
 

平成２４年度 事業報告 

１．スポーツ振興事業 

（１）競技力の向上事業                                     

ア 競技力向上事業 

京都市における競技水準を高めるため，本協会に加盟する競技団体が実施する競技力向上を目的とし

た事業（強化練習，指導者養成，審判講習会）に対し助成を実施した。（京都市との共催事業） 

イ 指導者養成事業 

ジュニアから社会人までのトップアスリートを目指す選手や指導者，関係者等に対して，より高度な

専門的知識や技術の習得のための講習会を実施した。（京都市との共催） 

講 座 名 ウェイトコントロールの理論と実際 ～パフォーマンス向上とメタボ・ロコモ予防～ 

日 時 平成 25年 3月 19日（火）午後 7時 00分から午後 8時 30分まで 

場 所 市民スポーツ会館 会議室 

講師（所属） 同志社大学スポーツ健康科学部 教授 石井 好二郎 氏 

参 加 者 数  69名 

 

 

 

 

 競技名 事業名 実施日 参加人数 

1 ソフトテニス 都市間交流スポーツ大会出場選手強化練習会 6/9，23 18名 

2 バレーボール 平成 24年度ジュニアバレーボール強化練習会 11/3 120名 

  平成 24年度バレーボール指導者養成講習会 12/2 20名 

3 軟式野球 中信杯全京都学童軟式野球選手権大会審判講習会 7/14 78名 

4 柔道 強化練習会（夏季） 8/17,18 430名 

  強化練習会（冬季） 2/17 156名 

指導者講習会 9/1 43名 

5 剣道 平成 24年度剣道伝達講習会 8/5 114名 

6 バドミントン 京都ジュニア強化合宿 8/11～13 35名 

7 相撲 京都（府･市）相撲連盟主催 日本相撲連盟公認 審判講習会  6/10 31名 

  指導者講習会 12/16 22名 

8 ハンドボール ハンドボール練習会 7/8，8/12 18名 

9 なぎなた 第 44 回京都なぎなた連盟夏期講習会（形研修会及び指導者養成）  8/11 42名 

京都なぎなた連盟強化練習会 8/18,19 138名 

第 44回京都なぎなた連盟夏期講習会（審判講習会） 9/15 32名 

10 空手道 京都市審判講習会・京都市少年強化練習会 6/30 59名 

11 

 

武術太極拳 

 

ねんりんピック京都市チーム強化練習会 6/12～10/10 8名 

審判員研修 12/23 19名 

12 合氣道 夏季研修会 7/8 41名 

  新春研修会 1/27 39名 

春の研讃会 3/24 46名 

13 スキー スキー技術選手権出場者強化合宿 12/22,23 21名 

スキー技術選手権出場者トレーニング会 1/12 40名 

生涯スポーツスキーリーダー講習認定会 1/19,20 21名 

14 ３Ｂ体操 指導者のレベルアップ事業 9/1,2 38名 

指導者研修事業 3/30,31 38名 

３Ｂ体操スキルアップ事業 4 月～3 月 993名 

合計 2,660名 



ウ 第 11回京都市民総合体育大会 

広く京都市民がスポーツに参加できる機会を設けることにより，体力の向上と健康の保持増進を図る

とともに，明るく市民生活に資することを目的に加盟競技団体が主体となり開催した。 

競技名 実施日 会場 参加者数 

1 陸上競技 8/25 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 226名 

2 水泳 7/22 京都アクアリーナ サブプール 599名 

3 ソフトテニス 5/5 西院公園テニスコート 124名 

4 卓球 3/17 伏見港公園体育館 276名 

5 バレーボール 4/22,5/27 ハンナリーズアリーナ・市民スポーツ会館  430名 

6 バスケットボール 5/3～5/5 横大路運動公園体育館 220名 

7 サッカー 4/29,30,5/3～5 下鳥羽公園球技場，宝が池公園球技場 365名 

8 軟式野球 4/1～22,10/21,12/16 京都市営各野球場 730名 

9 柔道 6/9 京都市武道センター 111名 

10 剣道 4/8 京都市武道センター 236名 

11 バドミントン 5/3,4 京都府立体育館 272名 

12 相撲 6/10 京都市武道センター 116名 

13 弓道 4/15 京都市武道センター 119名 

14 ソフトボール 7/15,8/26 三栖公園野球場 他 150名 

15 テニス 4/29,30,5/3,4 京都東山テニスクラブ 249名 

16 ハンドボール 10/8 横大路運動公園体育館 109名 

17 なぎなた 10/2 京都市武道センター 54名 

18 ボウリング 11/3 しょうざんボウル 125名 

19 自転車競技 2/3 桂川緑地公園 774名 

20 ウエイトリフティング 4/28,29 ジーエスユアサコーポレーション体育館 82名 

21 空手道 5/20 ハンナリーズアリーナ 717名 

22 アーチェリー 6/23,24 京都アクアリーナ アーチェリー場 61名 

23 ゲートボール 4/8 小畑川中央公園 125名 

24 ゴルフ 9/25 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 110名 

25 ホッケー 3/3 立命館大学柊野 ホッケー場 167名 

26 武術太極拳 1/26 京都市武道センター 136名 

27 ペタンク 7/8 京都御苑富小路グラウンド 219名 

28 ターゲット・バードゴルフ 5/10 西京極総合運動公園 補助競技場 63名 

29 合氣道 9/9 京都市武道センター 78名 

30 スケート 3/26,30,31 京都アクアリーナ メインリンク 175名 

31 オリエンテーリング 2/10 旧弥栄中学校・円山公園一帯 85名 

32 アームレスリング 11/4 京都市武道センター 84名 

合計 7,387名 

実施期間：平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日 

 

  



 

エ 京都府民総合体育大会 

府民の健康増進と体力の向上，地域スポーツの活性化と振興を図ることを目的に，府下の会場で毎年

開催されている市町村対抗形式の競技大会「京都府民総合体育大会」へ京都市選手団として参加した。 

ａ オープニングフェスティバル 

【 期 日 】 平成 24年 10月 28（日） 

【 会 場 】 亀岡市総合運動公園体育館他 

 

ｂ 競技スポーツ部門 

 

◆市町村対抗競技大会 総合成績 

総合成績 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第 7 位 第 7 位 

市町村名 京都市 宇治市 福知山市 舞鶴市 亀岡市 綾部市 京丹後市 城陽市 

総合得点 319.25 311.25 291.25 283.50 282.50 270.50 255.00 252.0 

 

◆市町村対抗競技大会 各競技結果 

競技名 実施日 開催地 会場 
京都市 

成 績 

1 陸上競技 10/21 京都市 
西京極総合運動公園 

陸上競技場兼球技場 
4位 

2 ソフトテニス 10/14 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園 3位 

3 卓球 11/11 京都市 京都府立伏見港公園総合体育館  3位 

4 バレーボール 
男子 11/17 

11/18 

城陽市 

宇治市 

城陽市民体育館 

京都府立山城総合運動公園体育館 

― 

女子 ― 

5 バスケットボール 
男子 9/22～23 

11/17～18 

京都市 

南丹市 

京都ハンナリーズアリーナ 

京都府立口丹波勤労者福祉会館  

3位 

女子 1位 

6 サッカー 11/10～11 宇治市 京都府立山城総合運動公園 2位 

7 軟式野球 
10/28 

11/4～18 
宇治市 

京都府立山城総合運動公園野球場 

京都府立府民スポーツ広場みどりヶ丘 
― 

8 バドミントン 11/11 南丹市 京都府立口丹波勤労者福祉会館  2位 

9 ソフトボール 
男子 

10/14～28 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園他 
― 

女子 ― 

10 テニス 
10/27 

10/28 
福知山市 福知山市三段池公園テニスコート 1位 

11 ボウリング 11/11 福知山市 サンケイボウル 2位 

12 ゲートボール 
男子 

11/4 綾部市 広子園ゲートボール場 
5位 

女子 4位 

13 グラウンド・ゴルフ 11/4 亀岡市 亀岡運動公園陸上競技場 1位 

14 ゴルフ 10/29 京田辺市 田辺カントリークラブ 7位 

15 駅伝競走 2/3 福知山市 福知山市三段池公園 1位 

 

  



 

ｃ 交流スポーツ部門 

競技名 実施日 開催地 会場 

1 ソフトバレー 10/28 亀岡市 亀岡運動公園陸上競技場 

2 卓球バレー 10/21 京都市 京都市障害者教養・文化体育館 

 

オ 都市間交流スポーツ大会 

都市対抗形式で競技大会を通じて各都市スポーツ団体間及び市民の交流促進を図り，競技力の向上と

青少年の健全な育成，また，生涯スポーツの普及に寄与することを目的に実施される「都市間交流スポ

ーツ大会」へ京都市選手団として参加する。 

 

【 名 称 】 第 9回都市間交流スポーツ神戸大会 

【 開催都市 】 神戸市 

【 期  間 】 平成 24年 7月 7日（土），8日（日），14（土），15日（日），16日（月祝） 

【 種 目 数 】 11種目 

 

競技名 実施日 会 場 種 別 
京都市 

成 績 

1 ソフトテニス 
7/15 

7/16 
神戸総合運動公園テニスコート 

男 子 2位 

女 子 4位 

2 バスケットボール 
7/7 

7/8 
神戸市立中央体育館 

男 子 3位 

女 子 5位 

3 軟式野球 
7/14 

7/15 
あじさいスタジアム北神戸 男 子 ― 

4 バドミントン 
7/14 

7/15 
神戸市立王子スポーツセンター  4位 

5 ソフトボール 7/15 しあわせの村球技場 女 子 ― 

6 テニス 
7/14 

7/15 
神戸ローンテニス倶楽部 混 合 2位 

7 ボウリング 
7/14 

7/15 
神戸スカイレーン 

男子総合 1位 

女子総合 2位 

8 空手道 7/8 みなとじま会館 総 合 5位 

9 ホッケー 
7/14 

7/15 
甲南大学六甲アイランド 男 子 3位 

10 弓道 7/15 兵庫県立弓道場 
男 子 5位 

女 子 4位 

11 家庭婦人バレーボール 
7/7 

7/8 
神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸  女 子 2位 

 

  



 

（2）生涯スポーツの普及・振興及び支援事業                           

ア スポーツ普及事業 

ａ スポーツ講座及び教室 

市民のスポーツ活動を積極的に推進し，生涯スポーツの普及・振興を図るため，一般のスポーツ愛好

者やこれからスポーツを始めようとする方，また，スポーツをされている子供の保護者や先生など，幅

広く市民を対象に，スポーツに関して気軽に学べる講座等を実施した。 
 

講 座 名 ウォーキング講座 ～健康づくりのための「フィットネスウォーキング」～ 

日 時 
基本編 平成 24年 8月 21日（火）午後 7時 00分から午後 8時 30分まで 

実践編 平成 24年 8月 28日（火）午後 7時 00分から午後 8時 30分まで 

場 所 市民スポーツ会館 会議室，西京極総合運動公園補助競技場 

講師（所属） （社）日本ウォーキング協会主任指導員 中村 晃之 氏 

参 加 者 数  基本編 52名，実践編 49名 
 

講 座 名 ストレッチ講座 ～自宅で出来る健康維持のためのストレッチ方法について～ 

日 時 
基本編 平成 24年 12月 3日（月）午後 7時 00分から午後 8時 30分まで 

実践編 平成 24年 12月 10日（月）午後 7時 00分から午後 8時 30分まで 

場 所 市民スポーツ会館 体育室 

講師（所属） 京都医建専門学校 専任講師 平岡 義光 氏 

参 加 者 数  基本編 72名，実践編 51名 
 

講 座 名 

ランニング講座 

第 1回 ランナーに必要な栄養と食事の摂り方 

第 2回 ①マラソン 6週間前からのトレーニングメニュー 

     ②シューズ等の選び方について 

第 3回 ランニング傷害に対する自己管理法 

第 4回 直前のコンディショニング調整法 

第 5回 マラソン 1週間前のトレーニングメニュー 

日 時 平成 25年 1月 22日（火）から平成 25年 3月 2日（土） 全 5回 

場 所 

第 1回 第 3回 第 4回 市民スポーツ会館 会議室 

第 2回 宝が池運動公園周辺 

第 5回 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

講師（所属） 

ランニングアドバイザー 元女子マラソンランナー 山本 佳子 氏（元女子日本記録保持者） 

龍谷大学 准教授 河合 美香 氏 

スポーツドクター 中 康匡 氏 

参 加 者 数  
総参加者数 56名 

第 1回 51名，第 2回 35名，第 3回 40名，第 4回 38名，第 5回 37名 

 

ｂ スポーツツアー 

既存のスポーツ施設を利用したスポーツだけでなく，自然のもとで安心してスポーツ活動ができるツ

アーを実施し，生涯スポーツ活動の参加へのきっかけ作りを行い，スポーツ愛好者の拡大を図った。 

＜ファミリースキー日帰りツアー＞ 

ファミリーでも安心して気軽に参加できるツアーを実施した。 

【 行 先 】 今庄 365スキー場（福井県南越前町） 

【 開催期日 】 平成 25年 2月 2日（土） 

【 参加人数 】 20名 

  



 

ｃ スポーツ写真コンクール 

スポーツに関連する写真を広く市民に公募することにより，身近なスポーツへの関心を高めるととも

に，「みるスポーツ」としての楽しさを伝え，スポーツの普及・振興を図った 

【 応募期間 】 平成 24年 7月 2日～平成 24年 9月 14日 

【 応募総数 】 162枚 

【 表  彰 】 入選 20点，佳作 20点（第 9回みんなのスポーツフェスタで表彰式） 

【 展  示 】 平成 24年 10月 8日～平成 24年 12月 28日（市民スポーツ会館ロビー） 

 

ｄ 京都ツーデーウオーク 

緑豊かな自然との対話，文化と歴史，温かい人情に触れながら，２日間ゆっくりと歩いて京都の良さ

を堪能し，心と体の健康づくりを図ることができるような都大路を舞台とする「歩け歩け」の祭典とし

て実施した。 

【 主 催 】 京都府ウオーキング協会，京都市，財団法人京都市体育協会 

【 参加人数 】 

コース 3/2（土） 3/3（日） 計 

30㎞ 713名 609名 1,322名 

20㎞ 1,040名 972名 2,012名 

10㎞ 525名 655名 1,180名 

計 2,278名 2,236名 4,514名 

 

イ スポーツ活動支援事業 

市民スポーツの普及・振興を目的とし，広く市民のスポーツ活動を支える団体に対して，活動場所の

確保や広報等の支援事業を行った。 

 

○スポーツ団体コミュニティースペース 

市民スポーツ会館の空きスペースを京都市から許可を得て，本協会に加盟する競技団体などに対し

て事務スペースを貸出した。 

 申請団体 利用開始日 

1 京都市３Ｂ体操協会 平成 22年 9月 

2 京都市水泳協会 平成 23年 9月 

 

○後援・共催・賞状等の交付 

競技団体等が実施する競技大会や事業に対し，後援及び共催名義の使用の許可と，賞状交付を行っ

た。 

◆後援・共催名義等使用許可  ６６件（後援名義使用 ６０件，共催名義使用 ６件） 

◆会長等の役員就任・祝辞依頼 １８件 

◆賞状の交付          ９件 

 

○大会支援 

◆第 45回日本女子ソフトボールリーグ開幕節京都大会 

◆京都マラソン 2013 

◆ウエスタン・リーグ公式戦京都大会 

◆プロ野球昭和 55年会チャリティーマッチ 



 

ウ スポーツ表彰制度 

本協会に加盟する競技団体において，永年の地道な活動を通じて京都市のスポーツの普及・振興に寄

与された方々に対し，その功績を称え表彰を行った。 

【 表彰日時 】 平成 25年 1月 12日（土）午前 10時 00分から午前 10時 30分まで 

【 会  場 】 京都ロイヤルホテル&スパ 

【 表彰者数 】 功労賞 13名，優秀サポート賞 12名 

功労賞（13名） 優秀サポート賞（12名） 

氏 名 所属団体 氏 名 所属団体 

宮﨑 幹也 NPO京都市陸上競技協会 山腰 紀一 NPO京都市陸上競技協会 

加藤 和春 京都市水泳協会 加藤 英雄 京都市水泳協会 

澤田 清一 京都市ソフトテニス連盟 豊田  弘  京都市ソフトテニス協会 

久田 誠次 京都市バスケットボール協会 川路 宗勅 京都市バスケットボール協会 

坂本 準一 京都市バドミントン協会 髙橋 勲見 京都市相撲連盟 

山田 公治 京都市相撲連盟 守山  圭 京都市ソフトボール協会 

谷間 良治 京都市ソフトボール協会 國田 八重子 京都市テニス協会 

松井  繁 京都市テニス協会 和氣  寳 京都市なぎなた連盟 

朴原  玄 京都市空手道連盟 桐山 美則 京都市自転車競技連盟 

松村 哲治 京都市ゴルフ協会 笹池  茂 京都市空手道連盟 

南井 泰三 京都市ペタンク協会 三波  要 京都市ペタンク協会 

川勝 主一郎 京都市ラグビーフットボール協会 八木 信一 京都市グラウンド・ゴルフ協会  

鎌田  功 JAWA京都市アームレスリング連盟  ― ― 

 

エ 第 25回全国健康福祉祭宮城・仙台大会 

全国健康福祉祭は高齢者を中心とする幅広い世代のスポーツと文化，健康と福祉の総合的な祭典であ

り，ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与することを目的に毎年実施されている。本事情の目的を

実現するため競技団体等と連携し，京都市代表団の選手選考を実施，実施団体に助成を行った。 

 

ａ スポーツ交流大会 

競技名 
予選会 本大会 

日程 会場 日程 会場 

1 卓球 4/15 伏見港公園体育館 10/14,15 登米市 登米市中田総合体育館 

2 テニス 5/19 宝が池公園テニスコート 10/14,15 仙台市 仙台市泉総合運動場泉庭球場 

3 ソフトテニス 4/29 宝が池公園テニスコート 10/14,15 仙台市 青葉山公園庭球場 

4 ゲートボール 4/15 小畑川中央公園 10/14,15 蔵王町 蔵王町総合運動公園 

5 ペタンク 4/29 京都御所富小路グラウンド 10/14,15 栗原市 サン・スポーツランド栗駒 

6 ゴルフ 4/24 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース  10/15 富谷町 レインボーヒルズゴルフクラブ  

7 弓道 5/26 武道センター 10/14,15 仙台市 宮城県弓道場 

 

  



 

ｂ ふれあいスポーツ交流大会 

競技名 
予選会 本大会 

日程 会場 日程 会場 

1 グラウンド・ゴルフ 5/27 岩倉東公園 10/14,15 七ヶ宿町 七ヶ宿公園グラウンド・ゴルフ場 

2 なぎなた 5/19 武道センター 10/14,15 仙台市 仙台市青葉体育館 

3 太極拳 4/29 武道センター 10/14 仙台市 宮城野体育館 

4 ソフトバレーボール 5/27 京都ハンナリーズアリーナ 10/14,15 加美町 陶芸の里スポーツ公園加美町総合体育館 

5 水泳 5/13 京都踏水会水泳学園 10/14,15 角田市 角田市屋内温水プール 

6 ダンススポーツ 4/22 伏見港公園体育館 10/14 仙台市 仙台市体育館 

予選実施期間 ：平成 24年 4月 15日から平成 24年 5月 27日まで 

本大会実施期間 ：平成 24年 10月 13日から平成 24年 10月 15日まで 

 

（3）スポーツ情報提供及び調査研究事業                              

ア スポーツ情報提供 

より多くの情報発信ツールを活用し，より多くの市民にスポーツ情報を提供した。 

ａ スポーツ情報誌「ダッシュ！」の発行 

【発行部数】毎月 8,800部 

【主な配布先】市・区役所，文化・スポーツ施設，地下鉄・阪急主要駅，ダッシュ会員，報道機関等 

ｂ バナー・横断幕の掲出 

【掲載内容】 

・本会主催事業 （みんなのスポーツフェスタ，スポーツ講座等） 

・京都市主催事業  （京都スポーツの殿堂，球技専用スタジアム横大路誘致等） 

・競技団体支援事業 （日本女子ソフトボールリーグ開幕戦・決勝リーグ，全国高校駅伝等） 

・プロスポーツ支援事業 （京都ハンナリーズ，京都アストドリームス） 

ｃ メールマガジンの発信 

【発信内容】イベント情報，大会チケット情報，スポーツ教室情報，スポーツ講座情報等 

 

イ スポーツ調査・研究 

市民のスポーツに関する意向や要望などを調査，研究することで，スポーツ施設の利用者の利便性を

高め，さらなるスポーツ普及・振興を図った。 

○西京極総合運動公園利用実態調査 

【 調査実施日 】 平成 24年 8月 5日（日），8月 8日（水） 

 平成 24年 9月 19日（水），9月 22日（土） 合計 4日間 

  



 

２．スポーツ活動拠点の運営事業 

（1）スポーツ施設を活用した事業                                 

京都市のスポーツ施設は，「する」「みる」「支える」スポーツの観点から，市民のスポーツやレクリエー

ション活動，競技大会など様々なスポーツの活動拠点であり，競技団体等との関連を多く持つ本会の組織特

性を生かした事業を行った。 

 

ア 地域のスポーツ活動振興事業 

広く市民のスポーツ活動に対する欲求に応え，市民の健康増進と生涯スポーツの推進を図ることを目

的に，競技団体等が実施する大会，スポーツ教室，普及活動の事業に対し支援を行った。 

○加盟競技団体実施 

 

  

 競技名 事業名 実施日 参加人数 

1 ソフトテニス 

 

ソフトテニス教室 5/11～6/22 34名 

京都市選手権大会 6/3 116名 

2 バレーボール 第 2回フレッシュカップ京都市ジュニアバレーボール大会  1/19,20 500名 

3 軟式野球 第 29 回京都市選抜 BC級軟式野球大会兼京都市体育協会会長杯大会  7/8,16,22 360名 

4 バドミントン 第 14回京都市民級別年齢別ダブルスバドミントン大会 9/22,23 210名 

5 相撲 京都市中学校相撲大会・JOC ジュニアオリンピック京都府予選 7/22 74名 

6 

 

弓道 

 

京都市長杯 9/30 84名 

京都市体育協会長杯 11/11 108名 

京都市会議長杯 3/24 76名 

7 ハンドボール 市民ハンドボール教室 9/26～10/30 26名 

8 なぎなた なぎなた体験会 10/27 62名 

9 

 

アーチェリー 京都市民アーチェリー教室（春） 5/13～6/3 72名 

京都市民アーチェリー教室（夏） 7/8～29 66名 

第 9回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 9/2 41名 

第 4回北浦杯アーチェリー大会 10/7 44名 

第 22回京都市長杯インドアアーチェリー競技大会 12/2 81名 

10 ゴルフ 春期京都市民ゴルフ競技大会 4/24 134名 

11 武術太極拳 スポーツ教室  かんたん太極拳 6/1～29 5名 

12 

 

ターゲット・バードゴルフ 

 

第 10回ターゲット・バードゴルフ福知山大会 5/20 15名 

第 8回京都市体育協会会長杯ダーゲット・バードゴルフ大会  10/11 40名 

スポーツ教室 11/1～29 3名 

13 合氣道 春季研修会 5/20 81名 

市民合氣道教室 6/5～7/3 7名 

14 スケート 第 30回近畿ジュニアショートトラックスピードスケート競技会  12/15 41名 

15 オリエンテーリング 京都市民オリエンテーリング教室・京都市民オリエンテーリング大会  6/3 86名 

16 スキー 2013 SKIチャレンジ京都大会 2/23,24 143名 

スキー塾 in志賀高原 3/23～25 30名 

17 ３Ｂ体操 ３Ｂ体操体験会 5/29,9/13,10/13 333名 

18 スポーツ少年団 京都市こどもカーニバル 2012 11/17 328名 

合 計 3,200名    



 

○スポーツ教室 

スポーツ施設を幅広く活用するため，子どもから高齢者まで気軽に利用できるスポーツプログラム

を提供し，あわせて施設の活性化を図った。 

◆健康増進を目的とした教室 

【 場 所 】 ハンナリーズアリーナ・市民スポーツ会館ほか 

【 実施期間 】 平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで 

【 種  目 】 健康体操，ヨガ，エアロビクスなど 

【 参加人数 】 延べ 5,282名 

◆気軽に楽しめる教室 

【 場 所 】 ハンナリーズアリーナ・西院公園ほか 

【 実施期間 】 平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで 

【 種  目 】 卓球，バドミントン，ソフトテニスなど 

【 参加人数 】 延べ 21,842名 

 

 

イ 地域との連携協働事業 

加盟団体や近隣地域の方々と連携し，各スポーツ施設の特徴を活かして，多くの市民にスポーツに親

しむ場などを提供する事業を実施する。 

 

○みんなのスポーツフェスタ 

◆ 9月 29日実施 日  時：平成 24年 9月 29日（土）午前 9時 00分から午後 3時 00分まで 

 会  場：岡崎公園，武道センター 

 参加人数：  226人 

◆10月 8日実施 日  時：平成 24年 10月 8日（月・祝）午前 9時 45分から午後 3時 00分まで 

 会  場：西京極総合運動公園一帯 

 参加人数： 6,200人 

【 主  催 】 西京極スポーツネットワーク，西京極北スポーツネットワーク 

 京都市体育協会グループＫ 

【 共  催 】 京都市 

【 後  援 】 京都市教育委員会，京都市体育振興連合会，株式会社京都新聞社， 

 株式会社京都放送，京都市交通局 

【 協賛・協力 】 株式会社京都パープルサンガ，スポーツコミュニケーション KYOTO株式会社， 

 株式会社アストドリームス，京都市ソフトボール協会，京都市ソフトテニス連盟， 

 京都市バドミントン協会，京都府ドッジボール協会，京都市 3B体操協会， 

 京都市弓道協会，京都市なぎなた連盟，京都市ゲートボール連合， 

 ミズノ株式会社，コカ・コーラウエスト株式会社，大塚製薬株式会社， 

 キリンビバレッジ株式会社 

  



 

【 実施内容 】 

平成 24年 9月 29日実施 

会場 催し内容 

岡崎公園 
ソフトボール教室 

ソフトテニス教室 

武道センター 
卓球親睦交流会 

バドミントン教室 

平成 24年 10月 8日実施 

会場 催し内容 

西

京

極

総

合

運

動

公

園

 

メインステージ 

開会セレモニー，第 3回スポーツ写真コンクール表彰式 

３Ｂ体操デモンストレーション，なぎなた演武 

お笑いＬＩＶＥ，チアリーダーパフォーマンス 

ハンナリーズアリーナ 

市民スポーツ会館 

ドッジボール教室，ドッジボール交流会 

京都ハンナリーズバスケットボールクリニック 

ミニバスケットボール交流会 

スポーツ体験コーナー（３Ｂ体操体験） 

第 3回スポーツ写真コンクール入賞作品展示 

園路エリア 

スポーツ体験コーナー 

（弓道体験・なぎなた体験・ゲートボール体験） 

キッズチャレンジコーナー 

（ストラックアウト・キックターゲット・スピードガン・ 

 ニュースポーツ体験） 

ウォーキングイベント 嵐山・松尾ウォーク 

その他 

環境活動啓発ブース（落ち葉堆肥配布） 

スタンプラリー＆抽選会，京北物産展 

プロスポーツＰＲブース 

 

○西京極さくら祭り 

【 開催期日 】 平成 24年 4月 7日（土） 

【 会  場 】 西京極総合運動公園 

【 参加人数 】 約 250人 

  



 

○お正月施設開放事業 

西京極総合運動公園をはじめ，宝が池公園運動施設球技場及び岡崎公園において，条例上の供用停

止期間である年始期間について，京都市の承認を受けて，無料開放を行った。 

本来は，一般開放していない年始期間について，市民に開放することにより，日頃施設を利用され

ている市民・団体のほか，地域住民への還元を図り，あわせて新規利用者の拡大を図った。 

【 開催期日 】 平成 25年 1月 2日（水）から 3日（木）午前 9時 30分から午後 4時 00分まで 

【 開放施設 】 西京極総合運動公園 （陸上競技場兼球技場・補助競技場） 

 宝が池公園運動施設 （球技場，フットサルコート） 

 岡崎公園      （野球場） 

開放施設 
利用者数（人） 

2日 3日 合計 

1 西京極陸上競技場兼球技場 99 169 268 

2 西京極補助競技場 54 96 150 

3 宝が池公園運動施設球技場 389 93 482 

4 宝が池フットサルコート 106 77 183 

5 岡崎公園 34 39 73 

合計 682 474 1,156 

 

○スポーツチャレンジデー 

◆1月 20日実施 日  時：平成 25年 1月 20日（日）午後 1時 00分から午後 3時 00分まで 

 会  場：わかさスタジアム京都 

 参加人数： 312人 

 実施内容：野球教室 

◆2月 10日実施 日  時：平成 25年 2月 10日（日）午前 10時 00分から午後 3時 00分まで 

 会  場：ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館 

 参加人数：  70人 

 実施内容：ハンナリーズアリーナ：フットサル教室 

    市民スポーツ会館：ソフトテニス教室 

【 主  催 】 財団法人京都市体育協会 

【 共  催 】 京都市 

【 後  援 】 京都市教育委員会，京都市体育振興会連合会，株式会社京都新聞社， 

 株式会社京都放送 

【 協  力 】 日本新薬株式会社硬式野球部，社団法人京都府サッカー協会 

 京都市ソフトテニス連盟 

 

○フットサルコートの運営 

広く市民にスポーツ活動の場を提供し，スポーツの普及・振興を図った。 

【 施 設 名 】 宝が池フットサルコート   （登録チーム数 499チーム） 

【 施 設 名 】 三栖公園フットサルコート （登録チーム数 118チーム） 

  



 

○五山送り火鑑賞会 

【 開催期日 】 平成 24年 8月 16日（木）午後 7時 00分から午後 8時 45分まで 

【 会  場 】 宝が池公園運動施設球技場 

【 参加人数 】 約 2,500人 

 

（2）スポーツ施設の案内予約システム事業                             

家庭のパソコンや携帯電話，スポーツ施設に備え付けの端末機からインターネットを通じて各施設の空き

状況の閲覧や利用予約が行える「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」に関する管理・運営業務

を京都市から委託を受け実施した。 

 

（3）スポーツ施設の改修等事業                                  

京都市と連携し，指定管理施設の利用者サービス向上及び安全対策等を目的として，施設及び設備機器の

改修・修繕等工事を実施した。実施に当たっては，施設利用者や関係競技団体等の意見・要望を踏まえて，

スポーツ環境の整備・充実を図った。 

◆京都市スポーツ施設改修等負担金交付制度による改修工事 

・西京極陸上競技場兼球技場／スタンド防水等改修工事（設計・監理業務含む） 

・西京極陸上競技場兼球技場／散水ポンプユニット更新工事， 

・西京極補助競技場／第 3種公認継続補修工事 

・わかさスタジアム京都／高圧ケーブル入替工事 

・西院公園テニスコート・小畑川中央公園テニスコート／人工芝張替工事 

◆その他の修繕・整備工事 

・西京極総合運動公園／園路配管及び陸上競技場兼球技場入口給水管漏水修繕工事 

・西京極陸上競技場兼球技場／フェンス設置及び舗装工事 

・西京極陸上競技場兼球技場／空調機取替等工事 

・西京極陸上競技場兼球技場／止水板設置工事 

・わかさスタジアム京都・岡崎公園野球場・伏見桃山城運動公園野球場／SBO表示改修工事 

・宝が池公園クラブハウス空調機取替等工事 

・宝が池公園球技場・市民スポーツ会館／トイレ洋式化等改修工事 

・市民スポーツ会館／自転車駐輪場整備工事 

・武道センター／本館及び大門塗装等改修工事 

・武道センター／枯れ松伐採及び松枯れ対策工事 

・岡崎公園野球場／バックスクリーン・スコアボード塗装等改修工事 

・牛ケ瀬・吉祥院・一乗寺・殿田・東野・伏見公園／支障樹木伐採及び支障枝剪定工事 

・勧修寺公園／防犯カメラ設置工事 

・小畑川中央公園／管理棟塗装等改修工事 

・伏見桃山城運動公園／園路藤棚塗装等修繕工事 

・全公園施設／施設台帳整備 

  



 

（4）スポーツ活動拠点施設の運営事業                               

京都市から指定を受けたスポーツ施設について，「する」「みる」「支える」スポーツの観点から，市民の

スポーツやレクリエーション活動，競技大会など様々なスポーツの活動拠点である公園施設の管理運営事業

を実施した。 

 

 西京極総合運動公園北側区域（陸上競技場兼球技場，補助競技場，わかさスタジアム京都） 

 宝が池公園運動施設の球技場等（球技場，テニスコート） 

 京都市体育館及び市民スポーツ会館（ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館） 

 武道センター（主・補助競技場，旧武徳殿，弓道場，相撲場） 

 有料運動公園（岡崎，一乗寺，岩倉東，朱雀，東野，勧修寺，殿田，吉祥院，上鳥羽, 

桂川緑地久我橋東詰，西院，牛ケ瀬，小畑川中央，三栖，下鳥羽，伏見の計 16公園） 

 伏見桃山城運動公園（野球場，多目的グラウンド） 

 横大路運動公園（体育館，硬式野球場，野球場兼運動場，洋弓場） 

※下線の施設については，利用料金制の施設 

 

＜利用促進の主な取組＞ 

 利用時間の拡大（西京極補助競技場，ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館，桂川緑地久我橋

東詰公園，東野公園，伏見桃山城運動公園，横大路運動公園） 

 年末・年始の利用日拡大（全施設） 

 お正月施設無料開放事業（西京極陸上競技場兼球技場，補助競技場，宝が池公園球技場，岡崎公園） 

 陸上トラック個人利用料金の減額（西京極陸上競技場兼球技場，補助競技場） 

 夜間照明設備使用料金の減額（西京極陸上競技場兼球技場，わかさスタジアム京都） 

 公共施設案内予約システムの利用者登録郵送受付（全施設） 

  



 

３．収益事業 

（1）自動販売機設置事業                                     

本会指定管理施設に自動販売機を設置し，施設利用者及び来園者の利便性を高めて，市民サービスの向上

を図った。 

＜設置公園＞ 西京極総合運動公園（園路・陸上競技場兼球技場・補助競技場・わかさスタジアム京都），  

宝が池公園運動施設（園路・球技場・テニスコート），ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館， 

岡崎公園，一乗寺公園，岩倉東公園，勧修寺公園，殿田公園，吉祥院公園，桂川緑地久我橋東詰公園， 

西院公園，牛ケ瀬公園，小畑川中央公園，三栖公園，下鳥羽公園，伏見公園，岡崎公園， 

伏見桃山城運動公園，横大路運動公園 

 

（2）有料駐車場運営事業                                     

本会指定管理施設に有料駐車場を整備し，公園利用者や周辺住民の利便性を高めて，市民サービスの向上

を図った。 

＜整備公園＞ 西京極総合運動公園，宝が池公園運動施設，岩倉東公園，勧修寺公園， 

西院公園，小畑川中央公園，下鳥羽公園，三栖公園，伏見桃山城運動公園 

 

 

（3）物品の販売及び貸与事業                                   

本会指定管理施設の管理棟（事務所）にて競技用品の販売や備品等のレンタルを行うことで施設利用者の

便益を高め，利用者サービスの向上を図った。 

＜実施施設＞ 市民スポーツ会館，宝が池公園テニスコート，岩倉東公園，岡崎公園， 

西院公園，小畑川中央公園，伏見桃山城運動公園，横大路運動公園 

 

（4）広告事業                                          

本会指定管理施設に企業広告の掲出を募り,収入財源の拡大を図った。 

＜実施施設＞ 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場，わかさスタジアム京都 

  



 

４．その他 

（1）環境への取り組み                                      

○KES（環境マネジメントシステム）ステップ 1の推進 

 

○ペットボトルキャップ，紙パック，乾電池等のリサイクル活動やテニスボールのリユース活動 

 

○エコステーションや落ち葉の堆肥作りなどの地球温暖化対策 

エコステーション：西京極，西院 

落ち葉の堆肥づくり：西京極，宝が池，岩倉東，朱雀，小畑川，伏見桃山城，横大路，勧修寺，吉祥院， 

グリーンカーテンの設置：京都市体育館，宝が池，岩倉東，吉祥院，三栖，武道センター 

雨水タンクの設置：西京極，宝が池，岩倉東，武道センター，小畑川，伏見桃山城，吉祥院，下鳥羽 

 

○ソーラーシステムによる放送設備のラジオ体操広場の設置 

 

○京都市が行う次世代自動車の充電設備などの積極的な協力 

充電設備の設置：京都市体育館，小畑川，宝が池，下鳥羽，吉祥院 

 

○地域周辺清掃活動 

 

○節電対策による CO2削減 

 

（2）職員の資質向上への取組み                                  

職員の意識向上及び施設利用者に対するサービスの質を高めるため，各種研修に取り組んだ。 

 

名称 内容 実施日 場所 

基本事務研修 
文書事務，情報公開，個人情報保護， 

法規事務等 

7/10,23 

8/22,23 
御池創生館 

基本理念研修 
コンプライアンス，メンタルヘルスケア， 

市民応対，情報セキュリティー 
1/8,22,23 御池創生館 

財務会計基礎研修 金銭･物品会計事務,契約事務,旅費,財政 9/21 御池創生館 

マネジメント研修 組織の問題点･課題認識，課題解決方法等 
11/14,12/12 

1/16,2/13 
市民スポーツ会館 

実務研修 
基本事務研修 

案内予約システム及び経理に関する研修 

7/18 

9/5 
市民スポーツ会館 

応急手当研修 応急手当の普及啓発技法，AEDの基本知識 随時 各管理施設 

防災研修 
シェイクアウト訓練 

消防訓練 

3/11 

3/4 

全施設 

わかさスタジアム 

グランド整備研修 グランド掘起し･撹拌･転圧，マウンド整形等 4/16,17 伏見桃山城運動公園 

労務管理研修 労務管理，コンプライアンス 7/18 職員会館かもがわ 



 

（3）会議等                                           

○理事会 

第 1回 

期日 平成 24年 5月 31日（木）午後 7時 00分から 

場所 ホテルルビノ京都堀川 

内容 

平成 23年度事業報告及び収支決算に関する件 

評議員の選出に関する件 

専門委員会委員の選出に関する件 

公益財団法人への移行に伴う新定款及び関係諸規定に関する件 

第 2回 

期日 平成 25年 3月 25日（月）午後 7時 00分から 

場所 京都ロイヤルホテル&スパ 

内容 

平成 25年度事業計画（案）に関する件 

平成 25年度予算（案）に関する件 

公益財団法人への移行に伴う関係諸規定に関する件 

スポーツ指導のあり方に関する件 

 

○評議員会 

第 1回 

期日 平成 24年 5月 31日（木）午後 6時 00分から 

場所 ホテルルビノ京都堀川 

内容 

平成 23年度事業報告（案）に関する件 

平成 23年度収支決算（案）に関する件 

役員の選任に関する件 

公益財団法人への移行に伴う新定款（案）等に関する件 

指定管理者制度導入施設に対する応募に関する件 

第 2回 

期日 平成 25年 3月 25日（火）午後 6時 00分から 

場所 京都ロイヤルホテル&スパ 

内容 

平成 25年度事業計画（案）に関する件 

平成 25年度予算（案）に関する件 

公益財団法人への移行に伴う関係諸規定に関する件 

スポーツ指導のあり方に関する件 

 

  



 

○三役会議 

第 1回 

期日 平成 24年 5月 22日（火）午後 2時 00分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 
理事会・評議員会の議案について 

その他報告（公益財団法人への移行申請書類等） 

第 2回 

期日 平成 24年 5月 31日（木）午後 5時 00分から 

場所 ホテルルビノ京都堀川 

内容 理事会・評議員会について 

第 3回 

期日 平成 24年 8月 29日（水）午後 5時 00分から 

場所 晴山荘 

内容 

公益財団法人への移行について 

球技場専用スタジアム（横大路）について 

第 10回都市間交流スポーツ京都大会について 

その他報告（東京オリンピック招致に関する決議文等） 

第 4回 

期日 平成 24年 12月 3日（火）午前 1時 30分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 

事業報告について 

公益財団法人への移行について 

市への要望について 

その他報告（第 10回都市間交流スポーツ京都大会、契約職員採用試験等） 

第 5回 

期日 平成 25年 2月 28日（木）午後 2時 00分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 

公益財団法人への移行後の運営方針について 

公益財団法人への移行に伴う関係諸規定について 

平成 25年度予算について 

その他報告（条例の改正等） 

第 6回 

期日 平成 25年 3月 14日（木）午後 3時 00分から 

場所 ホテルルビノ京都堀川 

内容 

平成 25年度事業計画について 

平成 25年度予算について 

公益財団法人への移行に伴う関係諸規定について 

基本財産について 

その他報告（西京極総合運動公園利用実態調査結果等） 

第 7回 

期日 平成 25年 3月 25日（月）午後 5時 00分から 

場所 京都ロイヤルホテル&スパ 

内容 理事会・評議員会について 

 

  



 

○専門委員会 

総務委員会 

第 1回 

期日 平成 24年 5月 25日（金）午後 6時 30分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 

平成 23年度収支決算（案）について 

役員の選任に関する件 

評議員の選出に関する件 

専門委員会委員の選出に関する件 

公益財団法人への移行に伴う新定款（案）等に関する件 

指定管理者制度導入施設に対する応募に関する件 

第 2回 

期日 平成 25年 3月 19日（木）午後 5時 00分から 

場所 西京極陸上競技場兼球技場 

内容 平成 25年度予算（案）について 

事業委員会 

第 1回 

期日 平成 24年 5月 24日（木）午後 6時 30分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 平成 23年度事業報告（案）について 

第 2回 

期日 平成 25年度 3月 19日（木）午後 7時 00分から 

場所 西京極陸上競技場兼球技場 

内容 平成 25年度事業計画（案）について 

 

○表彰選考委員会 

第 1回 

期日 平成 24年 4月 4日（水）午後 6時 30分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 推薦について 

第 2回 

期日 平成 24年 10月 25日（木）午後 6時 30分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 

平成 24年度被表彰者選考について 

表彰盾について 

表彰式について 

 

  



 

○加盟団体事務担当者説明会 

第 1回 

期日 平成 24年 4月 16日（月）午後 6時 30分から 

場所 京都市市民スポーツ会館 

内容 

事務局体制について 

公益法人制度改革に伴う最初の評議員の推薦について 

平成 24年度助成金交付申請・提出関係書類について 

平成 24年度加盟団体関連事業について 

広報関係について 

平成 24年度表彰候補者の推薦について 

平成 24年度事務関係書類等の提出について 

平成 24年度加盟団体年会費の納入について 

 

 

（4）公益法人制度改革関係                                    

平成 24年度に新公益法人制度への移行申請を行い,公益認定を受けた。 
 

日程 項目 内容 

平成 24年 

4月 6日 第 7回京都府政策法務課個別相談 申請書類一式 

4月 9日 第 5回公益法人制度改革検討委員会 申請書類一式 

5月 16日 第 2回最初の評議員選定委員会 最初の評議員の選任（停止条件付） 

5月 21日 第 6回公益法人制度改革検討委員会 
定款（案）及び関係諸規程の確認 

申請書類一式の確認 

5月 31日 理事会・評議員会 
定款（案）及び関係諸規程の議決 

申請書類一式の報告 

6月 15日 移行認定申請 京都府へ提出 

10月 24日 京都府公益認定等審査会 認定通知 

平成 25年 

4月 1日 登記 登記,移行完了届の提出 

 


