平成２8年度第１回社員総会 第１議案

平成２７年度 事業報告(平成２７年４月１日～平成２８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２７年５月２３日(土) １３:３０～１６:３０ 牛込箪笥地域センター
出席者(社員40名＋委任状16名＝56名/他6名)合計62名 東京都３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備品報告
以上の議事について原案通り承認
２）表彰式
功労者表彰 43名 永年勤続表彰 3名
３）祝賀懇親会
会場：結華楼 時間：１７：３０～１９：３０ 会費：５，０００円 出席者：４０名
（２）第２回社員総会 平成２７年９月３０日(水) １８：３０～２０：３０ 武蔵野公会堂会議室
出席者(社員40名＋委任状7名＝47名/他6名) 合計53名 東京都３名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②平成２７年度広域地区別研修会(第１．２．３．５．６．８．９ブロック)
③都スポ協会長会
④平成２７年度関東スポーツ推進委員研究大会 千葉大会
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課題別研修会
③女性委員会企画研修会
④ニュースポーツ研修
⑤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９日(水) １８：３０～１９：３０ 牛込箪笥地域センター
出席者(社員43名＋委任状9名＝52名/他7名) 合計59名 東京都３名
ＯＢ会(深瀬様、浅川様、平尾様)
OB会から賛助金を受領
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②(公社)全国スポーツ推進委員研究協議会 愛媛大会
③平成２７年度広域地区別研修会(第４．７．１０．１１ブロック)
④実務研修会
⑤課題別研修会
⑥女性委員会企画研修会
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新宿区シティハーフマラソン
③生涯スポーツ・体力つくり全国会議2016
④スポーツ推進委員リーダー養成講習会
⑤東京マラソン2016・マラソン祭り
⑥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：蓮根荘
時間：１９：００～20：３０ 会費：5,000円 出席者： ３９名
（４）第４回社員総会 平成２８年３月２３日(水) １８：３０～２０：３０ 武蔵野公会堂
出席者(社員41名＋委任状13名＝54名/他7名) 合計61名 東京都３名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②(公社)全国スポーツ推進委員連合リーダー養成講習会
③新宿区シティハーフマラソン
④生涯スポーツ・体力つくり全国会議2016

⑤スポーツ推進委員リーダー養成講習会
⑥東京マラソン2016・マラソン祭り2016
⑦地域スポーツ支援研修会
⑧東京都障害者スポーツセミナー
⑨宿泊研修
２）協議事項
①平成２８年度事業計画
②平成２８年度予算案
③事務局組織・運営体制規定改正について
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 ８日(水)

場

所

都スポ協事務所
(９人)

第２回

５月１３日(水)

都スポ協事務所
(８人)

第３回

６月１０日(水)

都スポ協事務所
(１０人)

第４回

７月 ８日(水)

都スポ協事務所
(７人)

第５回

９月 ９日(水)

都スポ協事務所
(９人)

第６回 １０月14日(水)

都スポ協事務所
(１１人)

第７回 １１月 ６日(金)

都スポ協事務所
(１１人)

第８回

１月１3日(水)

都スポ協事務所
(９人)

第９回

２月10日(水)

都スポ協事務所
(１０人)

第10回

３月 ９日(水)

都スポ協事務所
(１０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２７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２７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
広域地区別研修会派遣役員について
広域地区別研修会について
初級障害者スポーツ指導員養成講習会について
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
実務研修会及び課題別研修会について
地域スポーツ支援研修会について
ニュースポーツ研修会について
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
東京マラソン2016・マラソン祭りについて
東京マラソン2016・マラソン祭りについて
宿泊研修会について
地域スポーツ支援研修会について
平成28年度事業計画案について
宿泊研修会について
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28年度事業計画案について
平成28年度予算案について

３.各委員会
（１）企画総務委員会
期 日
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

主な内容
平成27年度第１回社員総会について
都スポ協事務所
4月20日(月)
表彰式及び祝賀懇親会について
平成27年度都スポ協会長会について
(１１人)
平成27年度都スポ協会長会の検討
都スポ協事務所
6月11日(木)
平成27年度宿泊研修の検討
(１０人)
平成27年度第２回社員総会について
都スポ協事務所
9月14日(月)
平成27年度宿泊研修の検討
地域スポーツ支援研修会について
(１２人)
平成27年度第3回社員総会・情報交換会について
都スポ協事務所
11月18日(水)
地域スポーツ支援研修会について
(１３人)
平成27年度宿泊研修の検討
平成27年度第４回社員総会について
都スポ協事務所
2月25日(月)
平成27年度宿泊研修の検討
(１１人)
場

所

（２）研修委員会
期
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回

主な内容
今年度の研修会開催日の確認と担当者を決める
都スポ協事務所
4月 1日(水)
広域地区別研修会の報告書について
(１８人)
ニュースポーツ研修会、会場の変更について
都スポ協事務所
５月 ８日(金)
実務研修会の会場の検討について
課題別研修会の講師について
(１０人)
決定した研修会についての報告
都スポ協事務所
６月 ３日(水)
広域地区別研修会のブロック担当者を決める
(１２人)
推進委員以外も講習できる研修会について検討
都スポ協事務所
７月 １日(水)
都より打診のあった「こころの東京革命」について検討する
来年度予定の研修会の日程・場所について
(１３人)
実務研修会、当日の役割分担を決める
都スポ協事務所
９月 ２日(水)
来年度予定の研修会の場所について進捗状況について
(１５人)
来年度予定の新体力測定判定員研修会について報告
都スポ協事務所
１０月 ７日(水)
来年度研修会の回数の変更について検討
(１１人)
課題別研修会、当日の役割分担を決める
都スポ協事務所
１１月 ４日(水)
今後の課題別研修会について
(１６人)
ニュースポーツ研修会、当日の役割分担を決める
都スポ協事務所
１２月 １日(火)
来年度予定の研修会の場所についての報告
(１３人)
来年度以降の新体力測定判定員視覚のとり方について報告
都スポ協事務所
１月１９日(火)
来年度研修会の講習内容についての検討
(９人)
日

２月１７日(水)

場

所

都スポ協事務所

来年度予定の研修会について検討

(１０人)
第1１回 ３月 ２日(水)

都スポ協事務所

来年度予定の研修会について検討

(１０人)
（３）情報委員会
期
第１回

日

５月１８日(月)

場

所

都スポ協事務所
(１３人)

第２回

７月 ３日(金)

都スポ協事務所
(１３人)

第３回

９月３０日(水)

武蔵野公会堂
会議室
(１５人)

第４回 １１月３０日(月)

都スポ協事務所
(１５人)

第５回

１月２２日(金)

都スポ協事務所
(１３人)

第６回

３月１４日(月)

都スポ協事務所

(１６人)
（４）特別委員会 [女性委員会]
期 日
場 所
第１回

７月 １日(水)

中野区役所
(１０人)

主な内容
平成27年度だより発行計画（106号、107号、108号）の確認
106号の編集担当、記事・写真担当者の決定
107号の記事・写真担当者の一部決定
106号の掲載原稿の校正確認
107号の記事・写真担当者の追加決定
ＨＰ担当者については次回以降に決定
106号の最終確認
107号の編集担当、記事・写真担当者の決定
情報ひろばの107号4地区、108号4地区の依頼決定
108号の記事・写真担当者の一部決定
107号の校正・原稿確認
108号の記事・写真担当者の追加決定
HP担当者の検討
107号の発行報告
108号の編集担当、記事・写真担当者の最終確認
情報ひろばの原稿再依頼
108号の原稿・写真回収状況の確認
平成28年度の発行予定の確認・決定
新年度第１回委員会は6月6日(月)、第2回は7月25日(月)
109号の記事・写真担当者の一部決定
主な内容
平成27年度女性委員会企画研修会について検討
第3回女性スポーツ勉強会について
平成２７年度の活動について

第２回
第３回

平成27年度女性委員会企画研修会について
平成27年度女性委員会企画研修会役割分担
第３回女性スポーツ勉強会報告
(１８人)
平成27年度女性委員会企画研修会について
牛込箪笥センター
3月 １日(火)
関東女性委員会報告、第4回女性スポーツ勉強会報告
平成28年度の活動について
(１２人)
9月 ７日(月)

牛込箪笥センター

４.平成２７年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会
①日 時 平成２７年６月２１日(日)１４：００～１６：４５ 出席者 会長５０名 他１３名 合計６３名
②会 場 中野区産業振興センター 会議室及び欅
③内 容 グループディスカッション「活動を行う上での問題点」～事業内容等・委員の資質等
内容発表及び意見交換
④情報交換会１７：１５～１９：００ 会費 ４，０００円 参加者
４７名

５.その他
（１）(公社)全国スポーツ推進委員連合
１.平成２７年度全国スポーツ推進委員連合理事会・総会
◇１回目 平成２７年６月４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の決定(福井県)
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５５回全国スポーツ推進委員研究協議会(岩手県)
②第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会(愛媛県)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２８年３月４日(金)国立オリンピック記念青少年総合センター
出席者:新島副会長
１)協議事項
①第５８回全国スポーツ推進委員研究協議会開催地[茨城県]の決定について
②平成２８年度事業計画案の承認について
③平成２８年度収支予算案の承認について
２)報告事項
①ファミリー健康体力向上事業実施意向調査結果について
②平成２７年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会について
③第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会(愛媛県)の報告
④第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会(福井県)の準備状況について
⑤みんなのスポーツ・手帳の購読・購入状況について
⑥功労者・30年勤続表彰記念バッジの価格等について
⑦理事会報告
（２）関東スポーツ推進委員協議会
１.平成２７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２７年６月５日(金) 千葉県総合スポーツセンター
出席者:阿部会長、飯ケ谷委員長
１)協議事項
①平成２７年度事業計画案の承認について
②平成２７年度関東スポーツ推進委員協議会被表彰者
③平成２７年度関東スポーツ推進委員研究大会日程及び会場について
④第２回女性委員会開催日程及び会場について
⑤第２回理事会について
◎２回目 平成２８年２月１６日(火) 山梨県庁防災新館３階教育委員会室
出席者:阿部会長、飯ケ谷委員長
１)協議事項
①平成２７年度事業報告案の承認について
②平成２７年度収支決算報告案・監査報告について
③平成２７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２８年度関東スポーツ推進委員協議会役員案について
⑤全国スポーツ推進委員連合理事の推薦について
⑥平成２８年度事業計画案及び収支予算案について
⑦関東スポーツ推進委員協議会表彰規定の変更について

⑧平成２８年度関東スポーツ推進委員研究大会山梨大会について
⑨関東女性委員会の方向性について
２.平成２７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２７年５月15日(金) ホテルポートプラザちば
出席者:飯ケ谷委員長
①平成２７年度女性委員の一部変更について
②平成２６年度関東スポーツ推進協議会理事会について
③平成２６年度関東スポーツ推進委員会女性委員会事業報告について
④平成２７年度女性委員会事業計画について
⑤女性委員会の方向性について
⑥各都県情報交換
◎２回目 平成２８年１月２３日(土)～２４日(日) 千葉県総合スポーツセンター
出席者:飯ケ谷委員長 岡副委員長
①交流会 …中高年の健康体力づくりに向けた「リズム体操」
②研究協議 …関東女性委員会の今後の方向性について
③研修視察 …千葉県国際水泳場

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１１日(土)

港区

港区スポーツセンター

阿部会長

第２Ｂ

９月５日(土)

北区

滝野川会館

阿部会長

第３Ｂ

8月２９日(土)

世田谷区

成城ホール

阿部会長

第４Ｂ

１０月１７日(土)

練馬区

練馬区役所

阿部会長

第５Ｂ

９月１２日(土)

葛飾区

テクノプラザかつしか

阿部会長

第６Ｂ

９月１２日(土)

多摩市

多摩市立総合体育館

中川副会長代行

第７Ｂ

１１月７日(土)

福生市

さくら会館(地域会館)

岡田副会長

第８Ｂ

８月２９日(土)

武蔵村山市

総合体育館会議室

岡田副会長

第９Ｂ

９月１９日(土)

調布市

第10Ｂ

１１月７日(土)

西東京市

スポーツ・文化交流センター

中川副会長代行

第11Ｂ

１１月２７日・２８日

大島町

ＴＫＰ浜松町ビジネスセンター

新島副会長

※参加者合計

１，０５７

調布市グリーンホール

阿部会長

名

（２）課題別研修会
平成２７年度東京都スポーツ推進委員 課題別研修会
①日 時 平成２７年１１月２１日(土) １３:２０～１６:３０
②会 場 多摩障害者スポーツセンター
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 97名 (申込者 92 名)
⑤研 修 障がい者と一緒にできるスポーツ「障がいのある人とない人のイベント交流」
⑥講 師 日本体育大学教授 野村一路氏
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
区部
平成２８年
参加者 １月２３日(土)
120名 13:40～16:40

高輪区民
センター
大ホール

研修内容
講師・パネラー等
◇講義
(公財)日本障がい者スポー
「地域における継続的な障がい者ス ツ協会 スポーツ推進部
ポーツ」～環境整備・体制づくり～ スポーツ推進課長 指導者
育成課長 滝澤幸孝氏

◆トークセッション
聞き手：企画総務委員長
「障がい者スポーツの取組み事例」
語り手：千代田区、荒川区、
渋谷区、板橋区、江戸川区

市町村
部

◇講義
(公財)日本障がい者スポー
「地域における継続的な障がい者ス ツ協会 スポーツ推進部
ポーツ」～環境整備・体制づくり～ スポーツ推進課長 指導者

平成２８年
育成課長 滝澤幸孝氏
２月１３日(土) 武蔵野公会堂 ◆トークセッション
聞き手：企画総務委員長
参加者
13:40～16:40
「障がい者スポーツの取組み事例」 語り手：八王子市、あきる野
157名
市、国立市、小金井市、東久
留米市

◇講義
全域

「ライフステージに応じたスポーツ活動支援」 立教大学コミュニティ
福祉学部教授 松尾哲矢氏
～働き盛り世代を中心として～

平成２８年
㈱じげん 経営推進部
なかのＺＥＲＯ ◆事例紹介
参加者 ２月２７日(土)
沼尻佳奈氏
ホール
働き盛り世代の活動支援を考える
134名 13:40～16:40
㈱IDCﾌﾛﾝﾃｨｱ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
《コーディネーター》
立教大学コミュニティ福祉学部教授
松尾哲矢氏

管理本部

石橋絢子氏

㈱ｲﾄｰｷ ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部
八木佳子氏

（４）初級障害者スポーツ指導員養成講習会
①日 程 Ａ 平成２７年８月１日(土) 、２日(日)、２２(土)、２３日(日)
Ｂ 平成２７年８月１日(土) 、９日(日)、２２日(土)、２３日(日)
②会 場 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
新宿区立四谷中学校
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
４１名（スポーツ推進委員)
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)実務研修会
①日 時 平成２７年１０月２４日(土) １３：００～１７：００
②会 場 中野サンプラザ
③内 容 『ゴールデンエイジの育て方』
講師 早稲田大学教授 吉永武史氏
④参加者
８３名 (申込者 76名・当日参加者 8名)
⑤参加費 １，０００円
※同日開催「こころの東京革命」講師：オリンピアン・岩崎恭子氏
２)女性委員会企画研修会
①日 時 平成２７年１２月５日(土) １４：３０～１７：００
②会 場 新宿区四谷中学校 コミュニティルーム
③内 容 講演『ホルモンを中心に考える 女性とスポーツ』
講師 医学博士 四季レディースクリニック院長 江夏亜希子氏
④参加者
８８名 (申込者 90名・当日参加者 3名)
⑤参加費 １，０００円
３)ニュースポーツ研修会
①日 時 平成２７年１２月１２日(土) １３：００～１７：００
②会 場 日野市ふれあいホール
③内 容 『ソフティテニス』 講師 大田区ソフティテニス連盟
『ネオテニス』
講師 八王子市スポーツ推進委員
④参加者 ５１名 (申込者 52名・当日参加者 3名)
⑤参加費 １，０００円

４)宿泊研修会
①日 時 平成２８年３月６日(日)～７日(月)
②会 場 神奈川県箱根町 「フォレスト箱根」
③内 容 『ボッチャ実技研修』
講師：瑞穂町スポーツ推進委員協議会 研修部長 西村氏
④参加者 ３９名
⑤参加費 12,000円
（２）『東京都スポーツ推進委員だより』の発行(配信)
１）１０６号 平成２７年１０月１日発行
①
平成２７年度第１回社員総会
②
平成２７年度東京都スポーツ推進委員功労者・永年勤続表彰
③
平成２７年度関東スポーツ推進委員研究大会及び表彰式
④
東京都スポーツ推進委員協議会会長会
２）１０７号 平成２８年１月２０日発行
①
第56回全国スポーツ推進委員研究協議会
②
第56回全国スポーツ推進委員研究協議会表彰
③
平成２７年度第２回社員総会
④
平成２７年度第３回社員総会
⑤
第３回女性スポーツ勉強会
⑥
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
⑦
平成２７年度実務研修会
⑧
平成２７年度課題別研修会
⑨
平成２７年度女性委員会企画研修会
⑩
平成２７年度ニュースポーツ研修会
⑪
情報ひろば「新宿区・足立区・三鷹市・国立市」
３）１０８号 平成２８年３月３１日発行
①
平成２８年度活動方針・事業計画の概要
②
平成２７年度第４回社員総会
③
平成２７年度地域スポーツ支援研修会（区部）
④
平成２７年度地域スポーツ支援研修会（市町村部）
⑤
平成２７年度地域スポーツ支援研修会（全域）
⑥
生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１６
⑦
第４回女性スポーツ勉強会
⑧
スポーツ推進委員リーダー養成講習会
⑨
東京マラソン２０１６
⑩
マラソン祭り
⑪
東京都障害者スポーツセミナー
⑫
宿泊研修会
⑬
情報ひろば「中央区・品川区・立川市・昭島市」
（３）顕 彰 (スポーツ推進委員功労者の表彰)
１）平成２７年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
①功労者表彰
４３名
②永年勤続表彰
３名
③特別表彰
該当なし
２）文部科学大臣表彰
①中川義英(世田谷区) ②山﨑 積(江東区)
３）関東スポーツ推進委員協議会表彰
①羽住敏久(足立区)
②木下克美(中野区) ③井上充代(文京区)
④岡田任弘(墨田区)
⑤鈴木ゆみ江(品川区) ⑥五日市久(府中市) ⑦赤澤賢一(西東京市) ⑧島崎まゆみ(小金井市)
４）平成２７年度全国スポーツ推進委員連合表彰
◇功労者表彰
①秦 一浩(東大和市)
②石川英次(昭島市)
③正木 博(文京区)
④岡田眞由美(三鷹市)
⑤土橋賢一(瑞穂町)
◇３０年勤続表彰
①中川義英(世田谷区)
②尾身信晴(葛飾区)
③和田明子(武蔵野市)
◇優良団体表彰
稲城市スポーツ推進委員協議会
◇一般賛助 感謝状贈呈者
①(一社)東京都スポーツ推進委員協議会
②金子和子(新宿区) ③染谷眞人(中央区) ④植田浩敏(千代田区) ⑤中川義英(世田谷区)

３.派遣事業
（１）平成２７年度関東スポーツ推進委員研究大会 千葉県
①日 程 平成２７年６月５日(金) ～ ６日(土)
②会 場 千葉県総合スポーツセンター体育館.幕張メッセ国際会議場コンベンションホール
③内 容 大会テーマ『房総の風！広げよう・伝えよう・スポーツのもつ「ちから」』
基調講演『野球人生から学ぶ～スポーツ指導者に求める姿～』
講師:与田 剛氏 (NHK野球解説者)
第１分科会…「スポーツ推進委員として求められる総合型クラブとの関わり」
第２分科会…「地域スポーツの推進役、コーディネーターとして求められるもの」
第３分科会…「ロコモティブシンドロームと健康長寿の延伸」
（２）第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会 愛媛県
①日 程 平成２７年１１月１２日(木) ～ １３日(金)
②会 場 愛媛県武道館、ひめぎんホール、松山市立子規記念博物館講堂
③内 容 大会テーマ「未来につなげよう！スポーツ文化」
基調講演『スポーツと地方創生』
講師:ＦＣ今治オーナー、サッカー元日本代表監督 岡田武史氏
シンポジウム「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が地域にもたらすレガシー」
第１分科会…「地域住民を惹きつける地域スポーツクラブの実現」
第２分科会…「スポーツを通じた健康長寿社会の実現」
第３分科会…「地域における障がい者スポーツの推進」
第４分科会…「スポーツツーリズムが地域にもたらす効果」
（３）生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１６
①日 程 平成２８年２月５日(金)
②会 場 「ホテルハマツ」福島県郡山市
③内 容 大会テーマ『～人・スポーツ・未来～』
基調講演『スポーツ庁のビジョン』
講師:スポーツ庁長官 鈴木大地氏
シンポジウム「スポーツ庁に期待すること」
(４)平成２７年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会
①日 程 平成２８年２月１３日(土) ～ １４日(日)
②会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター
③内 容 『スポーツ推進委員のハンドブック～生涯スポーツのコーディネーター～』
講義及び演習
④参加者 東京都 ５名参加

４.協力事業
(１)東京都
1)平成２７年度 東京都生涯スポーツ担当者研修会
①日 程 平成２８年１月１５日(土)
②会 場 都議会議事堂「都民ホール」
③内 容 『２０２０年東京大会後を見据えた障がい者スポーツの推進における行政の役割』
講師:東京学芸大学名誉教授 杉原 隆氏
④参加者 １４０名
２)東京マラソン２０１６
①日 程 平成２８年２月２８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 ３４３名(区市町村スポーツ推進委員)
３)東京マラソン２０１６ランナー応援イベント・マラソン祭り「チャレンジスポーツランド」
①日 程 平成２８年２月２８日(日)
②内容 祭りメイン会場（東京ビッグサイト東展示棟屋外駐車場)
[ラインクッブ]・［輪投げ］…都スポ協理事、他
(２)第１４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２８年１月３１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)の普及推進
④賛助会員としての協力促進

