
　　　　　　　　　　　　　　　　

事 業 報 告 書

令 和 ２ 年 度

公益財団法人　品川区スポーツ協会



Ⅰ　事業の概要

　　 また、総合体育館および戸越体育館の指定管理者としての第Ⅲ期（平成28年度～令和2年度）の5

　年目にあたり、各施設の維持管理等を行いました。

　　区からの受託事業では、東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成に向けた「競技観戦ツアー」

　新型コロナウィルス感染症の影響でほとんどの大会が開催できませんでした。

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） 各種スポーツ教室の開催（自主事業）

R2・10/28～R3・3/13 馬込ゴルフガーデン

9 親子ボウリング教室 中止

12回

R2・7/20～R3・3/4 11コース8回

7 初級・中級バドミントン教室

4 民　踊　教　室

　　　平成6年に、旧体育協会とレクリエーション協会が品川区スポーツ協会として誕生し、27年が経ちまし　

6 社交ダンス初心者教室

5回
品川プリンスホテル
ボウリングセンター

3 初心者なぎなた教室

令和２年度 事業報告書           

　子どもから高齢者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し、スポーツに参加

  た。この間、区民のスポーツの振興に尽力してまいりました。

期　日　・　期　間 参加者数

　「啓発事業」を行うとともに、「スポーツイベント事業」を実施しました。

する機会と参加者同士が交流する場を提供する予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の影響で多く

事　業　名 会　　場 回数

R2・10/6～R3・1/5 総合体育館 37人

11人総合体育館

中止

17人 3コース8回
8

中止

5 フォークダンス初心者教室 中止

5回

ゴルフ教室

6回

加藤農園ゴルフリンクス 23人

R2・9/14 ～10/15 総合体育館 29人

R2・10/9～11/13 15人

R2・10/5～11/23

1 初級ボウリング教室

2 スキー教室

　　 本年度の自主事業として、加盟団体の協力を得て、子どもから高齢者までの各世代の誰もがスポー

　ツ・レクリエーションに親しめる機会として、各種教室やマスターズ大会を企画しましたが、新型コロナ

　　共催事業では、区と共催で第70回区民スポーツ大会を春・夏・秋・冬と四季ごとに企画しましたが、

　ウィルス感染症の影響で多くの教室や大会が開催できませんでした。

　　また、東京都体育協会の支援を受け、ジュニア教室を開催しました。

　　　の事業を中止しました。
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（２）各種マスターズ大会の開催（自主事業）

（３）区民スポーツ大会の開催（区との共催事業）

及・振興を図るため、スポーツ講演会・研修会を企画しましたが、新型コロナウィルス感染症の影響で開

催できませんでした。

中止

11 初級バウンドテニス教室

5

10 かけっこ教室 中止

3

２　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）

第７０回区民スポーツ大会（秋季）

2

種目数

4

事　業　名

中止

2

1

指導者の育成・研修
（研修会）

マスターズ
９人制バレーボール大会

23人

期　日　・　期　間

第７０回区民スポーツ大会（夏季）

マスターズ
ソフトバレーボール大会

第７０回区民スポーツ大会（春季）

3 中止

2 中止

1

マスターズ
（ラージボール）卓球大会

事　業　名 期　日　・　期　間

マスターズ水泳大会

マスターズバドミントン大会 中止

事　業　名

中止

会　　場 参加者数 回数

参加者数 回数会　　場

開催せず

4

　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

事　業　内　容

1
生涯スポーツ推進研修

（スポーツ講演会）
開催せず

中止

中止

中止

第７０回区民スポーツ大会（冬季）

事　業　名

R2・3/22
 1種目

（クレー射撃）

参加者数期　日　・　期　間
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　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

興味と関心を喚起し、スポーツを行う契機としました。

①広報誌「Ｓｐoｒｔｉｆｕｌライフ」3回発行（例年4回発行、2年度は7月1日号休刊）

　・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

　・各種事業の結果等

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

効率的・効果的に行いました。

広報事業

（１）指定管理者としての受託事業

初心者スポーツ教室
・硬式テニス
・空手道

野外活動資材の貸し出し

事　業　名

　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運営を

R2・4～R3・3

中止

戸越体育館

延50人
R2・9～12
（水泳中止）

更衣室を提供し、ジョギン
グ出来るよう支援

13 フリージョギング 総合体育館

延136人

総合・戸越体育館

延9,550人
10 トレーニングルーム運営

延19人

延開催回数  　6回

延4張

事　業　内　容

延開催回数　　8回

体育館の運営
　　　　　および維持管理

スポーツ講習会

少年少女スポーツ教室

R2・4～R3・3 総合体育館

３　調査、研究ならびに情報の収集と提供（第４条第４号事業）

3

5

４　品川区等から受託する事業および区立体育館の管理運営（第４条第６号事業）

　キャンプ用テント

4

事　業　名 事  業  内  容

延183人

1

R2・4～R3・3

中止

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

2

障害者スポーツフリー利用

ニュースポーツ教室

延358人

1

7

親子体操教室

6

8

シルバー教室
・水泳
・卓球

9

11 スポーツイベント事業
ヨガ、ピラティス、筋トレ、
エアロ

延74人

フリー利用

Ｒ2・10/10 総合体育館

R2・4～R3・3

R2・9～10

中止

総合体育館

オープンプログラム

　　　延開催回数
　　　　　　2コース各16回

R2・9～R3・3

コース型プログラム

総合体育館

種目別フリー利用12 総体6種、戸越8種延13,649人

中止

総合・戸越体育館

中止
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（３） スポーツ協会としての受託事業Ⅱ～競技観戦ツアーおよび啓発事業

　東京2020オリンピック・パラリンピック開催周知事業を受託し、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。

ハンドボール

R3・3/27

総合体育館

大森東水辺スポーツ
広場

29人

29人大田区総合体育館

国立代々木競技場

9 ビーチバレーボール体験教室 R2・11/15
大森東水辺スポーツ

広場
1回　43人

ビーチバレーボール
（JBV品川オープン20209）

1

2

3

4 バレーボール
（Vリーグ女子ファイナル）

1回　12組

新体操教室 中止

会　　場期　日

11 スポーツ（８種目）体験教室

障害者水泳大会

日野学園・伊藤学園・豊葉
の杜学園小学校プール
指導業務

中止

中止

中止

ブラインドサッカー
（アクサ×KPMGブラインドサッカー2020カップ）

R2・11/14

総合体育館親子 DE  ヨガ教室

天王洲公園野球場

後期・8回　56人

中止（前期）

2回　延154人オンライン開催

R2・11/15

29人

R3・3/14

中止

区民スポーツ交流事業
丹沢湖マラソン大会派遣

4

学校温水プール管理運営

中止

①観戦ツアー

R2・8/22・10/3

R2・9/29～11/24

R3・3/13

2
団体貸切利用人員　7,680人

日野学園プール

3

参加者数

1

夏季小学校プール指導業務

　学校プールの運営業務、ホッケー教室など、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

R2・9～R3・3

R2・9/21・22

事　業　内　容

一般開放利用人員　10,676人

みなとが丘ふ頭公園 初心者キャンプ教室　 11組36人

会　　場

6
ぜんそく児水泳教室

ぜんそく児健康教室

7

中止

（２） スポーツ協会としての受託事業Ⅰ

事　業　名

野外活動指導等業務

5

8

10

ホッケー教室

（日本ハンドボールリーグプレーオフ）

ジュニア向けチャレンジ
　スポーツ教室

競技名・大会名

43人
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（４） スポーツ協会としての受託事業Ⅲ～スポーツ指導者・ジュニア育成

参加者数

東京2020オリンピック・
パラリンピック啓発事業

参加者　 68人

テーマ　　コロナ禍での指導者の役割～メンタルトレーニング活用法を

②啓発事業

事業名 会　　場 期　日

　・スポーツイベント事業　総合体育館　10/10　74人

5

　・ホッケー＆かけっこ教室　11/28　42人

参加者　　64人

会　場　  戸越体育館

内　容　　少年野球指導者講習会

　・ホッケー＆ラグビー　3/14　38人

事　業　名

　スポーツ指導者を対象に講習会等を開催し、指導者の資質向上とジュニア育成を図る事業を実施

しました。

事　業　内　容

内　容　　ジュニア指導者講習会

会　場　  品川区役所第三庁舎6階

テーマ　　個性を生かした指導法～未来に繋がる実践指導を学ぶ～

開催日　  令和3年3月16日（火）

講　師　　田中　誠忠（日本メンタルトレーナー協会公認メンタルトレーナー）

            学ぶ～

　　　　　　コーチ）

開催日　  令和3年3月27日（土）

講　師　　中村　紀洋（元近鉄バッファローズ・現浜松開誠館高校野球部

1 指導者の育成・研修
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(５）公益財団法人東京都体育協会との共催事業

（１） 各種スポーツフェスタの開催

（２） 各種スポーツ大会等への選手派遣

　

72回春

73回夏

73回冬

事　業　名 期 日 ・ 期 間 会   場 参加者数 回数

ました。

1 ジュニアソフトテニス教室
R2・10/12～
12/14

総合体育館 16人 4回

2 ジュニアバドミントン教室
R2・10/14～
12/20

総合体育館 20人 6回

3 ジュニア卓球教室
R2・10/24～
12/26

総合体育館 16人 5回

4 ジュニア弓道教室 中止

5
シニア層向けウォーキング
＆ストレッチ教室

中止

6 バウンドテニス競技会 中止

５　その他の事業(第4条第７号事業）

事　業　名 事　業　内　容

1 中止

　品川区のスポーツ競技力の向上を図るため、都民生涯スポーツ大会へ品川区選手を派遣しました。

派遣大会名 期日・期間 派遣競技種目 派遣人数

1 都民体育大会

中止

中止

中止

　東京都体育協会と共催し、支援を受け、ジュニア育成地域推進事業として、各種教室等を開催し

2 都民生涯スポーツ大会 R2・6/15～7/3
テニス、ソフトテニス、
ボウリング、ゲートボール
ラージボール卓球など5種目

63人

3
東京都民
スポレクふれあい大会

中止
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７　体育、スポーツおよびレクリエーションの団体活動に対する支援（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。

　

　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

　

顕彰事業
平森藤雄（グラウンドゴルフ協会）、天門原動（テニス連盟）、佐野孝幸（水泳連盟）

1

　

６　施設利用者に対する付帯サービス

        利用者のスポーツ活動に必要な水分補給に供するため、自販機を設置しています。

        また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会公式オリジナル商品やプール利用者用の

      水泳帽子を販売しました。

事　業　名 事　業　内　容

1 スポーツ団体助成事業 スポーツ振興助成金を加盟団体へ交付　　21団体

８　功労者の顕彰（第４条第５号事業）

事  業  名 事　業　内　容
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Ⅲ　評議員会、理事会等に関する事項

　　１　評議員会

    (1)議事事項　

(2)報告事項

　　・令和元年度事業報告について

　　２　理　事　会

理事の数 監事の数

　　・令和元年度事業報告について

　　・令和元年度収支決算について

　　・役員の改選について

　　・令和2年度定時評議員会について

　　・評議員候補者の推薦について

　　・臨時理事会について

(2)報告事項

　　・理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について

(1)議事事項

(1)議事事項

　　・令和3年度事業計画案について

　　・（公財）品川区スポーツ協会給与規程の一部改定について

　　・（公財）品川区スポーツ協会非常勤職員取扱規程の一部改定について　　

評議員の数

　　・令和元年度収支決算の承認について

12人（非常勤）

開　催　月　日

　　・理事長・副理事長・常務理事の選定について

令和2年5月20日(水）
定時理事会

（みなし決議）

(1)議事事項

　　・理事・監事の改選について

令和2年6月5日(金）
臨時理事会

（みなし決議）

開　催　月　日

　　・事業委員会委員長・副委員長・事業委員の改選について

　　・オリパラ委員会委員長・副委員長・オリパラ委員の改選について

  　・（公財）品川区スポーツ協会無期雇用職員取扱規程の廃止について

  　・令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて　

審　　議　　事　　項

　　・顧問の設置について

  　・令和3年度収支予算案について

　　・臨時理事会議事録

　　・合同委員会・スポーツ講演会・研修会の中止について

審　　議　　事　　項

令和2年6月5日(金）
（みなし決議）

　  ・役員等のために締結される保険契約（役員等賠償責任保険）の締結について

(1)議事事項
　

　　・事務局長の任免について

10人（常勤1、非常勤9）

令和2年6月12日(金）
臨時理事会

（みなし決議）

　　・総務委員会委員長・副委員長・総務委員の改選について

2人（非常勤）

　　・（公財）品川区スポーツ協会就業規則の一部改定について

　　・（公財）品川区スポーツ協会非常勤職員報酬支給基準の一部改定について

令和3年2月10日(水)
定時理事会

（みなし決議）

　　・（公財）品川区スポーツ協会無期雇用職員報酬支給基準の廃止について　
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　　　第74回都民体育大会の結団式・同開会式（春季）について　他５件

　　・理事長等の職務執行状況報告について　

　　・令和3年度第71回区民スポーツ大会（春季）の開会式および

　(2)報告事項　　　                                                                                  

　  ・（公財）品川区スポーツ協会への新規加入について

　　・（公財）品川区スポーツ協会育児・介護休業等に関する規則の一部改定について
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　　３　幹部会議

　　４　専門委員会

（１） 総務委員会

開催せず、書類を郵送し、書面にて確認

(1)令和元年度事業報告および収支決算報告について　他1件

(1)令和３年度スポーツ振興助成金交付額の改定について　他1件

開催せず、書類を郵送し、書面にて決議

(1)（公財）品川区スポーツ協会への新規加入について　他４件

（２） 事業委員会

開催せず、書類を郵送し、書面にて確認　

(１)令和元年度事業報告および収支決算報告について　他5件

開催せず、書類を郵送し、書面にて確認　

(1)令和3年度スポーツ振興助成金交付額の改定について　他3件

開催せず、書類を郵送し、書面にて確認　

(1)令和3年度スポーツ協会事業計画および予算について　他４件　

（３） 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ機運醸成部会

（４） 合同委員会

開　催　月　日 主　な　議　題　

令和2年8月20日(木）
開催せず、書類を郵送し、書面にて確認

（１）委員委嘱

令和3年1月28日(木） 開催せず

開催せず

開　催　月　日 主　な　議　題　

開　催　月　日 主　な　議　題　

令和2年5月15日(金）

令和2年6月11日（木）

令和2年8月20日(木）

開催せず

開催せず

開催せず令和2年12月3日(木）

開　催　月　日 主　な　議　題　

令和2年12月10日（木）
開催せず、書類を郵送し、書面にて決議

令和2年9月17日(木）

令和3年2月18日(木)　

開　催　月　日

令和2年12月17日（木）

令和3年2月25日（木）

主　な　議　題　

令和2年6月18日（木）
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　　５　代表者会議

開催せず、書類を郵送し、書面にて決議

開催せず、書類を郵送し、書面にて確認

　　６　評議員選定委員会

Ⅳ　事務局に関する事項

総合体育館   庶務係(4)　事業係(6)

事務局長(1)―事務局次長(1)―         ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当(2)

戸越体育館(1)

(1)令和元年度事業報告および収支決算報告について　他2件

開　催　月　日

(11)評議員への武田一郎氏の選任について

(10)評議員への林宏道氏の選任について

(6)評議員への中塚亮氏の選任について

(2)評議員への萩原哲郎氏の選任について

(3)評議員への飴本公子氏の選任について

開　催　月　日 主　な　議　題　

(1)評議員への柳沢和雄氏の選任について

(8)評議員への殿川宣勝氏の選任について

(9)評議員への鶴岡富夫氏の選任について

令和２年7月9日（木）

(5)評議員への石田秀男氏の選任について

主　な　議　題　

令和２年4月23日（木）
理事・監事・評議員の改選について

職員構成 常勤8人、無期1人、非常勤5人、臨時1人

事務局体制（職員数）

令和2年5月27日（水）
(7)評議員への藤原正則氏の選任について

(12)評議員への髙須みちよ氏の選任について

(4)評議員への羽尻裕美氏の選任について
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