
　　　　　　　　　　　　　　　　

事 業 報 告 書

令 和 ３ 年 度

公益財団法人　品川区スポーツ協会



Ⅰ　事業の概要

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）

10人

16回

　　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。

　　　事業を中止しました。

1回

1回

前期　R3・4/6～７/27 32人 9回

1回

1 初級ボウリング教室

2 スキー教室

R3・10/5～11/2

44人

39人

25人

ゴルフ教室

6回

戸越体育館

加藤農園ゴルフリンクス 42人

R3・9/30 ～10/28 総合体育館 23人

総合体育館
後期　R3・10/5～R4.2/1

37人 ７コース各8回
8

R4・1/28～1/30 17人

5 フォークダンス初心者教室 中止

5回

令和３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

  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

　事業」を行いました。

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の

回数

4 民　踊　教　室

総合体育館

R3・6/26

R3・11/27

19人

前期　中止
後期　R3・10/4～
11/29

白馬乗鞍温泉スキー場

9 親子ボウリング教室 中止

R3・4/6～R4・3/4

　　　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、28年が経ちました。　

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

　した。

11コース各8回

7 初級・中級バドミントン教室

R3・4/18～R4・3/14 馬込ゴルフガーデン

3 初心者なぎなた教室

事　業　名 会　　場

　ス感染症の影響で中止した大会・種目はありましたが、感染対策の上、多くの区民の方々に参加いただきま

　　 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。新型コロナウィルス感染症

　感染拡大防止のため、マスターズ大会および教室の一部を中止しましたが、感染対策を行った上で、各種教

　　 また、総合体育館および戸越体育館の指定管理者として再選され、第Ⅳ期（令和3年度～令和7年度）の初

　年度を迎え、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」「啓発

　　共催事業では、区と共催で第71回区民スポーツ大会を春・夏・秋・冬と四季ごとに企画し、新型コロナウィル

　室を実施しました。
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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研

修会は開催できませんでした。

中止

第７１回区民スポーツ大会（冬季）

事　業　名

R3・3/28～11/7  9種目

参加者数期　日　・　期　間

テーマ　  夢に向かって走る

R3・8/29～12/5 16種目 3,684人

1種目
（スキー）

13人R4・1/8～1/9

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

会　場　　きゅりあん小ホール

1

参加者　　92人

講　師　　猫　ひろし（芸人・リオオリンピック出場）

開催日   令和3年11月19日（金）

生涯スポーツ推進研修
（スポーツ講演会）

会　　場 参加者数 回数

参加者数 回数

34人

会　　場

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

2回

事　業　名

中止

3 中止

2 中止

1

マスターズ
（ラージボール）卓球大会

期　日　・　期　間

第７１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７１回区民スポーツ大会（春季）

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

1,674人

10 かけっこ教室 R3・4/15・22 総合体育館

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７１回区民スポーツ大会（秋季）

2

種目数

4

中止

11 初級バウンドテニス教室

5
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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」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

　・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。

種目別フリー利用12 総体9種、戸越11種延27,442人

延開催回数　　9回
延開催回数　　8回

中止

総合・戸越体育館

総合・戸越体育館
R3・10～11
R4・1～2

R3・4～R4・3

中止

R3・4～R4・3

オープンプログラム

　　　延開催回数   10回R4・1～3

コース型プログラム

総合体育館

延214人
延179人

11 スポーツイベント事業

186人

フリー利用

中止

1

延開催回数　10回

7

親子体操教室

延94人

6

8

シルバー教室
・水泳
・卓球

9

1

R3・4～R4・3

R3・4～R4・3 総合・戸越体育館

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

延開催回数　　25回

2

障害者スポーツフリー利用

ニュースポーツ教室

延195人

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）

延開催回数　　109回

　キャンプ用テント

4

事　業　名 事  業  内  容

延開催回数  　14回

延35張

事　業　内　容

体育館の運営
　　　　　および維持管理

スポーツ講習会

延752人少年少女スポーツ教室

R3・4～R4・3 総合体育館

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445人

総合・戸越体育館

延17,458人
10 トレーニングルーム運営

延88人

R3・4～R4・3

R3・4～11
R4・1～2

戸越体育館

総合体育館
戸越体育館

延57人
R3・4～R4・1
（水泳中止）

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

総合体育館
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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。

8

10

ホッケー教室

（東京2020パラリンピック大会）

ジュニア向けチャレンジ
　スポーツ教室

競技名・大会名

①観戦ツアー

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

事　業　内　容

一般開放利用人員　24,917人

会　　場

区立小学校34プー
ル

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

R3・4～R4・3

中止

指導員派遣人数　延129人

2 日野学園プール

指導員派遣人数　延164人

団体貸切利用人員　14,356人

3 R3・7/21～8/31

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

R3・6/12・10/9・
11/3

R3・9/28～11/16

中止

後期・8回　46人

中止（前期）

3回　延250人
しながわ中央公園

多目的広場

中止

27人

中止

5人制サッカー（ブラインドサッカー）

（Santen IBSAブラインドサッカー
ワールドグランプリ2021in品川）

R3・6/5

R3・11/6

日野学園・伊藤学園・
豊葉の杜学園プール

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

R3・4～R4・3

中止

新体操教室 中止

会　　場期　日

親子 DE  ヨガ教室

スポーツ（８種目）体験教室11

9 ビーチスポーツActivities!! R4・3/12
川崎マリエン

ビーチバレーボール場
1回　47人

総合体育館

中止

ホッケー、ビーチバレーボール

（東京2020オリンピック大会）

1

2

3
5人制サッカー、パラ・パワーリフティング

4
ブラインドサッカー

（第4回「アクサブレイブカップブラインドサッカー日
本選手権」予選リーグ 品川会場）

17人
しながわ中央公園

多目的広場

天王洲公園野球場

参加者数
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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

　・東京2020大会ビーチバレーボール使用砂の施設展示用ボトル作成・配付　5
東京2020オリンピック・
パラリンピック啓発事業

（含むレガシー事業）

②啓発事業

事業名 会　　場 期　日 参加者数

　・さきいち街角フェスティバル「ホッケー体験」　12/19　227人

テーマ　　元気・活力・勇気を与えるトーク術（ペップトーク）

開催日　  令和4年1月18日（火）

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。

会　場　  総合体育館 会議室

内　容　　ジュニア指導者講習会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/22　10人

指導者の育成・研修

開催日　  令和4年3月15日（火）

講　師　　大関　信武（東京医科歯科大学スポーツ整形外科医）

参加者　　29人

テーマ　　成長期のアスリートのスポーツ障害を減らすための知識習得

事　業　内　容

会　場　   総合体育館 会議室

内　容　　ジュニア指導者講習会

1

開催日　  令和4年3月17日（木）

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 講堂

テーマ　　逆転発想の勝利学～チームのスイッチを入れる～

講　師　　眞鍋　政義（バレーボール女子日本代表監督）

参加者　　79人

講　師　　岩﨑　由紀（一般財団法人日本ペップトーク普及協会代表理事）

参加者　 35人
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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

　

74回春

75回夏

75回冬

　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 R3・11/14～12/4 柔道、バドミントン 10人

3
東京都民
スポレクふれあい大会

中止

1 都民体育大会

中止

ゴルフ（女子） 5人R3・10/14

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

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

6
シニアバウンドテニス競技
会

R4・1/15 総合体育館 31人 1回

5 シニアテニス講習会 中止

4 ジュニア弓道教室 中止

3 ジュニア卓球教室
R3・4/10～24・
10/9～R4・1/8

総合体育館 27人 9回

2 ジュニアバドミントン教室
R3・4/14・10/13
～R4・1/12

総合体育館 25人 8回

1 ジュニアソフトテニス教室
R3・4/12・10/11
～12/27

総合体育館 14人 7回

事　業　名 期 日 ・ 期 間 会   場 参加者数 回数

ました。

6



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

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　　22団体

８　功労者の顕彰（第４条第５号事業）

事  業  名 事　業　内　容

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

　

顕彰事業
廣田貞彦（スキー連盟）、大池好徳（ライフル射撃協会）、須田貞子（武術太極拳連盟）

1
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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２年度事業報告について

　　２　理　事　会

理事の数 監事の数

　　・令和2年度事業報告について

　　・令和2年度収支決算について

　　・令和3年度定時評議員会の招集及び議案について

　　・「公益財団法人品川区スポーツ協会評議員選定委員会規程」の廃止について

　　・（公財）品川区スポーツ協会への準加盟について

　　・代表者会議の中止について

(2)報告事項

　　・一般社団法人しながわプロスポーツ振興協議会への入会について

　　・令和4年度事業計画案について

　　・令和4年度収支予算修正案について

　　・定款の改定について

開　催　月　日

　　・（公財）品川区スポーツ協会規程について

10人（常勤1、非常勤9） 2人（非常勤）

開　催　月　日

令和3年5月20日(木）
定時理事会

令和4年3月11日(金)
臨時理事会

（みなし決議）

(1)議事事項
　

　　・令和3年度被表彰者・団体について

　  ・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
　

　  ・事業報告書・決算書の提出依頼について

　　・理事長等の職務執行状況報告について　

　　・（公財）品川区スポーツ協会役員（理事・監事）の選出について
令和4年2月17日(木)

定時理事会
（みなし決議）

　　・令和4年度第72回区民スポーツ大会（春季）の開会式及び

(2)報告事項　　　                                                                                  

　　・令和4年度会議等スケジュールについて

　　　第75回都民体育大会の結団式・合同開会式について

  　・令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて　

　　

審　　議　　事　　項

  　・令和4年度収支予算案について

　　・理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について

評議員の数

　　・令和２年度収支決算の承認について

12人（非常勤）

(1)議事事項

審　　議　　事　　項

令和3年6月4日(金）
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　　３　幹部会議

　　４　専門委員会

（１） 総務委員会

(1)（公財）品川区スポーツ協会新役員・各委員について　

(2)令和2年度事業報告及び収支決算報告について　他４件

(1)各表彰受賞者について　他４件

開催せず、書類を郵送し

(1)令和4年度事業計画について　他3件

（２） 事業委員会

(1)（公財）品川区スポーツ協会新役員・各委員について　

(2)令和2年度事業報告及び収支決算報告について　他８件

(1)令和4年度スポーツ協会事業計画および予算について　他3件

開催せず、書類を郵送

(1)令和3年度事業報告書・決算書の提出について　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

令和4年2月17日(木)　

開　催　月　日

令和3年12月9日（木）

令和4年2月24日（木）

開催せず

（１）加盟団体の令和4年度事業計画および収支予算の提出依頼について
（２）加盟団体の登録団体数および登録人数の報告依頼について　他9件

（１）第2回理事会（2月10日開催）の議案について
（２）事業報告書・決算書の提出依頼について　他6件

令和4年2月3日(木）

開　催　月　日

(2)第72回区民スポーツ大会の各競技別実施要領の改訂と開催予定について　他5件

(1)東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けた品川区の取り組みについ
て
(2)令和2年度啓発事業報告について　他2件

開　催　月　日 主　な　議　題　

主　な　議　題　

令和3年6月17日（木）

令和３年6月18日(金）

開　催　月　日 主　な　議　題　

令和3年5月13日(木）

令和3年6月10日（木）

令和3年11月25日(木）

令和３年9月30日(木） 中止

主　な　議　題　

令和3年12月2日（木）
開催せず、書類を郵送
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　　５　代表者会議

開催せず、書類を郵送し、書面にて確認

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)

職員構成 常勤8人、無期1人、非常勤6人

事務局体制（職員数）

開　催　月　日 主　な　議　題　

令和3年7月15日（木）
(1)令和2年度事業報告について　他3件
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【事業報告の附属明細書】

　令和３年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を

補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。


