館等の協力を得て事業拡大を図って実施した結果、大盛況のイベントとなりました。

　　区・都との共催事業については、東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業（区）、ジュニア育成事業

　（東京都体育協会）等を加盟団体の協力のもと実施し、多くの子どもたちの参加が得られました。

Ⅱ　事業の実績

　１　各種教室ならびに大会の開催（第４条第１号事業）

（１） 協会の自主事業

10 親子ボウリング教室 27・8/8
品川プリンスホテル
ボウリングセンター

37人

ジュニアゴルフ教室

13人

22人

1回

5回

27・4/9～28・3/3 14人

31人

各16回

4コース8回

40人

5

6

民　踊　教　室

フォークダンス初心者教室

東品川文化センター

1

27･12/30～28・1/2

初心者なぎなた教室

ウェルカムセンター原

27・4/7～7/28

8 ゴルフ教室
27・4/27～28・3/31 馬込ゴルフガーデン 32人

7 初級・中級バドミントン教室 総合体育館27・10/1～10/29

68人

期　日　・　期　間 会　　場

37人

34人

27・6/27

27・5/8～6/5 品川プリンスホテル
ボウリングセンター

13人

68人

27・10/23～11/20

事　業　名

総合体育館 各8回

平成２７年度 事業報告書  

5人

27・6/1～8/3

27・9/28～12/7

志賀高原

ボウリング教室

　子どもからお年寄りまでの区民のライフステージに対応した各種教室や競技会を企画・実施し、スポーツ

に参加する機会と参加者同士が交流する場を提供しました。

参 加 者 数 回数

12人

2

3

各1回
28・3/18～3/21

各5回

スキー教室

加藤農園ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

27・10/6～28・1/26

9

各1回

28人

4

4コース各8回

4回

戸越体育館

4コース8回

27・4/11～28・3/7 加藤農園ゴルフリンクス

49人27・11/28

社交ダンス初心者教室

27・5/8～5/29



（２） 品川区との共催事業

(３）ジュニア育成地域推進事業（公益財団法人東京都体育協会との共催事業）

２　体育、スポーツおよびレクリエーションの団体への助成（第４条第２号事業）

　当協会の加盟団体が、広く区民を対象に生涯スポーツ・レクリエーションの振興を目的として各種

スポーツ事業を企画・運営し、開催するための活動に対する支援を行いました。

　

5 バドミントンクリニック 27・10/12 総合体育館 82人 1回

4 少女サッカー講座 27・9/22～27・12/6
しながわ中央公園・
八潮北公園他

152人 8回

3 ジュニア卓球教室 27・4/11～28・2/27
スクエア荏原
総合体育館

56人 22回

2 ジュニアバドミントン教室 27・4/8～28・2/24 総合体育館 64人 20回

1 ジュニアソフトテニス教室 27・4/13～28・2/22 総合体育館 42人 20回

マスターズ水泳大会

288人 1回

1回

ー

戸越体育館 36人

1回戸越体育館 53人

マスターズ
ソフトバレーボール大会

27・4/29

事　業　内　容事　業　名

スポーツ振興助成金を加盟団体へ交付　　6月に26団体

28・1/23～3/20

11 27・4/29

14
マスターズ
９人制バレーボール大会

第６５回区民スポーツ大会（春季）

13

1

日野学園温水プール工事のため、中止

4

ー

マスターズ
（ラージボール）卓球大会

28・2/7

マスターズバドミントン大会

12

15

スポーツ団体助成事業

    25種目　 7,111人

第６５回区民スポーツ大会（夏季）

162人 1回

第６５回区民スポーツ大会（秋季）

27・3/22～7/20

第６５回区民スポーツ大会（冬季）

期　日　・　期　間

     3種目　   613人

28・3/13 総合体育館

27・7/5～8/23

3

事　業　名 種目数および参加者数

27・8/30～28・1/24

1     19種目   4,178人

戸越体育館

事　業　名 期　日　・　期　間 会場 参加者人数 回数

2

     4種目　  1,004人



及・振興を図るため、スポーツ講演会、研修会、視察を実施しました。

　・区民スポーツ大会・都民大会・各種事業の結果、加盟団体紹介等

②冊子「事業のお知らせ」

　・加盟団体の年間事業を掲載した冊子を作成

③スポーツの普及・啓発

　区内各イベント会場への出展を通して当協会事業のPRおよび2020年

東京オリンピック・パラリンピック開催の周知活動を実施

　・エコフェステバル　5/24　650人

　・区民まつり（4地区）　大井第1地域センター　7/5　650人

　　　　　　　　　　　　　　　荏原第2地域センター　7/19　650人

　　　　　　　　　　　　　　　大崎第2地域センター　7/20　500人

　　　　　　　　　　　　　　　大崎第1地域センター　7/25　500人

　・福祉まつり　中小企業センター　9/19　300人

　・ホッケーフェスタ　しながわ中央公園　9/26　300人

　・体育の日記念事業　総合・戸越体育館　10/12　3,132人

日　時　  平成28年3月13日（日）

1 広報事業

①広報誌「ライフ」４回発行

　・スポーツ協会事業報告・収支決算

　・スポーツ協会事業計画・収支予算

４　調査、研究ならびに情報の収集と提供（第４条第４号事業）

　各種スポーツ・レクリエーション事業等の情報を区民に提供し、スポーツ・レクリエーションに対する

1

３　体育、スポーツおよびレクリエーションの指導者の育成、研修ならびに派遣（第４条第３号）

事　業　名

　攻める健康法　～　人生の最高峰への挑戦

参加者　　281人

日　時    平成27年11月24日（火）

内　容　　少年野球指導者講習会

会　場　  品川区役所第三庁舎講堂

テーマ　　野球で起こりやすい野球肘の現状や予防策

　スポーツ・レクリエーション団体の指導者や役員など指導的立場にある区民等を対象に、スポーツの普

生涯スポーツ推進研修
（スポーツ講演会）

事　業　内　容

講　師　　三浦雄一郎（プロスキーヤー、登山家）

2

3

参加者　　27人（加盟団体事業委員等）

先進都市、スポーツ機関へ
の視察

日　時　  平成28年1月30日（土）

会　場　　きゅりあん小ホール

テーマ　　攻める健康法　～　人生の最高峰への挑戦 　　　　　　　　　　　　

参加者　　176人
指導者の育成・研修

（研修会）

テーマ　　地域スポーツによる社会教育、学校との連携

講　師　　富田一誠(昭和大学江東豊洲病院整形外科診療科長)    　     

　　　　　　高橋裕司(同病院リハビリテーション室理学療法士)

興味と関心を喚起し、スポーツを行う契機としました。

日　時　  平成28年3月5日（土）

内　容　　少年サッカー指導者講習会

会　場　  品川区立中小企業センター

　　　　　　 ②スポーツ機関（味の素ナショナルトレーニングセンターほか）

講　師　　久保田淳（ＦＣ東京地域コミュニティ部長）

参加者　　85人

視察地　　①2020年東京オリンピック・パラリンピック区内開催競技予定地



　区民スポーツ・レクリエーションの振興に、顕著な功績があった個人に功労表彰を行いました。

品川区スポーツ協会功労賞　　　　3名

　吉田勉（クレー射撃連盟）、田村新三郎（空手道連盟）　   　 

　久津見千枝子（ボールルームダンス協会）　　

・働きざかりのフィットネス

 

総合体育館

27・4～28・3

野外活動資材の貸し出し

事　業　内　容会　　場

延開催回数  10回

総合・戸越体育館 54,434人 総体10種、戸越13種

延開催回数  25回

延278人

延763人

総合・戸越体育館

延72人
27・6～7
28・3

6

8

オープンプログラム

フリー利用

延2,146人
延開催回数

2コース各24回
27・4～28・3

総合・戸越体育館

延開催回数 　4回

7

27・4～28・3

スポーツ講習会

障害者教室 総合・戸越体育館

11

ニュースポーツ教室

種目別フリー利用10

9

871人

延353人

延146人

延開催回数　214回

シルバー教室
・水泳
・卓球

延3,060人

親子体操教室

延開催回数　34回

延開催回数　46回

延1,595人

事業内容

延1,083人

27・4～28・3

27・4～28・3 総合・戸越体育館

27・10～28・2

総合・戸越体育館

27・4～28・3

29,403人

延開催回数　48回

総合体育館および戸越体育館の運営・維持・管理（体育館、公園運動施設）
の受付

12
体育の日記念
スポーツイベント事業

27・10/12 総合・戸越体育館
バドミントン・卓球、空
手、なぎなた他、各種
イベント（総合）

27・4～28・3

3,132人

　　キャップ用テント

1

６　品川区から受託する事業（第４条第６号事業）

コース型プログラム

運営を効率的・効果的に行いました。

　区立総合体育館および戸越体育館の指定管理者として、体育館の維持管理や各種受託事業

総合体育館

（１）指定管理者としての受託事業

体育館の運営
　　　　　および維持管理

事　業　名

2 トレーニングルーム運営

3

延開催回数　 8回

5

27・4～28・3
総合体育館

戸越体育館

初心者スポーツ教室
・硬式テニス
・空手道

少年少女スポーツ教室

4

戸越体育館

日野学園温水プール管理運営

野外活動指導等業務1

（２） スポーツ協会としての受託事業

事　業　名

　学校プールの運営業務、マラソン大会への選手派遣、障害者水泳大会など、広く区民を対象とした

専門性ある事業を受託し、関係加盟団体の協力を得て実施しました。

期　日 ・ 期　間

27・4～28・3 日野学園プール
一般開放利用人員　28,462人

2

軽井沢キャンプ場における一般開放事業は現地運営者との協議により
終了。次年度候補地として神奈川県山北町町営キャンプ場を現地視察。

５　功労者の顕彰（第４条第５号事業）

1 顕彰事業

延483張

団体貸切利用人員　25,116人



（３） スポーツ協会としての受託事業Ⅱ～日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー

　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催周知事業を受託し、関係団体の協力を得て、区内の

小中学生を対象にトップレベルの試合を観戦する機会を提供しました。

指導員派遣人数  延271人

6
サッカー　①ジュニアサッ
カー講座（都体協共催）
②Ｊリーグ・ＦＣ東京戦

76人

7
ホッケー（法政大学

ホッケー部模範試合）
16人

①総合体育館
②味の素スタジアム

27・11/22

28・3/26
法政大学

多摩キャンパス

3

延65人

夏季小学校プール指導業務

丹沢湖マラソン大会派遣

8

日野学園・伊藤学園・豊葉
の杜学園小学校プール指
導業務

日野学園/伊藤学園/
豊葉の杜学園プール

参加者数（講師等含まず）

1
ビーチバレーボール

（東京オープン）
29人27・5/5

期　日

お台場海浜公園

競技名・大会名 会　　場

27・7/12 総合体育館

27・7/21～8/31

5

障害者水泳大会（第2回）

2

6
・ぜんそく児水泳教室　 27・5/9～6/13

4
ブラインドサッカー
（アジア選手権）

43人

27・8/29

27・9/5

東京武道館

国立代々木競技場

5
テニス（安藤証券オープン

東京2015）
38人

61人

3
卓球（ジュニアスポーツ

アジア交流大会）

バスケットボール（関東
実業団１部リーグ戦）

27・11/22
有明テニスの森

公園

20人

・ぜんそく健康教室

7 フリージョギング

4 27・4～28・3

27・11/29

区立小学校
34プール

神奈川県山北町

総合体育館

豊葉の杜学園プール 6回　延146人

延69人

27・8/1～8/8 6回　延170人

エントリー34人

27・4～28・3

27・9/23

荏原平塚学園プール

6名派遣（全員8位内入賞）

指導員派遣人数  延1,201人

日野学園プール



(1) 都民大会等への選手派遣

　

(2) 外部団体等と連携した事業

　関東実業団１部リーグ戦を招致し、出場チームメンバーによるバスケットクリニックを開催し、

一流選手からクリニックを受け交流できる場を提供しました。

グラウンド・ゴルフ、バウンドテニス、ス
ポーツ吹矢

68人

男子21種目
女子11種目

324人

内容事業名

2.会　場　 総合体育館　地下2Fアリーナ
中学生バスケットクリニック

4.参加者　61人

1.実施日　平成27年7月12日（日）

2 都民生涯スポーツ大会

７　その他の事業(第4条７号事業）

69回夏27・8/9、10/15

69回冬28・3/6

　　品川区のスポーツ競技力の向上を図るため、都民体育大会や都民生涯スポーツ大会等へ品川

　区選手を派遣しました。

3.内  容   関東実業団1部リーグ所属チームのコーチ・選手による区内
　 中学生向け指導・ミニゲーム・模範試合

水泳、バスケットボール、テニス、サッ
カー、ソフトバレーボール、ソフトテニ
ス、バドミントン、弓道、剣道など14種目

198人

派遣大会名 期日・期間 派遣競技種目 派遣人数

27・8/22～9/20

3
東京都民スポレク
ふれあい大会

27・9/5～10/3

68回春27・5/6～6/20

1 都民体育大会



Ⅲ　理事会、評議員会等に関する事項

　　1　理　事　会

理事の数 監事の数

(1)議事事項 　

　　・平成26年度計算書類・事業報告の承認について

　　・役員の退任及び新理事候補者の選定について

　　・平成27年度定例評議員会の招集及び議案について

　　　（平成26年度計算書類の承認及び事業報告、役員の選任）

　　・品川区ゴルフ連盟の加盟申請について

　　・加盟団体代表者会議について

(2)報告事項

　　・設立20周年記念事業について

　　・理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告

(1)議事事項 　 　　 

　　・平成28年度事業計画案について

　　・平成28年度収支予算案について

　　・役員および評議員の改選について

　　・品川区ゴルフ連盟の加盟審査結果について

　  ・しながわ一輪車協会の加盟申請について

　　・東京オリンピック・パラリンピック機運醸成部会の設置について

(2)報告事項

　　・平成28年度第66回区民スポーツ大会（春季）の開会式、

　　　　第69回都民体育大会の結団式・同開会式(春季)について、外4件

　　・理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告

　　２　評議員会

(1)議事事項  　  

　　・平成26年度収支決算の承認について

    ・理事の選任について

(2)報告事項

　　・平成26年度事業報告について

　　・設立20周年記念事業について

　　・平成27年度事業計画について

10人（非常勤） 2人（非常勤）

評議員の数

審　　議　　事　　項開　催　月　日

平成27年5月20日(水）
定時理事会

平成27年6月15日(木）
臨時理事会（書面決議）

副理事長の選定について

平成27年6月4日(木）

平成28年2月18日(木)
定時理事会

開　催　月　日 審　　議　　事　　項

12人（非常勤）



　　３　幹部会議

(1) 加盟団体の平成28年度事業計画及び収支予算案の提出依頼について

(2) 平成28年度区民スポーツ大会の実施要項案について

(3) 品川区ゴルフ連盟の加盟審査について外3件、報告4件

(１)平成27年度第2回理事会の議案について（6件）

(2)報告　平成28年度第66回区民スポーツ大会(春季)の開会式及び

第69回都民体育大会(春季)の結団式・開会式について、外6件

　　４　専門委員会

(1)総務委員会

(1)平成26年度事業報告および収支決算について

(2)品川区ゴルフ連盟の加盟申請について、外3件

(1)品川区ゴルフ連盟加盟申請の審査について

(2)2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて、報告4件

(2)事業委員会

(1)平成26年度スポーツ協会事業報告および収支決算報告について

(2)第65回品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の実施要項について

(3)品川区ゴルフ連盟の入会申請について、外5件

(1)平成28年度事業計画および収支予算の提出について

(2)各団体の登録団体数・登録人員・連絡先等の調査について

(3)2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて

(1)平成28年度第66回区民スポーツ大会（春季）の開会式および

第69回都民体育大会の結団式・同開会式(春季)について

(2)平成27年度事業報告書・決算書及び

平成28年度スポーツ振興助成金交付関係書類の提出について

　　５　会長会（代表者会議）

(1)平成26年度スポーツ協会事業・決算報告

(2)平成27年度各事業の実施状況について

Ⅳ　事務局に関する事項

総合体育館  庶務係(5)　事業係(8)

事務局長(1)―事務局次長(1)―

戸越体育館(1)

平成27年6月25日（木）

平成27年12月17日（木）

平成28年3月3日（木）

事務局体制（職員数）

開　催　月　日 主　な　議　題　

平成27年7月24日（金）

職員構成 常勤4人、非常勤10人、臨時2人

平成28年2月10日(木）

平成27年5月28日（木）

平成27年12月10日(木)　

開　催　月　日 主　な　議　題　

開　催　月　日 主　な　議　題　

開　催　月　日 主　な　議　題　

平成27年12月3日(木）


