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公益財団法人 大田区スポーツ協会 



　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       延4,360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 4月4日～3月28日

      ｱｯﾌﾟ教室 むね40歳以上）及びヨガを実施 ｶｷﾗ教室のみ

 　　・ヨガ教室 また、新たに骨と関節に意識を向け 六郷地域力推進センター

     ･ｶｷﾗ教室(新規） て、人間本来が持つ身体機能を取り 10月13日～3月23日

戻すことを目的とした体操を実施

　②夏休み子ども体育 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24日～7月26日

久原小学校 猛暑のため中止

8月20日～8月22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11日～3月27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 　　21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 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子ども野外活動 １泊２日の日程で、飯盒炊さんやハ 7月28～29日 

　　教室 イキング、野菜収穫体験、キャンプ 宿泊施設使用停止により事業中止。

ファイヤーなどを行う。

　　　　　　　小学校3年生～6年生

　②子ども卓球大会 小学校３年生～６年生を対象とした 10月28日　大森スポーツセンター

卓球大会 　　　　 　　　　　　　　　　74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17日

大森スポーツセンター 　　 96人

11月23日

糀谷中学校（新規）  　　41人

     143組450人

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

事業 内容（計画） 実施状況

     95人
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　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 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　　　41回

野球教室　年間47回予定 小学校3年～6年生　　 　40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71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 　平成29年7月～平成30年6月　総勢514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26日 開会式 5月6日

施する。 閉会式 6月23日 解団式 6月29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　229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　67 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18日　実施団体運営委員会

場、小中学校のグラウンド等40を超 7月24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      延16,135人

10月8日体育の日

9月30日　地域会場

　嶺町小学校

　久原小学校

　糀谷中学校

10月7日  地域会場

　六郷文化センター他

　雪谷小学校

　大田区総合体育館

10月14日 地域会場

　ふれあいはすぬま

　蓮沼中学校

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。

体育協会の概要はじめ、区民スポーツ ツイッター公式アカウント

大会などの事業をツイッター等の 7月5日から運用開始

SNSを活用してタイムリーかつビジ 32ツィート（7月5日～3月22日）

ュアルに広報していく。 72フォロアー

(2) 会報｢ひろば｣発行 年２回(3月・9月)に広報誌として、 第67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68号　3月31日発行  6,300部

盟団体の活躍などを紹介する。

        0人

台風のため中止

       13,575人

    1,992人

地域会場

(1) ソーシャルネット

ワークシステム

（ＳＮＳ）の活用

内容(計画） 実施状況

  計2,560人

      568人

事業
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総合体育館での区民スポーツまつり開

体験教室 会式後に引き続き、オリンピックアス 講師　森久子(バルセロナオリンピック

(新規） リート等による講演を行い、その後に       女子ダブルス代表）

聴衆を観覧席からアリーナへと誘導し 実技指導　YONEXﾁｰﾑｺｰﾁ 今別府香里

スポーツ体験につなげていく。    他2人

10月8日 大田区総合体育館 約300人

(4)「ＯＴＡふれあいフ 大田区主催の「ＯＴＡふれあいフェ 11月3日、4日

　　ェスタ」への出展 スタ」に当協会のブースを設置し、 ﾀﾞｰﾂｹﾞｰﾑの実施、「ひろば」配布、

会報「ひろば」等を配布及びダーツ 各加盟団体活動状況の写真掲出な

ゲームを実施する。 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。

　              約1,000人

(5)普及啓発活動 区民スポーツ大会総合開会式後に運 東京都サッカー協会の支援を得て

動をはじめるきっかけとなるよう様 大田区サッカー連盟によりファミ

々なスポーツの実技指導に取り組み リー層を対象に実施した。

今年度は、「ファミリーフットサル

フェスティバル」を開催する。 9月2日　大田区総合体育館   110人

(6)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　　　　　　　26人

　団体を推薦する。 　・体育優良団体　　　 　  2団体

　・永年勤続功労者　　　　　 8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

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10日、11日、13日

に３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    180人延420人

に案内文書を送付する。

(3)指導者講習会の開催 加盟団体指導者等の資質向上を図る 第１回　平成30年9月8日　

　　 ため年3回開催する。 「目指せ！グッドコーチ」選手の「人間

形成」を促進するこれからのスポーツコ

ーチング～いかにして選手の「やる気」

を高めるか、ひきだすか～

講師 桐蔭横浜大学大学院准教授　

Let'sバドミントン

参加者　42人渋倉　崇行氏

(3)スポーツ講演会と　　

事業 内容(計画） 実施状況
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第２回　平成30年11月10日　

「目指せ！グッドコーチ」選手の「人間

形成」を促進するこれからのスポーツコ

ーチング～選手の「目標達成」をどうや

ってサポートするか！～

講師 桐蔭横浜大学大学院准教授　

第３回　平成31年2月9日　

降雪のため、翌年度に順延

講師 桐蔭横浜大学教授　　田中　暢子氏

トークセッション

佐々木　大輔選手（ライフル射撃）

　

(4)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３件

用の一部を助成する。

(5)普通救命講習会 大森消防署の協力によりスポーツ指 大森スポーツセンター

導者等に対する普通救命講習会を実 2月10日 受講者 64人

施

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） 4/5～5/31　　　8日間

　15歳以上（泳げない方） 　　　　　 　　　　　67人延389人

　年２回(各8日間) 平和島公園水泳場

9/14～11/4　 8日間

　　　　　 　　　　　39人延233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） 5/10～7/12　 10日間

　15歳以上　年１回（10日間） 　　　　　 　　　　　50人延409人

③卓球教室（大森スポーツセンター 大森スポーツセンター

　アリーナ） 5/10～6/27　  8日間  38人延229人

　15歳以上　年２回（各8日間） 9/6～10/25　  8日間  47人延320人

④テニス教室(多摩川六郷橋緑地庭 多摩川六郷橋緑地庭球場

　球場）

　15歳以上　年１回（8日間） 10/6～12/1 　  8日間 52人延336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） 9/6～10/4 　　5日間

　15歳以上　年１回（5日間） 　 　 　　  　　　　　25人延87人

渋倉　崇行氏 参加者　40人

内容(計画） 実施状況事業
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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） 5/12～6/16   　 5日間 23人延92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） 5/7～5/11   5日間

　15歳以上　年１回（5日間） 　　　　　 　　　　　人延　　人  　21人延86人

(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 5/11～12/14　27日間　27人 延516人

　（②～⑧新規受託） 　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） 5/11～1/4  　27日間　16人延363人

　年１回（各27日間） 洗足池小学校

5/12～12/25  27日間　43人延889人

萩中集会所

5/10～12/13  27日間  43人延822人

多摩川小学校

5/11～12/28  27日間  41人延844人

高畑小学校

　生：高畑小学校：六郷中学校） 5/12～1/12  14日間　 48人延295人

　年1回（各14日間） 六郷中学校

5/13～11/4　14日間  　38人延149人

③卓球教室（中学生：蓮沼中学校） 蓮沼中学校

　年1回（14日間） 5/26～12/8　14日間　  31人延283人

④バドミントン教室(小学4年～中学 矢口東小学校・ふれあいはすぬま

　生：矢口東小学校・ふれあいはす 5/5～1/5    14日間   48人 延321人

　ぬま）

　年1回（14日間）　

⑤陸上教室（小学4年～中学生：区民ひろ区民ひろば

　ば） 5/12～1/12　 14日間  68人延257人

　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） 5/6～11/11　 14日間  40人延186人

　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） 6/17～1/21　 14日間  21人延173人

　年1回（14日間）

⑧走り方教室（小学４年～中学生： 御園中学校（長距離）

御園中学校・田園調布小学校） 1/26        28人

田園調布小学校（短距離）

1/27        41人

(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

　(新規受託） に親しむ機会を提供する。（区内在 5/16,5/23,5/30,6/6,6/13　

住の小学生以上で心身に障がいのあ 6/20,9/19,9/26,10/3,10/10　

る方） 10/17　10/24

全12回 56人延509人

(4)ラグビー教室・体 2019年ワールドカップ日本開催に向け、大森スポーツセンター

　験会 ラグビーのルールを理解することや 2/23  　  　75人

　(新規） 体験を通して気運の醸成を図る。 大田区ラグビーフットボール協会と

②ソフトテニス教室（小学4年～中学
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（小学生：大森スポーツセンター） キヤノンイーグルスがタッグを組み

　2月23日（土） 開催した。

(5) ボッチャ教室 健常者と障がい者が共にスポーツ 大森スポーツセンター

　(新規） に取り組み、理解を深めるため、今 3月23日  　  　95人

年度は、スポーツ推進委員と連携し 小学生から高齢者までの幅広い年齢

て、パラリンピックの正式種目であ 層の方々と障がい者が交流する大会

るボッチャ教室を実施する。(小学生 となった。

以上：大森スポーツセンター）

　3月23日（土）

(6)第71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2日、大田区総合体育館で開催　参加者数1,225人

（実施状況　１年間の実績）

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 こどもの国（横浜市）

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

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ほか

24 ソフトボール

25 卓球 大森スポーツセンター

26 玉入れ競技 大森スポーツセンター

27 ダンススポーツ 大森スポーツセンター

28 釣魚

29 テニス 本羽田公園庭球場ほか

30 なぎなた 大田区民プラザ

31 軟式野球 大田スタジアムほか

32 区民ハイキング

33 馬術 多摩川ガス橋緑地ほか

34 バスケットボール 大森スポーツセンターほか

35 バドミントン 大森スポーツセンターほか
4/7,8

9/22,23,10/28
5 1,197人

4/22,11/25 2 132人

5/3～7/16
9/3～12/27

44 5,241人

4/1～7/16
8/19～11/3

42 30,408人

4/1,9/30 2
金沢自然公園
八王子城址跡散策

168人

3/4～4/15
9/1～9/30

19 1,104人

11/11 1 38人

1 82人

8/26,1/27 2 392人

5/27,10/14 2 三浦半島　「金田湾」、「油壷沖」 38人

4/2～6/3
9/2～11/4

12 多摩川ガス橋緑地野球場 2,317人

4/14,15
9/8,9,29

5 2,001人

5/27,11/25 117人2

6/17,11/18 2

8/19,2/24 2 176人

4/1～6/10
9/16～10/21

13 1,026人

1/20 1 39人

5/13,9/23 2 84人

9/9 1 508人

3/25～7/22
9/2～12/23

14 4,587人

5/20,10/14 2 313人

9/16

5/13,/9/30 2 168人

11/4 1 42人

4/11,10/3

5/20,9/23

2 神崎カントリー倶楽部ほか 127人

2 839人

4/22,9/23 2 194人

76人2

6/10,11/4

5/3,9/23 2 41人

オリエンテーリング

6/2,11/3

6/3,12/2 2

1,227人

29人

4/22,11/25 2 411人

5/27,10/28 2 110人

4/8,10/7 2 504人

アマチュア
ボクシング

11/11 1 69人

アマチュア
レスリング

6/3,10/7 2 68人

27人

種　目 期　間 日数 会　場
延参加
者数

2
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36 バトントワリング 大森スポーツセンター

37 バレーボール 大森スポーツセンターほか

38 ハンドボール 大森スポーツセンター

39 武術太極拳 大田区総合体育館ほか

40 ボウリング 平和島スターボウルほか

41 ミニテニス 大森スポーツセンター

42 民踊

43 ライフル射撃 神奈川県伊勢原射撃場ほか

44 陸上競技

45 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区内の せせらぎ公園～多摩川沿い

　(新規受託） 5/27（約6㎞）  　　　332人

（区民（区内在住・在学・在勤） 　東京急行電鉄㈱の協賛

せせらぎ公園～多摩川沿い　5月27日 御園中～大田文化の森

～ガス橋付近折り返し 11/25（約6.5㎞）  　　　266人

御園中～池上本門寺・馬込桜並木～ 　大田浴場連合会、ＪＡ東京中央

大田文化の森　　　　 　　11月25日 　の協賛

(5)ジュニア育成地域 ①ジュニア陸上競技記録会 8/19

   推進事業 ②ジュニア選抜ソフトボール大会 11/11

③小学生ソフトテニス強化練習 9/24

④中学生ソフトテニス強化練習 11/25

⑤高校生ソフトテニス大会 7/21

⑥大田Eggsジュニア卓球教室 4/22～3/17（19回）

⑦ジュニア育成ボート体験教室 7/21,22※猛暑により中止

⑧ジュニアゴルフ大会 8/1

4/22～2/10（7回）

⑩ジュニア剣道強化練習 8/26

⑪ジュニア女子サッカースクール 10/28

⑫大田ジュニア選抜サッカー大会 1/27

⑬ジュニアバドミントン大会 1/20

⑭ジュニアカヌー教室 7/14～9/23（5回）

⑮ジュニア軟式野球交流大会 10/28

(6)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 11/29

　 事業 ②シニア卓球競技会 11/15

③ｼﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ教室兼大会 12/9

④ｼﾆｱﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会 5/12,11/12,3/17

⑤障がい者・ｼﾆｱ向けｽﾄﾚｯﾁ体操講習会 2/17

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）

　　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､施設を利用し区民のためのスポーツ

  教室などを開催しました。

(1)大森スポーツセンタ ○運営の基本方針と達成目標 ・指定管理者として管理運営業務実

　 ー施設の管理運営 　体育、スポーツ及びレクリエーシ 施

事業 内容 実施状況

⑨ジュニア柔道強化練習 59人

493人

108人

63人

56人

137人

28人

66人

120人

96人

104人

41人

61人

59人

92人

延221人

0人

12人

108人

378人

スポーツ施設等を巡る。

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

4 26人

5/4,9/23 2 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 1,169人

5/3,11/3 2 218人

4/23,11/19 2 大田区民ホールアプリコ 675人

レク・フォーク
ダンス

5/6,11/4 2 135人

232 59,832人

6/16,11/23 2 671人

4/15,10/21 2 133人

4/29～6/3
10/28～12/22

9 2,000人

5/13,19
11/11,17

4 502人

8/23 1 403人
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　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     1,000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、いきいき体操、親子体  23種目

　操、ヨガ、シェイプアップエアロ    延 900回

　、フラダンス、太極拳等のスポー

　ツ教室を実施

　新たに、高齢者のための健康教室

　を開催

○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

・健康運動講演会（４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

　アリーナの利用が少ない時間帯 10回開催

　(午前9時～11時45分、午後1時30分 531人利用

   ～4時15分)

　に、団体以外の一般の方々に卓球等を

　楽しんでいただく。

(3)大田スタジアム ○施設改修工事に伴う施設の管理及 ・業務委託受託者として、管理運営

　 施設の管理運営 び運営 業務実施

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

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29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300人

や都民体育大会解団式後の懇親会を 懇親会　6月29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30年5月23日

   21人

   19人

   20人

   20人

     A室 259回
     B室 232回

・クリスマスシルエットライトづくり

         B室1,000回
　　　　　 C室976回

     371回

     341回

       延19,314人

事業 内容(計画） 実施状況

事業 各会議体・部会会議等の状況

   34人
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　(1)平成29年度決算報告(案)について（議案）

　(2)平成29年度事業報告書について（報告）

　(3)大田区スポーツ推進計画について（報告）

　(4)都民体育大会について（報告）

　(5)第71回区民ｽﾎﾟｰﾂ大会について（報告）

　第２回　平成31年3月28日

　(1)理事の選任(案）について（議案）

　(2)公益財団法人大田区体育協会 定款の変更(名称)

(案)について（議案）

　(3)理事の選任(案）について(追加）（議案）

　(4)平成31年度事業計画について（報告）

　(5)平成31年度収支予算について（報告）

　(6)平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて（報告）

　(7)評議員選定委員会委員(外部委員)の選任結果について（報告）

　(8)公益財団法人大田区体育協会の加盟申請団体の承認について（報告）

　(9)公益財団法人大田区体育協会の規定における法人名称の

　 　変更に関する規則について（報告）

　(10)大田スタジアム及び大田区立大森スポーツセンターの

　　　指定管理について（報告） 

　(11)次期代表員及び各部会部員について（報告）

　(12)中期実施計画(案)について　（報告）

　(13)今後の会議予定等　（報告）

○理事会

　第１回　平成30年5月８日

　(1)平成29年度事業報告(案)について（議案）

　(2)平成29年度決算報告(案)について（議案）

　(3)事案決定規程の改正について（議案）

　(4)平成30年度第１回評議員会の招集について（議案）

　(5)大田区スポーツ推進計画について(冊子)（報告）

　(6)理事長の職務執行状況報告（報告）

　(7)都民体育大会について（報告）

　(8)第71回区民ｽﾎﾟｰﾂ大会について（報告）

　第２回　平成31年3月27日

　(1)平成31年度事業計画(案)について（議案）

　(2)平成31年度収支予算(案)について（議案）

　(3)平成31年度資金調達及び設備投資の見込み(案)について（議案）

　(4)大田区体育協会への加盟申請団公益財団法人体の承認

    について（議案）

　(5)公益財団法人大田区体育協会の規定における法人名称の

　　変更に関する規則(案)について（議案） 

　(6)理事候補者の推薦(案)について(議案)　

　(1)理事の選任について  （報告）

　(2)公益財団法人大田区体育協会 定款の変更(名称)(案)について(報告）

　(3)評議員選定委員会委員(外部委員)の選任結果について（報告）

　(4)大森スポーツセンター及び大田スタジアムの

指定管理について（報告）

　(5)次期代表員及び各部会部員について （報告）

　(6)中期実施計画(案)について　（報告）
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  (7)理事長・専務理事職務執行状況報告（報告）

　(8)今後の会議予定等　（報告）

○書面による理事会決議

　平成31年2月28日決議

　(1)理事候補者の推薦について（議案）

　(2)評議員選定委員会委員（外部委員）の選任について（議案）

　(3)平成30年度第２回評議員会の開催について（議案）

○加盟団体代表委員会

　第１回　平成30年4月13日

　(1)平成30年度事業計画について

　(2)平成30年度収支予算について

　第２回　平成30年7月25日

　(1)平成29年度事業報告・決算について

　(2)平成30年度大田区体育協会表彰について

○団体運営会議

　第１回　平成30年5月2日

　(1)平成29年度事業報告(案)について

　(2)平成29年度決算報告(案)について

　(3)平成30年度第１回評議員会の招集について

　(4)大田区スポーツ推進計画について

　(5)おおた国際スポーツデーにについて

　(6)各部会活動状況報告

　第２回　平成30年7月20日

　(1)平成30年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３回　平成30年12月20日

　(1)次期役員（理事、監事）の選任について

　(2)次期代表委員、部員の選出について

　(3)平成31年度自主事業計画(案)について

　(4)体育協会の中期計画の作成について

　(5)体育協会の名称変更について

　(6)各部会活動状況報告

　第４回　平成31年3月22日

　(1)大田区体育協会への加盟申請について

　(2)平成31年度事業計画（案）について

　(3)平成31年度収支予算（案）について

　(4)平成31年度資金調達及び設備投資の見込み（案）について

　(5)理事の選任(案)について　

　(6)評議員選定委員会委員(外部委員)の選任結果について

　(7)定款(名称)の変更(案)について

　(8)法人名称の変更に関する規則(案)について　　

　(9) 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・大田区立大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの指定管理について

　(10)加盟団体次期代表委員及び部員について　

　(11)中期実施計画(案)について

　(12)各部会報告
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○表彰審査委員会

　第１回　平成30年7月20日

　(1)平成30度大田区体育協会表彰について

○各部会

　(1)総務部会  8回開催

　　 ・会報「ひろば」編集・発行について他

　　 ・OTAふれあいﾌｪｽﾀ2018への出展について他

　　 ・新年懇親会事前事業受付等

　(2)事業部会  10回開催

　　 ・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

　(3)競技力向上部会　6回開催

　　 ・都民体育大会について

　　 ・指導者講習会の実施について他

(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)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 内容(計画） 実施状況

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
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