


平成11年 2月 1日 財団設立許可

平成11年 4月 1日 スポーツ・レクリエーション事業の開始
総合運動場、千歳温水プールの管理及び運営開始

平成11年 11月 1日 八幡山小地域体育館の運営開始

平成15年 4月 1日 尾山台地域体育館の運営開始
小・中学校及び民間等スポーツ開放施設の運営開始

平成16年 4月 1日 太子堂中学校温水プール、玉川中学校温水プール及び開放施設の運営開始

平成16年 6月 1日 烏山中学校温水プール及び開放施設の運営開始

平成16年 9月 20日 池尻小学校東側体育館の運営開始

平成16年 11月 1日 梅丘中学校温水プールの運営開始

平成18年 4月 1日 総合運動場、千歳温水プールの指定管理者開始

平成21年 4月 1日 総合運動場、千歳温水プール２期目の指定管理者開始

平成22年 1月 26日 大蔵第二運動場の管理及び運営開始

平成23年 4月 1日 公益財団法人へ移行し、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団へ
名称変更

平成24年 4月 1日 総合運動場３期目の指定管理者開始

平成26年 4月 1日 千歳温水プール３期目の指定管理者開始

平成29年 4月 1日 総合運動場４期目の指定管理者開始

平成29年 4月 1日 大蔵第二運動場の指定管理者開始

平成31年 2月 1日 希望丘地域体育館の運営開始

平成31年 4月 1日 千歳温水プール４期目の指定管理者開始

令和 4年 1月 1日 Ｊ＆Ｓフィールドの運営開始

令和 4年 4月 1日 総合運動場５期目の指定管理者開始

平成29年 4月 1日 大蔵第二運動場２期目の指定管理者開始

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財

団は設立以来「いつでも」「どこでも」

「だれでも」「いつまでも」をスローガ

ンに、区民が健康で豊かな生活を送るこ

とができる「生涯スポーツ社会」の実現

を目指し、世田谷区のスポーツ振興を進

めております。

今後も行政の信頼性・確実性・公平性

を継承しつつ、効率性・専門性を追求し

た公益法人ならではの弾力的な経営によ

り、多様な区民ニーズに応えたスポー

ツ・レクリエーション振興事業を推進し

てまいります。

理事長 石﨑 朔子

沿 革



「生涯スポーツ社会」
の実現

身近なところで
スポーツに
親しめる

設立目的

事 業

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団は、世田谷区民のスポーツ及びレクリエーション活動を普

及振興するとともに、区民がスポーツ及びレクリエーション活動を通じて、心身ともに健康で豊かな

生活を送ることができる生涯スポーツ社会の形成に寄与することを目的としています。

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団では、区民が「いつで

も」・「どこでも」・「だれでも」・「いつまでも」身近なとこ

ろでスポーツに親しめる「生涯スポーツ社会」の実現を目指し、

賛助会員をはじめとした関係機関と連携し、子どもから高齢者ま

で幅広い区民のライフスタイルにあった、スポーツ及びレクリ

エーション事業や健康づくり・体力づくりの場としての社会体育

施設の管理及び運営事業を実施し、幅広いスポーツ・レクリエー

ションの普及・振興に努めています。

概 要

設 立 .......平成11年2月1日

所在地 .......世田谷区大蔵4−6−1 区立総合運動場温水プール2階

基本財産 ... 500,000千円

どこでも だれでも

いつでも いつまでも

組織図 令和４年4月現在
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監 事 副理事長

事務局長
（常務理事）

各施設管理事務所
総合運動場
総合運動場温水プール
尾山台地域体育館
太子堂中学校温水プール
玉川中学校温水プール
烏山中学校温水プール
梅丘中学校温水プール

事務局次長

施設課

事業係

施設係

千歳温水プール
管理事務所

大蔵第二運動場
管理事務所

管理課 管理係

理事会

理事長評議員会
地域・パラスポーツ

担当

企画・経理係
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賛助会員一覧（49団体） 令和4年6月1日現在

世田谷区の区域を構成範囲として結成されたスポーツ・レクリエーションの種目別団体で、当財団

の目的に賛同する団体です。当財団では、賛助会員と協力し、教室やイベント等を展開しています。

協賛制度

「生涯スポーツ社会」の実現に向けて、当財団が展開するスポーツ及びレクリエーション振興事業

のより一層の充実を図ることを目的に実施するものです。協賛種別は、オフィシャルパートナー及び

サポーティングパートナー、特別協賛、広告協賛があります。

アイディクラブ協賛会員（個人）

「生涯スポーツ社会」の実現に向けて、協賛していただく世田谷区のスポーツサポータークラブで

す。会費はすべて世田谷区のスポーツ普及振興に使われます。入会者には、より一層充実したスポー

ツライフを送っていただくため、会員特典を用意しています。

1 世田谷区アーチェリー協会
No. 団 体 名

2

世田谷区ボクシング連盟

3
世田谷区親子体操連盟

4
世田谷区空手道連盟

5
世田谷区弓道連盟

6
世田谷区クレー射撃連盟

7
世田谷区ゲートボール協会

8
世田谷区健康体操連盟

9
世田谷区剣道連盟

10
世田谷区ゴルフ連盟

11
世田谷サッカー協会

12
世田谷区柔術連盟

13
世田谷区柔道会

14
世田谷区少年アメリカンフットボール連盟

15
世田谷少年サッカー連盟

16
世田谷区少林寺拳法連盟

17
世田谷区ショートテニス連盟

18
世田谷区水泳協会

19
世田谷区スキー協会

20
世田谷区スポーツチャンバラ協会

21
世田谷区スポーツ吹矢連盟

23

世田谷区ソフトテニス連盟

24
世田谷区ソフトボール連盟

25
世田谷区卓球連盟

26

世田谷区ダンススポーツ連盟

No. 団 体 名

27
世田谷区テニス協会

28
世田谷区登山・ハイキング連盟

29
世田谷区トライアスロン連合

30
世田谷区なぎなた連盟

31
世田谷区軟式野球連盟

32
日本ティーボール協会世田谷区連盟

33
世田谷区馬術連盟

34
世田谷区バスケットボール協会

35
世田谷区バドミントン協会

36
世田谷区バトン協会

37
世田谷区バレーボール連盟

38
世田谷区ハンドボール協会

39
世田谷区ビリヤード連盟

40
世田谷区フェンシング協会

41
世田谷区フォークダンス協会

42
世田谷区武術太極拳連盟

43
世田谷区ボウリング連盟

44 世田谷区ライフル射撃連盟
45 世田谷区ラグビーフットボール協会
46 世田谷ラクロス協議会
47 世田谷区ラジオ体操連盟
48 世田谷区陸上競技協会
49 世田谷区ローラースポーツ連盟

（50音順）

22 世田谷区ソフトバレーボール連盟
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財団事業体系

スポーツ及び
レクリエーション振興、
普及啓発に関する事業
（公益目的事業）

自主事業

スポーツ及び
レクリエーション
振興事業（第１号事業）

受託事業

スポーツ及び
レクリエーション
普及啓発事業
（第2号事業）

スポーツ及び
レクリエーション団体
育成事業（第3号事業）

区から受託するスポーツ及び
レクリエーション事業（第4号事業）

区から受託する
社会体育施設の管理
及び運営（第5号事業）

売店等事業（収益事業等） 収益事業

公益財団法人

世田谷区
スポーツ
振興財団

売店、自動販売機等販売事業

区民スポーツまつり

元旦あるこう会

多摩川ウォーク

親と子のつどい

Sports Information（世田谷区スポーツのしおり）の発行

スポーツ・レクリエーション指導者養成・活用

地域連携事業

スポーツ観戦デー

賛助会員選手強化助成

総合型地域スポーツ・文化クラブ育成

地域活動団体支援

スポーツ施策振興事業

子ども対象事業
①子どもの体力・基礎運動能力向上事業
②子ども活き活きスポーツ活動推進事業
③区内団体連携事業（子ども事業）

成人対象事業
①成人の体力・基礎運動能力向上事業
②区内団体連携事業（成人事業）

高齢者対象事業
①高齢者の生涯健康推進事業
②区内団体連携事業（高齢者事業）

障害者対象事業
①障害者スポーツ・レクリエーション推進事業
②区内団体連携事業
③ユニバーサルスポーツ推進事業

競技力向上事業
①世田谷246ハーフマラソン
②各種大会
③ジュニア育成事業

スポーツ講習会
①各種養成講習会

施設活性化事業
①総合運動場活性化事業
②大蔵第二運動場活性化事業
③千歳温水プール活性化事業
④太子堂中学校温水プール活性化事業
⑤玉川中学校温水プール活性化事業
⑥烏山中学校温水プール活性化事業
⑦梅丘中学校温水プール活性化事業
⑧学校開放 夏季プール活性化事業

総合運動場の管理及び運営（指定管理者施設）

大蔵第二運動場の管理及び運営（指定管理者施設）

千歳温水プールの管理及び運営（指定管理者施設）

小・中学校開放施設の運営
太子堂中学校温水プールの運営
玉川中学校温水プール及び開放施設の運営
烏山中学校温水プール及び開放施設の運営
梅丘中学校温水プールの運営
八幡山小地域体育館の運営
池尻小学校東側体育館の運営

尾山台地域体育館の運営

Ｊ＆Ｓフィールドの運営

希望丘地域体育館の運営

民間スポーツ開放施設の運営



スポーツ及びレクリエーション振興事業
（第１号事業）

世田谷ジュニアアカデミー＆カレッジ

4

ライフステージに応じた教室、大会等各種事業を展開し、区民のスポーツ及びレクリエーション活動

の振興を図ります。



世田谷２４６ハーフマラソン
日頃の練習の成果を発揮する場として、箱根駅伝で活躍する区内大学の選手とともに国道246号線を走る公認
競技大会を開催することで、区内の魅力の再発見と競技力の向上を図ります。

会場の駒沢オリンピック公園を一斉にスタートするランナー達

ランニングクリニック

タイムトライアル（1,600m）タイムトライアル（800m）タイムトライアル（親子の部）

5

ハーフマラソン 合同練習会
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子ども対象事業

高齢者対象事業
加齢とともに衰えてくる筋力の低下を防止し、歩行
能力の低下や腰痛・肩こり・膝痛を予防改善する等、
シニア世代を対象とした生涯健康事業を推進します。

気軽に参加できるスポーツ教室・イベントを実施し、
適切な運動を定期的に行うことにより、健康の増進、
体力の向上を推進します。

障害者対象事業

子どもの基礎運動能力の向上と体力の向上を目的と
して、子ども達の活き活きとしたスポーツ活動を推
進します。

基礎運動能力と体力の向上を図り、スポーツ・レク
リエーション活動を支える基礎体力づくりを目的と
した事業を推進します。

かけっこクリニック

成人対象事業

レディーススポーツ フットサル

元気なシルバーいきいきトレーニング ユニバーサルスポーツ体験会



千歳温水プール
フィットネス教室

千歳温水プール
アクアフィットネス教室

競技力向上事業

7

施設活性化事業
施設の特性を最大限活かした多様なプログラムを提供することにより、健康増進と体力向上を図り、広くス
ポーツ・レクリエーションを振興普及するとともに、施設の利用促進、活性化を図ります。

日頃の練習の成果を発揮する機会として、前述の
「世田谷246ハーフマラソン」をはじめ、各種大会
を実施することにより、競技力向上を図ります。

体育施設への就労を目指す区内学生のキャリアアッ
プおよび区内体育施設等に従事する職員の能力向上
を図り、体育施設管理運営の質の向上を目指します。

スポーツ講習会

子ども駅伝 体育施設運営士養成講習会

総合運動場温水プール
はじめようスイミング

大蔵第二運動場
ゴルフスクール

総合運動場体育館
フィットネス教室

大蔵第二運動場
フィットネス教室
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多くの区民に、スポーツ・レクリエーションに触れて楽しんでもらうことにより、スポーツ・レクリエーショ
ン活動の普及・啓発を図ります。

スポーツを好きな子はもちろんのこと、スポーツに
関心のない子や苦手な子も含め、親子でスポーツに
親しみ、身近なものへとするためのきっかけづくり
を提供します。

トップレベルの試合観戦をすることでスポーツを身
近に感じ、子どもがスポーツを始めるきっかけづく
りを提供します。

スポーツ・レクリエーション事業
や施設の総合案内として、「ス
ポーツのしおり」を区民に配布し、
情報を提供します。

スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業
（第2号事業）

区民スポーツまつり

親と子のつどい

スポーツ・レクリエーション
指導者養成・活用

Sports Information（世田谷
区スポーツのしおり）の発行 出張所・まちづくりセンターや学

校等と連携し、身近な地域でのス
ポーツ活動や健康づくりの場を提
供します。

地域連携事業

サッカーナイン ティーボール体験コーナー ナインフープス

スポーツ観戦デー

親と子のつどい

指導者を養成・登録し、地域団体
や学校部活動等への紹介及び各種
イベントでの活用を図ります。

Sports Information
（世田谷区スポーツのしおり） スポーツフェスタｉｎ千歳温水プール スポ・レクネット講習会

ライフステージに応じて、気軽に親しむことができる各種事業を実施し、区民のスポーツ及びレクリ

エーション活動の普及啓発を行うとともに、活動できる環境の整備を図ります。

様々な種目の観戦機会を提供する
スポーツ観戦デー
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総合型地域スポーツ・文化クラブの育成を図ります。

スポーツ及びレクリエーション団体育成事業
（第3号事業）

賛助会員選手強化助成

総合型地域スポーツ・文化クラブ育成

区内団体の地域におけるスポーツ・
レクリエーション活動を支援します。

地域活動団体支援

スポーツ施策振興事業

区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業
（第4号事業）

スポーツ推進委員と連携し、より一層、地域スポーツを推進します。

体力増進に役立ち、手軽に誰でも参加できる歩行会
を通じて、新年を祝うことを目的に実施します。

「歩く」ことを通し、体力の保持・増進に努めると
ともに、自然に親しむことを目的に実施します。

元旦あるこう会 多摩川ウォーク

賛助会員選手強化助成
賛助会員各団体選手の競技力向上
を支援します。

区内のスポーツ・レクリエーション団体を支援し、地域における区民のスポーツ及びレクリエーショ

ン活動を推進します。

元旦あるこう会 多摩川ウォーク

区から受託したスポーツ・レクリエーション事業を実施し、区民に対し、より一層スポーツ及びレク

リエーション活動の振興を図ります。

キンボール

区内の総合型地域スポーツ・文化クラブの活動風景

ユニカール
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区から受託する社会体育施設の管理及び運営
（第5号事業）

「総合運動場」の管理及び運営（指定管理者施設）

■総合運動場体育館棟及び屋外施設
緑豊かな大蔵運動公園の中に、体育館棟（第１武道場（畳）、第２武道場（床）、弓道場、エアーライフル場、
体育室、会議室兼軽運動場、トレーニングルーム）と野球場、テニスコート、陸上競技場（第３種公認）、洋
弓場等の屋外施設が配置されています。

総合運動場体育館棟の外観

テニスコート
全天候型、砂入り人工芝のテニス
コートです。
「12面（うち8面・照明付き）」

野球場
人工芝を敷設し、夜間照明も設置
しています。

体育館
観客約600人が収容でき、各種競
技の大会等で利用されています。

トレーニングルーム
トレッドミル、スミスマシンなど、
高性能のトレーニング機器を備え
ています。

各施設の管理運営について、利用者サービスの向上を図り、広く区民のスポーツ及びレクリエーショ

ン活動を推進します。

陸上競技場
第３種公認。団体利用のほか、個
人利用にも対応しています。

体育室
フィットネスや軽体操等で利用さ
れています。
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■二子玉川緑地運動場
二子玉川緑地運動場は、国分寺岸
線の緑を望む多摩川の河川敷に、
国土交通省から占用許可を受けて
緑地運動場として設置されていま
す。野球場、少年野球場、サッ
カー場、少年サッカー場、球技場
のほか、児童遊園、ピクニック広
場、サイクリングコースが整備さ
れています。

総合運動場温水プールの外観

50ｍプール
（公財）日本水泳連盟公認の50ｍ
プールは利用者も多く、大会にも
利用されています。

25ｍプール
都内でも少ない可動式屋根のある
プールです。常時、外の光が明る
く差し込みます。

キッズスペース
教室に参加しているご家族を待つ
間等に利用されています。

■総合運動場温水プール
総合運動場温水プールは、50ｍ公認プールや25ｍプール、幼児用プール、ジャグジー等を備えており、健康づ
くりや体力増進、仲間づくり等に大いに利用されています。

少年野球場 ピクニック広場



「大蔵第二運動場」の管理及び運営（指定管理者施設）
体育館、屋外プール（夏季限定）、トレーニングルーム、テニスコート、ゴルフ練習場、宿泊室等を備えた複
合施設です。

テニスコート
全天候型、砂入り人工芝のテニス
コートです。
（９面・照明付き）

ゴルフ練習場
全110打席、最長137ヤード、オー
トティーアップの練習場です。

宿泊室
和室６畳（１部屋）、12.5畳（５
部屋）の計６部屋あります。

体育館
フロア面積1,080㎡（30m×36m）
を有し、様々な種目に利用されて
います。

屋外プール
１周100ｍの流水プールや幼児プー
ル、ウォータースライダーがあり、
夏季限定で開放しています。

トレーニングルーム
高性能のトレーニング機器や、浴
室・サウナを備え、様々なフィッ
トネス教室も開催されています。

体育館の外観

12



トレーニングルーム
トレッドミル等の有酸素系マシン
が充実しており、筋肉量等を計測
できる体組成計も備えています。

集会室
フィットネスや軽体操等で利用さ
れています。会議の利用も可能で
す。

健康運動室
昼間は主に60歳以上の方を利用対
象とし、夜間は団体貸出をしてい
ます。

「千歳温水プール」の管理及び運営（指定管理者施設）
千歳温水プールは、25ｍプールをメインに、ウォータースライダー、ジャグジー等を備えています。このほか、
トレーニングルーム、集会室、健康運動室等の多彩な機能を有しており、子どもから高齢者まであらゆる世代
が楽しめる施設です。
隣接する清掃工場から熱供給を受けており、館内の冷暖房や温水プールに利用しています。

25ｍプール
本施設のメイン施設です。各種ア
クアフィットネス教室が開催され
ています。

千歳温水プールの外観

ウォータースライダー
全長が24.5ｍある区内唯一の屋内
ウォータースライダーです。

ジャグジー
プール利用の前後にリフレッシュ
できるジャグジーとして利用され
ています。

13
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「烏山中学校温水プール及び開放施設」の運営

「太子堂中学校温水プール」の運営
プール利用のほか、各種スイミング教室を開催して
います。

温水プールのほか、ふれあいホールや和室の利用が
できます。

温水プールのほか、区内初のクライミングウォール
の利用ができます。

「梅丘中学校温水プール」の運営
プール利用のほか、各種スイミング教室を開催して
います。

「玉川中学校温水プール及び開放施設」の運営
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「尾山台地域体育館」の運営
地域の方々による運営協議会が、予約不要でいつで
も参加できる各種スポーツ教室を開催しています。

「弦巻中学校トレーニングルーム」の運営
各種トレーニング機器を備え、本格的なトレーニン
グを手軽にできる施設です。

「池尻小学校東側体育館」の運営
バスケットボール、バレーボール、卓球、軽体操、
武道等の各種スポーツが楽しめます。

予約不要でいつでも参加できる各種スポーツ教室を
開催しています。

「八幡山小地域体育館」の運営

「希望丘地域体育館」の運営
ボッチャコートなど、障害者スポーツの場としても
利用できます。

（1F）

（3F）
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小・中学校開放施設の運営
世田谷区では、地域のスポーツ・レクリエーション活動の場として、学校教育で使用しない土・日・祝日や平
日の夜間に学校施設や民間スポーツ施設を開放し、区民の幅広い需要に応えています。

■開放施設の概要
●体育館 ●校庭

●格技室 ●テニスコート

●ミーティングルーム

●音楽室 ●和室

■世田谷区公共施設利用案内システム
「けやきネット」

「けやきネット」は、世田谷区のスポーツ施設（関連施設）や学校開放施
設等を利用する際に、利用者端末・パソコンにより、利用者申込や施設使
用料の口座支払いができるシステムです。

民間スポーツ開放施設の運営

「Ｊ＆Ｓフィールド」の運営

人工芝の多目的グラウンド（ナイター照明あり）で、野球・サッカー等が利用できます。
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令和4年6月改訂

事務所 ：公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

〒157-0074
東京都世田谷区大蔵4-6-1
総合運動場温水プール2階
Tel. 03-3417-2811
Fax.03-3417-2813
URL:https://www.se-sports.or.jp

広報活動の紹介

P.8掲載の「Sports Infomation（世田谷区スポーツのしおり）」のほか、ホームページやTwitter、YouTubeなどの
各種広報媒体を通じて、世田谷区のスポーツ・レクリエーションに関する情報を随時お知らせしています。
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10
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2
1

総合運動場体育館棟及び屋外施設

施設名

総合運動場温水プール

二子玉川緑地運動場

大蔵第二運動場

千歳温水プール

太子堂中学校温水プール

玉川中学校温水プール及び開放施設

烏山中学校温水プール及び開放施設

梅丘中学校温水プール

尾山台地域体育館

〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1

住 所

〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1

〒157-0077 世田谷区鎌田1-3-5

〒157-0074 世田谷区大蔵4-7-1

〒156-0055 世田谷区船橋7-9-1

〒154-0004 世田谷区太子堂3-27-17

〒158-0091 世田谷区中町4-21-1

〒157-0062 世田谷区南烏山4-26-1

〒156-0043 世田谷区松原6-5-11

〒158-0086 世田谷区尾山台3-19-3

体育館：03-3417-4276

T E L

03-3417-0017

03-3709-3104

フロント：03-3416-1212

03-3789-3911

03-3413-9311

03-3701-5667

03-3300-6703

03-3322-6617

03-3705-3344

03-3417-1734

F A X

03-3417-0013

03-3708-8982

03-3416-1777

03-3789-3912

03-3413-9311

03-3701-5667

03-3300-6703

03-3322-6617

03-3705-3344

施設一覧

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

八幡山小地域体育館

池尻小学校東側体育館

弦巻中学校トレーニングルーム

〒156-0056 世田谷区八幡山1-14-1

〒154-0001 世田谷区池尻2-4-10

〒154-0016 世田谷区弦巻1-42-22

03-3302-0800

03-3419-4402

03-3420-8832

03-3302-0800

03-3419-4402

03-3420-8832

12

13

14

9

希望丘地域体育館 〒156-0055 世田谷区船橋6-25-1 03-6304-6750 03-6304-675011

11

15 Ｊ＆Ｓフィールド 〒154-0016 世田谷区給田1-1-1 070-1319-2810 なし
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