平成２７年度第１回社員総会 第１議案

平成２６年度 事業報告(平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日)(案)
一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会

会 議
１.社員総会
（１）第１回社員総会 平成２６年５月２４日(土) １３:３０～１６:２０ 牛込箪笥地域センター
出席者(社員４５名＋委任状９名＝５４名/他１名)合計５５名
１）議事
①平成２６年度(平成２６年４月～平成２７年３月)事業報告
②平成２６年度(平成２６年４月～平成２７年３月)収支決算報告及び監査報告
③役員改選 理事１０名選出・監事１名指名
以上の議事について原案通り承認
２）表彰式
功労者表彰１０６名 永年勤続表彰２８名
３）祝賀懇親会
会場：日本出版クラブ 時間：１７：３０～１９：３０ 会費：５，０００円 出席者：６９名
（２）第２回社員総会 平成２６年１０月１日(水) １８：３０～２０：３０ 武蔵野公会堂会議室
出席者(社員４４名＋委任状５名＝４９名/他６名) 合計５５名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②平成２６年度広域地区別研修会(第１．２．３．５．６．９ブロック)
③都スポ協会長会
④平成２６年度(公社)全国スポーツ推進委員研究協議会 岩手大会
⑤東京都初級障害者スポーツ指導員養成講習会
２）協議事項
①実務研修会
②女性委員会企画研修会
③課題別研修会及び東京都障害者スポーツセミナー
④地域スポーツ支援研修会
以上の議事について原案通り承認
（３）第３回社員総会 平成２６年１２月１０日(水) １８：３０～１９：３０ 牛込箪笥地域センター
出席者(社員３９名＋委任状１０名＝４９名/他５名) 合計５４名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②平成２６年度広域地区別研修会(第４．７．８．１０．１１ブロック)
③女性委員会企画研修会
④実務研修会
２）協議事項
①(公社)全国スポーツ推進委員連合リーダー養成講習会
②女性委員会企画研修会
③課題別研修会及び東京都障害者スポーツセミナー
④地域スポーツ支援研修会
以上の議事について原案通り承認
３）情報交換会
会場：日本出版クラブ 時間：１８：３０～20：３０ 会費：５，５００円 出席者：３２名
（４）第４回社員総会 平成２７年３月２５日(水) １８：３０～２０：３０ 牛込箪笥地域センター
出席者(社員４４名＋委任状４名＝４８名/他６名) 合計５４名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②課題別研修会及び東京都障害者スポーツセミナー
③(公社)全国スポーツ推進委員連合リーダー養成講習会
④地域スポーツ支援研修会
２）協議事項
①平成２７年度事業計画
②平成２７年度予算案
③役員について
以上の議事について原案通り承認

２.理事会
期
第１回

日

４月９日(水)

場

所

都スポ協事務所
(11人)

第２回

５月１４日(水)

都スポ協事務所
(11人)

第３回

６月１１日(水)

都スポ協事務所
(10人)

第４回

７月９日(水)

都スポ協事務所
(10人)

第５回

９月１０日(水)

都スポ協事務所
(9人)

第６回

１０月８日(水)

都スポ協事務所
(9人)

第７回 １１月１９日(水)

都スポ協事務所
(8人)

第８回

１月１４日(水)

都スポ協事務所
(8人)

第９回

２月２３日(月)

都スポ協事務所
(6人)

第10回

３月１１日(水)

都スポ協事務所
(9人)

主な内容
平成２６年度(4月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
平成２６年度第１回社員総会の準備について
都スポ協会長会
平成２６年度(4月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
平成２６年度第１回社員総会の準備について
都スポ協会長会/研修事業について
都スポ協会長会
関東スポーツ推進委員研究大会について
都スポ協ホームページ広告掲載について
広域地区別研修会について
ニュースポーツ研修会について
地域スポーツ支援研修会について
地域スポーツ支援研修会について
第２回社員総会について
課題別研修会及び障害者スポーツセミナーについて
地域スポーツ支援研修会について
実務研修会について
女性委員会企画研修会について
地域スポーツ支援研修会について
第３回社員総会について
全国スポーツ推進委員連合リーダー養成講習会について
東京マラソン・大マラソン祭りについて
平成２７年度事業計画案について
地域スポーツ支援研修会について
平成２７年度事業計画案について
研修事業計画案について
地域スポーツ支援研修会について
第４回社員総会について
平成２７年度事業計画案について
研修事業計画案について

３.各委員会
（１）企画総務委員会
期 日
第１回

５月１６日(金)

場

所

都スポ協事務所
(11人)

第２回

９月１７日(水)

都スポ協事務所
(10人)

第３回

１２月１日(月)

都スポ協事務所
(6人)

第４回

２月１６日(月)

都スポ協事務所
(9人)

（２）研修委員会
期
第１回
第２回
第３回
第４回

主な内容
平成２６年度第１回社員総会について
表彰式及び祝賀懇親会について
平成２６年度都スポ協会長会について
平成２６年度第２回社員総会について
平成２７年度都スポ協会長会の検討
平成２７年度宿泊研修の検討
平成２６年度第３回社員総会及び情報交換会について
平成２７年度都スポ協会長会の検討
平成２７年度宿泊研修の検討
平成２６年度第４回社員総会について
平成２７年度都スポ協会長会の検討
平成２７年度宿泊研修の検討

主な内容
委員会の役員選出・予算内訳説明
都スポ協事務所
６月１８日(水)
各研修会の日程の確認
６月の体力測定判定員養成講習会の役割確認、打ち合わせ
(12人)
体力テスト判定員養成講習会の報告
都スポ協事務所
７月１６日(水)
７月ニュースポーツ研修会の役割確認
各研修会の担当者を決める
(7人)
ニュースポーツ研修会の報告
都スポ協事務所
９月 ３日(水)
今後の予定について確認する
(14人)
広域地区別研修会事前説明会について
都スポ協事務所
１０月 ７日(水)
実務研修会の当日の役割分担と作業内容の確認
課題別研修会の研修内容の検討
(11人)
日

場

所

実務研修会の役割と内容の最終確認
課題別研修会の各分科会の内容について
及び、役割分担について
(13人)
実務研修会の報告
都スポ協事務所
第６回 １２月 ３日(水)
課題別研修会の当日役割分担の確認
研修事業活性化計画「研修指針」について説明
(12人)
広域地区別研修会報告書のブロック別担当者を決める
都スポ協事務所
第７回 １月２１日(水)
チェック項目、内容の説明
次年度の研修会の内容と日程について検討
(12人)
実務研修会の日程についての再検討
都スポ協事務所
２月２５日(水)
第８回
広域地区別研修会の編集過程の報告
(11人)
次年度予定の各研修会の打ち合わせ
都スポ協事務所
第９回 ３月１９日(木)
研修事業計画について
(14人)
（３）情報委員会
主な内容
期 日
場 所
情報委員会内の役割決定
都スポ協事務所 上半期の記事作成・写真・派遣者
第１回 ６月 ２日(月)
102号から105号の内容案検討およびＨＰへの広告掲載
編集担当者の決定(102号：才郷)（103号：松田）
(14人)
だより102号の掲載原稿・写真の確認・校正
都スポ協事務所 だより103号の掲載原稿の確認
第２回 ７月 ４日(金)
記事作成・写真・派遣者の確認、103号情報ひろばの依頼
HPへの広告掲載を実施
(12人)
編集担当者の決定(104号：宍倉)（105号：才郷）
都スポ協事務所
第３回 ９月１９日(金)
だより104号の内容・写真・派遣者・情報ひろばの依頼地区
新島副会長（気仙沼市派遣）、長峰さん（葛飾区）参画
(15人)
地域スポーツ支援研修会の役割分担一部決定
都スポ協事務所 だより104号の原稿の推敲、情報ひろばの配置の検討
第４回 １２月１５日(月)
事業への派遣者、記事作成・写真担当者の確認
ホームページのドメイン変更（tospokyo.tokyoへ）について
(13人)
地域スポーツ支援研修会（区部・市町村部）の役割分担決定
都スポ協事務所
第５回 １月２２日(木)
だより104号の記事内容確認、編集
事業への派遣者、記事作成・写真担当者の確認
(10人)
地域スポーツ支援研修会(全域)の役割分担を決定
都スポ協事務所
第６回 ３月 ２日(月)
だより105号の記事内容確認、編集作業
事業への派遣者の確認
(13人)
だより104号の最終確認、だより105号の記事内容確認
都スポ協事務所
第７回 ３月２７日(金)
地域スポーツ支援研修会の東京都への報告書について
平成27年度のだより発行は3号、年度当初派遣者の決定
(12人)
（４）特別委員会 [女性委員会]
主な内容
期 日
場 所
女性委員会役委員選出
中野区役所
第１回 ９月１１日(木)
平成26年度女性委員会企画研修会について
平成26年度今後の活動について
(１7人)
平成26年度女性委員会企画研修会要項について
中野区役所
第２回 １０月２８日（火）
平成26年度女性委員会企画研修会役割分担
「第2回女性スポーツ勉強会」開催について
(１９人)
平成26年度女性委員会企画研修会報告
中野区役所
第３回 2月18日(水）
「第2回女性スポーツ勉強会」参加報告
平成26年度事業報告、会計報告、平成27年度活動計画
(１４人)
第５回 １１月 ５日(水)

都スポ協事務所

４.平成２６年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会
①日 時 平成２６年６月２２日(日)１４：００～１６：４５ 出席者 会長４９名 他８名 合計５７名
②会 場 中野区産業振興センター 会議室及び欅
③内 容 講演『生涯スポーツコーディネーターとして』～スポーツ推進委員と体育協会及び
障害者スポーツ指導員協議会との連携・協働の具体的な取り組み～
講師:(公財)東京都体育協会理事/(公財)東京都障害者スポーツ協会会長 中野英則氏
④情報交換会１７：２0～１９：００ 会費 ５，０００円 参加者 ４５名

５.その他
（１）(公社)全国スポーツ推進委員連合
１.平成２６年度全国スポーツ推進委員連合理事会・総会
◇１回目 平成２６年６月３日(火)国立オリンピック記念青少年総合センター
出席者:阿部会長
１)協議事項
①第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会開催地の決定(愛媛県)
②平成２６年度事業計画案の承認について
③平成２６年度収支予算案について
④役員選任規定について
２)報告事項
①第５４回全国スポーツ推進委員研究協議会(和歌山)
②第５５回全国スポーツ推進委員研究協議会(岩手県)開催準備状況
③みんなのスポーツ・スポーツ推進委員手帳の現況について
◇２回目 平成２７年３月５日(木)国立オリンピック記念青少年総合センター
出席者:阿部会長
１)協議事項
①第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会開催地[福井県]の決定について
平成２８年１１月１７日(木) ～ １８日(金) サンドーム福井
②平成２７年度事業計画案の承認について
③平成２７年度収支予算案の承認について
④地区研修会・都道府県研修会の助成額変更について
⑤ファミリー健康体力向上事業実施要項の変更について
⑥全国連合法人化４０周年記念事業について
⑦功労者・３０年勤続表彰記念バッチのデザイン変更について
２)報告事項
①第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会愛媛大会 開催要項について
②みんなのスポーツ・手帳の購読・購入状況について
（２）関東スポーツ推進委員協議会
１.平成２６年度関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会
◎１回目 平成２６年６月１３日(金)群馬県総合スポーツセンター「ぐんまアリーナ」
出席者:阿部会長、飯ケ谷委員長
１)協議事項
①平成２６年度事業計画案の承認について
②平成２６年度収支予算案について
③平成２５年度関東スポーツ推進委員研究大会収支決算について
④平成２６年度関東スポーツ推進委員協議会役員案について
⑤平成２６年度事業計画案・収支予算案について
⑥関東スポーツ推進委員協議会表彰規定について
⑦平成２６年度関東スポーツ推進委員大会群馬大会について
◎２回目 平成２７年２月１７日(火)ホテルポートプラザちば
出席者:阿部会長、飯ケ谷委員長
１)協議事項
①平成２６年度事業報告案の承認について
②平成２６年度収支決算報告案・監査報告について
③平成２６年度関東スポーツ推進委員研究大会収支決算について
④平成２７年度関東スポーツ推進委員協議会役員案について
⑤関東スポーツ推進委員協議会表彰規定について
⑥平成２７年度関東スポーツ推進委員大会千葉大会について
2)報告事項
①東京都(全国理事)より全国リーダー養成講習会の積極的参加について
②女性委員長より、女性委員会の状況説明
２.平成２６年度関東スポーツ推進委員協議会 女性委員会
◎１回目 平成２６年５月１６日(金) 群馬県高崎市役所
出席者:飯ケ谷委員長
役員会改選で飯ケ谷委員長が関東女性委員会委員長に任命
◎２回目 平成２６年１１月７日(金)～８日(土) 群馬県安中市総合スポーツセンター
出席者:飯ケ谷委員長

事 業
１.東京都共催事業
（１）広域地区別研修会(ブロック別研修会開催地区)
ブロック

開催日

担当地区

会場

都スポ協担当

第１Ｂ

７月１２日(土)

中央区

中央区立スポーツセンター

阿部 会長

第２Ｂ

９月６日(土)

文京区

文京シビックセンター

新島副会長

第３Ｂ

８月３０日(土)

品川区

江原平塚総合区民会館

阿部 会長

第４Ｂ

１０月１８日(土)

中野区

なかのZEROホール

阿部 会長

第５Ｂ

９月２０日(土)

墨田区

墨田リバーサイドホール

阿部 会長

第６Ｂ

９月１３日(土)

稲城市

稲城中央公園総合体育館

新島副会長

第７Ｂ

１１月１日(土)

羽村市

羽村市スポーツセンター1Fホール

阿部 会長

第８Ｂ

１１月１５日(土)

東大和市役所会議棟

島田副会長

第９Ｂ

９月２０日(土)

府中市

府中市グリーンプラザけやきホール

岡田副会長

第10Ｂ

１１月１日(土)

東村山市

東村山スポーツセンター

島田副会長

八丈町多目的ホール(おじゃれ)

岡田副会長

東大和市

第11Ｂ １１月２８日(金)

八丈町

※参加者合計 １，０１１名
（２）課題別研修会
平成２６年度東京都スポーツ推進委員 課題別研修会及びスポーツセミナー
①日 時 平成２６年１２月２０日(土) １３:３０～１６:３０
②会 場 東京都障害者総合スポーツセンター
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び行政担当者
④参加者 ９６ 名
⑤内 容 障害者のスポーツをテーマに「障害者スポーツセミナー」と同日開催
⑥講 師 (公社)東京都障害者スポーツ協会
東京都障害者総合スポーツセンター・東京都多摩障害者スポーツセンターの
スポーツ支援室スタッフ
⑦研 修 障がい者がスポーツ活動に参加する場合、その支援を行う際の一般的な留意点や
障害の種類や程度に応じた配慮をする点などを学ぶ
（３）地域スポーツ支援研修会
開催区分
開催日
会場
研修内容
講師・パネラー等
◇講師:豊田太郎氏
◇講義
区部
「ライフステージに応じたスポーツ活 独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ
動支援」～発育・発達時期における ◆トークセッション
高輪区民
参加者 平成２７年
ゴールデンエイジの特徴と指導上の 港区 今野由理子氏
北区 大竹秀樹氏
センター
１４２名 １月３１日(土)
留意点～
世田谷区 玉手淳一氏
13:40～16:40
大ホール
◆トークセッション
練馬区 太田雄三氏
(申込者
「ゴールデンエイジの活動支援を考 葛飾区 山田隆昭氏
１６０名)
える」
市町村
部
参加者
１８８名
(申込者
１９１名)

◇講義
「ライフステージに応じたスポーツ活
動支援」～発育・発達時期における
平成２７年
ゴールデンエイジの特徴と指導上の
２月１３日(土) 武蔵野公会堂 留意点～
13:40～16:40
◆トークセッション
「ゴールデンエイジの活動支援を考
える」

◇講師:秋山エリカ氏
東京女子体育大学教授
◆トークセッション
多摩市 内藤好美氏
福生市 飯田 忍氏
武蔵村山市 宮﨑正巳氏
調布市 竹谷正明氏
西東京市 宮﨑 紳 氏

◇講師:髙﨑尚樹氏
◇講義
「ライフステージに応じたスポーツ活 (株)ルネサンス代表取
動支援」～働き盛り世代を中心とし 締役常務執行役員ヘ
ルスケア事業本部長
て～

全域
参加者
１２５名

平成２７年
３月７日(土)
13:40～16:40

新宿文化
センター

◆トークセッション
「働き盛り世代の活動支援を考え
る」

(申込者
１４０名)

◆トークセッション
・黒須 充 氏
順天堂大学教授
・丸山 正 氏
東京都レクリエー
ション協会副会長
・荒尾裕子氏
(株)クレメンティア代表
・髙﨑尚樹氏
(株)ルネサンス代表取
締役常務執行役員ヘ
ルスケア事業本部長

（４）初級障害者スポーツ指導員養成講習会
①日 程 Ａ 平成２６年９月６日(土) 、７日(日)、１３日(土)、２０日(土)
Ｂ 平成２６年９月６日(土) 、７日(日)、１４日(日)、２０日(土)
②会 場 東京都多摩障害者スポーツセンター及び東京都障害者総合スポーツセンター
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び公立スポーツ施設職員など
④参加者
３８名
⑤目 的 初級障害者スポーツ指導員の資格取得

２.自主研修事業
（１）研修事業
１)新体力テスト判定員取得研修会
①日 時 平成２６年６月２８日(土) ９：００～１９：００
②会 場 昭島市総合スポーツセンター
③内 容 講義・実技・テスト
④参加者 ５３名 (申込者 ５４名)
⑤参加費 １，０００円(他に資料代１，４００円、登録料２，０００円)
２)ニュースポーツ研修会
①日 時 平成２６年７月２６日(土) １１：３０～１４：４５
②会 場 調布市・市民大町スポーツ施設
③内 容 『レクリエーション吹き矢』
④参加者 ７７名 (申込者 ８３名)
⑤参加費 １，０００円
３)実務研修会
①日 時 平成２６年１１月８日(土) １３：３０～１６：３０
②会 場 新宿区四谷中学校 コミュニティルーム
③内 容 『スポーツ推進委員に求められる地域スポーツの推進と役割』
講師 筑波大学教授 柳沢和雄氏
④参加者 １０２名 (申込者 １０７名)
⑤参加費 １，０００円
４)女性委員会企画研修会
①日 時 平成２６年１２月６日(土) １２：３０～１６：１５
②会 場 新宿区四谷中学校 コミュニティルーム及び体育館
③内 容 講演及び実技『健やかで元気な子どものからだづくり』
講師 (株)つばさプロジェクト代表取締役 秋本つばさ氏
④参加者 １０７名 (申込者 １13名)
⑤参加費 １，０００円
（２）『東京都スポーツ推進委員だより』の発行(配信)
１）１０２号 平成２６年７月２４日発行
①
会長挨拶「スポーツ推進委員の存在意義」
②
平成２６年度第１回社員総会
③
平成２６年度東京都スポーツ推進委員功労者・永年勤続表彰
④
平成２６年・２７年度、会長、副会長、財務、委員長、監事あいさつ
⑤
平成２６年度関東スポーツ推進委員研究大会及び表彰式

２）１０３号 平成２６年９月１日発行
①
東京都スポーツ推進委員協議会会長会
②
平成２６年度第１回東京都生涯スポーツ担当者研修会
③
平成２６年度新体力テスト判定員資格取得研修会
④
平成２６年度ニュースポーツ研修会
⑤
情報ひろば「杉並区・日の出町・文京区・西東京市」
３）１０４号 平成２７年３月１１日発行
①
第55回全国スポーツ推進委員研究協議会
②
第55回全国スポーツ推進委員研究協議会表彰
③
平成２６年度第２回社員総会
④
平成２６年度第３回社員総会
⑤
初級障害者スポーツ指導員養成講習会
⑥
平成２６年度実務研修会
⑦
平成２６年度女性委員会企画研修会
⑧
情報ひろば「江東区・荒川区・檜原村」
４）１０５号 平成２７年３月３１日発行
①
平成２７年度活動方針・事業計画の概要
②
平成２６年度第４回社員総会
③
平成２６年度第２回東京都生涯スポーツ担当者研修会
④
平成２６年度地域スポーツ支援研修会（区部）
⑤
平成２６年度地域スポーツ支援研修会（市町村部）
⑥
平成２６年度地域スポーツ支援研修会（全域）
⑦
生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１５
⑧
女性スポーツ勉強会
⑨
東京マラソン２０１５
⑩
東京大マラソン祭り２０１５
（３）顕 彰 (スポーツ推進委員功労者の表彰)
１）平成２６年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
①功労者表彰
１０６名
②永年勤続表彰
２８名
③特別表彰
該当なし
２）文部科学大臣表彰
①長田正巳(八王子市) ②照井英理子(品川区) ③白鳥宗一(文京区)
３）関東スポーツ推進委員協議会表彰
①野島和博(江東区)
②桑原敏昭(足立区)
③瀧 吉晴(千代田区)
④石川英次(昭島市)
⑤村井泰雄(荒川区)
⑥正木 博(文京区)
⑦稲山孝樹(調布市)
⑧土橋賢一(瑞穂町)
４）平成２６年度全国スポーツ推進委員連合表彰
◇功労者表彰
①牧野壽義(瑞穂町)
②石毛紳公(品川区)
③南雲千恵(新宿区)
④金井憲一(八王子市) ⑤田村芳雄(羽村市)
◇３０年勤続表彰
①鈴木明美(中央区)
②大塚雅一(墨田区)
③清水裕三(墨田区)
④島本光男(品川区)
⑤照井英里子(品川区)
◇優良団体表彰
目黒区スポーツ推進委員協議会
◇感謝状贈呈者－一般賛助
①幡野 顕 ②岡部光一朗 ③石山和子 ④田制 誠 ⑤田村眞理子 ⑥前田壽夫

３.派遣事業
（１）平成２６年度関東スポーツ推進委員研究大会 群馬大会
①日 程 平成２６年６月１３日(金) ～ １４日(土)
②会 場 群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんまアリーナ)、他
③内 容 大会テーマ『楽しく歩いて健康づくりin群馬！
ウォーク・ハイク・トレッキングの理論と実践』
基調講演『世界の選手に愛されるシューズ作り』
講師:三村仁司氏

（２）第５５回全国スポーツ推進委員研究協議会 岩手大会
①日 程 平成２６年９月２５日(木) ～ ２６日(金)
②会 場 盛岡市アイスアリーナ、他
③内 容 大会テーマ「スポーツで生み出す絆と和」
基調講演『今を生きる』
講師:パラリンピック滑降・大回転金メダリスト 狩野 亮氏
（３）生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１５
①日 程 平成２７年２月６日(金)
②会 場 ホテルメトロポリタン盛岡、他
③内 容 大会テーマ『～人・スポーツ・未来～』
基調講演『スポーツの未来を考える』
講師:アスリートソサエティ代表理事 為末 大氏
(４)平成２６年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会
①日 程 平成２７年２月１４日(土) ～ １５日(日)
②会 場 牛込箪笥地域センター
③内 容 『スポーツ推進委員のハンドブック』をテキストに講義及び演習
④参加者 東京都 ７名参加

４.協力事業
(１)東京都
1)平成２６年度 第１回東京都生涯スポーツ担当者研修会
①日 程 平成２６年６月２８日(土)
②会 場 東京体育館第一会議室
③内 容 『運動好きな子どもをつくる～保護者へのアプローチと環境づくり～』
講師:東京学芸大学名誉教授 杉原 隆氏
④参加者 １４０名
２)平成２６年度 第２回東京都生涯スポーツ担当者研修会
①日 程 平成２７年２月１２日(祝・月)
②会 場 都議会議事堂「都民ホール」
③内 容 『スポーツの力で課題解決～協働する地域スポーツクラブと自立化のアイディア～』
講師:石川県かほく市NPO法人クラブパレット理事兼ゼネラルマネージャー 榎 敏弘氏
④参加者 １３７名
３)東京マラソン２０１５
①日 程 平成２７年２月２２日(日)
②内容 都庁～都内各所～東京ビックサイトにおけるコース整理員等
③協力者 ３５０名(区市町村スポーツ推進委員)
４)東京大マラソン祭り２０１５「ファミリースポーツランド」
①日 程 平成２７年２月２２日(日)
②内容 東京臨海広域防災公園にて
[ニュースポーツゾーン]…各協会・連盟等にて打合せから運営
・グラウンドゴルフ・スポーツ吹矢・ドッヂビー・ラインクッブ・スポーツチャンバラ
[ＢＯＳＡＩ五種競技]…都スポ協から１１名が下記の種目を担当
・キャタピラ煙避難・毛布で担架タイム・カエルおんぶ搬送
・カエル水難救助・シャフルチャレンジ
(２)第１３回新宿区シティハーフマラソン(区民健康マラソン)
①日 程 平成２７年１月２５日(日)
②内容 明治神宮野球場をメイン会場としたコースの整理員等
(３)(公社)全国スポーツ推進委員連合
①機関誌「みんなのスポーツ」の購読促進
②「スポーツ推進委員手帳」「スポーツ推進委員のハンドブック」の普及推進
③シンボルマークのスポーツ推進委員グッズ(ジャンパー・ポロシャツ・バッジ・ペンダント
・ネクタイ・タイピン・ピンブローチなど)及びCD「健康たいし音頭」等の普及推進
④賛助会員としての協力促進

