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自  令和２年４月１日 

至 令和３年３月 31 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益財団法人 大田区スポーツ協会 



　公益財団法人大田区スポーツ協会は、大田区における、スポーツ及びレクリエーションの普及・振

興を図り、区民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の形成に寄与するために、次の事業

を実施しました。なお、延期及び中止についての主な事由は新型コロナウイルス感染拡大防止のため

です。

１　スポーツ、レクリエーションの推進及び健康増進のための事業（定款第４条第１号関係）

　　広く区民に、スポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を提供し、区民一人ひとりの参

　加意欲を喚起する事業を実施しました。

(1)スポーツ・健康教室運営

　①健康体操教室 ストレッチと筋力トレーニングを主      　 延953人

　　・はつらつ体操 体とした体操（高校生以上）とシェ 田園調布せせらぎ公園

　　・さわやかｼｪｲﾌﾟ イプアップを目的とした体操（おお 多摩川台公園公園管理事務所2階

      ｱｯﾌﾟ教室 むね40歳以上）及びヨガを実施 9月2日～3月30日（はつらつ体操）

 　　・ヨガ教室 また、新たに骨と関節に意識を向け 9月3日～3月25日（ﾖｶﾞ教室）

     ･ｶｷﾗ教室 て、人間本来が持つ身体機能を取り ｴｾﾅおおた・大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

     ･大森東福祉園 戻すことを目的とした体操を実施 9月9日～3月24日（ｶｷﾗ教室）

　    健康体操 六郷地域力推進センター

9月12日～3月27日（ｶｷﾗ教室）

大森福祉園

4月6日～2月15日（健康体操） 中止

　②夏休み子ども体育 運動に対して苦手意識を持つ小学

　　塾 生を対象として走る、投げる、跳

ぶなどの基本動作を学習する教室

を実施

(2)競技力向上及び資質向上等の対策

　①選手育成強化費の 都民体育大会で優秀な成績を上げた

　　交付 場合に、その参加者の所属する加盟 選手育成強化費交付団体 　16団体

団体に選手育成強化費を交付する。

　②セミナー、講習会 日本スポーツ協会、東京都体育協会 随時ホームページ等で周知

等の情報提供 などが主催するセミナー、講習会等

の情報を加盟団体に提供していく。

(3)年少者スポーツ育成

　①子ども卓球大会 小学校１年生～６年生を対象とした 11月3日　大森スポーツセンター

卓球大会 　

　②ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 小学生以上を対象として、卓球、バ スポーツまつりのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの一つ

　 ドミントンなど複数種目を体験する。 として、家族づれ等の参加者が、

各会場の種目数を増やすとともに、 卓球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾄﾞｯｼﾞﾋﾞｰなどを

オリンピック事前キャンプに来日す 体験した。

令和２年度事業報告書
  （令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

事業 内容（計画） 実施状況

中止

    51人
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るブラジルチームを歓迎しブラジル 5月31日 　　中止

発祥競技も取り入れる。 大森スポーツセンター

10月11日 （191人）

大田区総合体育館

※人数は区民スポーツまつりに含む

2月11日   　中止

ゆいっつ・平和島公園野球場

　③ｼﾞｬｲｱﾝﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 幼児～小学生を対象に野球の技術指導を6月～３月

通して子どもたちの健全育成を図る。 ※4.5月はｺﾛﾅ感染防止のため中止

　 大田平和島ｽｸｰﾙ 年間47回予定 年中～小学校2年 　　   32回

小学校3年～4年　　　 　32回 

小学校5年～6年　　 　  32回 

大田萩中ｽｸｰﾙ 年間47回予定 年中～小学校2年 　　   33回

小学校3年～4年　　　 　34回 

小学校5年～6年　　 　  33回 

(4)スポーツ少年団本部 地域におけるスポーツ教室開催にあ スポーツ少年団本部に事業経費

　 事業の助成 たり、事業推進の一部の経費を補助 ９万８千円を補助

し、活動を支援する。

(5)都民体育大会への区 大会に向けて結団式を挙行し、競技 第73回都民体育大会に代表選手派遣

　 代表選手等の派遣 種目に該当する加盟団体から代表選 Ｒ元.7～Ｒ2.2　総勢35人

手を派遣する。 第73回冬季/スキー・春季大会中止

大会終了後、成績発表・解団式を実 結団式 中止 開会式 中止

施する。 閉会式 中止 解団式 中止

(6)都民生涯スポーツ大 「都民生涯スポーツ大会」「都民ス 都民生涯スポーツ大会

　 会等への選手派遣 ポレクふれあい大会」に該当する競 　6種目　108人派遣

技種目の加盟団体から選手を派遣す 都民スポレクふれあい大会

る。  　1種目　6 人派遣

(7)区民スポーツまつり 「スポーツの日」に区内全域で、様 8月12日  第1回実行委員会(書面)

々なスポーツ、ゲーム、体力測定な 12月24日　第2回実行委員会(書面)

どを実施してスポーツへの取り組み 令和２年度は、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ

のきっかけづくりをする。新スポー ｸ開催予定で、ｽﾎﾟｰﾂの日が７月に

ツ健康ゾーンをはじめ拠点会場での 移動したため、例年と同時期に

プログラムを充実させ、スポーツに 開催した。また、コロナ禍のため、

よる健康づくり意識の向上を図る。 ｵﾝﾗｲﾝ開催や規模を縮小して実施。

今年度は新たにアーチェリーと相撲 台風接近が予想されたため屋外

を追加する予定である。東京オリパ ｲﾍﾞﾝﾄ中止。

ラ２０２０気運醸成のため、大田区 大田区総合体育館、大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

がオリンピック種目の体験会や障が など11会場でｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄを実施

い者スポーツのプログラムを提供す 10月11日（日） 参加者　1,685人

る。外国人への周知などＰＲを強化 地域会場はすべて中止

し、さらなる参加者増に努める。　
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２　スポーツ、レクリエーションに関する普及啓発及び顕彰に関する事業(定款第４条第２号関係)

　　スポーツ、レクリエーションに関する啓発、指導、宣伝並びに奨励を図り、併せてスポーツ、

　レクリエーション及び当体育協会の事業・運営をＰＲするために各種刊行物を発行しました。

スポーツ協会の概要はじめ、区民スポ ツイッター公式アカウント

ーツ大会などの事業をツイッター 10ツィート（4月15日～2月4日）

等のSNSを活用してタイムリーかつ 134フォロワー（前年比19増）

ビジュアルに広報していく。

(2) 会報｢ひろば｣発行 年２回(3月・9月)広報誌として、 第71号　9月1日発行　30,700部

事業案内や都民体育大会の成績、加 第72号　3月31日発行  6,300部

盟団体の活躍などを紹介する。 新型コロナ感染症の拡大による、大

さらに、2020年東京オリンピック・ 会や事業縮小の中、対コロナに向け

パラリンピックの気運醸成を図り、 た「健康づくり」の企画を掲載し、

企画・編集などを充実・強化する 紙面の充実を図った。

ため専門業者の活用を進める。

総合体育館での区民スポーツまつり

体験教室 開会式後に引き続き、オリンピック

アスリート等による講演を行い、そ 10月11日大田区総合体育館

の後に聴衆を観覧席からアリーナへ （大人58名　中学生以下43名　

と誘導しスポーツ体験につなげてい 　計113名）

く。 ※人数は区民スポーツまつりに計上

(4)企業連携による 企業スポーツと連携した教室の開催や

スポーツ・レクリ 企業連携による場の提供によって、

エ－ションの普及 スポーツ・レクリエ－ションの普及

　(新規） を行う。

(5)「ＯＴＡふれあいフ 大田区主催の「ＯＴＡふれあいフェ

　　ェスタ」への出展 スタ」に当協会のブースを設置し、

会報「ひろば」等を配布及びダーツ

ゲームを実施する。

(6)普及啓発活動 「ファミリーフットサルフェスティ

バル」を開催する。

(7)顕彰事業 ①体育功労者・体育優良団体・スポ 受賞者・受賞団体数

　ーツ功労者等を表彰する。 　区スポーツ協会表彰

②東京都体育協会等の表彰候補者・ 　・体育功労者　　　　　　　25人

　団体を推薦する。 　・体育優良団体　　　 　  5団体

　・永年勤続功労者　　　　　10人

　東京都功労者表彰

　・スポーツ振興功労者　　　 1人

　東京都スポーツ功労者表彰

　・スポーツ功労者　　　　　 1人

　・スポーツ功労団体　　 　1団体

　東京都体育協会表彰

　・生涯スポーツ功労者　 　  1人

　・生涯スポーツ優良団体　 1団体

バトミントン体験教室　講師YONEX指
導者※区民スポーツまつりで開催

事業 内容(計画） 実施状況

(1) ソーシャルネット

ワーキングサービス

（ＳＮＳ）の活用

(3)スポーツ講演会と　　

中止

中止

中止
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３　スポーツ、レクリエーションの指導者及び団体の育成に関する事業(定款第４条第３号関係）

　　広く区民にスポーツに親しんでもらうため、スポーツ、レクリエーション指導者の育成と加

　盟団体のスポーツ活動を支援しました。

(1)スポーツ団体の育成 加盟団体の事業計画書に基づき、その 51団体に合計204万円の振興補助金

活動に対する振興補助金を交付する。 を交付した。

(2)指導者養成講習会 ラジオ体操指導者養成講習会を７月 ６月29日、30日 中止

に２日間実施する。 大田区総合体育館

小学校ＰＴＡ、自治会・町会を中心

に案内文書を送付する。

障がい者水泳指導者養成講習会 10月6日、13日、20日、27日 中止

18歳以上で指導に興味があり、25ｍ 平和島公園水泳場

以上泳げる方が対象。

障がい者スポーツインフォメーショ

ンー、チラシと区報で募集。

(3)指導者講習会の開 加盟団体指導者等の資質向上を図る 第１回　令和3年1月30日　

　　催 ためトレーニング・コーチング・け 講義＆実技指導

が予防・栄養学等競技力向上に資す 「ｽﾄﾚｯﾁを基礎から正しく理解し、

る講習会を年2回の開催を予定。 　効果的なｽﾄﾚｯﾁを身に付ける」

講師 　岩間　徹氏（日本ﾎﾘｽﾃｨｯｸ

　　ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ協会副理事長）　

(4)指導者受講負担金 加盟団体が、指導者養成のため、外 助成件数 団体2件

部の団体等が実施する講習会等への

受講を希望する団体に対し受講料を

助成する。

(5)普通救命講習会実施 ２月上旬日曜日に大森消防署の協力 大森スポーツセンター

によりスポーツ指導者等に対する普 2月28日（日） 受講者

通救命講習会を実施する。

４　スポーツ、レクリエーションに関する各種教室及び大会の開催（定款第４条第４号関係）

　　区民を対象に様々なスポーツ教室を開催するとともに、春夏秋冬の各時期に各種スポーツの

　競技会を開催しました。また、小・中・高校生の各種スポーツのレベルアップを図るため強化

　練習会等を開催しました。

(1)初心者スポーツ教室 ①水泳教室 （平和島公園水泳場、 矢口区民センター温水プール

事業 内容(計画）

   51人

実施状況

実施状況

事業

中止となった。

内容(計画）

中止

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で実施を1回に

変更したが、それも感染状況を鑑み
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　 の開催 　矢口区民センター温水プール） 5/7～6/11　　　6日間 中止

　15歳以上（泳げない方）

　年２回(各6日間) 平和島公園水泳場

9/18～10/23　6日間 中止

②弓道教室（大田区総合体育館弓道 大田区総合体育館弓道場

　場） 5/14～6/25　 7日間 中止

　15歳以上　年１回（7日間）

③卓球教室（大森スポーツセ 大森スポーツセンター

　ンターアリーナ） 5/7～6/18　  6日間 中止

　15歳以上　年２回（各6日間） 9/10～10/15　 6日間  中止

④テニス教室(多摩川六郷橋緑地 多摩川六郷橋緑地庭球場

　庭球場） 10/3～11/7     6日間 中止

　15歳以上　年１回（6日間）

⑤ソフトテニス教室（大森スポーツ 大森スポーツセンター

　センターアリーナ） 9/3～9/24　　4日間 中止

　15歳以上　年１回（4日間） 　 　 　　  　　　　 

⑥ミニテニス教室（蒲田小学校） 蒲田小学校

　15歳以上　年１回（4日間） 5/16～6/13  　 4日間 　 中止

⑦グラウンド・ゴルフ教室（ふれあ ふれあいはすぬま運動場・

　いはすぬま運動場） 　　　　　　　　　第5集会室

　15歳以上　年１回（4日間） 5/11～5/14     4日間 中止

⑧武術太極拳教室（消費者生活セン 消費者生活センター大集会室

　ター大集会室） 6/5～6/26    4日間 中止

　15歳以上　年１回（4日間）

(2)小・中学生スポーツ ①剣道教室　（大森西区民センター、 大森西区民センター

　 教室の開催 　馬込区民センター、 洗足池小学 5/8～12/11   27日間    中止

　校、萩中集会所、多摩川小学校、 馬込区民センター・馬込中学校

　いずれも小・中学生） 5/8～12/11　 27日間 中止

　年１回（各27日間） 洗足池小学校

5/9～12/19　 27日間 中止

萩中集会所

5/7～12/10   27日間 中止

多摩川小学校

5/8～12/11  27日間 中止

②ソフトテニス教室（小学生：高畑 高畑小学校

　小学校、中学生：六郷中学校） 5/16～11/28  14日間 中止

　年1回（各14日間） 六郷中学校

5/10～11/1　 14日間 中止

③卓球教室（中学生：蓮沼中学校） 蓮沼中学校

　年1回（14日間）　 5/16～11/21　14日間 中止
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④バドミントン教室(小学4年～中学 矢口東小学

　生：矢口東小学校) 5/16～12/5 　14日間　　 中止

　年1回（14日間）　

⑤陸上教室（小学4年～中学生：区 区民広場

　民広場） 5/16～10/3 　14日間 中止

　年1回（14日間）

⑥テニス教室（中学生：大森第六中 大森第六中学校

　学校） 5/10～10/18　13日間 中止

　年1回（14日間）

⑦ダンス教室(小学4年～中学生：大 大森第八中学校

　森第八中学校） 5/17～9/13　14日間 中止

　年1回（14日間）

(3)障がい者水泳教室 水泳をとおして障がい者にスポーツ 平和島公園温水プール

に親しむ機会を提供する。（区内在 5/20,5/27,6/3,6/10,6/17　

住の小学生以上で心身に障がいのあ 6/24,9/16,9/30,10/7,10/14　

る方） 10/21,10/28 中止

　12回

(4) 障がい者スポーツ 区民スポーツ大会とは別に加盟団体

   事業への助成 が障がい者を対象としたスポーツ事 助成件数　0件

業を開催した場合、加盟団体に対し

て運営費を助成する。

(5)第73回区民スポーツ 大田区・スポーツ協会主催、各加盟団体主管

　 大会の開催 ※総合開会式を9月6日、大田区総合体育館　中止　

（実施状況） 春・夏期は１種目を除き中止　秋・冬季は一部実施

1 アーチェリー 平和の森公園アーチェリー場

2 合気道演武 南馬込文化センター

3 ゴールドジム・サウス東京

4 洗足区民センター

5 居合斬道 大田区民プラザ

6 インディアカ 大森スポーツセンター

7 エアロビクス 池上会館

8 都立小山田緑地（町田市）

9 空手道 大森スポーツセンター

10 弓道 大田区総合体育館 弓道場

11 クレー射撃 千葉県成田射撃場

12 ゲートボール 六郷橋緑地ゲートボール場

13 剣道 大田区総合体育館ほか

14 ゴルフ

15 サッカー 多摩川緑地サッカー場ほか

16 自転車走行会 ガス橋⇔東高根森林公園ほか

17 柔道 大森スポーツセンター

18 少林寺拳法演武 大森スポーツセンター

19 水泳競技 平和島公園プール

6/7,10/4 中止

中止

中止

4/29,11/22 中止

1 丸の内倶楽部

6/21,11/8

中止

中止

14人

種　目 期　間 日数 会　場
延参加
者数

1

オリエンテーリング

10/4 1

11/8 1

6/7，12/6

11/7

11/8
アマチュア
レスリング

アマチュア
ボクシング

10/18,11/8 2

6/7,11/1

4/26,10/4

5/24,10/25

9/6 中止

9/6～1/17 4 1,470人

5/24,10/18 中止

9/20 中止

中止

226人

52人

中止

84人

9/13

11/11

30人

中止

4/26,9/27

中止
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20 スキー競技 南魚沼市「五日町スキー場」

21 相撲 平和の森公園相撲場

22 ソフティテニス 大森スポーツセンター

23 ソフトテニス 多摩川六郷橋緑地庭球場

24 ソフトボール

25 タグラグビー

26 卓球 大森スポーツセンター

27 玉入れ競技 大森スポーツセンター

28 ダンススポーツ 大森スポーツセンターほか

29 釣魚

30 テニス 本羽田公園庭球場ほか

31 なぎなた 雪谷文化センター

32 軟式野球

33 区民ハイキング

34 馬術 紅葉台木曽馬牧場（山梨県）

35 バスケットボール 大森スポーツセンター

36 バドミントン 大森スポーツセンター

37 バトントワリング 大田区総合体育館

38 バレーボール 大森スポーツセンターほか

39 ハンドボール 大森スポーツセンター

40 武術太極拳 大田区総合体育館

41 ボウリング 蒲田イモンボウル

42 ボッチャ 大森スポーツセンター

43 ミニテニス 大森スポーツセンター

44 民踊

45 ライフル射撃 埼玉県長瀞総合射撃場ほか

46 陸上競技

47 池上会館

(7)OTAウォーキング 身近な運動であるウォーキングで 4月19日（約8㎞） 中止

区内のスポーツ施設等を巡る。 矢口小学校～多摩川河川敷～ｿﾗﾑﾅｰﾄﾞ羽田緑地

区民（区内在住・在学・在勤） 11月中旬 中止

4月19日

11月中旬

(8)ジュニア育成地域 ①ジュニア陸上競技記録会

   推進事業 ②ジュニア選抜ソフトボール大会 11/22

③小学生ソフトテニス強化練習 10/25

④中学生ソフトテニス強化練習 11/22

⑤高校生ソフトテニス大会

⑥大田Eggsジュニア卓球教室 7/5～12/27（14回）

多摩川緑地野球場

中止

9/20～12/13 3 376人

1/17 中止

5/10,9/27 中止

10/25 1 46人

9/6～10/25 5 多摩川ガス橋緑地野球場 1,110人

9/12，13 2 170人

11/29 33人1

250人11/23 1 多摩川ガス橋緑地サッカー場

9/5～10/11 9 546人

2/14 1 28人

8/30,1/31 中止

11/8 1 三浦半島、「小網代港」 18人

11/23 1 60人

5/11～6/28
9/14～12/27

中止

9/12～12/6 21 11,523人

4/5,9/27
高尾森林公園など
三浦半島鷹取山などﾞ

中止

4/26～5/24
10/4～12/18

中止

11/15，
11/21

2 220人

11/14 1 196人

9/22 中止

5/2,11/3 中止

4/26,11/22 大田区民ホールアプリコ 中止

レクダンス・
フォークダンス

5/4,11/1

9/20,10/18 2 12人

会場確保困難のため 中止

中止

11/23 1 83人

10/18 1 58人

中止2/14

延91人

63日 16,605人

50人

中止

97人

43人
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⑦ジュニア育成ボート体験教室 令和２年度中止

⑧ジュニアゴルフ大会

⑩ジュニア剣道強化練習 8/22

⑪ジュニア女子サッカー教室

⑫大田ジュニア選抜サッカー大会 12/20

⑬ジュニアバドミントン大会

⑭ジュニアカヌー教室

⑮ジュニア軟式野球交流大会

⑯ジュニアボウリング体験学習会 12/26，27　2/20，21(2回）

(9)シニアスポーツ振興 ①ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ親睦交流大会 12/3

　 事業 ②シニア卓球競技会 12/3

③ｼﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ教室 2/7

④いきいきﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 中止

⑤障がい者・ｼﾆｱ向けｽﾄﾚｯﾁ体操講習会 2/7 44人

⑥ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技・審判講習会 11/14

⑦ｼﾆｱ剣道講習会

５　大田区から受託する区立スポーツ施設の管理運営に関する事業（定款第４条第５号関係）

　　施設を利用し区民のためのスポーツ教室やランニングクリニックなどを開催しました。また、

　指定管理者として、大森スポーツセンター・大田スタジアムの管理運営を行いました。

(1)大森スポーツセンタ ○運営の基本方針と達成目標

　 ー施設の管理運営 　体育、スポーツ及びレクリエーシ

　ョンの普及振興を図り、区民の心

　身の健全な発達に寄与する。

○施設 ○施設 利用回数

①アリーナ ①アリーナ     　689回

②健康体育室 ②健康体育室

③小ホール ③小ホール

④ミーティングルーム ④ミーティングルーム

⑤トレーニングルーム ⑤トレーニングルーム

(2)大森スポーツセンタ ○健康体育室、トレーニングルーム 〇各教室の種目・利用数

　 ー自主事業 　を利用し、スポーツ教室を開催  10種目

①公募型    延 176回

　「がっつりｺｰｽ」「いきいきｺｰｽ」」

　「ゆったりｺｰｽ」「ﾍﾞﾋﾞｰｺｰｽ」 ※10月からｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにそえる教室

　「幼児ｺｰｽ（新規）」 　（10/２６教室）を再開

②自由型

　「当時参加ｺｰｽ」 　・「当日参加ｺｰｽ」中止

○小ホールを利用し、健康運動講演会

を開催する 中止

66人

中止

中止

中止

⑨ジュニア柔道強化練習 中止

32人

中止

事業 内容 実施状況

      A室 90回
      B室 27回

         　B室780回
　　　　　 C室769回

    135回

     299回

       延2,144人

　・「幼児ｺｰｽ（新規)」中止

中止

50人

27人

55人

115人

215人
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○施設や周辺を利用した参加費無料

　のイベントの開催 中止

①七夕飾り付け

②ハッピーハロウィンイベント

③クリスマスツリー飾り付け

○親子卓球教室を開催する（新規） ※年1回に変更 参加者数

　対象：希望する親子　16人定員 　 6人

　日程：年２回     実施日　8月 2日

〇ｳﾞｨｯｷｰｽﾞﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾘﾆｯｸを開催。 参加者数

　対象：希望者　80人定員 　 24人

　日程：年1回（8月29日）    実施日　 8月29日

　内容：公開練習とｸﾘﾆｯｸ、交流ｲﾍﾞﾝﾄ

〇走り方講座を開催（試行） 参加者数

　 9人

   実施日　 3月21日

○アリーナの一般開放 利用実績

　団体利用の多いアリーナを個人で 　 2回開催

　も利用できるよう開放し卓球、バ 延44人利用

  ドミントン等のスポーツを自由に

　に、楽しんでいただく。

(3)大田スタジアム ○運営の基本方針と達成目標

　施設の管理運営 　体育、スポーツ及びレクリエーシ

　ョンの普及振興を図り、区民の心

　身の健全な発達に寄与する。

○施設 ○施設 利用回数

①野球場　　 ①野球場　　 　   1,343回

②大会議室　　 ②大会議室　　     　　55回

③小会議室　　 ③小会議室　　     　　57回

④本部室 ④本部室     　 102回

(4)大田スタジアム ○ジャイアンツメソッド野球教室を 実施日と参加者数

　自主事業 　開催する。

　対象：幼稚園年中～小学生・保護者

　　　　各50組100人定員　

　日程:年2回（12月）

○ランニングクリニックを開催する 　 参加者数

　対象：16歳以上～成人　50人定員 16人

　日程:年1回（１月） 実施日 １月30日

〇大田スタジアム一般無料開放ＤＡＹ

(試行） 大田スタジアムのグラウンドを一般に

12/12AM小学1,2年と保護者12組31名

   　PM小学3,4年 26名（保護者33名）
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　　　　1/6

○ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ体験会を開催する 中止

　対象：小学生　50人定員

　日程:年1回（冬季）

○東都大学野球連盟野球教室＆ 中止

　交流試合

　対象：小学生　150人定員

　日程:年1回（６月）

○新ｽﾎﾟｰﾂ健康ｿﾞｰﾝ活性化事業 中止

　（ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ）（新規）

　対象：中学生以上　

　日程:令和２年４月18日（土）

　～令和３年２月14日（日）

６　その他

(1)自動販売機の設置 スポーツ施設に清涼飲料水等の自動 大森スポーツセンター　    　3台

販売機を設置し、利用者の利便を図 大田スタジアム 5台

るとともに、当協会の事業を実施す

るための収益を確保する。

(2)親睦会の開催 事業運営には加盟団体との連携・協 新年会　1月26日 中止

力体制が重要であるため新年懇親会  大田区民ホールアプリコ　　

や都民体育大会解団式後の懇親会を 懇親会　6月26日 中止

開催し、より良好な関係を構築する。  大田文化の森　　　　 　 　

７　管理費関係

各会議体・部会会議等の状況

(1)各会議・各部会の ○評議員会

　 開催 　第１回書面による評議員会決議

　令和２年５月27日決議（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　(1)令和元年度決算書(案)について（議案）

　(2)理事候補者の選任（案）について（議案）

　(3)令和元年度事業報告書について（報告）

　(4)評議員選定委員会の評議員選定結果について（報告）

　第２回書面による評議員会報告

　令和３年３月31日決議（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

事業 内容(計画） 実施状況

事業

開放しキャッチボール、バトミントン、

サッカーのパス練習、なわとび、凧揚

げ、ドッチビー等、15種の運動を楽し

んでいただいた。

実施日　10/14、11/26、12/26、12/27

　　　　　　　　　　　　参加者数

                          延べ156人
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　(1)大田区所管部局選出理事候補の選任について（議案）

　(2)令和３年度事業計画について（報告）

　(3)令和３年度収支予算について（報告）

　(4)令和３年度資金調達及び設備投資の見込みについて（報告）

　(5)大田区スポーツ協会中期実施計画の評価・分析と改善について（報告）

　(6)（公財）大田区スポーツ協会規程の制定及び改正について（報告）

　(7)大田区スポーツ協会への加盟申請の承認について（報告）

　(8)加盟団体次期代表委員及び部員について（報告）

　(9)会議及び行事日程について（報告）

○理事会

　第１回書面による理事会決議

　令和２年５月11日決議（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　(1)令和元年度事業報告書（案）について（議案）

　(2)令和元年度決算書（案）について（議案）

　(3)理事候補者の推薦（案）について（議案）

　(4)令和２年度第１回評議員会について（議案）

　(5)評議員選定委員会選定結果について（報告）

　(6)理事長・専務理事の職務執行状況の報告（報告）

　第２回書面による理事会決議

　令和２年６月３日決議（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　(1)理事長の選定について（議案）

　第３回書面による理事会決議

　令和２年12月14日決議

 （1）令和２年度事業計画の変更について(議案）

　(2)（公財）大田区スポーツ協会の主たる事務所の移転について（議案）

　(3)（公財）大田区スポーツ協会財産運用管理規程の制定（案）について

（議案）

　(4)（公財）大田区スポーツ協会評議員及び役員候補者推薦規程改正（案

　　）について（議案）

　(5)（公財）大田区スポーツ協会評議員選定委員の報酬及び費用に関する

　　規程改定（案）について（議案）

　(6）（公財） 大田区スポーツ協会 部会規程の改正（案）について（議

案）

　第４回書面による理事会決議

　令和３年２月26日決議

　(1)第２回評議員会の開催ついて（議案）

　第５回書面による理事会決議

　令和３年３月26日決議（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　(1)令和３年度事業計画（案）について（議案）

　(2)令和３年度収支予算（案）について（議案）

　(3)令和３年度資金調達及び設備投資の見込み（案）について（議案）

　(4)大田区スポーツ協会中期実施計画の評価・分析と改善について（議案）

　(5)大田区スポーツ協会への加盟申請の承認（案）について（議案）
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　(6)大田区所管部局選出理事候補の推薦（案）について（議案）

　(7)（公財）大田区スポーツ協会規程の制定及び改正について（報告）

　(8)加盟団体次期代表委員及び部員について（報告）

　(9)財政援助団体等監査（大田区）結果等の報告について（報告）

  (10)理事長・専務理事の職務執行状況（報告）

  (11)その他（今後の会議予定他）（報告）

○加盟団体代表委員会

　第１回書面による開催　（令和２年4月開催予定）

　(1)令和２年度事業計画について

　(2)令和２年度収支予算について

　(3)令和２年度資金調達及び設備投資の見込みについて

　(4)（公財）大田区スポーツ協会組織図

　(5)今後の会議等予定について　　

　第２回書面による開催　（令和２年7月開催予定）

　(1)令和元年度事業報告・決算について

  (2)令和２年度大田区スポーツ協会表彰について　

　(3)（公財）スポーツ協会の活動状況及び各部会について 

　(4)（公財）大田区スポーツ協会事業に伴う感染拡大予防ガイドライン 

　(5)令和２年度コロナ禍におけるスポーツ協会事業開催状況

　(6)各部会及びスポーツ協会の活動状況について

　第３回書面による開催　（令和３年１月開催予定）

　(1)次期役員（理事、監事）の選任の流れについて

　(2)次期評議員の推薦について

　(3)次期代表委員、部員の選出について

　(4)令和３年度自主事業計画案について

　(5)（公財）大田区スポーツ協会の主たる事務所の移転について 

　(6)令和２年度事業計画の変更について

　(7)部会・協会からの報告について

○表彰審査委員会

　第１回　令和２年7月16日

　(1)令和２年度大田区スポーツ協会表彰について

〇加盟審査会

　第１回　令和３年２月24日

　(1)大田区スポーツ協会への加盟申請の推薦について

○各部会

　(1)総務部会　 5回開催

　　 ・会報「ひろば」編集・発行について

　　 ・大田区スポーツ協会表彰について　他

　(2)事業部会   6回開催

　　 ・自主事業の検討について

　　 ・普通救命講習への対応について　

　(3)競技力向上部会　2回開催

　　 ・指導者講習会の実施について　他
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(2)ホームページによる 　事業計画、予算決算等公告の掲載

　 情報公開 区民向け情報コーナー、加盟団体向

性のある内容をタイムリーに広く区 けコーナーの充実

民へＰＲしていく。 また、コロナ禍において、自宅でも

　今後もＰＲ強化につながる内容に充 実践できる運動特集などの動画を配

実していく。 信。ガイドライン等タイムリーな情

報提供を行った。

　事務局の管理運営

○ＩⅭＴ環境の整備 令和２年９月15日「ICT推進ｼｽﾃﾑ導

　給与管理システム、勤怠管理システ 入業務」委託業者選定委員会を経て

ム、個別メール機能、グループウェア ㈱大塚商会に決定。

の導入等により事務作業の効率化を図 令和２年９月30日契約締結。

る。 令和３年３月31日導入設定完了。

○スポーツ協会移転

　令和２年度末、スポーツ協会事務所 令和３年２月２日大田区立大森スポ

を当協会と子ども家庭支援センターの ーツセンター内に移転。

事業拡張に伴い、仮移転する。（新事

務所は令和４年度ふれあいはすぬまに

竣工予定）

(3)その他

　当協会の事業計画、予算決算、大会、

教室、加盟団体の情報等を公開し、即時

実施状況事業 内容(計画）
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