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【事業報告】 

 

平成 28年度は、8月にリオデジャネイロオリンピックが開催されました。バドミントン女子ダブルスではタカマツペア

が日本人初の金メダルを獲得。柔道競技でも日本柔道の復活を印象付ける活躍がありました。また、女子バスケット

ボール競技の栗原三佳選手・ボクシング競技の森坂嵐選手と枚方市出身の選手も活躍。ライブでテレビ放送のあっ

たバスケットボール競技ではパブリックビューイングを開催。栗原選手の活躍もあり決勝に進出するなど、パブリック

ビューイングは大いに盛り上がり、みる人々に感動、青少年に夢と希望、市民に活力を与えてくれました。 

当協会としては、平成 24 年度から 5 ヶ年計画を示した「経営計画 2012」が最終年を迎えるにあたり、平成 29 年度

から 5 ヶ年を踏まえて第 2期「経営計画 2017」を策定。主催事業である、「新春走ろうかい」－ひらかたハーフマラソン

－については、第 40回記念大会として森脇健児氏をゲストランナーに迎え、全国各地から 5,136名のランナーに参加

していただきました。また、当協会が考案しただれでも簡単にできる「楽10体操」の商標登録が承認され、市民の健康

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、指定管理者としては、3 年目を迎え、過去の管理運営実績をもとに、平成 28 年度も円滑でより良い運営を行

うことができました。 

なお、スポーツ施設である藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコートの 2 施設について枚方市立総合スポ

ーツセンターの施設として位置付けられ、平成 29年度より 2年間、指定管理者として管理運営してくことが決まりまし

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、「中期運営計画 2016」を策定し、今後 5 年間の目指すべ

き方向性を示すことができました。定期活動では、課題を抱えていた軟式野球の活動において、メンバー主体の活動

にシフトし、これまで活動を休止していた冬季の活動を継続することが出来ました。スクール活動では、陸上競技スク

ールのメンバーが全国小学生陸上競技交流大会において 2 位を獲得するなど、競技力向上という面で成果を上げる

ことができました。 

平成 28年度の重点項目であった「加盟団体の活性化」では、加盟団体の実務者の方々を中心に、2回目の加盟団

体の活性化ミーティングを実施。役職員研修でも組織の価値の再認識と未来について研修を行い、組織の活性化に

向けて課題の再認識を行いました。 

また、目標としていた「スポーツ文化の確立」「自立経営の実現」に向けて、PDCAサイクルを活用した計画の進行

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 

4/3 枚方市立総合スポーツセンター 365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 5/29 枚方市立陸上競技場 854名 9/18 枚方市立陸上競技場 905名 

軟式野球 軟式野球連盟 2月～5月 市内グラウンド 1,732名 8月～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 4/10 パナソニックテニスコート  128名 9/25 パナソニックテニスコート  260名 

卓球 卓球連盟 5/8 枚方市立総合体育館 284名 9/21 枚方市立総合体育館 320名 

柔道 柔道連盟 5/29 枚方市立総合体育館 39名 9/11 枚方市立総合体育館 51名 

バレーボール 
(家庭婦人) バレーボール連盟  4/14・15 枚方市立総合体育館 330名 10/3・4 枚方市立総合体育館 330名 

バレーボール 

(一般) バレーボール連盟  4/17 枚方市立総合体育館 400名 9/25 枚方市立総合体育館 400名 

スキー スキー協会    3/5 ハチ高原スキー場 25名 

完歩ツアー 野外活動協会 4/29 北山の辺の道 149名 11/3 京都・琵琶湖疎水 164名 

日本拳法 市民拳法の会 4/3 枚方市立総合体育館 42名 11/3 枚方市立渚市民体育館 36名 

剣道 剣道連盟 6/26 枚方市立総合体育館 516名 11/6 枚方市立総合体育館 737名 

サッカー サッカー連盟 1月～4月 市内各グラウンド 390名 10月～12月 市内各グラウンド 360名 

水泳 水泳協会    9/4 王仁公園ﾌﾟー ﾙ 370名 

ラグビー ラグビー連盟 7/3 市内各グラウンド 80名 9月～12月 市内各グラウンド 80名 

テニス テニス協会 4月～6月 
パナソニック・寝屋川公園

・伊加賀・王仁公園テニスコート  
735名 10/9・30 

パナソニック・伊加賀・

王仁公園テニスコート 
67名 

少林寺拳法 少林寺拳法協会  4/29 枚方市立総合体育館 130名 11/3 枚方市立総合体育館 126名 

ソフトボール ソフトボール協会 3月～7月 市内高校及び公共施設 1,000名 8月～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 455名 11/27 枚方市立総合体育館 406名 

バドミントン バドミントン連盟  5/22・29 枚方市立総合体育館 473名 10/30・11/13 枚方市立総合体育館 701名 

相撲 相撲連盟 5/15 王仁公園相撲場 177名 10/16 王仁公園相撲場 154名 

バスケットボール  バスケットボール協会  5/15～29 枚方市立総合体育館 740名 10/2～15 枚方市立総合体育館 740名 

カヌー カヌー協会 5/29 淀川（枚方大橋周辺） 20名 9/18・19 和歌山 栖原海岸 19名 

ゲートボール ゲートボール協会 5/12 王仁公園運動広場 73名 9/15 枚方市立陸上競技場 73名 

弓道 弓道連盟 6/12 枚方市立渚市民体育館 51名 11/13 枚方市立渚市民体育館 98名 

スポーツチャンバラ  スポーツチャンバラ協会 4/24 枚方市立渚市民体育館 150名 9/4 枚方市立総合体育館 100名 

グラウンド・ゴルフ グラウンド・ゴルフ連合会  4/10 伊加賀SC運動広場 391名 9/17 枚方市立陸上競技場 384名 

ドッジボール ドッジボール協会  6/12 枚方市立総合体育館 220名 9/17 枚方市立総合体育館 200名 

ソフトバレーボール  ソフトバレーボール協会 6/5 枚方市立総合体育館 293名 9/11 枚方市立総合体育館 337名 

 合   計 9,852名 合   計 10,284名 
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②第66回北河内地区総合体育大会・第70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 332人 

大阪府総合体育大会 

■派遣人数 236人 

開催日 会場 成績 開催日 会場 成績 

軟式野球 

一般の部 7/3 寝屋川公園第二野球場 優 勝 
8/28・

9/4 
豊 島 公 園 野 球 場 第 3 位 

一般2部 6/26 大東市立龍間運動広場 優 勝 
8/28・

9/4 

箕面市第一総合運動場

野球場 
優 勝 

ソフトボール 

一般男子 
6/26 

枚方市立伊加賀スポーツセンター  

運動広場 

第 3 位 

8/21・

8/28 

摂津市スポーツ広場 地区予選敗退 

一般女子 優 勝 高槻市立南大樋運動広場  1回戦敗退 

男子2部 
7/3 

寝屋川公園 

ソフトボール広場 

一回戦敗退 茨木市東雲運動広場グラウンド 地区予選敗退 

女子2部 不参加 高槻市立南大樋運動広場  不 参 加 

サッカー 一般男子 
6/26・

7/3 

深北緑地球技広場 

旧第6中学校グラウンド  
準優勝 

8/28・

9/4 
高槻市立総合スポーツセンター 地区予選敗退 

バレーボール 

一般男子 
6/26 守口市民体育館 

不参加 8/28 高槻市立古曽部防災公園体育館  不 参 加 

一般女子 不参加 8/28 茨木市立市民体育館 不 参 加 

女子2部 7/3 四條畷市立市民総合体育館  一回戦敗退 9/4 吹田市目俵市民体育館 地区予選敗退 

バスケットボール 
一般男子 

7/3 寝屋川市立市民体育館  
優 勝 8/28・

9/4 
泉豊家千里体育館 

準 優 勝 

一般女子 準優勝 地区予選敗退 

卓球 

一般男子 

6/26 枚方市立渚市民体育館 

優 勝 

8/28 吹田市目俵市民体育館 

2回戦敗退 

一般女子 優 勝 1回戦敗退 

男子2部 リーグ戦敗退 地区予選敗退 

女子2部 優 勝 2回戦敗退 

バドミントン 

一般男子 

6/26 大東市立市民体育館 

第 3 位 

9/4 
箕面市第一総合運動場 

スカイアリーナ 

地区予選敗退 

一般女子 第 3 位 地区予選敗退 

男子2部 優 勝 2回戦敗退 

女子2部 準優勝 2回戦敗退 

テニス 
一般男子 

7/3 
寝屋川公園 

テニスコート 

準優勝 
8/28 

マ リ ン フ ー ド 豊 中 

テニスコート 

第 3 位 

一般女子 第 3 位 地区予選敗退 

ソフトテニス 
一般男子 

7/3 
寝屋川公園 

テニスコート 

優 勝 
8/28 茨木市若園公園庭球場 

1回戦敗退 

一般女子 準優勝 優 勝 

柔道 
一般男子 

   8/28 吹田市立武道館  不 参 加 
一般女子 

剣道 一般の部    8/21 能勢町立小学校・中学校体育館  優 勝 

弓道 
一般男子 

   8/28 高槻市立総合スポーツセンター 
第 4 位 

一般女子 第 5 位 

成 績 

男子総合 優 勝 67.5点 第7位 57.5点 

女子総合 準優勝 50.0点 第5位 57.5点 

男女総合 準優勝 117.5点 第6位 115.0点 

※参考 

男 女 総 合 順 位 

優勝 寝屋川市 125.0点 優勝 豊中市 192.5点 

準優勝 枚方市 117.5点 準優勝 堺市 183.0点 

第3位 守口市 95.0点 第3位 高槻市 160.0点 
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③第 66回北河内地区駅伝競走大会  ■雨天中止（派遣予定チーム 10チーム（86名） 

 期日＝平成 29年 2月 5日（日）  会場＝淀川河川公園枚方地区周回コース 
   

④第 66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 29年 2月 12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 7位 第 3位 第 4位 第 7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 貝塚市A 吹田市A 堺市A 豊中市A 

第 2位 高槻市A 東大阪市A 和泉市A 泉大津市A 

第 3位 和泉市A 枚方市A 茨木市A 堺市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 参加者数 

枚方市長杯争奪軟式野球大会 5月～9月 市内グラウンド 
一般 80チーム(1,434名)、少年 2チーム、 学童

16チーム、ジュニア 11チーム（計 442名） 

三島・北河内地区対抗柔道大会 11/13 高槻市立総合スポーツセンター  役員・一般 13名、小中学生 10名 

枚方市駅伝競走大会 12/4 淀川河川公園枚方地区 
一般男子 19チーム、一般女子 11チーム、中学

男子 22チーム、中学女子 15チーム（計 514名） 

小学生陸上競技大会 10/16 枚方市立陸上競技場 2,039名 

小学生駅伝競走大会 11/26 淀川河川公園枚方地区 45チーム（計 447名） 

2016枚方ラグビーカーニバル 

※枚方市こども夢基金活用事業と共催 
6/19 枚方市立総合スポーツセンター  507名（講習会 327名、試合 180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 40回記念「新春走ろうかい」 

-ひらかたハーフマラソン- 
1/9 淀川左岸河川敷コース 5,136名 

ひらかた市民オリンピック 11/23 枚方市立総合体育館 165名 

  

  (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・参加者数 

枚方市バドミントン連盟 別海町交流 10/8～10/10 
別海町 

（町民体育館） 

バドミントン連盟 選手団 

合計 15名（内随行 1名）    
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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（回数） 開催場所 参加者数 

朝活ストレッチ教室 年間 スタジオ AYA 延べ597名 

ボディバランスチェック体験 年間 
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 
157名 

楽10体操 

定期講習会 81回 
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 
延べ 1,032名 

指導者講習会 1回 枚方市立総合体育館他 5名 

指導者派遣事業 10回 池之宮南きわ会他 延べ274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） 

 

 

天の川ツーリズムウォーク（枚方市駅～私市駅）          

ウォーミングアップ実施「楽 10体操」 
10/1 枚方市役所前 236名 

第 28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リズムに乗ってダンス！恋のフォーチュン 

クッキーで楽しく健康づくり 10/23 
ラポールひらかた 64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  26名 

オーダーメイドプログラム （健康パッケージ提供）全 5回 10月～3月 日本精線株式会社 延べ70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 

2016ジュニア陸上競技クリニック 11/20 枚方市立陸上競技場 116名 

少林寺拳法教室 １１/１５ 北山ポエーム集会所 34名 

バドミントンスポーツ教室 3/12 枚方市立渚市民体育館 62名 

グラウンド・ゴルフ初心者講習会 5月～3 月 総合体育館・でやしき GG場・サプリ村野 延べ 118名 

走ろうかい完走クリニック（月 1回全 6回） 6/12～12/4 淀川河川公園枚方地区他 延べ 186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 

20,107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 653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 
9/10 枚方市立渚市民体育館 140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 

ジュニアラグビー体験教室 

①トークショー 

ゲスト＝廣瀬俊朗氏、トンプソン・ルーク氏、荒木香織氏 

サプライズゲスト＝リーチ マイケル氏 

②体験教室 

 講師＝リーチ マイケル氏、廣瀬俊朗氏、トンプソン･ルーク氏 

    東芝ブレイブルーパス、近鉄ライナーズ 

③招待試合 

 東芝ブレイブルーパス VS近鉄ライナーズ 他 

6/19 
枚方市立 

総合スポーツセンター 
507名 

ジュニア柔道体験教室 

①体験教室＆ミニトークショー 

講師＝篠原信一氏、野村忠宏氏 

9/22 
枚方市立 

総合スポーツセンター 
123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 参加者数（内容） 

生き生きリーダー養成フォローアップ  1/12,2/2,3/2 ラポールひらかた 37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       194名 

ロコモ   12回        16名 

メディカルフィットネス教室 年間 市内各所  全 6 クール           117名 

こころの健康からだの健康まつり 6/15 枚方市立渚市民体育館 企画および会場設営・運営業務 

ひらかた元気くらわんか体操普及事業  年間 市内各所 
体験出前講座  15回    312名 

定例教室      12回    295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 
12/4 枚方市立渚市民体育館 13名 

フォローアップ研修 12/4 枚方市立渚市民体育館 10名 

介護予防指導者講習会 11/13 枚方市立渚市民体育館 53名 

役職員研修 

「加盟団体の活性化（組織の価値の再認識と未来について）」 
2/25 枚方市民会館 第6集会室 30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３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 1,451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） 
2/26 枚方市立渚市民体育館 80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 

■加盟団体競技種目 スポーツビデオ（DVD） 
(1)総合体育館設置 
【卓球】ザ・ファイナル 平成 27年度全日本卓球選手権大会ダイジェスト 

スポーツ図書 

・ビデオ貸出事業 

①枚方市立渚市民体育館  ■ビデオ・DVD貸出 35本 

②枚方市立総合体育館    ■ビデオ・DVD貸出 54本 

③枚方市立陸上競技場     ■ビデオ・DVD貸出 42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 

枚方市軟式野球連盟 審判講習会 4/16・12/4 2 

枚方市ソフトテニス連盟 初心者ソフトテニス教室 4/13～6/22 10 

枚方市卓球連盟 卓球講習会（中高生） 8/9 1 

枚方市柔道連盟 柔道の安全練習及び指導者研修 8/6 1 

枚方市バレーボール連盟 チーム審判指導講習会 4/26 1 

枚方スキー協会 ハチ高原日帰り 3月スキー 3/5 1 

枚方市野外活動協会 野草観察教室 5/22 1 

枚方市民拳法の会 日本拳法初心者体験教室 3/5・12 2 

枚方市剣道連盟 合同稽古会、審判講習会他 4月～3月 5 

枚方市サッカー連盟 審判講習会 10/2 1 

枚方市水泳協会 水泳指導者講習会 7/25 1 

枚方市ラグビー連盟 タグ・ラグビー教室 4月～3月 4 

枚方市テニス協会 車いすテニス教室 4月～3月 36 

枚方市ソフトボール協会 中学生ソフトボール教室 3/4 1 

枚方市空手道連盟 空手道講習会 2/26 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 4/3～3/11 3 

枚方市カヌー協会 淀川カヌーツーリング 7/31 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 5 

枚方市弓道連盟 弓道練成教室 4/16～3/18 12 

枚方市スポーツチャンバラ協会 スポーツチャンバラ体験会 4月～11月 4 

枚方市ドッジボール協会 親子ドッジすくうる 6/26 1 

枚方市ソフトバレーボール協会 審判講習会 5/22 1 

   

 

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 

体育施設運営士 9月/1月 2名 
 

体育施設管理士 2月 2名  

上級体育施設管理士 1月/2月 2名 申請のみ 

メディカルコンディショニングトレーナー 3月 3名 
 

KES構築講座 11月/12月/1月 7名  
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 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 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

●利用者数   ◎団体使用  4,808件  84,287名 ◎個人使用   46,459名 

 

②総合スポーツセンター管理事業 

●受託期間  平成 28年 4月 1日～平成 29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 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

●申込件数  2,059件 

 

④伊加賀スポーツセンター管理事業 

●受託期間  平成 28年 4月 1日～平成 29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 

（株）京阪ビジネスマネジメント 

グラウンド 100 59 

体育館 100 44 

テニスコート 408 186 

（株）イトーキ グラウンド 14 14 

日本精線(株) テニスコート 480 136 

パナソニック（株） 

体育館 234 68 

別館 461 168 

テニスコート 5,655 581 

グラウンド 20 20 

コマツ大阪工場 テニスコート 736 700 

枚方信用金庫 テニスコート 1,896 1,489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合体育館 ◎団体使用 4,050件 133,736名 ◎個人使用 60,540名 

■陸上競技場 ◎団体使用  265件  35,601名 ◎個人使用 18,885名 

■藤阪テニスコート ◎申込件数 3,142件  

■体育館 ◎団体使用   5,455件 112,779名 ◎個人使用 14,602名 

■テニスコート ◎申込件数  10,135件  

■運動広場 ◎申込件数   1,208件  
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4.その他協力事業 

事業名 開催日 備考 

第 18回「枚方市民チャリティゴルフ大会」 9/5 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 96回全国高等学校ラグビーフットボール大会準優勝・

第 95回全国高校サッカー選手権大会第 3位記念事業 

1/10～ 

2/2 
2/2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 29年 3月 31日現在） 

   ◎レギュラー 251名 ◎中学生以下 386名 ◎ファミリー 20名  合計 657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 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

●利用者数  

 

 

 

 

②王仁公園プール 

●開場期間  平成 28年 7月 1日～平成 29年 8月 31日及び 9月 4日 

●入場者数  75,375名   

◎大人  31,561名 ◎無料券入場者  2,449名  

◎小人  27,505名 ◎無料日入場者  1,426名 ◎幼児  12,434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 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

②団 体 数  755団体  利用者数  17,478名（幼児 1,215名含む） 

◎日帰り＝447団体  11,940名（幼児 832名含む） 

◎宿 泊＝308団体   5,538名（幼児 383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 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

     ②申込件数  767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 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

     ②申込件数  7,587件 

 

 

■テニスコート  ◎申込件数 7,893件 
■バレーボールコート  ◎申込件数 2,910件 
■運動広場 （王仁公園） ◎申込件数 1,298件 
 （中の池公園） ◎申込件数 906件 
 （香里ヶ丘中央） ◎申込件数 1,028件 
■ライティングカード 217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 5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 2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 新規加盟委員会 親育会 

回数 1回 2回 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 2回 5回 

内 容 

新規加盟審査委員会の委員長および委員の選出について 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 

新規加盟審査委員の設置について(インディアカ協会) 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 

KES・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ取組導入ついて 優秀団体選手表彰選考について 

加盟団体の活性化(活動支援)について 平成 29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 4/3 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 7/16 枚方市立陸上競技場 

枚方市中体連オープン記録会 8/9 枚方市立陸上競技場 

枚方市小学生陸上競技大会（主管） 10/16 枚方市立陸上競技場 

枚方市中学校学年別陸上競技大会 11/5 枚方市立陸上競技場 

枚方市長距離選手権大会（AM） 11/20 枚方市立陸上競技場 

ジュニア陸上競技クリニック（PM） 11/20 枚方市立陸上競技場 

枚方市小学生駅伝競走大会（主管） 11/26 淀川左岸（枚方地区） 

枚方市駅伝競走大会（主管） 12/4 淀川左岸（枚方地区） 

ひらかたハーフマラソン（主管） 1/9 淀川左岸（枚方地区） 

北河内地区駅伝競走大会（選手派遣） 2/5 （雨天中止） 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） 2/12 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） 2/28～5/22 市内グラウンド 

【一般】市長杯争奪大会 5/15～9/11 市内グラウンド 

【一般】秋季大会（兼総体） 8/28～12/4 市内グラウンド 

【少年：中学生】春季大会（兼総体） 3/27 市内グラウンド 

【少年：中学生】市長杯争奪大会 6/12 市内グラウンド 

【少年：中学２年生以下】連盟杯争奪新人戦 7/24 市内グラウンド 

【少年：中学生】秋季大会（兼総体） 9/25 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6年生】春季大会（兼総体）  2/28～3/27 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】会長杯争奪大会 3/27～6/12 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】市長杯争奪大会 5/22～7/24 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6 年生】連盟杯争奪大会 7/17～9/4 市内グラウンド 

【学童:小学 5､6年生】秋季大会（兼総体）  9/4～11/20 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  3/27～6/12 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  5/22～7/24 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  7/17～10/16 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） 9/4～11/13 市内グラウンド 

審判講習会 4/16・12/4 きらら・王仁公園運動広場 

ソフトテニス 

連盟 

春季選手権大会団体戦（男子） 5/15 伊加賀 SCテニスコート 

春季総体レディース団体戦 5/31 伊加賀 SCテニスコート 

春季総体中学生大会 8/1・2 春日テニスコート 

秋季選手権大会 11/6 パナソニックテニスコート 

市長杯インドア選手権大会 1/29 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（ひらり）オープンリーグ戦 4/11 枚方市立総合体育館 

枚方レディースお楽しみ卓球大会 4/18 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 4/23 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 6/4 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 6/6 枚方市立総合体育館 

枚方レディース（オープン）団体戦 6/16 枚方市立総合体育館 

枚方卓球選手権大会 7/10 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 8/6・7 枚方市立総合体育館 

中学生・高校生卓球講習会 8/9 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 9/10 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 9/15 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 9/26 枚方市立総合体育館 

枚方レディースダブルス卓球大会 10/20 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 11/17 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 12/10 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 12/19 枚方市立総合体育館 

ひらかたダブルス卓球選手権大会 1/22 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 2/20 枚方市立総合体育館 

枚方（オープン）マスターズ卓球大会 2/26 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 3/16 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 3/18 枚方市立総合体育館 

枚方カップ（オープン）卓球大会 3/26 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・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 8/6 中村整骨院道場 

バレーボール

連盟 

第 25回室田杯（家庭婦人） 5/12・13 枚方市立総合体育館 

キャプテン大会（家庭婦人） 5/27 枚方市立渚市民体育館 

すずらん杯大会（家庭婦人） 6/9・10 枚方市立総合体育館 

春季クラス別大会（家庭婦人） 7/5・6 枚方市立総合体育館 

第 36回議長杯大会（家庭婦人） 9/2・3 枚方市立総合体育館 

年代別大会（家庭婦人） 9/30 枚方市立渚市民体育館 

秋季クラス別大会（家庭婦人） 11/8・9 枚方市立総合体育館 

審判研修会 11/26 市民会館 

第 25回会長杯 6人制大会 12/11 枚方市立総合体育館 

第 11回お楽しみ大会（家庭婦人） 12/3 枚方市立渚市民体育館 

第 39回市長杯大会（家庭婦人） 2/17・18 枚方市立総合体育館 

指導者研修会 3/4 枚方市立総合体育館 

第 39回市長杯 6人制大会 3/12 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） 1/29 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） 2/5 ハチ高原スキー場 

3月ハチ高原スキーツアー 3/5 ハチ高原スキー場 
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野外活動協会 

 

古戦場跡ハイキング 5/22 岐阜県・関ヶ原周辺 

初心者沢登り教室 7/24 比良・白滝谷 

30kｍハイキング 10/23 鴨川堤防周遊 

七草観察ハイキング 2/5 穂谷～野外活動センター 

雪山登山 2/19 京都・皆子山 

早春ハイキング 3/26 御幸橋～流れ橋 

市民拳法の会 日本拳法初心者体験教室 3/5・12 枚方市立渚市民体育館 

剣道連盟 審判講習会 5/15 枚方市立総合体育館 

合同稽古会 9/10 第四中学校 

初稽古会 1/22 伊加賀スポーツセンター 

合同稽古会 3/11 第三中学校 

合同稽古会・練習試合 3/26 枚方市立渚市民体育館 

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 10/2 枚方市立陸上競技場 

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 7/25 王仁公園プール 

学童スイミングクラブ 7/26～29 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 

2016枚方ラグビーカーニバル（主管） 

＊枚方市こども夢基金事業と共催 
6/19 枚方市立総合スポーツセンター  

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 7/10・9/25 伊加賀 SC・春日テニスコート 

大阪ジュニアサテライト in枚方 7/30・31 パナソニックテニスコート  

Weekday大会 8/2・12/7 王仁公園テニスコート 

シングルス大会 9/4・18・12/4・18 伊加賀・パナソニックテニスコート 

全国テニスの日大会 9/22 王仁公園テニスコート 

市長杯車いす大会 11/6 伊加賀 SCテニスコート 

ジュニア大会 11/13 パナソニックテニスコート  

チャンピオン大会 2/11 パナソニックテニスコート  

室内大会 2/27 枚方市立総合体育館 

高橋杯 3/5・12 伊加賀 SC・春日・王仁テニスコート 

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 11/20 北山ポエムノ－ル集会所  

ソフトボール 

協会 

北河内レディース大会 4/10・24 伊加賀 SC運動広場 

全国ハイシニア大会大阪予選会 7/3・10 中の池公園運動広場 

大阪府知事杯（小学生大会） 9/4・11 中の池公園運動広場 

枚方杯ソフトボール大会 11/3・20 中の池公園運動広場・伊加賀 SC 運動広場 

北河内連合大会 11/27・12/11 ひらかた東部スタジアム・伊加賀 SC 運動広場 

中学生ソフトボール教室 3/4 伊加賀 SC運動広場 

空手道連盟 空手道講習会 2/26 枚方市立総合体育館 

バドミントン 

連盟 

夏季連盟杯 7/24 枚方市立総合体育館 

女子オープン 10/22 枚方市立総合体育館 
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バドミントン 

連盟 

混合ダブルス大会 1/29 枚方市立渚市民体育館 

城陽市・枚方市交流大会 2/5 城陽市民体育館 

冬季連盟杯団体戦 2/19 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 

相撲連盟 全国女子相撲選抜姫路大会 6/12 姫路市網干南公園相撲場 

全日本小学生相撲優勝大会大阪府予選  6/12 堺市立大浜相撲場 

わんぱく相撲大阪府決勝大会 6/19 堺市立大浜相撲場 

北河内親善相撲大会 9/18 南寝屋川公園常設土俵 

大阪府下小中学生相撲選手権大会 9/25 堺市立大浜相撲場 

大阪府知事杯まいど大阪相撲大会  11/20 堺市立大浜相撲場 

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・伊加賀体育館 

第 11回サマーカップ大会 8/21・28 枚方市立総合体育館 

第 10回ウィンターカップ 1/28・2/4 枚方市立総合体育館 

第 18回ジュニアミニバス大会 3/4・5・11 枚方市立総合体育館 

枚方大谷カップ 3/20 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 6/26 宇治川 

淀川カヌーツーリング 7/31 淀川 

小学校カヌー教室 7/30・8/6 市内各小学校 

わんぱくカヌー教室 8/7 枚方大橋付近 

カヌー教室 9/25 王仁公園プール 

市長杯カヌーマラソン 10/2 淀川 

ゲートボール

協会 

 

 

 

 

 

 

審判員技能研修会 5/6 田ノ口コート 

さつき大会 5/19 王仁公園運動広場 

対外交流ゲートボール大会 6/22～23 福井県若狭町 

前期親睦大会 7/14 枚方市立陸上競技場 

前期審判員資格更新者講習会 8/1 サプリ村野 

審判員技能研修会 10/6 田ノ口コート 

第 20回サリエクラブ杯枚方大会 11/10 枚方市立陸上競技場 

後期審判員資格更新者講習会 2/6 サプリ村野 

弓道連盟 初心者弓道教室 9/3～11/26（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 11/20 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 4/25・5/16・6/13 桜丘北小学校 

枚方体験教室 5/28・6/18 枚方市立総合体育館 

枚方市地域活性化講習会 11/12 天の川保育園 

天の川園内大会 3/24 天の川保育園 

グラウンド・ 

ゴルフ連合会 

 

 

 

第 23回枚方市 GG連合会大会 4/25 伊加賀 SC運動広場 

第 1回スポーツ教室 5/14 総合スポーツセンター 

第 25回枚方市老人クラブ連合会 GG大会 5/31 総合スポーツセンター 

第 24回枚方市 GG連合会大会 6/17 総合スポーツセンター 

第 2回スポーツ教室 6/22 サプリ村野 
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グラウンド・ 

ゴルフ連合会 

第 3回スポーツ教室 9/14 サプリ村野 

第 12回北河内 GG連合会会長杯 10/24 伊加賀スポーツセンター 

第 3回枚方市交野市交歓大会 10/26 伊加賀スポーツセンター 

第 25回枚方市ＧＧ連合会大会 12/20 総合スポーツセンター 

第 4回枚方市 GG連合会会長杯 3/9 総合スポーツセンター 

第 4回スポーツ教室 3/13 サプリ村野 

ドッジボール 

協会 

新人戦（くらわんか杯） 4/10 枚方市立総合体育館 

ドッジボール教室 6/26・7/9・11/6・12/4 伊加賀 SC・高陵小・磯島小 

教諭対象 ドッジボール研修会 8/4 磯島小学校 

ひらかたカップドッジボール大会（全国大会） 9/18 枚方市立総合体育館 

クリスマスカップ 12/18 枚方市立総合体育館 

関西シニアドッジボール大会 1/8 枚方市立総合体育館 

一般のドッジボール強化練習 4月～3月 長尾中学校 

ソフト 

バレーボール

協会 

市長杯大会 11/20 枚方市立総合体育館 

レディース大会 2/5 枚方市立渚市民体育館 

議長杯大会兼会長杯大会 3/5 枚方市立総合体育館 

 

 


