
１.社員総会
（１）第１回社員総会　平成２８年５月２１日(土) １３:３０～１６:３０ 牛込箪笥地域センター

出席者(社員44名＋委任状9名＝53名/他5名)合計58名 東京都４名
１）議事
　①平成２８年度(平成２８年４月～平成２９年３月)事業報告
　②平成２８年度(平成２８年４月～平成２９年３月)収支決算報告及び監査報告
　③役員改選　　会長　新島二三彦　副会長　島田泰子、岡田眞由美、中川義英 　財務　羽田芳子

　　　　　　　 　　櫻井昭  企画総務委員長　五十嵐義臣　情報委員長　小久保佳昭　
　　　　　　　 　　研修委員長　川口眞也　女性委員長　飯ケ谷美恵　監事　牧野壽義

２）表彰式
　功労者表彰　９１名　永年勤続表彰　２０名
３）祝賀懇親会
　会場：蓮根荘　時間：１７：００～１９：００　会費：５，０００円　出席者：６１名

（２）第２回社員総会　平成２８年９月２８日(水) １８：３０～２０：３０　武蔵野総合体育館大会議室
出席者(社員３７名＋委任状９名＝４６名/他７名)　合計53名　東京都４名

１）報告事項
　①理事会　各委員会　財務
　②全国連合定時総会
　③関東スポーツ推進委員理事会・総会
　④関東スポーツ推進委員研究大会　山梨大会
　⑤都スポ協会長会
　⑥ニュースポーツ研修会
　⑦東京都初級障害者スポーツ指導員養成講習会
　⑧平成２８年度全国スポーツ推進委員（功労者表彰・30年勤続表彰・優良団体表彰）
　⑨平成２８年度広域地区別研修会報告(第１．３．７．６．８．９．１０ブロック)
　⑩平成29年度広域地区別研修会事前説明会
　⑪東京マラソン2017におけるボランティア参加
　⑫その他
２）協議事項
　①実務研修会
　②東京都中級障害者スポーツ指導員養成講習会
　③女性委員会企画研修会
　④課題別研修会
　⑤地域スポーツ支援研修会

（３）第３回社員総会　平成２８年１２月１４日(水) １８：３０～１９：３５　牛込箪笥地域センター
出席者(社員43名＋委任状８名＝5１名/他7名)　合計58名　東京都６名

１）報告事項
　①理事会　各委員会　財務
　②実務研修会
　③第57全国スポーツ推進委員研究協議会福井大会
　④第12回JOCスポーツと環境・地域セミナー
　⑤平成28年度広域地区別研修会報告(第２．４．５．１１ブロック)
　⑥女性委員会企画研修会
　⑦その他　・リーダー委員会　・東京都ボランティア活動推進委員会　
２）今後の事業
　①課題別研修会
　②実務研修会
　③地域スポーツ支援研修会
　④生涯スポーツ体力作り全国会議２０１７
　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2017
３）協議事項

平成２９年度　第１回社員総会　第１号議案

平成２８年度　事業報告(平成２８年４月１日～平成２９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

会　議

以上の議事について原案通り承認

以上の議事について原案通り承認



　①平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会　東京大会

４）情報交換会
　会場：ハービーフットクラブ　　　時間：１９：５０～2１：２０　会費：3,500円　出席者：43名

（４）第４回社員総会　平成２９年３月２２日(水) １８：３０～２０：３０ 武蔵野公会堂会議室　
出席者(社員43名＋委任状７名＝50名/他7名)　合計57名　東京都５名

１）報告事項
　①理事会　各委員会　財務
　②広域地区別研修会報告
　③地域スポーツ支援研修会
　④新宿区シティハーフマラソン・区民健康マラソン
　⑤生涯スポーツ・体力つくり全国会議2017
　⑥全国スポーツ推進委員連合リーダー養成講習会
　⑦関東地区スポーツ推進委員協議会理事会
　⑧東京マラソン２０１７
　⑨東京都障害者スポーツセミナー
　⑩平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会　東京大会コア会議
　⑪リーダー委員会内規
　⑫その他
２）協議事項
　①平成２９年度事業計画（案）
　②平成２９年度予算（案）
　③平成２９年度研修事業計画（案）
　④都スポ協60周年記念誌発刊
　⑤【東京都スポーツ推進総合計画（仮称）】の策定
　⑥その他
３）その他
　①みんなのスポーツ・スポーツ推進委員手帳等の購入
　②総会・会長会・研修等の会場確保
　③その他

２.理事会
期　　日 場　　所

(９人)

(８人)

(１1人)

(１０人)

（９人） ・平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会開催にむけて

・都スポ協定款の変更について

(７人) ・平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会開催にむけて

都スポ協事務所 ・女性委員会企画研修会
(１１人) ・課題別研修会

・平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会開催にむけて

・平成28年度全国連合ファミリー健康体力向上事業について

第７回 １１月　９日(水)

・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

第５回 ９月１４日(水)

都スポ協事務所
・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

第６回 １０月１２日(水)

都スポ協事務所
・地域スポーツ支援研修会について
・第57回全国スポーツ推進委員研究協議会祝賀懇親会

第４回 ７月１３日(水)
都スポ協事務所

・実務研修会について
・平成30年度関東大会コア委員会について
・地域スポーツ支援研修会について

第３回 ６月 8日(水)
都スポ協事務所

・都スポ協会長会
・ニュースポーツ研修会について
・広域地区別研修会派遣役員について

第２回 ５月１３日(水)
都スポ協事務所

・平成２７年度(4月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告

・平成２８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

以上の議事について原案通り承認

以上の議事について原案通り承認

主な内容

第１回 ４月　８日(水)
都スポ協事務所

・平成２７年度(4月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告

・平成２８年度第１回社員総会の準備について
・都スポ協会長会



・地域スポーツ支援研修会について
・平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会開催にむけて

(１０人)

・平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会開催にむけて

(１１人) ・スポーツ庁第2期スポーツ基本計画の中間報告を受けて
・平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会開催にむけて

都スポ協事務所 ・平成29年度予算案について
・第26期第2回東京都スポーツ振興審議会

(10人) ・都スポ協60周年記念誌発刊にむけて
・都スポ協60周年祝賀会について
・第４回社員総会について

３.各委員会
（１）企画総務委員会

期　　日 場　　所

(１１人)

・平成28年度都スポ協会長会の検討
(１5人)

(１３人)

・関東スポーツ推進委員研究大会東京大会コア委員推薦

(１４人)

(１４人)

（２）研修委員会
期　　日 場　　所

(１７人)

(１０人)

(１４人)
・課題別研修会について
・広域地区別研修会報告書について

(１３人) ・地域スポーツ支援研修会について
・課題別研修会について
・広域地区別研修会報告書について

(１７人) ・地域スポーツ支援研修会について

(１１人)

(１５人)

(１３人)
第８回 　３月　７日(火)

都スポ協事務所
・域地区別研修会について
・平成30年度研修テーマについて

・地域スポーツ支援研修会について
・関東スポーツ推進委員研究大会コア委員会について
・平成30年度研修テーマについて

第６回 １２月　6日(火)
都スポ協事務所

・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
・広域地区別研修会報告書について

第５回 １１月　２日(水)
都スポ協事務所

第４回 １０月　５日(水)
都スポ協事務所

第７回 １月１０日(火)
都スポ協事務所

第３回 ９月２１日(水)
都スポ協事務所

・課題別研修会について
・広域地区別研修会報告書について
・地域スポーツ支援研修会について

第２回 ５月　８日(金)
都スポ協事務所

・地域スポーツ支援研修会の内容について
・実務研修会の会場の検討について

主な内容

第１回 ６月　15日(水)
都スポ協事務所

・今年度の研修会開催日の確認と担当者を決定
・広域地区別研修会について
・地域スポーツ支援研修会について

第４回 11月30日(金)
情報交換会会場

・平成28年度第3回社員総会・情報交換会について

第５回 3月10日(金)
都スポ協事務所

・平成28年度第４回社員総会について
・平成29年度予定について

第３回 9月16日(金)
都スポ協事務所

・平成28年度第２回社員総会について
・第３回社員総会会場について

第２回 6月9日(木)
都スポ協事務所

・年間予定について

・第２回社員総会会場について

主な内容

第１回 4月26日(月)
都スポ協事務所

・平成28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28年度都スポ協会長会について

第10回 ３月　８日(水)

・平成29年度事業計画案について

・総会・会長会・研修等の会場確保について

第９回 ２月　８日(水)
都スポ協事務所

・平成29年度事業計画案について

第８回 １月１１日(水)
都スポ協事務所

・スポーツ庁第2期スポーツ基本計画の中間報告を受けて



（３）情報委員会
期　　日 場　　所

(１４人)

(１４人)
・１09号の編集担当、記事・写真担当者の確認

・110号の編集担当、記事・写真担当者の確認
第４回 １２月　５日(月) 都スポ協事務所 ・111号の編集担当、記事・写真担当者の決定

・情報ひろばの110号4地区の依頼決定
(１２人) ・ＨＰ担当者について編集作業

・110号の校正
・都スポ協60周年記念誌構成

(１２人) ・関東スポーツ推進委員研究大会東京大会プログラム、報告書

（４）特別委員会　[女性委員会]
期　　日 場　　所

(１７人)

(５人)

(１８人)

（５）特別委員会　[リーダー委員会]
期　　日 場　　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な内容

牛込箪笥センター ・リーダー会設置の経緯について
第１回 7月14日(木) ・意見交換

（１２人） ・今後の活動について
新宿区立四谷中学校 ・組織について

第２回 11月24日(木) ・今後の予定
（１４人）

・リーダー委員会内規について
第３回 2月2日(木) 新宿区立四谷中学校・来年度の計画

（９人）

（６）特別委員会　[関東スポーツ推進委員研究大会　コア委員会]
期　　日 場　　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な内容

・全体会会場の視察
第１回 1月26日(木) 墨田区総合体育館 ・大会スケジュール確認

・各委員会の役割分担
・大会コンセプト、大会テーマの検討

第２回 2月15日(水) 都庁会議室 　　（東京2020　スポーツが未来を変える）

・大会テーマの具体化
第３回 3月15日(水) 都庁会議室 　　（変えたい未来とは）

４.平成２８年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会
　①日　時　平成２８年６月１９日(日)１３：３０～１６：５０　出席者　会長４９名　他１５名　合計６４名
　②会　場　三鷹産業プラザ　　トラットリアバール　ラ・メール
　③内　容　グループディスカッション　地区独自の研修　都スポ協主催・協力の研修への要望

第３回 3月　9日(木)
牛込箪笥センター

・平成28年度女性委員会企画研修会について
・関東女性委員会報告、第２回女性スポーツ勉強会報告
・平成29年度の活動について

第３回 ９月３０日(水)
都スポ協事務所

(１４人）
・110号の編集担当、記事・写真担当者の一部決定

第５回 1月27日（金）
都スポ協事務所

第２回 10月2７日(木)
都スポ協事務所

・平成28年度女性委員会企画研修会について
・平成28年度女性委員会企画研修会役割分担

主な内容

第１回 ６月29日(水)
武蔵野市御殿山コミュニ
ティーセンター会議室

・役員選出
・関東女性委員会報告
・平成２８年度の活動について

第２回 ７月25日(月)
都スポ協事務所

・109号の掲載原稿の校正確認
・110号の記事・写真担当者の追加決定
・ＨＰ担当者について編集作業

主な内容

第１回 ６月　６日(月)
都スポ協事務所

・平成28年度だより発行計画（109号、110号、111号）の確認

・109号の編集担当、記事・写真担当者の決定
・110号の記事・写真担当者の一部決定



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容発表および意見交換
　④情報交換会１７：１５～１９：００　会費　４，５００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２８年度全国スポーツ推進委員連合理事会・総会
◎１回目　平成２８年６月２日(木)　国立オリンピック記念青少年総合センター

　　出席者:新島会長
 １)協議事項
　①平成２７年度事業報告
　②平成２７年度貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録承認
　③表彰規定および別表１の改定
　④役員改選　会　長：齋藤斗志二　専務理事：園山
　　　　　　　　 　副会長：荘司徳行（神奈川県）　松本章弥（石川県）　小岩屋健児（宮崎県）　
　　　　 　　　　　監　事：阿部正幸
 ２)報告事項
　①第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会(福井県)
　②都道府県スポーツ推進委員協議会会長の異動報告

　 　③平成２８年度ファミリー健康体力向上事業「中央講習会」及びリーダー養成講習会日程
　④平成28年３月４日の総会で提起された案件について
　⑤会計処理規程の制定について
　⑥平成２８年熊本地震に対する義援金について
　⑦岸体育館移転に伴う措置について
　⑧機関誌「みんなのスポーツ」及び「スポーツ推進委員手帳」の現況について

◎２回目　平成２９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５７回全国スポーツ推進委員研究協議会(福井県)の報告　
　④みんなのスポーツ・手帳の購読・購入状況について
　⑤理事会報告

（２）関東スポーツ推進委員協議会
１.平成２８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２８年６月３日(金)　山梨県河口湖ハイランドリゾートホテル＆スパ
　　出席者:新島会長、飯ケ谷委員長

 １)協議事項
　①平成２８年度事業計画案について
　②平成２８年度関東スポーツ推進委員協議会表彰について
　③平成２８年度関東スポーツ推進委員研究大会日程について
　④平成２８年度関東スポーツ推進委員協議会女性委員会について
　⑤平成２９年度関東スポーツ推進委員研究大会について
◎２回目　平成２９年２月１３日(月)　栃木県庁

　　出席者:新島会長、飯ケ谷委員長
　①平成２８年度事業計画案及び収支予算案について
　②平成２８年度関東スポーツ推進委員研究大会収支決算
　③平成２９年度関東スポーツ推進委員協議会役員
　④（公社）全国スポーツ推進委員連合理事
　⑤関東女性委員会について
　⑥平成２９年度事業報告及び収支決算
　⑦関東スポーツ推進委員協議会表彰規定について
　⑧平成２９年度関東スポーツ推進委員研究大会栃木大会について

２.平成２８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２８年６月３日(金)　山梨県河口湖ハイランドリゾートホテル＆スパ　
　①平成２８年度関東スポーツ推進協議会役員改選について
　②平成２７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
　③平成２８年度女性委員会事業計画について
　④女性委員会の方向性について
　⑤各都県情報交換
◎２回目　平成２９年１月２１日(土)～２２日(日)　山梨県アルソア株式会社

　出席者:飯ケ谷委員長　岡副委員長
　①研修会　…「食と健康」「美と健康」
　②研究協議　…関東女性委員会の今後の方向性について
　③平成２９年度女性委員会開催について内容検討

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)

（２）課題別研修会
平成２８年度東京都スポーツ推進委員　課題別研修会
　①日　時　平成２８年１２月１７日(土) １４:００～１６:３０
　②会　場　調布市文化会館たづくり
　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　　９８名　
　⑤研　修　「東京オリンピック・パラリンピック教育とスポーツ推進委員との関わり」
　⑥講　師　折本昭一氏(東京都教育庁指導部主任指導主事オリンピック・パラリンピック教育担当)　
　⑦内　容　学校で取り組まれている「オリンピック・パラリンピック教育」について学ぶことによりスポ
　　　　　　　　　 　ーツ推進委員の資質向上を図るとともに今後の活動を考える機会とする。

第11Ｂ １１月２５日(金） 新島・神津島 ニューピア竹芝サウスタワー(24) 新島会長

※参加者合計　1150名

第９Ｂ ９月１７日（土） 小金井市 宮路楽器ホール（130） 岡田副会長

第10Ｂ ９月２４日(土） 東久留米市 東久留米市スポーツセンター(75) 新島会長

第７Ｂ ９月３日(土） あきる野市 中央公民館公民館3階音楽室 新島会長

第８Ｂ ９月１７日（土） 昭島市 昭島市武蔵野会館集会室(68) 中川副会長

第５Ｂ １０月２９日（土） 江戸川区 タワーホール船堀(130) 島田副会長

第６Ｂ ９月１７日（土） 八王子市 八王子市役所(108) 新島会長

第３Ｂ ９月３日(土） 渋谷区 渋谷区スポーツセンター（138） 中川副会長

第４Ｂ １０月２９日（土） 板橋区 板橋グリーンホール(115) 新島会長

第１Ｂ ７月３日(日) 千代田区 千代田区スポーツセンター(93) 新島会長

第２Ｂ １０月２９日（土） 荒川区 サンパール荒川小ホール(131) 中川副会長

事　業

ブロック 開催日 担当地区 会場(参加者数） 都スポ協担当



（３）地域スポーツ支援研修会
開催日 会場 研修内容 講師・パネラー等

・立教大学コミュニティ

　福祉学部教授
                松尾哲矢氏
・(公財)日本レクリエーション協会

◇講義 　推進部長　河原塚達樹氏

『スポーツ未実施者へのアプローチ』
　～健康寿命の延伸に貢献するために～

（平成28年度スポーツ・レクリエーション
指導者育成講習会）

・東京都オリンピック・パラリン
  ピック準備局
　　　　　　　　　　石﨑万里氏
・(一財）日本健康財団常務理事

　　　　　　　　小室史恵氏
・(公財)日本レクリエーション協
  会

　　　　　　　　　　丸山正氏

（４）初級障害者スポーツ指導員養成講習会
　①日　程　Ａ 平成２８年８月６日(土) 、７日(日)、２１(日)、９月３日(土)
　　　　　　 　Ｂ 平成２８年８月６日(土) 、２０日(土)、２１日(日)、９月３日(土)
　②会　場　江東区有明スポーツセンター、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公立スポーツ施設職員など
　④参加者　　　　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

（５）障がい害者スポーツセミナー
　①日　程　平成２９年３月４日（土）　１３：３０～１７：００
　②会　場　台東区リバーサイドスポーツセンター会議室
　③内　容　『知ること、感じること、考えること、そして伝えること』
　 　講　義　「視覚障害の概要」
　 　講　師：河野章氏（埼玉県障がい者スポーツ指導員協議会会長）
　　 実　技　「視覚障害のある人のガイドヘルパー」
　　 講　師：河野章氏
     講　義　「視覚障害のある人のヨガ」
　 　講　師：高平千世氏（NPO法人日本カルチャーヨガ協会）

２.自主研修事業
（１）研修事業

１)実務研修会
　①日　時　平成２８年１０月１５日(土)　　１３：３０～１６：３０

全域

参加者
　２３名

平成２９年
２月１８日(土)
9:20～17:10
１９日（日）

9:30～17:３0

新宿区立四谷中学
校

コミュニティールーム
体育館

・文化学園大学現代文化学
  部准教授　安永明智氏

・順天堂大学COIプロジェク
   ト室特任助教
　　　　　　　　吉原利典氏

・(一社)新潟県・レクリエー
  ション協会
　　　　　　　　渡辺耕司氏

市町村
部

参加者
  １８５名

平成２９年
２月１１日(土)
13:40～16:40

立川市女性総合
センター・アイム

◇講義
「ロンドン・リオオリパラ大会に学ぶ」
スポーツ実施率７０％に向けた各地区の取

組みについて考える

◆トークセッション
「2020大会以降の地域スポーツを考
える」

早稲田大学スポーツ科学学
術院教授　原田宗彦氏

語り手：町田市、青梅市、昭
島市、国分寺市、小平市

開催区分

区部

参加者
 156名

平成２９年
１月２８日(土)
13:40～16:45

高輪区民
センター
大ホール

◇講義
「ロンドン・リオオリパラ大会に学ぶ」
スポーツ実施率７０％に向けた各地区の取

組みについて考える

◆トークセッション
「2020大会以降の地域スポーツを考
える」

早稲田大学スポーツ科学学
術院教授　原田宗彦氏

語り手：新宿区、台東区、江
東区、杉並区、大田区



　②会　場　墨田区曳舟文化センター
　③内　容　『アダプティブスポーツの理論と実践法』

講師　筑波大学研究員　加藤達郎氏
　④参加者　　　８７名
　⑤参加費　　１，０００円
２)女性委員会企画研修会
　①日　時　平成２８年１２月３日(土)　　１５：００～１７：００
　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『子どものスポーツ環境醸成のために必要なこと』

講師　リオパラリンピック走り高跳び日本代表　鈴木徹氏
　④参加者　　　９８名 　
　⑤参加費　　１，０００円
３)ニュースポーツ研修会
　①日　時　平成２８年７月２３日(土)　　１４：００～１６：１０
　②会　場　青梅市総合体育館
　③内　容　『ポールウォーキング』
　　　　　　　　　　　　講師　株式会社　シナノ　坪井史治氏、水間孝之氏　
　④参加者　　７２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）１０９号　平成２８年８月２２日発行
　① 平成２８年度第１回社員総会
　② 平成２８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２８年度関東スポーツ推進委員研究大会　山梨大会
　④ ニュースポーツ研修会
　⑤ 情報ひろば「国分寺市・瑞穂町・調布市・江戸川区」
２）１１０号　平成２９年１月３０日発行
　① 平成２８年度第２回社員総会
　② 平成２８年度第３回社員総会
　③ 第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会　福井大会
　④ 第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会表彰
　⑥ 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
　⑦ 平成２８年度実務研修会
　⑧ 平成２８年度女性委員会企画研修会
　⑨ 平成２８年度課題別研修会
　⑩ 第６回女性スポーツ勉強会
　⑪ 第１２回JOCスポーツと環境・地域セミナー
　⑫ 情報ひろば「墨田区・武蔵野市・小平市」
３）１１１号　平成２９年３月３１日発行
　① 平成２９年度活動方針・事業計画の概要
　② 平成２８年度第４回社員総会
　③ 平成２８年度地域スポーツ支援研修会（区部）
　④ 平成２８年度地域スポーツ支援研修会（市町村部）
　⑤ 平成２８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２０１７
　⑦ 東京マラソン２０１７
　⑧ 東京都障害者スポーツセミナー

（３）顕　彰　(スポーツ推進委員功労者の表彰)
１）平成２８年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
　①功労者表彰 ９１名
　②永年勤続表彰 ２０名
　③特別表彰 該当なし
２）文部科学大臣表彰
　①吉江友秋（羽村市）　　　　②牧野壽義（瑞穂町）　　　　③栗原裕信（中央区）
３）平成２８年度全国スポーツ推進委員連合表彰
 ◇功労者表彰
　　①岡　あけみ(羽村市)　　  ②野島和博 (江東区)　　　③井上充代(文京区)
　　④桑原敏昭(足立区) 　　　 ⑤赤澤賢一(西東京市)



 ◇３０年勤続表彰
　　①茨田　忍(練馬区)　　②庄司ミツイ(練馬区)　　③秦　一浩(東大和市)　　④井上芳美（清瀬市）
 ◇優良団体表彰
　　瑞穂町スポーツ推進委員協議会
 ◇一般賛助 感謝状贈呈者
　　①百瀬修至（中央区）　　②宮崎英子（小金井市）

３.派遣事業
（１）平成２８年度関東スポーツ推進委員研究大会　山梨県

　①日　程　平成２８年６月３日(金)　～４日(土)
　②会　場　山梨県河口湖ステラシアター・ハイランドリゾートホテル・山中湖交流プラザ
　③内　容　大会テーマ『地域を繋ぎ、地域を生かし、地域を元気に』
     記念講演『手作りの山梨国体からオリンピックへ』

講師：下田正二郎氏　(山梨学院大学教授)
　　 基調講演『運動・スポーツと健康づくり』

講師：中村和彦氏（山梨学院大学教育人間科学部長）
　　 パネルディスカッション『地域における運動・スポーツと健康づくり』
　　 第１分科会…「市民スポーツ実施率の向上」
　   第２分科会…「身近なスポーツで地域を元気に」
　   第３分科会…「富士北麓の豊かな自然をバックに山中湖畔のウォーキング」

（２）第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会　福井県
　①日　程　平成２８年１１月１７日(木)　～　１８日(金)
　②会　場　福井県鯖江市・越前市
　③内　容　大会テーマ『スポーツ文化の醸成と地方創成に向けて』
    基調講演『スポーツに学ぶコミュニケーション』

講師：岩﨑由純（一般財団法人日本ペップトーク普及協会会長）
　　シンポジウム『スポーツがもたらす明るく元気な未来への創造』
　　第１分科会…「地域住民のニーズに応じた魅力あるスポーツクラブを目指して」
　　第２分科会…「生涯現役社会の実現に向けたスポーツ推進委員の役割」
　　第３分科会…「障がい者と垣根を越えたスポーツライフスポーツの推進」
　　第４分科会…「新たなスポーツの普及・促進とスポーツ推進委員の役割」

（３）第１２回JOCスポーツと環境・地域セミナー
　①日　程　平成２８年１１月１８日（金）
　②会　場　東京都　都民ホール
　③趣　旨　スポーツ界における地球環境保全の必要性について考え、その活動をそのように実践

　 　に移していくかを学ぶ
　④対談Ⅰ 「スポーツに関連した環境に関する取り組み」～東京２０２０大会に向けて～
　 　対談Ⅱ 「スポーツと環境の関わり」

（４）生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１７
　①日　程　平成２９年２月３日(金)
　②会　場　宮城県仙台市
　③内　容　大会テーマ『～人・スポーツ・未来～』
　　 シンポジウム『スポーツの力をつたえるために～融合と多様性～』

講師：友添秀則氏（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
　　第１分科会…「地方推進計画の成果とスポーツ推進委員のこれからの役割と課題」
　　第２分科会…「高齢者のスポーツ未実施者をいかに誘うか～掘り起こし、継続させる新たな試み～」
　　第３分科会…「地域包括ケアシステムにおけるスポーツ・運動の活用とソーシャルキャピタルの醸成」
　　第４分科会…「障がい者のスポーツ施設利用の拡大に向けて」

(５)平成２８年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会
　①日　程　平成２９年２月１１日(土)　～１２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　４名参加

４.協力事業



(１)東京都
1)平成２８年度　東京都生涯スポーツ担当者研修会　
　①日　程　平成２９年３月２８日(火)
　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を通した共生社会の実現』

講師：立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウェルネス学科教授　松尾哲矢氏
　④参加者　　　名
２)東京マラソン２０１７
　①日　程　平成２９年２月２６日(日)
　②内容　都庁～都内各所～東京駅におけるコース整理員等
　③協力者　　１８０名(区市町村スポーツ推進委員)

(２)第１５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２９年１月２９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


