
平成２９年度

事業報告書

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

公益財団法人　大田区体育協会



　公益財団法人大田区体育協会は、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。

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 田園調布せせらぎ公園

　　・はつらつ体操 体とした体操（高校生以上）とシェ 4月5日～3月27日

　　・さわやかｼｪｲﾌﾟ イプアップを目的とした体操（おお

      ｱｯﾌﾟ教室 むね40歳以上）及びヨガを実施

　　・ヨガ教室(新規）

　②夏休みこども体育 走る、投げる、跳ぶなどの基本動作 大森スポーツセンター

　　塾 を学習する教室（小学生）を実施 7月26日～7月28日

　③親子体操教室 乳児と触れ合いながら親子のコミュ エセナおおた

ニケーションを図る体操とタッチケ 4月12日～3月28日

アを通し親子のスキンシップや子ど

もの心身の発達を促す体操を実施

(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団体 選手育成強化費交付団体　　23団体

に選手育成強化費を交付する。

　②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　平成29年6月23日　

　　催 ため年４回開催する。 「スポーツ栄養と熱中症対策」

講師 管理栄養士　椎橋　聡子氏　

参加者　52人

第２回　平成29年11月18日　

「指導者のための正しいテーピング」

講師 柔道整復師　永井　正之氏

　

第３回　平成30年2月3日　

「パフォーマンスを上げ、故障を防ぐ

　ダイナミック10　」

講師 ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ　　新田　幸一氏

　

　③指導者受講負担金 加盟団体から講習会に派遣された場

合、各団体年２回まで受講に伴う費 助成件数　団体２件

用の一部を助成する。

平成２９年度事業報告書
  （平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

事業 内容（計画） 実施状況

3,411延人

54人

143組286人

参加者60人

参加者55人
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(3)年少者スポーツ育成

　①子ども野外活動 １泊２日の日程で、飯盒炊さんやハ 7月29～30日 

　　教室 イキング、野菜収穫体験、キャンプ 　 　　　　　　　野辺山学園46人

ファイヤーなどを行う。 雨天により一部内容を変更した。

　　　　　　　小学校3年生～6年生

　②少年少女卓球大会 小学校３年生～６年生を対象とした 11月12日　大森スポーツセンター

卓球大会 　　　　　　　　　　　　　　71人

　③ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 小学生を対象として、卓球、バドミ 小学生等の参加者が卓球、バドミント

　 ントンなど複数種目を体験する。 ン、ボッチャ、フライングディスク、

玉入れを体験した。

6月18日

大森スポーツセンター

　　　　　　　　　　　　　　95人

　④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 ４月～３月

　大田平和島ｽｸｰﾙ(新規） を通して子どもたちの健全育成を図る。 年中～小学校2年生　　　38回

野球教室　年間44回予定 小学校3年～6年生　　 　37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70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 H28.8～H29.6　総勢533人

手を派遣する。 男子、女子共 総合優勝

大会終了後、成績発表・解団式を実 結団式 4月27日 開会式 5月7日

施する。 閉会式 6月24日 解団式6月30日

(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 　14種目　176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。  　4種目　66 人派遣

(7)区民スポーツまつり 「体育の日」に総合体育館、大森ス 6月7日 　第１回実行委員会

ポーツセンター、区内の公園、野球 6月19日　実施団体運営委員会

場、小中学校のグラウンド等40を越 7月25日  第２回実行委員会

える会場で、様々なスポーツ、ゲー

ム、体力測定などを実施する。 　大田区総合体育館、大森スポーツ

　センターなど47会場でスポーツイ

　ベントを実施 参加延16,921人

10月9日体育の日

10月1日　地域会場

　松仙小学校

　池雪小学校

　大森第七中学校

　六郷文化センターほか

　大田区総合体育館

4,480人

11,855人
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10月15日 地域会場

　ふれあいはすぬま

　大森第四中学校

11月27日  第３回実行委員会

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。

(1) 会報｢ひろば｣発行 年２回(3月・9月)に広報誌として、 第65号　9月1日発行　31,000部

事業案内や都民体育大会の成績、加 第66号　3月31日発行  5,300部

盟団体の活躍などを紹介する。

(2)「ＯＴＡふれあいフ 大田区主催の「ＯＴＡふれあいフェ 11月4日、5日

　　ェスタ」への出展 スタ」に当協会のブースを設置し、 ｱﾝｹｰﾄの実施、「ひろば」配布、

会報「ひろば」等を配布する。 各加盟団体活動状況の写真掲出な

どにより、ｽﾎﾟｰﾂ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝに関す

る普及啓発活動を行った。

ｱﾝｹｰﾄ回答　約1,000人

(3)普通救命講習会実施 ２月上旬及び下旬の日曜日に大森消 大森スポーツセンター

防署の協力によりスポーツ指導者等 受講者 2月25日

に対する普通救命講習会を実施する。

(4)大田スポーツサミッ スポーツ関係各界の方々による基調 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ柔道金ﾒﾀﾞﾘｽﾄ谷本歩実氏の講演

　 ト2017の開催 講演やシンポジウムを実施する。 会及び野川春夫理事長をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとし

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄとして谷本歩実氏(コマツ柔道

部助監督）、山崎一彦氏(日本陸連強化

委員会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）、田口亜希氏(ｱﾃﾈ、北

京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ射撃入賞）、一言太郎氏

(前ｽﾎﾟｰﾂ庁参事官補佐）によるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

を実施した。

7月15日　大田区民プラザ270人

(5)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。 　区体育協会表彰

②東京都体育協会等の表彰候補者・ 　・体育功労者　　　　　　　15人

　団体を推薦する。 　・体育優良団体　　　　　 4団体

　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

45人

586人

事業 内容(計画） 実施状況
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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き、その 49団体に合計196万円の振興補助金

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 7月4日、5日、7日

に３日間実施する。 大森スポーツセンター

小学校ＰＴＡ、自治会・町会を中心 167人延352人

に案内文書を送付する。

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

　 の開催 　矢口区民センター温水プール） 4/6～6/1　　　8日間

　15歳以上（泳げない方） 　　　　　 　　　　　66人延381人

　年２回(各8日間) 平和島公園水泳場

10/6～12/1 　 8日間

　　　　　 　　　　　88人延504人

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） 5/17～7/13　 10日間

　15歳以上　年１回（10日間） 　　　　　 　　　　　66人延396人

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） 5/11～6/29　  8日間  58人延348人

　15歳以上　年２回（各8日間） 9/7～10/26　  8日間  54人延338人

④テニス教室(多摩川六郷橋緑地 本羽田公園庭球場

　庭球場）

　15歳以上　年１回（8日間） 1/13～3/24　 8日間 54人延313人

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） 9/7～10/5 　　5日間

　15歳以上　年１回（5日間） 　 　　　 　　　　　42人延151人

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（5日間） 5/13～6/10  　 5日間 16人延63人

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） 5/15～5/19　   5日間

　15歳以上　年１回（5日間） 　　　　　 　　　　　人延　　人 　13人延57人

事業 内容(計画）

実施状況

実施状況

事業 内容(計画）
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(2)小・中学生スポーツ 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 5/12～12/8　 27日間  延403人

　校、萩中集会所、多摩川小学校、 馬込区民センター

　いずれも小・中学生） 5/12～1/5　  27日間  延368人

　年１回（各27日間） 洗足池小学校

5/13～1/6    27日間  延690人

萩中集会所

5/11～12/14  27日間  延809人

多摩川小学校

5/12～12/22  27日間  延900人

(3)第70回区民スポーツ 大田区・体育協会主催、各加盟団体主管

　 大会の開催 ※総合開会式を9月3日、大田区総合体育館で開催　参加者数1,386人

（実施状況　１年間の実績）

アーチェリー 平和の森公園アーチェリー場

合気道演武 南馬込文化センター

ゴールドジム・サウス東京

洗足区民センター

居合斬道 大田区民プラザ

インディアカ 大森スポーツセンター

エアロビクス 池上会館

空手道 大森スポーツセンター

弓道 大田区総合体育館 弓道場

クレー射撃 千葉県成田射撃場

ゲートボール 六郷橋緑地ゲートボール場

剣道 大田区総合体育館ほか

ゴルフ

サッカー 多摩川緑地サッカー場ほか

柔道 大森スポーツセンター

少林寺拳法演武 大森スポーツセンター

水泳競技 平和島公園プール

スキー競技 南魚沼市「五日町スキー場」

相撲 平和の森公園相撲場

ソフティテニス 大森スポーツセンター

ソフトテニス 多摩川六郷橋緑地庭球場ほか

ソフトボール

卓球 大森スポーツセンター

ダンススポーツ 大森スポーツセンター

釣魚

テニス 本羽田公園庭球場ほか

なぎなた 大田区民プラザ

軟式野球 大田スタジアムほか

種　目 期　間 日数 会　場
延参加
者数

487人

5/7,9/24

6/3,11/4 2

6/4,12/3 2 34人

4/9,11/19 2 387人

23人

5/28,10/22 2 70人

6/25,11/26 2 1127人

4/2,10/8 2

9/17 1 86人

138人

アマチュア
ボクシング 11/12 1 54人
アマチュア
レスリング

2 784人

4/23,9/24 2 181人

63人2

6/4,11/5

5/5,9/10 2 48人

5/14,/9/17 2 233人

4/13,10/5 2 神崎カントリー倶楽部ほか

8/20,3/11 2 202人

4/2～7/16 12 1123人

1/21 1 41人

5/14,9/24 2 76人

9/3 1 341人

3/26～7/23 44 4,616人

5/21,10/15 2 358人

8/27,1/28 2 842人

5/21,10/8 2 三浦半島　「金田湾」、「油壷沖」 50人

4/2～6/11
9/3～10/15

13 多摩川ガス橋緑地野球場 2,505人
4/15,16
9/9,10

4 2,016人

3/19～7/23 42 32,214人

3/5～4/23
9/2～10/1

19 1,073人

11/5 1 42人
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区民ハイキング

馬術 多摩川ガス橋緑地ほか

バスケットボール 大森スポーツセンターほか

バドミントン 大森スポーツセンターほか

バトントワリング 大森スポーツセンター

バレーボール 大森スポーツセンターほか

ハンドボール 大森スポーツセンター

武術太極拳 大田区総合体育館ほか

ボウリング 平和島スターボウルほか

ミニテニス 大森スポーツセンター

民踊

ライフル射撃 神奈川県伊勢原射撃場ほか

陸上競技

池上会館

(4)スポーツ奨励事業 自転車走行会 ガス橋下→東高根森林公園他

秦野市弘法山周辺

玉入れ競技 大森スポーツセンター

(5)ジュニア育成地域 ①ジュニア陸上競技記録会 8/20

   推進事業 ②ジュニア選抜ソフトボール大会 12/3

③小学生ソフトテニス強化練習 7/30

④中学生ソフトテニス強化練習 2/18

⑤高校生ソフトテニス大会 7/22

⑥大田Eggsジュニア卓球教室 4/9～3/18（22回）

⑦ジュニア育成ボート体験教室 7/29,30

⑧ジュニアゴルフ大会 8/2,12/27

4/23～2/18（7回）

⑩ジュニア剣道強化練習 8/27

⑪ジュニア女子サッカースクール 10/21,22

⑫大田ジュニア選抜サッカー大会 12/3

⑬ジュニアバドミントン大会 12/17

⑭ジュニアカヌー教室 6/24～8/5（5回）

⑮ジュニア軟式野球交流大会 台風21号でｸﾞﾗﾝﾄﾞ冠水のため中止

(6)シニアスポーツ振興 ①シニア卓球競技会 11/16

　 事業 ②ｼﾞｮｲﾌﾙｽﾛｰﾋﾟｯﾁｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技会 12/10

③ｴﾝｼﾞｮｲｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （実施せず）

④ｼﾆｱｳｫｰｷﾝｸﾞﾌｪｽﾀ(新規） 8/20

⑤ｼﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（新規） 10/21

⑥障がい者・ｼﾆｱ向けｽﾄﾚｯﾁ体操講習会 2/11

延241人

48人

31人

126人

4/2,10/1 2
横須賀市「大楠山」
三浦半島「武山」

174人

4/1,2
9/23～11/4

5 1,070人

8/21 1 257人

4/23,11/26 2 234人
5/4～6/25
9/4～12/27

44 4,893人

6/3,11/23 2 536人

4/16,10/15 2 161人

4/23～6/4
10/22～12/10

10 2,205人
5/14,20
11/12,18

4 562人

4/30,5/14
9/24,10/1

4 36人

4/29,9/24 2
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技
場

1,013人

5/3,11/3 2 244人

4/23,11/19 2
大田区民センター
大田区民ホールアプリコ

655人

レク・フォーク
ダンス

5/5,11/12 2 146人

257 61,400人

5/28,10/1 2 66人

オリエンテーリング
大会

11/5 1 53人

⑨ジュニア柔道強化練習 59人

5/18,11/19 2 155人

632人

125人

54人

51人

105人

15人

62人

131人

101人

110人

人

49人

24人

53人

72人
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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少年少女早朝野球大会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 利用回数

①アリーナ ①アリーナ

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 23種目

　いきいき体操、親子体操、ヨガ、 865延回

　シェイプアップエアロ、フラダン  19,270延人

　ス、太極拳等の教室の開催

　新たに、高齢者を含めた健康教室

　の開催

○小ホールを利用したものづくり教 ・ブレスレットづくり

　室、講演会の開催 ・万華鏡づくり

・クリスマスライトづくり

・クリスマス石鹸づくり

・健康運動講演会（3回）

○施設や周辺を利用した参加費無料 ・七夕飾り付け

　のイベントの開催 ・クリスマスツリー飾り付け

○アリーナの一般開放 利用実績

　アリーナの利用がない時間帯 11回開催

　(午前9時～11時45分、午後1時30分 356人利用

   ～4時15分)

　に、卓球台を一般の方々に開放

(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

　ョンの振興並びに区民の心身の健

　全な発達に寄与する施設であると

　ともに、常に利用者に対して良好

　な運動環境を提供する。

○施設 利用回数

①野球場 ①野球場

②大会議室 ②大会議室

55人

A室 225
回

1621回

77回

15人

16人

997回

339回

348回

29人

B室 1,007回
C室 967回

事業 内容 実施状況

21人
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③小会議室 ③小会議室

④本部室 ④本部室

(4)大田スタジアム ○夏休み大田区少年少女早朝野球大

　 自主事業 　会の開催 開催期間 7/21～8/25

　全日程15日間(7/21～8/31の間) 開催日数 　延11日間

　午前６時～８時までの２時間 参加者  　延1,035人

○ジャイアンツメソッド野球教室の 実施日と参加者数

　開催 5-6才と保護者　17組34名

　幼稚園年中～小学生・保護者対象 小学1,2年と保護者17組34名

　年４回 小学3,4年　　28名

小学5,6年　　20名

○ランニングクリニックの開催 実施日

　小学生～成人 参加者 39名

　年１回

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 大田スタジアム　　 　　　5台

販売機を設置し、利用者の利便を図 大森スポーツセンター　 　3台

るとともに、当協会の事業を実施す 平和島ユースセンター　 　1台

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 70周年祝賀・新年会　1月23日

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　約400人

や都民体育大会解団式後の懇親会を 懇親会　　　6月30日

開催し、より良好な関係を構築する 大田文化の森　　　　　　約200人

７　管理費関係

(1)各会議・各部会の ○評議員会

　 開催 　第１回　平成29年5月26日

　(1)平成28年度決算報告(案)について（議案）

　(2)理事及び監事の選任について（議案）

　(3)定款の変更について（議案）

　(4)役員び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程の

　　 改正について（議案）

　(5)評議員選定委員会委員について

　(6)平成28年度事業報告書について（報告）

　(7)「今後の体育協会のあり方検討会」のまとめについて（報告）

　(8)幹部会議規程の改正について（報告）

　(9)都民体育大会について（報告）

　(10)大田ｽﾎﾟｰﾂｻﾐｯﾄ2017について（報告）

　(11)第70回区民ｽﾎﾟｰﾂ大会について（報告）

2/10

4/25

12/2

31回

131回

事業 内容(計画） 実施状況

事業 各会議体・部会会議等の状況
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　第２回　平成29年7月24日

　(1)理事の選任について（議案）

　第３回　平成30年3月29日

　(1)平成30年度事業計画について（報告）

　(2)平成30年度収支予算について（報告）

　(3)平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて（報告）

○理事会

　第１回　平成29年5月10日

　(1)平成28年度事業報告(案)について（議案）

　(2)平成28年度決算報告(案)について（議案）

　(3)評議員選定委員会委員の選任について（議案）

　(4)役員候補者の推薦について（議案）

　(5)評議員候補者の推薦について（議案）

　(6)定款の変更案について（議案）

　(7)幹部会議規程の改正について（議案）

　(8)加盟団体代表委員会規程の改正について（議案）

　(9)加盟団体規程の改正について（議案）

　(10)表彰規程の改正について（議案）

　(11)平成29年度第１回評議員会の開催について（議案）

　(12)理事長の職務執行状況報告（報告）

　(13)都民体育大会について（報告）

　(14)大田ｽﾎﾟｰﾂｻﾐｯﾄ2017について（報告）

　(15)第70回区民ｽﾎﾟｰﾂ大会について（報告）

　第２回　平成29年5月26日

　(1)理事長（代表理事）の選定について（議案）

　(2)名誉会長・名誉顧問推薦規程の制定について（議案）

　(3)評議員候補者の推薦について（議案）

　(4)評議員選定委員会による評議員の選任結果について（報告）

　(5)役員び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程の

　　 改正について（報告）

　(6)評議員選定委員会委員の選任について（報告）

　第３回　平成29年7月24日

　(1)専務理事の選定について（議案）

　(2)体育協会創立70周年記念体育協会特別功労賞等表彰規程の策定

　　 について（議案）

　(3)区民ｽﾎﾟｰﾂまつりにおける事業の一部委託について(案)（議案）

　第４回　平成30年3月28日

　(1)平成30年度事業計画(案)について（議案）

　(2)平成30年度収支予算(案)について（議案）

　(3)平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて(案)（議案）

　(4)非常勤職員設置規程の一部改正について（議案）

　(5)評議員選定委員会規則の一部改正について（議案）

　(6)評議員選定委員会委員（外部委員）の選任について（議案）

　(7)理事長・専務理事職務執行状況報告（報告）
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○書面による理事会決議

　平成29年6月30日決議

　(1)理事長の任免に係る理事会の承認及び理事候補者の

　   推薦について（議案）

　(2)平成29年度第２回評議員会の開催について（議案）

　平成30年1月12日決議

　(1)職員の給与の改定について(議案）

　(2)体育協会事務室の移転について(議案）

　平成30年3月6日決議

　(1)平成29年度第３回評議員会の開催について(議案）

○代表委員会

　第１回　平成29年4月20日

　(1)平成29年度事業計画について

　(2)平成29年度収支予算について

　第２回　平成29年7月31日

　(1)平成28年度事業報告・決算について

　(2)平成29年度大田区体育協会表彰について

○幹部会議 

　第１回　平成29年5月2日

　(1)平成28年度事業報告(案)について

　(2)平成28年度決算報告(案)について

　(3)評議員選定委員会委員の選任について

　(4)役員候補者（理事・監事)の推薦について

　(5)評議員候補者の推薦について

　(6)平成28年度第１回評議員会の開催について

　(7)「今後の体育協会のあり方検討会」の報告について

　(8)各部会活動状況報告

○団体運営会議（幹部会議を改組）

　第１回　平成29年7月21日

　(1)平成29度大田区体育協会表彰について

　(2)第２回代表委員会の開催について

　(3)各部会活動状況報告

　第２回　平成29年12月1日

　(1)平成30年度自主事業計画素案について

　(2)体育協会創立70周年記念事業について

　(3)体育協会名称変更に関する検討について

　(4)各部会活動状況報告

　第３回　平成30年3月22日

　(1)平成30年度事業計画(案)について

　(2)平成30年度収支予算(案)について

　(3)平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて(案)

　(4)就業規則の一部改正について(案)

　(5)職員の旅費に関する規程の一部改正について(案)

　(6)非常勤職員設置規程の一部改正について(案)

　(7)各部会報告
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○表彰審査委員会

　第１回　平成29年7月21日

　(1)平成29度大田区体育協会表彰について

　(2)平成29度東京都ｽﾎﾟｰﾂ功労賞候補者等の推薦について

　第２回　平成29年12月1日

　(1)平成30年度東京都体育協会表彰について

　(2)東京都功労者表彰候補者について

　(3)生涯ｽﾎﾟｰﾂ功労者・生涯ｽﾎﾟｰﾂ優良団体表彰候補者について

○各部会

　(1)総務部会

　　 平成29年度開催

　　 ・会報「ひろば」内容等の見直しについて

　　 ・会報「ひろば」編集・発行について他

　　 ・OTAふれあいﾌｪｽﾀ2017への出展について他

　　 ・総務小委員会　9回開催

　(2)事業部会

　　 平成29年度開催

　　 ・自主事業の検討及び実施について

　　 ・区民スポーツ大会総合開会式への対応について他

　　 ・事業小委員会　10回開催

　(3)競技力向上部会

　　 平成29年度開催

　　 ・都民体育大会について

　　 ・指導者講習会の実施について他

　　 ・事業小委員会　6回開催

〇協会創立70周年記念事業実行委員会

　　・全体会議　　2回開催

　　・式典、表彰、記念誌等の分野別会議を各部会の小委員会にて

　　　適宜開催。

(2)ホームページによる 当協会の事業計画、予算決算情報、

　 情報公開 加盟団体の情報等を公開し広く区民

へＰＲする。

(3)周年記念行事 協会創立70周年記念事業の実施

(1)  特別功労表彰の実施

(2)　記念誌の発行

(3)　記念式典、祝賀会の開催

　　 会場：大田区民ホール　アプリコ

(4)その他管理費 事務局のその他管理費 運営費、事務費等の支出

事業計画、予算決算情報の掲載
区民向け情報コーナー、加盟団体向
けコーナーの充実

（1）特別功労表彰
　　　 特別功労賞　　　　　21人
　　　 特別功労団体　　　　11団体
　　 　永年勤続特別功労者　29人
　　　 スポーツ特別功労賞　12団体
（2）記念誌の発行　600部
（3）記念式典、祝賀会を区民ホール
　　アプリコで開催
　　　参加者約400名

事業 内容(計画） 実施状況
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