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令和3年度 第1回社員総会 第1号議案

令和2年度 事業報告 (令和 2年 4月 1日 ～令和3年 3月 31日 )

一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会

(1)第 1回社員総会 令和2年 6月 21日 (日 )14:30～ 16:00中野区産業振興センター大会議室
出席者40名 +委任状13名 =53名 退任役員3名 東京都2名

1)議事

①平成31年度令和元年度(平成31年4月 ～令和2年 3月 )事業報告
原案通り承認

②平成31年度令和元年度(平成31年4月 ～令和2年 3月 )収支決算報告及び監査報告
質疑応答後、一部修正し承認

③役員改選 会長 新島二三彦 副会長 島田泰子、岡田豊由美、才郷正次 財務 松田文子
飯ケ谷美恵 企画総務委員長 山本博志 研修委員長 中村光宏 情報委員長
平野秀夫 女性委員長 稲垣美保 監事 榎本繁雄

2)令和2年度の研修について
実務研修、課題別研修については開催する方向で準備。他の事業は状況に応じて検討。

3)令和2年度表彰
東京都スポーツ推進委員協議会表彰受賞者
功労者表彰 80名 永年勤続表彰 12名

関東スポーツ推進委員協議会表彰受賞者
8名

(2)第 2回社員総会 令和2年9月 30日 (水)18:30～ 19130武蔵野公会堂会議室
出席者47名 +委任状9名 =56名 役員7名 東京都2名

1)報告事項

①理事会 各委員会 財務
②全国連合総会腱表彰
③スポ推アンケート
④都スポ協定款再配布
⑤地域スポーツ支援研修会
⑥「スポーツ推進委員の活躍推進に向けたご提案について」
⑦令和2年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会

2)協議事項
①課題別研修会

以上の議事について原案通り承認

(3)第3回社員総会 令和2年 12月 9日 (水)19:00～ 19:50深川スポーツセンター 会議室
出席者40名 +委任状12名 =52名 役員7名 東京都1名

1)報告事項

①理事会 各委員会 財務
②課題別研修会
③女性委員会企画研修会

2)確認事項
①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

(4)第4回社員総会 令和3年3月 書面による決議
1)報告事項

①理事会 各委員会 財務
②研修会報告書
③地域スポーツ支援研修会
④生涯スポーツ・体力つくり全国会議2021
⑤障害者スポーツフオーラム

2)協議事項
①令和3年度事業計画(案 )

②令和3年度予算(案 )

以上の議事について原案通り承認(同意書)
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2.理

3.各委員会

(1)企画総務委員会

(2
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期  日 場  所 主な内容

第 1回 5月 30日 (土 )

都スボ協事務所

、LINE
(8人 )

令和元年度(4月 ～3月 )事業報告・収支決算報告・監査報告
令和2年度第1回社員総会の準備
令和2年度の研修について

第2回 7月 8日 (水 )

LINE

(13人 )

各地区状況アンケート

委員会等の組織変更について

第2回社員総会
地域スポーツ支援研修会

第3回 9月 9日 (水 )

HNE

(13人 )

都スポ協定款の再配布
課題別研修会

地域スポーツ支援研修会
第2回社員総会

10月 14日 (フК)
都庁第一庁舎

(9人 )

課題別研修会
女性委員会企画研修会
地域スポーツ支援研修会

第4回

第5回 11月 11日 (水 )

都庁第一庁舎

(11人 )

女性委員会企画研修会
地域スポーツ支援研修会
第3回社員総会
JOCスポーツと環境・地域セミナー

第6回 1月 13日 (水 )

LINE

(12人 )

地域スポーツ支援研修会
生涯スポーツ・体力つくり全国会議

障がい者スポーツフォーラム

令和3年度事業計画案口令和3年度予算案・第4回社員総会

第7回 2月 10日 (水 )
Z00M

(12人 )

地域スボーツ支援研修会

障がい者スポーツフォーラム

令和3年度事業計画案・令和3年度予算案・第4回社員総会

研修報告書
令和3年度事業計画案・令和3年度予算案'第4回社員総会

第8回 3月 10日 (水 )

ZOOM
(10人 )

期  日 場  所 主な内容

第 1回 7月 15日 (水 )

武蔵野公会堂

会議室

(13人 )

新体制

令和2年度第2回社員総会・第3回社員総会

交流ボッチャ大会

第2回
3月 20日 (■1)

3月 22日 (月 )

LINE
(5人 )

(11人 )

今年度総括

令和3年度事業計画案

今後の委員会開催について

期  日 場  所 主な内容

第 1回 6月 21日 (日 )

中野区産業
振興センター

(18人 )

第 1回社員総会後に開催
・顔合わせと自己紹介
口今後の進め方の確認

第2回 7月 18日 (土 )

LINE

(19人 )

自己紹介

今年度の研修の進め方に関してフリーディスカッション
・リモート方式、ハイブリッド方式など

第3回 9月 21日 (土 )

日野市市民の森
ふれあいホール

(19人 )

課題別研修会の企画、検討
・日程、内容、講師候補を決定
・今後の進め方を確認

課題別研修会の最終確認
・当日の役割分担
・講演の方法の確認

第4回 10月 21日 (水 )

四谷スホ
°
一ツスクエア

会議室Y

(18人 )

Zoom
(18人 )

令和2年度報告書の進捗報告

令和3年度の研修の内容について
第5回 2月 20日 (土 )
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期  日 場  所 主な内容

第 1回 6月 21日 (日 )

中野区産業振
興センター

(1,人 )

新メンバー顔合わせ
都スポだより121号について

第2回 9月 30日 (水 )

武蔵野公会堂
会議室

(12人 )

都スポだより122号について
地域スポーツ支援研修会について

第3回 10月 29日 (木 )

ユニカ食品株式
会社会議室

(11人 )

都スポだより122号 について

地域スポーツ支援研修会について

第4回 11月 27日 (金 )

ユニカ食品株式
会社会議室

(10人 )

都スポだより122号について
地域スポーツ支援研修会について

第5回 1月 14日 (水 )
ZOOM
(9人 )

都スポだより123号について
地域スポーツ支援研修会について

(4

(5)特別委員会【リーダー委員会】
委員会開催なし

4.令和2年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会 (中止)

①日 時 令和2年 6月 21日 (日 )

②会 場 中野区産業振興センター大会議室

5。その他
(1)(公社)全国スポーツ推進委員連合
1,令和2年度全国スポーツ推進委員連合理事会口総会
◇1回 目 書面決議
1)協議事項
①第61回全国スポーツ推進委員研究協議会(栃木県)中止
②第62回全国スポーツ推進委員研究協議会(佐賀県)了承
③令和元年度事業報告
④令和元年度貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録承認
⑤会員規程の改定 了承(会員証交付、削除)

⑥役員改選
3)報告事項
①新任会長(正会員)

4)その他
①「スポーツ推進委員の在り方検討」について
②「みんなのスポーツ」購読状況ロスポーツ推進委員手帳購入状況

(2)関東スポーツ推進委員協議会
1.令和2年度関東スポーツ推進委員協議会理事会
◎第1回 令和2年4月 7日 緊急理事会【中止】

関東スポーツ推進委員研修大会茨城大会【中止】
表彰は賞状送付にて行う。

◎2回 目 令和3年2月 25日 (金)理事会【書面にて】
①令和2年度事業報告について

3

期  日 場  所 主な内容

第 1回 9月 16日 (フk)
中野区産業振興

センター

(15人 )

令和2年度女性委員会活動について

令和2年度女性委員会企画研修会について

第2回 11月 25日 (フk)
都スポ協事務所

(5人 )

女性委員会企画研修会打ち合わせ

役割分担について

資料等の準備
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②令和2年度収支決算報告について
③令和2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令和2年度関東スポーツ推進委員協議会役員(案 )について
⑤令和3年度事業計画(案 )及び収支予算(案 )について
⑥関東スポーツ推進委員協議会表彰規程について
⑦関東スポーツ推進委員研究大会について (長野大会案)【中止】

1。東 共催事業

(1)広域地区別研修会(プロック別研修会開催地区)(中止→令和 3年度にスライ ド)

プロック 開催日 担当地区 会場 都スポ協担当

第lB 9月 13日 (日 ) 千代田区 昌平童夢館

第2B 11月 21日 (土 ) 荒川区 荒川総合スポーツセンター

第3B 9月 12日 (土 ) 世田谷区 うめとぴあ

第4B 11月 28日 (土 ) 練馬区 練馬区生涯学習センター

第5B 9月 26日 (土 ) 葛飾区 テクノプラザかつしか

第6B 9月 12日 (土 ) 多摩市 国士舘大学多摩キャンパス

第7B 9月 19日 (土 ) 日の出町 日の出町立平井中学校

第8B 11月 21日 (土 ) 武蔵村山市 武蔵村山市中部地区会館

第9B 10月 31日 (土 ) 三鷹市 三鷹中央防災公園口元気創造プラザ

第10B 11月 7日 (土 ) 西東京市 西東京市南町スホ
°
一ツ・文化交流センター

第1lB 11月 27日 (金 ) 訴島村・神津島本 ニューピア竹芝サウスタワー

(2)課題別研修会
令和2年度東京都スポーツ推進委員 課題別研修会

①日 時 令和2年 11月 7日 (土)13:30～ 16:30

②会 場 中野サンプラザ、ZOOM
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 82名 +リモート52名 計134名

⑤研 修「コロナ禍におけるスポーツ推進委員のチャレンジ」
～コロナ禍でもできること、コロナ禍だからやれること～

⑥講 師 立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科 松尾哲矢氏
⑦内 容 スポーツ推進委員には地域の行政やスポーツ関係団体と住民をつなぎ、地域スポーツ推進 .

の中核的な役割を担つていくことが期待されています。
しかし、現状のコロナ禍の中で、ほとんどの活動が制約を受けて困っているこの状況を如何に
解決できるのか、どうすれば活動を再開できるのか、どうしたら一歩踏みだせるのか、のきつか
けを作る場としてこの研修を計画しました。

3 ― ツ

開催区分 開催 日
ハ ■旦
2ヽ 物 研修内容 講師・パネラー等

区部・市

町村部

参加者

87名

令和3年
2月 13日 (土 )

14:00～ 16:00

Z00M
講義

「みんなができる、みんなでできる、ラ
ジオ体操」

全国ラジオ体操連盟指導
委員 小野 梨沙 氏
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全域

参加者
100名

令和3年
2月 27日 (土 )

14:00～ 16:00

Z00M
講義
「運動不足による健康二次被害の予
防」

筑波大学
人間総合科学学術院
教授 久野 譜也 氏

(4)初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 (中止)

①日 千呈 令和3年 1月 16日 (土 )、 1月 17日 (日 )、 1月 24日 (日 )、 1月 30日 (土 )、 1月 31日 (日 )

②会 場 SUBARU総合スポーツセンター(三鷹市)

(5)中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 (中止)

①日 程 令和2年 10/3(土 )、 10/4(日 )、 10/31(土 )、 11/1(日 )、 11/14(土)、

11/15(日 )、 12/12(」ヒ)、 12/19(」 L)、 12/20(日 )

②会 場 武蔵野総合体育館、品川区総合体育館、
東京都障害者総合スポーツセンター、くにたち市民総合体育館

(6)障害者スポーツセミナー (中止)

①日 程 令和2年6月 27日 (土 )

②会 場 新宿区四谷スポーツスクエア

2.自主研修事業
(1)研修事業
1)ニユースポーツ研修会(中止)

2)令和2年度都スポ協交流ボッチャ大会(中止)

3)女性委員会企画研修会
①日 時 令和2年 12月 5日 (土)14:00～ 16:00
②会 場 東京ウィメンズプラザlF視聴覚室
③内 容 第1部 講演『パラリンピックと私』、

第2部 トークセッション『パラスポーツが与えるものとスポーツ推進委員に期待すること』
④講 師 リオデジャネイロパラリンピック日本代表車いすテニスダブルス4位入賞 二條実穂氏

第2部登壇者都立学校活用促進モデル事業ボランティアスタッフ松井契氏
第2部フアシリテーター 東京都障害者スポーツ協会

スポーツ振興部地域スポーツ振興課長 藤田勝敏氏
⑤参加者 69名

(2)『東京都スポーツ推進委員だより』の発行(配信)

1)121号 令和2年 9月 10日発行
① 会長挨拶
② 令和2年度第1回社員総会
③ 令和2・ 3年度 副会長口財務・各委員長口監事 挨拶
④ 関東スポーツ推進委員研究大会 茨城大会
⑤ 会長会
⑥ 広域地区別研修会

2)122号 令和3年 1月 25日 発行
① 新年のごあいさつ
② 令和2年度第2回社員総会
③ 令和2年度第3回社員総会
④ 第61回全国スポーツ推進委員研究協議会口表彰
⑤ 課題別研修会
⑥ 女性委員会企画研修会

3)123号 令和3年 5月 15日 発行
① 令和3年度事業方針口事業計画概要
② 令和3年度第4回社員総会
③ 地域スポーツ支援研修会(区部・市町村部)

④ 地域スポーツ支援研修会(全域)

⑤ 生涯スポーツ=体力つくり全国大会2021
⑥ 障害者スポーツフオーラム
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(3)顕 彰 (スポーツ推進委員功労者の表彰)

1)文部科学大臣表彰
①野島和博(江東区)  ②田村芳雄(羽村市)

2)令和2年度全国スポーツ推進委員連合表彰
◆功労者表彰
①鶴崎勝彦(大島町)②杉山喜廣(日 野市)③宍倉祐子(西東京市) ④菅野弘―(目 黒区)

⑤長峰政子(葛飾区)⑥寺門孝史(豊島区)

◆30年勤続表彰
①南雲千恵(新宿区)②小栗早苗(墨田区)③二十嵐則子(世田谷区)④ 栗原栄美子(日 野市)

⑤鶴崎勝彦(大島町)

◆優良団体表彰
日の出町スポーツ推進委員会

3)令和2年度関東スポーツ推進委員協議会表彰
◆功労者表彰
①花島誠―(江戸川区)②塩野啓子 (国立市 )③和田幸子 (昭島市 )④伊藤まゆみ (江東区 )

⑤長谷川嘉子 (小金井市)⑥ 二村正徳(北区)⑦ 多部田里志(新宿区)③ 渡辺―章(千代田区
4)令和2年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
①功労者表彰    80名
②永年勤続表彰   12名
③特別表彰     該当なし

3.派遣事業
(1)令和2年度関東スポーツ推進委員研究大会茨城大会(中止)

①日 程 令和2年 6月 12日 (金)～ 13日 (土 )

②会 場 茨城県つくば市

(2)第 61回全国スポーツ推進委員研究協議会 栃木県(中止)

①日 程 令和2年 11月 12日 (木)～ 13日 (金 )

②会 場 栃木県宇都宮市ブルックスアリーナ

(3)第 16回JOCスポーツと環境・地域セミナー 兼 第1回JSPOスポーツと環境フオーラム
①日 程 令和2年 12月 12日 (土)

②会 場 リモート
③内 容

第1部 基調講演
講演 1:JSPO『スポーツの環境史について」
講師:石塚 創也 氏(JSPOスポーツ科学研究室 研究員)

講演 2:東京都「ゼロエミッション東京に向けた取組について」
講師:神山 一 氏(東京都環境局 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課長)

第2部 パネルディスカッション
パネラー:講演 1・ 2登壇者

宮下 純一 氏(JOCスポーツ環境専門部会員、オリンピアン(水泳/競泳))
上国藍 氏(JOCスポーツ環境専門部会員、オリンピアン(トライアスロン))

コーディネーター:大津 克哉 氏(JOCスポーッ環境専門部会 副部会長、東海大学准教授)

④参加 才郷副会長

(4)生涯スポーツ・体力つくり全国会議2021
①日 程 令和3年2月 5日 (金)

②会 場 リモート
③内 容 全体テーマ「スポーツの力～新しい生活様式におけるスポーツ～」

基調講演「今だからこそ、新しい生活様式におけるスポーツの力を皆に届けよう!」

講師 :室伏広治氏(スポーツ庁長官)

概要 :スポーツ基本法とスポーツ基本計画の説明、スポーツ庁の啓発リーフレット及び動画の紹介
セッション1「新たな生活様式における成人女性のスポーツ参加に向けて」
講師 :上地広昭氏(山 口大学教育部 准教授)                    “
概要 :行動変容を起こさせるポイントとそのために考慮すべきこと

セッション2「新しい生活様式におけるスポーツ」の実践
講師1:平岩時雄氏(平岩スポーツコンサルタント代表)
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概要 :スポーツはさせるものではなく、重要なことを伝え、コツを自分で取り組んで習得していくもの
講師2:原 秀光氏 ((公財)日 本レクリエーション協会事業部係長 )

概要 :簡単な実技を2つ紹介
ショートレクチャー「新しい生活様式における身体活動の重要性と増加方策」
講師 :山 口泰雄氏 (流通科学大学特任教授/神戸大学名誉教授)

概要 :日 本は世界の中でも身体的不活動の者の割合が高い。身体的不活動の死亡へのリスク
は喫煙のリスクと同等である。

セッション3「Withコロナ時代における障害者のスポーツ活動」
講師 :田 川豪太氏 (障害者スポーツ文化センター 横浜ラボール)

概要 :障がい者のスポーツはリハビリから始まっており、どの位提供できるかが課題である。
④参加 新島会長

(5)障害者スポーツフオーラム
①日 程 令和3年 2月 14日 (日 )

②会 場 リモート
③内 容

第1部 シンポジウム
シンポジスト:三浦浩氏(パラリンピア(パワーリフティング))

二條実穂氏(パラリンピア(車いすテニス))

小谷実可子氏氏(オリンピア(シンクロナイズドスイミング))

第2部 分科会
第1分科会「学校におけるスポーツ」
講師:小林真先生、小島隆司先生(特別支援学校)

第2分科会「競技団体を通じて選手を支える」
講師:中坪勇氏(東京都車いすサッカー協会副会長)

佐藤勝枝氏(東京ボッチャ協会副会長)

第3分科会「医療とスポーツの連携」
講師 :多賀留美氏(東京都理学療法士協会スポーツ局障がい者スポーツ部長)

島田泰子(東京都スポーツ推進委員協議会副会長)

第4分科会「魅力的な情報発信」
講師:山 ロー郎氏(毎 日新聞社記者)

星野恭子氏(フリーライター)

④参加 島田副会長

(6)令和2年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会 (オンライン講習会)

①日 程 令和3年 3月 6日 (土).～ 3月 7日 (日 )【 中止】
①日 程 令和3年 5月 30日 (日 )【変更】

4.協力事業

(1)東京都
1)令和2年度 東京都生涯スポーツ担当者研修会 (中止)

2)東京マラソン2021(10月 に変更)

(2)第 19回新宿区シテイハーフマラソン(区民健康マラソン)(中止)

①日 程 令和3年 1月 24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(ジヤンパー・ポロシヤツロバッジロペンダント
・ネクタイコタイピンロピンブローチなど)の普及推進

④賛助会員としての協力促進
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