
令和２年度公益財団法人小田原市体育協会事業報告書 
＝総　括＝ 
令和２年度、本協会は、スポーツ基本法の精神に則り、公益法人としての健全な運営を行いながら、スポーツを

通じた明るいまちづくりに寄与することを目的とした幅広い事業を計画したが、新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、国・県・市の対応にならい各種事業を縮小・中止したほか、感染拡大防止に努めた事業展開を行った。 

１　地域市民スポーツの振興 

（１）スポーツを「する」ために 

　ア　スポーツ教室の開催（開催1教室、中止12教室　延べ参加人数合計133人） 

教室名及びコース名 期日・回数 対　　象 参加者 会　場

1 小学生陸上競技教室 
＊全12回中10回中止

11月7日 
12月12日 
2回

県西地域・小学3～6年生 133人 城山陸上競
技場

2 ソフトテニス教室 
中止

5～11月・18回 県西地域・小学3～6年生 0人 城山庭球場

3 ミニバス教室 
中止

春 5～6月・8回 県西地域・小学4～6年生 0人 小田原アリ
ーナ

秋 10～11月・8回 県西地域・小学4～6年生 0人

4 短距離走スピード
アップ教室 
中止

春 6月・2回 県西地域・小学3～6年生 0人 城山陸上競
技場

夏 8月・2回 県西地域・小学3～6年生 0人

5 シェイプアップ 
トレーニング教

室 
中止

春 5～7月・8回 県西地域・18歳以上の女性 0人 小田原アリ
ーナ

秋 10～11月・8回 県西地域・18歳以上の女性 0人

冬 2～3月・8回 県西地域・18歳以上の女性 0人

6 親子体操教室 
中止

9～10月・5回 県西地域・2～3歳の幼児と親 0人 小田原アリ
ーナ

7 弓道教室　 
中止

5～6月・7回 県西地域・18歳以上 0人 城内弓道場

8 ピラティス教室　 
中止

5～6月・4回 県西地域・18歳以上の女性 0人 小田原アリ
ーナ

9 ヨガ教室 
中止

9月・4回 県西地域・18歳以上の女性 0人 小田原アリ
ーナ

3月・4回 県西地域・18歳以上の女性 0人 小田原アリ
ーナ

10 テニス教室 
中止

7～8月・7回 県西地域 
ジュニア・小学4～中学3年生 
レディース・16歳以上の女性

0人 小田原テニ
スガーデン

11 ドッジボール教
室 
中止

前期 7月・3回 県西地域・小学1～6年生 0人 小田原アリ
ーナ

後期 8月・3回 県西地域・小学1～6年生 0人

12 卓球教室 
中止

11月・5回 県西地域・小学生以上 0人 小田原アリ
ーナ

13 健康ハイキング 
中止

11月・1回 県西地域・中学生以上 0人 あきる野市 
秋川渓谷

注）「県西地域」：2市8町をいう。 
　注）「中止」：新型コロナウイルス感染拡大防止又は緊急事態宣言発令のため中止 

1



注）「県西地域」：2市8町をいう。 
　注）「中止」：新型コロナウイルス感染拡大防止又は緊急事態宣言発令のため中止 

イ　各種競技会等の開催（開催0事業、中止9事業)

事　　業　　名 期　日 対　　象 参加者 会　場

1 第2回小田原バスケットボール3×3
大会 
中止

R2.5.24 県西地域 
①小学生の部 
②一般の部

0人 小田原アリー
ナ

2 第11回おだわらキッズマラソン大会 
中止

R2.6.21 ①小学生の部 
小学1～6年生 
②親子の部 

3歳以上の未就学
児とその親 
③スポーツイベント

0人 小田原アリー
ナ 
～周辺コース 

3 第72回小田原市民総合体育大会 
中止

R2.7/10
、 

18、19、
24、 
26 
計5日間

中学生以上の市民 
(一部種目小学生)

0人 市内各運動施
設

4 第13回小田原市ドッジボール大会 
中止 

R2.8.25 県西地域・小学生 
①低学年(小学1～3
年） 
②高学年(小学4～6
年)

0人 小田原アリー
ナ

5 第11回おだわらスポーツ＆ 
レクリエーションフェスティバル 
中止 

R2.9.13 ①3歳未満対象 
・赤ちゃんダービー 
②一般対象 
・スポーツ体験 
・公開演技 
・大抽選会　ほか

0人 小田原アリー
ナ

6 第12回おだわらキッズマラソン大会 
中止

R2.12.13 ①小学生の部 
小学1～6年生 
②親子の部 
３歳以上の未就学

児とその親 
③スポーツイベント

0人 小田原アリー
ナ 
～周辺コース 

7 第14回おだわら駅伝競走大会 
中止

R3.1.17 ①地区対抗の部 
・中学生以上の市民 
②一般対抗の部 
県西地域 
・事業所 
・クラブ 
・高校生

0人 小田原アリー
ナ 
～市内コース 

8 第75回市町村対抗｢かながわ駅伝｣競
走大会 

中止

R3.2.14 中学生以上の市代表
選手

0人 秦野市カルチ
ャーパーク 
～県立相模湖
公園

9 第34回小田原尊徳マラソン大会 
中止

R3.3.14 高校生以上 
10㎞の部 
ハーフの部

0人 小田原アリー
ナ 
～市内コース
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　（新）おだわらスポーツチャレンジプロジェクト 
新型コロナウイルス感染症の影響により、学校やスポーツ施設の利用に一定の制限あるなかで、市民等の運動不
足を解消し、心身の健康を維持するため、スポーツ実施を促す事業を開催した。 

事　　業　　名 期日又は期間 目　　標
参加人数 
（延べ）

1 第1弾「ジャンピングチャレンジ
第1弾」 

縄跳び(エア縄跳び可)を跳んでホ
ームページから申請し、抽選で賞
品が当選

4月13日～22日 
(10日間)

挑戦目標　189,651回 
(小田原市の人口　189,651人) 
達成回数　410,296回

957人

2 第2弾「ジャンピングチャレンジ
第2弾」 
キッズＷチャンス 

縄跳び(エア縄跳び可)を跳んでホ
ームページから申請し、抽選で賞
品が当選

4月27日～5月10日 
(14日間)

挑戦目標　775,406回 
(小田原城天守閣過去最高年間入場
者数　775,406人) 
達成回数　793,761回 
＊ＧＷはキッズＷチャンスとして
当選率が２倍

1,915人

3 第3弾「ジャンピングチャレンジ
第3弾」 
仮装deジャンプ フォトコンテス
ト 

縄跳び(エア縄跳び可)を跳んでホ
ームページから申請し、抽選で賞
品が当選

5月18日～31日 
(14日間)

挑戦目標　903,000回 
(小田原市の梅の収穫量903,000㎏) 
達成回数　914,180回 
＊仮装で参加した方のフォトコン
テストを実施

1,551人

4 第4弾「ウォーキングチャレンジ
第1弾」 
①フリーウォーキング(10分以上) 
②ウォーキングラリー 
・歴史と文化の香るまち散策コー
ス 
・石橋山古戦場・米神漁港コース 

ウォーキングしてホームページか
ら申請し、抽選で賞品が当選

7月1日～19日 
(19日間)

挑戦目標　2,020人(西暦2020年) 
参加人数 
①680人 
② 72人 

752人

5 第5弾「リフティングチャレン
ジ」 

リフティング(ワンバウンド・風
船でも可)してホームページから
申請し、抽選で賞品が当選

8月8日～22日 
(15日間)

挑戦目標　113,810回 
(小田原市の面積 113.81k㎡) 
達成回数　120,212回

852人

6 「第1回箱根5区駅伝コース　 
ウォーキングチャレンジ」

9月5日 箱根駅伝小田原中継所(鈴廣かまぼ
こ)～箱根駅伝芦ノ湖ゴール地点 
片道20.8㎞をウォーキング

30人

7 第6弾「ウォーキングチャレンジ
第2弾」 
①学んで歩こう文学・遺跡めぐり
コース 
②偉人の足跡・まちなかコース 

クイズ形式でウォーキングしてホ
ームページから申請し、抽選で賞
品が当選

11月16日～29日 
(14日間)

①137人 
② 66人 

203人
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（２）スポーツを「みる」ために 
　新型コロナウイルス感染症拡大防止による公共施設の閉館等が相次ぎ、各種イベントは中止となった。 

（３）スポーツを「ささえる」ために 
　　コロナ禍において市民スポーツの振興をささえるため、加盟団体及び小田原市スポーツ少年団等の運営及び
活動の支援・助成をするとともに、スポーツ振興に貢献された方々等の表彰を行った。 

　ア　スポーツ団体に対する支援事業 
スポーツ振興を図るため、21の競技団体、26の地区団体、6のレクリエーション団体に対し、競技力向上費、

技術向上費、地区体育振興費及び組織活動促進費等の支援を行った。 

　イ　スポーツ大会に対する助成事業 
　　　新型コロナウイルス感染症拡大のため助成対象事業が中止されたため助成は実施しなかった。 

　ウ　スポーツ少年団に対する助成及び育成事業  
　　　小田原市スポーツ少年団本部及び市内の各スポーツ少年団の健全育成のための事業活動を行うために助成
及び指導育成を行うとともに本部事務支援を行った。 

　エ　スポーツ少年団姉妹都市交流事業 
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

オ　指導者養成講習会の実施　 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

　 
カ　スポーツ医科学講習会の実施　 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

キ　体育功労者等に対する表彰事業 
　　　スポーツ振興に貢献した個人及び団体、著名な大会等で優秀な成績を収めた選手及びチームに対し、表彰
を行った。 
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、式典は行わず賞状及び記念品を郵送した。 
　　　○期　日　令和3年1月12日（火） 
　　　○表彰の種類　①感謝状　②功労者表彰　③優秀選手(優秀団体)表彰　 
　　　○受賞者　14人・3チーム 
　　 
【感謝状】 

8 第7弾「マラソンチャレンジ」 
①1.0㎞ 
②1.5㎞ 
③2.6㎞ 
④キッズＤＡＹ 
小田原アリーナ周辺コースを走っ
て 
ホームページからタイムを申請
し、抽選で賞品が当選

12月7日～20日 
(14日間)

①107人 
② 74人 
③ 53人 
④153人 

387人

大　　会　　名 期　日 参加人数等

第31回小田原少年柔道大会 
中止

R2.9.27 　0人

第51回川東地区婦人バレーボール大会 
中止

R2.11.3
　0人

第46回小田原城元旦マラソン 
中止

R3.1.1 　0人

第56回川東地区駅伝競走大会 
中止

R3.1.10 　0人

No 推　　薦　　団　　体 氏　　　名

１ 公益財団法人小田原市体育協会 小泉　幸子

2 公益財団法人小田原市体育協会 中村　一恵

3 公益財団法人小田原市体育協会 大竹　幸子

4 十字地区体育振興会 荒川　　優

5 足柄体育振興会 川口　博一
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【功労者表彰】 

【優秀選手(優秀団体)表彰】 

ク　ニュースポーツ普及・促進事業 

２　広報の拡充 
　会報・情報誌の発行、ホームページでの情報提供やＳＮＳを活用した情報発信のほか、コロナ禍での事業運

営の情報収集を行いました。 

No 推　　薦　　団　　体 氏　　　名

1 小田原野球協会 石黒　一夫

2 小田原市陸上競技協会 中山　雅浩

3 小田原バスケットボール協会 木村　善之

4 小田原ソフトボール協会 堀　ユリ子

5 小田原バドミントン協会 木曾　惠利子

6 小田原テニス協会 高尾　俊之

7 小田原バレーボール協会 北村　幸一郎

8 小田原市スポーツ少年団 辻　　新一

No 氏　　名 大　　会　　名 種　目・成　績

1 山田　紗也香
荒井商事杯ビーチバレーボール・ジャパン・カレ
ッジ2020　第32回全日本ビーチバレーボール大学
男女選手権大会　

ビーチバレーボール 優勝

2

(学)明徳学園 
相洋高等学校 

陸上競技部男子 
　 4×400ｍ 
リレーチーム 

全国高等学校陸上競技選手権大会2020　 
リレー競技

陸上競技 
男子4×400ｍリレー

第5位

3

(学)明徳学園 
相洋高等学校 

陸上競技部女子 
　4×400ｍ 
リレーチーム

全国高等学校陸上競技選手権大会2020　 
リレー競技 

陸上競技 
女子4×400ｍリレー

第3位

4

(学)明徳学園 
 相洋高等学校 
陸上競技部女子 
   4×100ｍ 
リレーチーム

全国高等学校陸上競技選手権大会2020　 
リレー競技 

陸上競技 
女子4×100ｍリレー

第2位

No 期　　日 内　　　　　　　　容 会　　　　場

1 R2.12.4 ニュースポーツを体験しよう（フットサルチームのスフィーダ　

オリッチークァにニュースポーツの普及・指導を行った） 

○種　目　キンボール、ボッチャ(参加者6人） 

○指導者　体育協会職員　5人

小田原アリーナ・メイン

2 R2.12.13 ニュースポーツを体験しよう（カラーズスポーツクラブの園児

と小学生及び保護者にニュースポーツの普及・指導を行った） 

○種　目　キンボール、ドッヂビー他(参加者39人） 

○指導者　体育協会職員　3人

小田原アリーナ・メイン
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（１）広報事業の展開 

（２）情報交換事業の展開　 
各種協議会及び新春スポーツ人の集いは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

（３）情報収集の実施 
　ア　第82回奥多摩渓谷駅伝競走大会を視察した。（R2.12.6） 

３　財政基盤の確立 
コロナ禍による収益減に対し、健全な運営に努めるため、国の持続化給付金及びスポーツ事業継続支援補助金を
申請し受給した。 

４　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
小田原市が実施するスポーツイベントに対する協力、東京オリンピック・パラリンピックに対する協力、スポー

ツ講演会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び緊急事態宣言により、いずれも次年度へ延期となった。 

≪参　考≫ 
１　賛助会費（108件　1,605,000円） 

２　令和2年度　地区健民祭・体育祭等実施状況 
　　新型コロナウイルス感染症拡大防止及び緊急事態宣言により全26地区が中止。 

５　会　議 
（１）正副会長会議 

項　　　　　目 発行年月日 備　　　　　考

会　　　報　　　第　　　27　　　号 R2.7.1　700部印刷　加盟団体他に配布

情報誌「スポーツおだわら」第107号 R2.5.1　○毎号10,000部印刷 
　①回覧先　市内自治会に回覧 
②配布先 （公財）小田原市体育協会加盟団

体、県下体育協会ほか
情報誌「スポーツおだわら」第108号 R2.9.1　

情報誌「スポーツおだわら」第109号 R2.12.1　

令和２年度スポーツ・レクリエーションカ
レンダー

R2.6.1　B3サイズ　1,200部印刷　加盟団体他に配布

体育協会ホームページによる情報提供 随時 体育協会の概要を掲載

タウン誌等メディアを使用した情報提供 随時
おだわらスポーツチャレンジプロジェクトの周知
等

SNSでの情報発信 随時 Facebook、Twitter等による情報発信

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 4.28 第１回正副会長会議 
１．役員改選について 
２．コロナウイルス感染症対応について 
３．おだわらスポーツチャレンジプロジェクトについて

小田原アリーナ 
3階ラウンジ

R2. 6. 3 第２回正副会長会議 
１．今後の会議及び事業について 
２．スポーツ講演会について 
３．新規事業について

小田原アリーナ 
3階ラウンジ

R2. 9. 7 第３回正副会長会議 
１．今後の開催検討事業について 
２．今年度事業報告について 
３．今後の事業展開について

小田原アリーナ 
事務室奥会議室
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（２）理事会 

（３）評議員会 

（４）監査 

（５）総務委員会 

R3. 1.20 第４回正副会長会議 
１．令和３年度事業計画・予算について 
２．令和２年度表彰事業等の報告について 
３．今後のスケジュールについて

小田原アリーナ 
事務室奥会議室

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 5.28 第１回理事会〈書面表決〉 
１．令和元年度公益財団法人小田原市体育協会事業報告について 
２．令和元年度公益財団法人小田原市体育協会収支決算について 
３．令和2年度定時評議委員会の招集について 
４．小田原市スクエアダンス協会の脱退について 
５．小田原水泳協会の脱退について

R2. 6.23 第２回理事会 
１．公益財団法人小田原市体育協会会長、副会長及び専務理事の選定

について 
２．事業推進委員会(総務・財務・広報)委員の推薦について

小田原市役所 
　大会議室

R3. 2.25 第３回理事会〈書面表決〉 
１．令和３年度公益財団法人小田原市体育協会事業計画について 
２．令和３年度公益財団法人小田原市体育協会収支予算について 
３．令和２年度第２回評議員会の招集について

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 6.17 定時評議員会　<書面表決> 
１．令和元年度公益財団法人小田原市体育協会事業報告について 
２．令和元年度公益財団法人小田原市体育協会収支決算について 
３．公益財団法人小田原市体育協会理事及び監事の選任について

R3. 3.18 第２回評議員会〈書面表決〉 
１．令和３年度公益財団法人小田原市体育協会事業計画の承認につい
て 
２．令和３年度公益財団法人小田原市体育協会収支予算の承認につい
て

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 5.20 監査 
１．令和元年度事業報告及び財務諸表等について 
２．帳簿等の確認について

小田原アリーナ 
　3階ラウンジ 

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 5.14 第１回総務委員会　<書面表決> 
１．令和元年度事業報告について 
２．令和元年度収支決算について 
３．理事・監事の候補者について 
４．事業推進委員会の候補者について 
５．小田原市スクエアダンス協会の退会について 
６．小田原水泳協会の退会について

R2. 7. 8 第２回総務委員会 
１．事業推進委員会について 
２．正副会長専務理事の選出について 
３．令和２年度事業について 
４．市制８０周年記念表彰・被表彰者の推薦について 
５．令和２年度神奈川県体育功労者表彰について 
６．令和２年度公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等
表　　　彰候補者の推薦について 

７．おだわらスポーツチャレンジプロジェクトについて 
８．令和３年度スポーツ講演会の開催について

小田原アリーナ 
　小会議室

7



（６）財務委員会 

（７）広報委員会 

（８）競技委員会 

（９）地区委員会 

R3. 2.16 第３回総務委員会　<書面表決>  
１．令和３年度事業計画(案)について 
２．令和３年度収支予算(案)について

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 7. 8 第１回財務委員会 
１．正副委員長の互選について 
２．基本財産の運用状況について 
３．賛助会費について 
４．寄付金付き自動販売機について

小田原アリーナ 
大会議室

R2.12. 1 第2回財務委員会 
１．基本財産の運用について 
２．賛助会費について

小田原アリーナ 
事務室奥会議室

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 4. 2 第１回広報委員会　<郵送校正> 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０７号の初校会議

R2. 4. 8 第２回広報委員会　<郵送校正> 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０７号の再校会議

R2. 7. 8 第３回広報委員会 
１．正副委員長の互選について 
２．情報誌「スポーツおだわら」第１０７号の結果について 
３．情報誌「スポーツおだわら」第１０８号の発行について

小田原アリーナ 
大会議室

R2. 7.22 第４回広報委員会　<郵送校正> 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０８号の初校会議

R2. 8. 5 第５回広報委員会　<郵送校正> 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０８号の再校会議

R2. 9.16 第６回広報委員会　<書面表決> 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０８号の結果について 
２．情報誌「スポーツおだわら」第１０９号の発行について

R2.10.22 第７回広報委員会 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０９号の初校会議

小田原アリーナ 
事務室奥会議室

R2.11. 4 第８回広報委員会 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０９号の再校会議

小田原アリーナ 
事務室奥会議室

R3. 3.17 第９回広報委員会　<書面表決> 
１．情報誌「スポーツおだわら」第１０９号の結果について 
２．情報誌「スポーツおだわら」第１１０号の発行について

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 7.29 第１回競技委員会　<書面表決> 
１．正副委員長について 
２．令和２年度競技力向上費の配分について 
３．令和２年度指導者養成講習会及び協議会について

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 7.29 第１回地区委員会　<書面表決> 
１．正副委員長について 
２．令和２年度地区体育振興費の配分について 
３．令和２年度指導者養成講習会及び協議会について
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（10）レクリエーション委員会 

（11）事務連絡者会議 

（12）表彰選考委員会 

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 7.29 第１回レクリエーション委員会　<書面表決> 
１．正副委員長の互選について 
２．令和２年度レクリエーション団体技術向上費の配分について 
３．令和２年度指導者養成講習会及び協議会について

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2. 4.16 事務連絡者会議　<書類の授受のみ> 
１．令和２年度公益財団法人小田原市体育協会事業について 
２．賛助会員について 
３．組織活動促進費等助成金について 
４．公益財団法人小田原市体育協会から加盟団体への事務連絡方法に
ついて 

５．寄付金自動販売機の設置について 
６．ニュースポーツ用具借用書について 
７．事務局職員事務分担について 
８．未来のアスリート支援・育成事業　種目協会連携事業について

小田原アリーナ 
エントランス 

期　　日 内　　　　　　　　容 場　　所

R2.12. 2 表彰選考委員会 
1. 委員長の選出について 
2. 被表彰者の選考について 
3. 表彰状・記念品について

小田原アリーナ 
小会議室
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