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【事業報告】 

 

平成 27年度は、9月にイングランドで行われたラグビーワールドカップ 2015において、日本代表が一次リーグで奮

闘。これまで出場して 1勝しかしていない日本代表は、優勝候補である南アフリカに勝利し、24年ぶりにワールドカッ

プでの勝利を挙げたほか、一次リーグで 3勝する快挙を達成するなど、みる人に感動を与え、青少年に夢と希望を与

えるとともに、国民に活力を与えてくれた 1年となりました。 

今年度は、ドッジボール協会とソフトバレーボール協会の 2 団体が新たに加盟団体に加わり 27 団体での組織とし

てスタートしました。主催事業である、第39回「新春走ろうかい」－ひらかたハーフマラソン－については、全国各地か

ら 5,293名のランナーに参加していただきました。また、当協会のオリジナル健康スポーツプログラムの一つとして、だ

れでも簡単にできる「楽 10 体操」を作成し、健康増進を図るべく健康スポーツの取組みを進めることができました。さ

らに各種スポーツ教室にも多くの方々に参加いただき、市民スポーツの推進・充実に努めることができました。 

また、スポーツ施設である藤阪東町中央公園テニスコート・ひらかた東部スタジアム・春日テニスコートの管理運営

を新規に受託しました。指定管理者としては、2 年目を迎え、伊加賀スポーツセンターのオープンにより、利用が緩和

された空き施設において、健康スポーツ事業を新たに実施するとともに、光熱水費の削減に取り組み、効率的な運営

を行うことができ、無事 2年目を終えることができました。 

また、「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」については、より地域に根差した取り組みを行うために、コニ

ュニティ協議会と連携し、ブランチ育成を行いました。定期活動では、活動メンバーの少なかった軟式野球の活動に

ついてメンバー主体の活動を行いました。スクール活動では、パンサーズジュニア中学生チームが全国大会で初めて

優勝するなど、競技力向上という面で成果を上げることができました。広報面では、気軽に閲覧していただけるように

フェイスブックページの作成やホームページのリニューアルなどの取り組みを行いました。 

平成 27年度の目標であった「加盟団体の活性化」では、加盟団体の方々の協力のもと、加盟団体の活性化ミーテ

ィングを行い、活性化の取り組みに向け意見交換を行いました。 

「健康スポーツ事業の充実」については、朝活ストレッチ教室やバランスチェック教室など健康スポーツ事業の拡充

及び、全体的な計画の進行管理と評価を行い、組織運営の強化と、教室・事業の効率化を図れるよう取り組みまし

た。 
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〔事業内容〕 

 

Ⅰ．市民スポーツ普及啓発事業（公益目的事業１） 

 1．スポーツ大会事業 

 (1)総合体育大会等の運営及び選手派遣（枚方市からの受託事業） 

①枚方市春季・秋季総合体育大会  

 

春季秋季総合体育大会 総合開会式 
開催日 開催場所 参加数 

4/5 枚方市立総合スポーツセンター 511名 

 

種目 主管団体 
春季大会 秋季大会 

開催日 会場 参加者 開催日 会場 参加者 

陸上競技 陸上競技協会 5/31 枚方市立陸上競技場 880名 9/20 枚方市立陸上競技場 976名 

軟式野球 軟式野球連盟 2～5月 市内グラウンド 1,814名 8～12月 市内グラウンド 1,841名 

ソフトテニス ソフトテニス連盟 4/12 パナソニックテニスコート  158名 9/20 パナソニックテニスコート  108名 

卓球 卓球連盟 5/10 枚方市立総合体育館 259名 9/21 枚方市立総合体育館 232名 

柔道 柔道連盟 5/31 枚方市立総合体育館 30名 9/13 枚方市立総合体育館 37名 

バレーボール(家
庭婦人) バレーボール連盟  4/9・10 枚方市立総合体育館 390名 10/6・7 枚方市立総合体育館 390名 

バレーボール 
(一般) バレーボール連盟  4/19 枚方市立総合体育館 400名 9/27 枚方市立総合体育館 400名 

スキー スキー協会    3/6 ハチ高原スキー場 18名 

完歩ツアー 野外活動協会 4/29 藤原京跡～甘樫の丘 147名 11/1 八幡・背割堤～山崎 154名 

日本拳法 市民拳法の会 4/5 枚方市立総合体育館 38名 11/3 枚方市立渚市民体育館 40名 

剣道 剣道連盟 6/21 枚方市立総合体育館 541名 11/1 枚方市立総合体育館 776名 

サッカー サッカー連盟 2月～ 市内各グラウンド 360名 10月～ 市内各グラウンド 480名 

水泳 水泳協会    9/6 王仁公園ﾌﾟー ﾙ 370名 

ラグビー ラグビー連盟 4～6月 市内各グラウンド 150名 
10～12

月 
市内各グラウンド 150名 

テニス テニス協会 4～6月 
パナソニック・寝屋川公園

・伊加賀・王仁テニスコート 
376名 

10/18・

11/9 

パナソニック・伊加賀・

王仁テニスコート 
雨天中止 

少林寺拳法 少林寺拳法協会  4/29 枚方市立総合体育館 145名 11/3 枚方市立総合体育館 144名 

ソフトボール ソフトボール協会  3～6月 市内高校及び公共施設 1,000名 9～12月 市内高校及び公共施設 1,000名 

空手道 空手道連盟 5/5 枚方市立総合体育館 400名 12/13 枚方市立総合体育館 230名 

バドミントン バドミントン連盟  5/24・31 枚方市立総合体育館 412名 11/22・12/6 枚方市立総合体育館 283名 

相撲 相撲連盟 5/17 王仁公園相撲場 169名 10/25 王仁公園相撲場 161名 

バスケットボール  バスケットボール協会  5/17・30 枚方市立総合体育館 740名 10/17・25 枚方市立総合体育館 740名 

カヌー カヌー協会 5/24 淀川（枚方大橋周辺） 35名 9/13～14 長良川 30名 

ゲートボール ゲートボール協会 4/16 王仁公園運動広場 72名 10/29 王仁公園運動広場 72名 

弓道 弓道連盟 6/28 枚方市立渚市民体育館 60名 11/8 枚方市立渚市民体育館 105名 

スポーツチャンバラ  スポーツチャンバラ協会  4/19 枚方市立渚市民体育館 80名 9/20 枚方市立総合体育館 160名 

グラウンド・ゴルフ グラウンド・ゴルフ連合会  4/11 山田池公園芝生広場 393名 10/11 淀川河川公園野球場 365名 

ドッジボール ドッジボール協会  6/20 枚方市立総合体育館 400名 9/12 枚方市立総合体育館 300名 

ソフトバレーボール  ソフトバレーボール協会 7/12 枚方市立総合体育館 379名 11/29 枚方市立総合体育館 328名 

 合   計 9,828名 合   計 9,890名 
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②第65回北河内地区総合体育大会・第69回大阪府総合体育大会   

種目 種別 

北河内地区総合体育大会 

■派遣人数 352人 

大阪府総合体育大会 

■派遣人数 205人 

開催日 会場 成績 開催日 会場 成績 

軟式野球 

一般の部 6/28 ひらかた東部スタジアム 準優勝 
8/30・

9/6 
松原市立大塚運動広場 地区予選敗退 

一般2部 7/5 寝屋川公園第二野球場 1回戦敗退 
8/30・

9/13 
和泉市立市民球場 地区予選敗退 

ソフトボール 

一般男子 
6/28 交野市立総合体育施設  

第 3 位 

8/23・

8/30 

なみはやグラウンド 地区予選敗退 

一般女子 優 勝 いきいきパークみさき野球場 雨天中止（ベスト4） 

男子2部 
7/5 

寝屋川公園 

ソフトボール広場 

優 勝 大阪狭山市立野球場 1回戦敗退 

女子2部 不参加 富田林市立総合スポーツ公園 不参加 

サッカー 一般男子 
6/28・

7/5 

深北緑地球技広場 

門真市民プラザグラウンド 
1回戦敗退 

8/23・

8/30 
高石市立高師浜運動広場  地区予選敗退 

バレーボール 

一般男子 
6/28 大東市立市民体育館  

1回戦敗退 9/6 富田林市立市民総合体育館 地区予選敗退 

一般女子 不参加 8/30 貝塚市立総合体育館 不参加  

女子2部 7/5 交野市立総合体育施設  1回戦敗退 9/6 阪南市立総合体育館 地区予選敗退 

バスケットボール 
一般男子 6/28・

7/5 
四條畷市立市民総合体育館  

優 勝 8/30・

9/6 

堺市原池公園体育館 

堺市立大浜体育館 

第 3位 

一般女子 準優勝 地区予選敗退 

卓球 

一般男子 

6/28 守口市民体育館  

優 勝 

8/30 熊取町立総合体育館 

1回戦敗退 

一般女子 第 3 位 地区予選敗退 

男子2部 リーグ戦敗退 地区予選敗退 

女子2部 準優勝 第 3位 

バドミントン 

一般男子 

6/28 枚方市立総合体育館  

優 勝 

8/30 
羽曳野市立 

総合スポーツセンター 

2回戦敗退 

一般女子 優 勝 第 3 位 

男子2部 優 勝 1 回戦敗退 

女子2部 優 勝 2回戦敗退 

テニス 
一般男子 

7/5 
寝屋川公園 

テニスコート 

優 勝 
8/30 

富田林市立 

総合スポーツ公園 

2回戦敗退 

一般女子 優 勝 準 優 勝 

ソフトテニス 
一般男子 

6/21 
寝屋川公園 

テニスコート 

準優勝 
8/30 

光明池緑地運動広場 第 3 位 

一般女子 第 3 位 光明池球技場テニスコート 地区予選敗退 

柔道 
一般男子 

   9/6 堺市立大浜体育館 不参加 
一般女子 

剣道 一般の部    8/23 河内長野市立市民総合体育館  3回戦敗退 

弓道 
一般男子 

   8/30 岸和田市総合体育館 
第 1 0 位 

一般女子 第 1 0 位 

成 績 

男子総合 優 勝 66.0点 第6位 60.5点 

女子総合 第3位 51.0点 第7位 49.0点 

男女総合 優 勝 117.0点 第8位 109.5点 

※参考 

男 女 総 合 順 位 

優勝 枚方市 117.0点 優勝 堺市 177.0 点 

第2位 寝屋川市 113.5点 第2位 豊中市 157.0点 

第3位 大東市 100.5点 第3位 吹田市 146.0点 



 

4 

③第 65回北河内地区駅伝競走大会  ■派遣数 10チーム（83人） 

 期日＝平成 28年 2月 7日（日）  会場＝淀川河川公園枚方地区周回 

競技種目 一般男子 一般女子 中学男子 中学女子 

Ａチーム 優勝 優勝 優勝 優勝 

Ｂチーム 第 2位 ― 第 2位 第 2位 

Ｃチーム 第 4位 ― 第 4位 第 5位 
   

④ 第 65回大阪府市町村対抗駅伝競走大会 ■派遣数 4チーム（48人） 

 期日＝平成 28年 2月 14日（日）  会場＝服部緑地公園陸上競技場周回コース 

競技種目 一般男子 一般女子 中学男子 中学女子 

Ａチーム 第 3位 第 2位 第 2位 第 4位 

    

※参考 各種目上位順位 

競技種目 一般男子 一般女子 中学男子 中学女子 

第 1位 和泉市Ａ 吹田市Ａ 豊中市A 豊中市Ａ 

第 2位 高槻市Ａ 枚方市Ａ 枚方市A 堺市Ａ 

第 3位 枚方市Ａ 東大阪市Ａ 堺市A 泉大津市Ａ 

 
 

⑤枚方市長杯争奪軟式野球大会、三島・北河内地区対抗柔道大会、枚方市駅伝競走大会、 

 小学生陸上競技・駅伝競走大会、枚方ラグビーカーニバル 

大会名 開催日 開催場所 参加数 

枚方市長杯争奪軟式野球大会  5 月～8 月 市内グラウンド 
一般 80チーム(1,440名)、少年 2チーム、学童 16チ

ーム、ジュニア 11チーム（計 422名） 

三島・北河内地区対抗柔道大会  11/8 吹田市立武道館 役員・一般 11名、小中学生 6名 

枚方市駅伝競走大会 12/6 淀川河川公園枚方地区 
一般男子 20チーム、一般女子 10チーム、中学男子 20

チーム、中学女子 14 チーム（計 403 名） 

小学生陸上競技大会 10/18 枚方市立陸上競技場 1,851名 

小学生駅伝競走大会 11/28 淀川河川公園枚方地区 45チーム（計 424名） 

2015枚方ラグビーカーニバル 6/21 大阪国際大学枚方キャンパス G 462 名（講習会 159 名、試合 303 名） 

   

 (2)競技大会開催事業（主催事業） 

  事業名 開催日 開催場所 参加者数 

第 39回「新春走ろうかい」 

-ひらかたハーフマラソン- 
1/11 淀川左岸河川敷コース 5,293名 

ひらかた市民オリンピック 

オリンピック種目などにチャレンジしよう♪ 
2/20 枚方市立総合スポーツセンター 339名 
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  (3)枚方市の友好都市との交流事業 

    協会名 開催日 開催場所 交流団体・参加人数 

枚方市バレーボール連盟 別海町交流 

10/16

～

10/19 

別海町 
バレーボール（家庭婦人） 

合計 15名（内随行 1名）    

 

2．スポーツ啓発事業 

 (1)スポーツ教室事業 

①健康スポーツ事業 

 事業名 開催日 開催場所 参加者数 

朝活ストレッチ教室 5月～3月 スタジオ AYA 延べ527名 

ボディバランスチェック体験 4月～3月 
枚方市立総合体育館・枚方市立渚市民体育

館・枚方市立伊加賀スポーツセンター体育館 
179名 

ひらかた祭り出店（ボディバランスチェック体験） 8/22～23 枚方市役所周辺 83名 

楽10体操 
指導者講習会 3回 枚方市立渚市民体育館他  6名 

指導者派遣事業 7回 池之宮北自治会館他 延べ186名 

ひらかたカラダづくりトライアル（健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業） 

 

 

①健康ウォーキング（枚方市駅～香里園駅）ウォーミングアップ実施 10/3 枚方市役所前 324名 

②健康ウォーキング（枚方市駅～樟葉駅） 

※同時開催＝ノルディックウォーキング教室 
11/17 枚方市駅周辺 

157名 

※＝7名 

第 27回枚方市健康・医療・福祉フェスティバル（健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業） 

 
①タオル一つあればできる！かんたん自力整体 

10/25 
ラポールひらかた 46名 

②ノルディックウォーキング（講師派遣） ラポールひらかた～淀川河川敷  25名 

オーダーメイドプログラム （チームビルディング） 11/21 野外活動センター 18名 

オーダーメイドプログラム （健康パッケージ提供） 12/8・3/10 日本精線 枚方工場 延べ40名 

 

②その他スポーツ事業 

 事業名 開催日 開催場所 参加者数 

卓球講習会（中高生） 8/5 枚方市立渚市民体育館 120名 

車いすテニス教室 4月～3月 コマツ・日本精線・各テニスコート 216名 

中学生ソフトボール教室 3/5 招提北中学校 207名 

スポーツチャンバラ体験会 4月～11月 桜丘北小学校・総合体育館・天の川保育園 33名 

走ろうかい完走クリニック 11/8,12/20 淀川河川公園枚方地区 延べ 57名 

ウォーキングエクササイズ、ピラティス、ハワイアン

フラ、ベビーダンス、脳活ストレッチ、サッカー教室、

グラウンド・ゴルフ DAY他 

年間 

枚方市立総合体育館・枚方市立渚市民体育館・ヨミハン大津

ビル・王仁公園・枚方市立伊加賀スポーツセンター体育館、

中の池公園他 

延べ 

19,405名 

里山ノルディックウォーキング、森のヨガ、 

オーダーメイドキャンプ、中高生チャレンジキャン

プ、ジュニアキャンプ教室他 

年間 枚方市野外活動センター 延べ 740名 

パナソニック・パンサーズ 

ジュニア＆親子バレーボール体験教室 
9/13 枚方市立渚市民体育館 108名 
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  ③枚方市こども夢基金活用事業（枚方市からの受託事業） 

 事業名 開催日 開催場所 参加者数 

ジュニア陸上競技夢クリニック 

＊講師：室伏由佳氏・井上悟氏・ハニカット陽子氏 

寺野伸一氏・中田有紀氏・呑口健氏・宮川洋也氏 

島津勝己氏  

＊ｻﾌﾟﾗｲｽﾞｹﾞｽﾄ：荒木香織氏 

12/5 枚方市立陸上競技場 207名 

ジュニア軟式野球体験教室＆講演会 

3/19 

  

①体験教室 

＊講師：桧山進次郎氏・湯舟敏郎氏・的場寛一氏・浅井良氏 

②講演会 

   ＊講師：桧山進次郎氏 

ひらかた東部スタジアム 

 

メセナひらかた 多目的ホール 

117名 

 

304名 

 

 (2)高齢者健康スポーツ教室事業（枚方市からの受託事業） 

大会名 開催日 開催場所 参加数 

生き生きリーダー養成新任研修  11/16・12/7・12/14 ラポールひらかた 34名 

生き生きリーダー養成フォローアップ  2/25・3/3・3/17 ラポールひらかた 45名 

介護予防事業（スポーツ教室） 6月～3月 市内各所 
教室事業 10回 195名 

ロコモ   12回  20名 

メディカルフィットネス教室 4月～3月 市内各所 110名 （全 6 クール） 

こころの健康からだの健康まつり 10/28 枚方市立渚市民体育館 会場設営・準備業務 

ひらかた体操普及事業 5月～3月 市内各所 

指導者派遣  18回 516名 

教室        3回  52名 

普及員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 2回 延べ 15名 

普及員新人育成 2回 延べ 6名 

 

 (3)スポーツサポーターズバンク事業 

事業名 開催日 開催場所 参加者数 

サポーターズバンク事業 

インストラクター・ボランティア

基礎養成講座 
12/13 枚方市立渚市民体育館 16名 

フォローアップ研修 

（シナプソロジー講習会） 
3/12 枚方市立渚市民体育館 6名 

インストラクター派遣事業 9/28 岡本町会館 12名 

介護予防指導者講習会 10/11 枚方市立渚市民体育館 47名 

役職員研修（いびがわマラソン事務局視察） 2/27 揖斐川町役場 23名 

 

(4)他団体との協力事業 (障害者・高齢者・子ども・健常者等とのコミュニティスポーツ事業) 

 事業名 開催日 開催場所 参加者数 

第２回淀川河川公園ふれあいマラソン 

（淀川河川公園管理グループ共同体） 
11/3 淀川河川公園 枚方地区 1,268名 

トリプルバドミントン交流大会 

（みんなの学校 とれぶりんか） 
11/15 枚方市立渚市民体育館 92名 
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(5)スポーツ情報提供事業 

スポーツ図書 

・ビデオの購入 

■スポーツビデオ（DVD） 
(1)陸上競技場設置 
【陸上競技】世界の頂点をめざす！High Jump・円盤投技術の AtoZ 
【ラグビー】オーストラリア“セブンス”コーチングセミナー2014 
(2)総合体育館設置 
【バスケットボール】新籠久ディフェンス 
(3)渚市民体育館設置 
【バドミントン】ゼロから始めるバドミントン上達テクニック 
■スポーツ図書 
(1)陸上競技場設置 
【ラグビー】もっとも新しいラグビーの教科書 
【ゲートボール】わかりやすいゲートボール 
(2)総合体育館設置 
【バレーボール】バレーボールスキルアップドリル 
(3)渚市民体育館設置 
【スキー】日本スキー教程（DVD付）・SAJスノーボード教程（DVD付） 
【ソフトバレーボール】確実に上達するソフトバレーボール 

スポーツ図書・ 

ビデオ貸出事業 

①枚方市立渚市民体育館 ■図書貸出 24冊 ■ビデオ・DVD貸出 50本 

②枚方市立総合体育館  ■ビデオ・DVD貸出 46本 

③枚方市立陸上競技場  ■ビデオ・DVD貸出 16本 

 

(6)スポーツ振興特別事業 

  ①加盟団体スポーツ教室 

種目団体名 教室等事業名 開催日 日数 

枚方市陸上競技協会 ジュニア陸上競技クリニック 11/3 1 

枚方市軟式野球連盟 審判講習会 4/25・12/13 2 

枚方市ソフトテニス連盟 初心者ソフトテニス教室 4/8～毎週水曜全 10 回 10 

枚方市柔道連盟 柔道の安全練習及び指導者研修 8/29 1 

枚方市バレーボール連盟 応急処置法とテーピング実技講習会 3/5 1 

枚方スキー協会 ハチ高原日帰り 3月スキー 3/6 1 

枚方市野外活動協会 野草観察教室 5/17 1 

枚方市民拳法の会 日本拳法初心者体験教室 3/13・20 2 

枚方市剣道連盟 合同稽古会、審判講習会他 4月～3月 5 

枚方市水泳協会 水泳指導者講習会 7/27 1 

枚方市ラグビー連盟 タグ・ラグビー教室 4月～3月 4 

枚方市少林寺拳法協会 少林寺拳法教室 11/15 1 

枚方市空手道連盟 空手道講習会 3/12 1 

枚方市バドミントン連盟 バドミントンスポーツ教室 3/13 1 

枚方市相撲連盟 相撲体験練習会 4月～3月 12 

枚方市バスケットボール協会 指導者・審判・オフィシャル講習会 4/5・8/22 2 

枚方市カヌー協会 宇治川カヌーツーリング 6/28 1 

枚方市ゲートボール協会 審判員技術向上研修会・審判員資格試験予備講習会  4月～12月 4 

枚方市弓道連盟 弓道練成教室 4/18～3/19 12 

枚方市グラウンド・ゴルフ連合会 グラウンド・ゴルフ初心者教室 5/24・6/17・9/18・3/4 4 

枚方市ドッジボール協会 親子ドッジすくうる 9/6・11/22 2 

枚方市ソフトバレーボール協会 審判講習会 5/24 1 
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②事務局職員等講習会参加事業 

項    目 実施時期 参加人数 備考 

体育施設管理士 2/2～5 1名 
 

上級体育施設管理士 3月 1名 申請のみ 

KES構築講座 3月 1名  

 

 3．スポーツ施設活用事業 

  (1)指定管理者制度に伴う施設管理運営 

 ①渚市民体育館指定管理事業 

●受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

●利用者数   ◎団体使用  5,363件  97,681名 ◎個人使用   46,556名 

 

②総合スポーツセンター管理事業 

●受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

●利用者数   

 

 

 

③藤阪東町中央公園テニスコート管理運営事業（枚方市からの受託事業） 

●受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

●申込件数  2,080件 

 

④伊加賀スポーツセンター管理事業 

●受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

●利用者数   

 

 

 

  (2)枚方市内民間企業スポーツ施設開放事業 

企  業  名 施 設 名 開放件数 申込件数 

京阪ホールディングス（株） 

グラウンド 48 42 

体育館 48 38 

テニスコート 192 162 

（株）イトーキ グラウンド 18 18 

日本精線(株) テニスコート 568 130 

パナソニック（株） 

体育館 269 40 

別館 454 165 

テニスコート 4,873 353 

グラウンド 10 10 

コマツ大阪工場 テニスコート 716 700 

枚方信用金庫 テニスコート 1,920 1,317 

 

 

 

■総合体育館 ◎団体使用 3,806件 131,278名 ◎個人使用 57,470名 

■陸上競技場 ◎団体使用  253件  30,836名 ◎個人使用 21,599名 

■藤阪テニスコート ◎申込件数  3,503件  

■体育館 ◎団体使用   4,411件 101,631名 ◎個人使用 15,121名 

■テニスコート ◎申込件数  10,408件  

■運動広場 ◎申込件数   1,267件  
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4.その他協力事業 

事業名 開催日 備考 

第 17回「枚方市民チャリティゴルフ大会」 9/7 実行委員会に参画、実行委員会事務局   

枚方フェスティバル協議会 年間 服部副会長＝監査 

枚方市社会教育委員 年間 服部副会長 

市民憲章を推進する会 年間 奥野副会長＝幹事 

枚方市社会福祉協議会 年間 宮本副会長＝評議員 

第 95回全国高等学校ラグビーフットボール大会優

勝記念枚方市実行委員会 

1/14～ 

2/22 

実行委員会事務局（西邨会長＝実行委員長） 

＊2/1優勝セレモニー開催 
 
 

Ⅱ．総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業（公益目的事業２） 

  1．入会状況（平成 28年 3月 31日現在） 

   ◎レギュラー 250名 ◎中学生以下 422名 ◎ファミリー 22名  合計 694名 

   

Ⅲ．スポーツ施設の管理運営事業（その他の事業１） 

1． 都市公園有料施設管理事業（指定管理事業） 

①テニスコート・バレーボールコート・運動広場 

●受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

●利用者数  

 

 

 

 

②王仁公園プール 

●開場期間  平成 27年 7月 1日～平成 27年 8月 31日と 9月 5日 

●入場者数  70,370名   

◎大人  27,520名 ◎無料券入場者  2,306名  

◎小人  24,446名 ◎無料日入場者  4,236名 ◎幼児  11,862名 

 

2．野外活動センター業務（枚方市からの受託事業） 

①受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

②団 体 数  772団体  利用者数  16,324名（幼児 975名含む） 

◎日帰り＝463団体  11,351名（幼児 602名含む） 

◎宿 泊＝309団体   4,973名（幼児 373名含む） 

 

  3．ひらかた東部スタジアム管理運営事業（枚方市からの受託事業） 

     ①受託期間  平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

     ②申込件数  740件 

 

  4．春日テニスコート管理運営事業（枚方市からの受託事業） 

     ①受託期間  平成 27年 10月 1日～平成 28年 3月 31日 

     ②申込件数  3,028件 

 

 

■テニスコート  ◎申込件数 8,542件 
■バレーボールコート  ◎申込件数 3,125件 
■運動広場 (王仁公園) ◎申込件数 1,322件 
 （中の池公園） ◎申込件数 913件 
 （香里ヶ丘中央） ◎申込件数 1,037件 
■ライティングカード 231件   
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Ⅳ．法人運営 

1．役員会等の開催 

会議名 役員会 通常理事会 臨時理事会 評議員会 臨時評議員会 監事会 

回数 10回 3回 4回 1回 2回 1回 

 

2. 加盟団体事務連絡者会議の開催 

（1）総合体育大会の運営、加盟盟団体の活性化等について検討 

 (2) 開催回数： 1回 

 

3. 情報公開   公益財団法人枚方体育協会ホームページにおいて、組織図・事業内容・役員公告等 

 

4．専門委員会 

(1)総務委員会・事業施設委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)各委員会開催回数 

◎各施設運営委員会 

委員会名 都市公園有料施設 体育館等 

回数 3回 2回 

◎特別委員会 

委員会名 優秀団体選手表彰選考委員会 

回数 1回 

 

5. 加盟団体活性化のためのミーティング 

（1）各団体における課題等をワールド・カフェ形式にて情報交換 

 (2) 開催回数： 1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会名 総務委員会 事業施設委員会 

回 数 3回 6回 

内 容 

スポーツ振興特別事業について ひらかた市民オリンピックの開催について 

友好都市交流事業について 広報手段の検討について 

寄付金制度の整備について スポーツ図書・DVD購入について 

規程の見直し及び設置について 役員研修の実施について 

平成 28年度事業計画について 優秀団体選手表彰選考について 

加盟団体の活性化について 平成 28年度総合開会式について 
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Ⅴ．加盟団体の実施した事業  

加盟団体名 事業名 開催日 会場 

陸上競技協会 枚方リレーカーニバル 4/5 枚方市立陸上競技場 

ひらかたロングジャンプカーニバル 7/18 枚方市立陸上競技場 

枚方市中体連オープン記録会 8/8 枚方市立陸上競技場 

枚方市中学校学年別陸上競技大会 9/26 枚方市立陸上競技場 

枚方市小学生陸上競技大会（主管） 10/18 枚方市立陸上競技場 

枚方市長距離選手権大会（AM） 11/3 枚方市立陸上競技場 

ジュニア陸上競技クリニック（PM） 11/3 枚方市立陸上競技場 

枚方市小学生駅伝競走大会（主管） 11/28 淀川左岸（枚方地区） 

枚方市駅伝競走大会（主管） 12/8 淀川左岸（枚方地区） 

ひらかたハーフマラソン（主管） 1/11 淀川左岸（枚方地区） 

北河内地区駅伝競走大会（選手派遣） 2/7 淀川左岸（枚方地区） 

大阪府市町村対抗駅伝競走大会（選手派遣） 2/14 服部競技場周回 

ひらかたキングフィッシャーズ 
スポーツクラブ 

毎週土曜日 9:00～11:30 
毎週水曜日 15：30～17：00 

枚方市立陸上競技場他 

軟式野球連盟 

 

 

 

【一般】春季大会（兼総体） 2/22～5/31 市内グラウンド 

【一般】市長杯争奪大会 5/31～8/9 市内グラウンド 

【一般】秋季大会（兼総体） 8/9～11/1 市内グラウンド 

【少年：中学生】春季大会（兼総体） 中止 市内グラウンド 

【少年：中学生】市長杯争奪大会 6/14 市内グラウンド 

【少年：中学２年生以下】連盟杯争奪新人戦 中止 市内グラウンド 

【少年：中学生】秋季大会（兼総体） 9/6 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】春季大会（兼総体）  2/22～4/12 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】会長杯争奪大会 3/22～6/14 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】市長杯争奪大会 5/31～7/26 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】連盟杯争奪大会 7/26～9/20 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】秋季大会（兼総体）  9/13～12/6 市内グラウンド 

【ｼﾞｭﾆｱ：小学 4 年生以下】会長杯争奪大会  3/22～7/5 市内グラウンド 

【ｼﾞｭﾆｱ：小学 4 年生以下】市長杯争奪大会  5/31～7/26 市内グラウンド 

【ｼﾞｭﾆｱ：小学 4 年生以下】連盟杯争奪大会  7/26～9/20 市内グラウンド 

【ｼﾞｭﾆｱ：小学 4 年生以下】秋季大会（兼総体）  9/13～12/6 市内グラウンド 

審判講習会 4/25・12/13 きらら・ひらかた東部スタジアム 

ソフトテニス連

盟 

春季選手権大会団体戦（男子） 5/10 伊加賀 SCテニスコート 

春季総体レディースクラブ対抗 6/9（雨天中止） 伊加賀 SCテニスコート 

春季総体中学生大会 7/26・29 伊加賀 SCテニスコート 

秋季選手権大会 11/1 パナソニックテニスコート 

市長杯インドア選手権大会 1/17 パナソニックアリーナ 

初心者教室 毎週木曜日 枚方信用金庫テニスコート 

中級・上級教室 毎週水曜日 枚方信用金庫テニスコート 

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ 毎週月曜日 18:00～21:00 パナソニックテニスコート 

卓球連盟 

 

枚方レディースお楽しみ卓球大会 4/14 枚方市立総合体育館 

枚方レディース（ひらり）オープンリーグ戦 4/20 枚方市立総合体育館 
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卓球連盟 枚方メンズ（ひらり）オープンリーグ戦 4/25 枚方市立渚市民体育館 

枚方メンズ（ひらり）オープンリーグ戦 6/6 枚方市立渚市民体育館 

枚方レディース（ひらり）オープンリーグ戦 6/8 枚方市立総合体育館 

枚方レディース（オープン）団体戦 6/18 枚方市立総合体育館 

枚方卓球選手権大会 7/19 枚方市立総合体育館 

長山杯枚方（オープン）卓球ダブルス大会 8/1・2 枚方市立総合体育館 

中学生・高校生卓球講習会 8/5 枚方市立渚市民体育館 

枚方メンズ（ひらり）オープンリーグ戦 9/12 枚方市立渚市民体育館 

枚方レディース（オープン）2 人団体戦 9/17 枚方市立総合体育館 

枚方レディース（ひらり）オープンリーグ戦 9/28 枚方市立総合体育館 

枚方レディースダブルス卓球大会 10/22 枚方市立総合体育館 

ニッタク杯レディース（オープン）3人団体戦 11/19 枚方市立総合体育館 

枚方レディース（ひらり）オープンリーグ戦 12/7 枚方市立総合体育館 

枚方メンズ（ひらり）オープンリーグ戦 12/12 枚方市立渚市民体育館 

ひらかたダブルス卓球選手権大会 1/31 枚方市立総合体育館 

枚方（オープン）マスターズ卓球大会 2/7 枚方市立総合体育館 

枚方メンズ（ひらり）オープンリーグ戦 2/27 枚方市立渚市民体育館 

枚方レディース（ひらり）オープンリーグ戦 2/29 枚方市立総合体育館 

枚方レディース（オープン）2 人団体戦 3/17 枚方市立総合体育館 

枚方カップ（オープン）卓球大会 3/27 枚方市立総合体育館 

中学生卓球教室（コーチ派遣） 随時 枚方市立総合体育館 

ピンポン教室 随時 枚方市立総合体育館 

初心者卓球講習会 月 1回 水曜日 枚方市立渚市民体育館 

ひらかたキングフィッシャーズ 
スポーツクラブ 

毎週水曜日 19:00～21:00 
毎週金曜日 9:30～12:00 

パナソニックアリーナ 
伊加賀 SC体育館 

柔道連盟 安全練習及び指導者研修教室 8/29 中村整骨院道場 

バレーボール

連盟 

第 24回室田杯（家庭婦人） 5/14・15 枚方市立総合体育館 

キャプテン大会（家庭婦人） 5/29 枚方市立渚市民体育館 

第 31回すずらん杯大会（家庭婦人） 6/11・12 枚方市立総合体育館 

春季クラス別大会（家庭婦人） 7/7・8 枚方市立総合体育館 

第 35回議長杯大会（家庭婦人） 9/18・19 枚方市立総合体育館 

年代別大会（家庭婦人） 9/25 枚方市立渚市民体育館 

秋季クラス別大会（家庭婦人） 11/10・11 枚方市立総合体育館 

審判研修会 12/5 市民会館 

第 24回会長杯 6人制大会 12/20 枚方市立総合体育館 

第 9回お楽しみ大会（家庭婦人） 12/4・5 枚方市立渚市民体育館 

第 37回市長杯大会（家庭婦人） 2/12・13 枚方市立総合体育館 

指導者研修会 3/5 枚方市立総合体育館 

第 37回市長杯 6人制大会 3/13 枚方市立総合体育館 

9人制審判講習会（計 6回） 4月～1月 枚方市立渚市民体育館等 

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ 毎週火曜日 19:00～21:00 パナソニックアリーナ 

スキー協会 役員研修会（中止） 1/23～24 乗鞍スキー場 

2月ハチ高原スキーツアー（少人数のため中止） 2/14 ハチ高原スキー場 

3月ハチ高原スキーツアー 3/8 ハチ高原スキー場 
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野外活動協会 

 

高原里山ハイキング 5/17 伊勢本街道・奥津宿周辺 

初心者沢登り教室 7/26 比良・白滝谷 

30kｍハイキング 10/11 桂川堤防 

七草観察ハイキング 1/31 穂谷～野外活動センター 

雪山登山 2/14 京都・皆子山 

早春ハイキング 3/27 上賀茂神社～宝が池 

市民拳法の会 日本拳法初心者体験教室 3/13・20 枚方市立渚市民体育館 

剣道連盟 審判講習会 5/17 枚方市立総合体育館 

合同稽古会 9/12 第四中学校 

初稽古会 1/24 枚方市立渚市民体育館 

指導法講習会 2/7 枚方市立総合体育館 

合同稽古会 3/19 第三中学校 

サッカー連盟 枚方リーグ戦 4月～12月 市内各グラウンド 

審判講習会 3/26（中止） 枚方市民会館 

ひらかたキングフィッシャーズ 

スポーツクラブ（フットサル） 

毎週月曜日 

19:00～21:00 
パナソニックアリーナ他 

水泳協会 水泳指導者講習会 7/27 ラポールひらかた 

学童スイミングクラブ 7/28～31 王仁公園プール 

ラグビー連盟 リーグ戦(年間) 4月～ 大阪国際大学グラウンド他 

2015枚方ラグビーカーニバル（主管） 6/21 大阪国際大学グラウンド 

テニス協会 

 

 

枚方リーグ戦 年間 市内各テニスコート 

若葉大会 7/12・9/27 伊加賀 SCテニスコート 

大阪ジュニアサテライト in枚方 7/25・26 パナソニックテニスコート  

高橋杯 8/2 伊加賀 SCテニスコート 

Weekday大会 8/6・12/2 王仁公園テニスコート 

ジュニア大会 8/23 パナソニックテニスコート  

シングルス大会 9/13・12/6 パナソニックテニスコート  

全国テニスの日大会 9/23 王仁公園テニスコート 

市長杯車いす大会 11/1 伊加賀 SCテニスコート 

室内大会 2/27 枚方市立総合体育館 

テニス教室（車いす・ジュニア・一般） 年間 コマツ・パナソニック・日本精線他 

ひらかたキングフィッシャーズ 

  スポーツクラブ 

毎週火・水曜日 18:00～21:00、

19:00～21:00、15:00～19:00 

パナソニックテニスコート 

伊加賀 SC テニスコート 

少林寺拳法協会 少林寺拳法教室 11/15 北山ポエムノ－ル集会所  

ソフトボール協会  全国ハイシニア大会大阪予選会 7/5・12 中の池及び摂南大学 

会長杯争奪ソフトボール大会 7/19～8/9 摂南大学及び市内高校 

大阪府知事杯（小学生大会） 9/6 中の池グラウンド 

枚方杯ソフトボール大会 11/1・3 中の池グラウンド 

中学生ソフトボール教室 3/5 招提北中学校 

空手道連盟 空手道講習会 3/2 枚方市立総合体育館 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 夏季連盟杯 7/26 枚方市立総合体育館 

女子オープン 10/4 枚方市立総合体育館 

混合ダブルス大会 1/31 枚方市立渚市民体育館 

冬季連盟杯団体戦 2/28 枚方市立渚市民体育館 

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ 毎週水曜日 19:00～21:00 パナソニックアリーナ他 
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相撲連盟 全日本女子郡上相撲大会（選手派遣） 7/25 郡上市相撲場 

大阪府下小中学生相撲大会（選手派遣） 9/20 大浜相撲場 

わんぱく相撲体験会 毎週日曜日 王仁公園相撲場・サプリ村野 

バスケットボール

協会 

 

リーグ戦（一般男女） 年間 総合体育館 渚体育館 

第 10回サマーカップ大会 8/22・29 枚方市立総合体育館 

第 9回ウィンターカップ 1/30・2/6 枚方市立総合体育館 

第 17回ジュニアミニバス大会 3/5・12 枚方市立総合体育館 

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ 毎週金曜日 19:00～21:00 枚方市立総合体育館 

カヌー協会 宇治川カヌーツーリング 6/28 宇治川 

淀川カヌーツーリング 7/26 淀川 

小学校カヌー教室 7/25・8/1・8/8 市内各小学校 

わんぱくカヌー教室 8/2  枚方大橋付近 

カヌー教室 9/27 王仁公園プール 

市長杯カヌーマラソン 10/4 淀川 

ゲートボール

協会 

 

 

 

 

 

 

第 1回審判員技能研修会 5/7 田ノ口コート 

さつき大会 5/14 王仁公園運動広場 

対外交流ゲートボール大会 7/2～3 福井県若狭町 

前期親睦大会 7/30 王仁公園運動広場 

前期審判員資格更新者講習会 8/3 サプリ村野 

第 2回審判員技能研修会 10/8 田ノ口コート 

第 19回サリエクラブ杯枚方大会 10/15 王仁公園運動広場 

後期審判員資格更新者講習会 2/1 サプリ村野 

弓道連盟 初心者弓道教室 5/9～8/2（全 13 回） 枚方市立渚市民体育館 

弓道錬成教室 4 月～3 月毎月第 3 土曜日 枚方市立渚市民体育館 

月例射会 月 1回 枚方市立渚市民体育館 

大阪府連冬季審査 11/22 枚方市立渚市民体育館 

スポーツチャン

バラ協会 

枚方体験教室 4/27・5/18 桜丘北小学校 

枚方体験教室 5/16・7/12 枚方市立総合体育館 

枚方市地域活性化講習会 11/15 天の川保育園 

天の川園内大会 3/25 天の川保育園 

グラウンド・ゴ

ルフ連合会 

 

 

 

 

第 23 回枚方市老人クラブ連合会 GG 大会 5/22 伊加賀スポーツセンター 

第 1回スポーツ教室 5/24 サプリ村野 

第 2回スポーツ教室 6/17 出屋敷ＧＧＣ 

第 19回枚方市 GG連合会大会 6/24 山田池公園芝生広場 

第 20回枚方市 GG連合会大会 8/26 山田池公園芝生広場 

平成 27年度普及指導員研修 9/4 奈良県 大和高原 

第 6回枚方市 GG連合会レディス大会 9/10 伊加賀スポーツセンター 

第 3回スポーツ教室 9/18 サプリ村野 

第 24 回枚方市老人クラブ連合会 GG 大会 11/10 伊加賀スポーツセンター 

第 17回北河内ブロック大会 11/16 山田池公園芝生広場 

第 2回枚方市ＧＧ連合会会長杯 12/2 山田池公園芝生広場 

第 21回枚方市 GG連合会大会 2/10 山田池公園芝生広場 

第 4回スポーツ教室 3/4 出屋敷ＧＧＣ 

第 22回枚方市 GG連合会大会 3/9 淀川河川公園野球場 
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ドッジボール 

協会 

春小ドッジボール大会 4/25 枚方市立総合体育館 

ひらかたカップドッジボール大会（全国大会） 9/13 枚方市立総合体育館 

クリスマスカップ 12/19 枚方市立総合体育館 

関西シニアドッジボール大会 1/10 枚方市立総合体育館 

ドッジボール教室（指導者派遣含） 随時 市内各所 

ソフトバレーボ

ール協会 

市長杯大会 9/6 枚方市立総合体育館 

会長杯大会 3/6 枚方市立総合体育館 

男子混合大会 3/7 枚方市立渚市民体育館 

 

 


