
  

 平成 29年度 事業報告 
 

１．スポーツ振興事業（公１） 

（１）競技力の向上事業                                       

 ア 競技力向上事業 

  ａ 競技団体実施 

京都市のジュニアから社会人までの上位選手の競技力をより一層高め、さらに競技運営に不可欠な審判

員の技術を高めることを目的に、加盟団体をはじめとする競技団体等が実施する、強化練習会や審判講習

会に対し助成を行った。 

  団体名 事業名 実施日 参加人数 

1 京都市陸上競技協会 審判講習会 5/14 38名 

 

2 

 

京都市ソフトテニス連盟 

都市間交流代表選手強化練習 4/17～7/7 30名 

全国健康福祉祭「ねんりんピック」代表選手強化練習 4/24～9/8  10名 

審判講習会 9/3 88名 

3 京都市卓球協会 第 31回京都市卓球カーニバル兼強化練習会 11/3 758名 

4 京都市バレーボール協会 
平成 29 年度京都市バレーボール協会ジュニアバレーボール強化練習会 11/23 280名 

平成 29年度京都市バレーボール協会審判講習会 11/23  23名 

 

5 

 

京都市軟式野球連盟 

平成 29年度審判技術研修会 4/2 42名 

平成 29 年度中信杯全京都軟式野球選手権大会審判講習会 7/8 85名 

平成 29年度全日本中学女子大会審判講習会 7/16 67名 

平成 29年度西日本選手権大会審判講習会 10/8 67名 

6 京都市剣道協会 平成 29年度剣道中央伝達講習会 7/16 154名 

7 京都市バドミントン協会 京都ジュニア強化合宿 8/12～14 36名 

8 京都市相撲連盟 平成 29年度京都市相撲連盟ジュニア強化練習会 2/24 87名 

9 京都市なぎなた連盟 京都なぎなた連盟強化練習会 8/19,20 174名 

10 京都市武術太極拳協会 
ねんりんピック京都市チーム強化練習会 5/2～9/5 10名 

審判員研修会 12/23 41名 

11 京都市ターゲット・バードゴルフ協会  
競技スポーツ振興事業第 13回京都市体育協会会長杯 TBG大会 11/2 40名 

競技スポーツ振興事業 TBG交流会 in京都大会 11/16 48名 

 

12 

 

京都市合氣道連盟 

春季研修会・演武大会 5/14 76名 

夏季研修会 7/17 73名 

春季講習会 3/25 44名 

13 京都市スキー協会 京都スキー強化合宿 12/23,24 52名 

14 サニースポーツクラブ京都 
スキルアップ事業（夏期合宿） 7/15～7/17 77名 

チーム力向上支援事業（第 26 回桂カップサッカー大会） 8/11 240名 

計   2,640名 

   



ｂ ジュニア育成事業 

   オリンピックなどで活躍するスポーツ選手を夢見る京都の子供たちを対象に、夢をかなえる場を提供し

育成するとともに、京都全体の競技力向上をはかる事業を実施した。 

   【事 業 名】京の子どもトップアスリート育成事業（ソフトボール） 

   【実 施 日】平成 29年 4月 11日から平成 30年 3月 27日まで 

   【実施会場】わかさスタジアム京都 室内練習場 

   【運  営】京都市ソフトボール協会 

   【参加人数】155名 

 

 イ 指導者養成事業 

  ａ 講座の実施 

   トップアスリートを目指すジュニアの指導者やスポーツ活動を支える指導者に対して、より高い知識を

習得することを目的に、指導者養成講座等を実施した。 

講 座 名 座学で身につけよう！スポーツ栄養講座 

日 時 平成 29年 7 月 21日（金）午後 6時 30分から午後 8時まで 

場 所 市民スポーツ会館 会議室 

講 師 びわこ成蹊スポーツ大学 准教授 武田 哲子 氏 

参加者数 62名 

   

ｂ 競技団体実施 

   加盟団体をはじめとする競技団体等が指導者の資質向上を目的に実施する指導者研修会などの事業に

対し助成を行った。 

  団体名 事業名 実施日 参加人数 

1 京都市アーチェリー協会 
平成 29年度アーチェリー教室指導者講習会 1/21 25名 

平成 29年度フィールドアーチェリー競技指導者講習会 2/18 22名 

2 日本 3B体操協会京都府支部 
指導者研修事業 4/22～3/18 184名 

指導者養成事業 4/26～2/22 122名 

3 サニースポーツクラブ京都 指導者レベルアップ事業 2/10 30名 

計   383名 

 

ウ 京都市民総合体育大会開催事業 

  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、体力向上と健康の保持増進を図るととも

に、明るく豊かな市民生活に資することを目的に加盟団体が主体となり開催した。 

  競技名 会場 実施日 参加人数 

1 陸上競技 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 9/3 210名 

2 水  泳 京都アクアリーナサブプール 7/17 576名 

3 ソフトテニス 西院公園テニスコート 5/14  98 名 

4 卓  球 伏見港公園体育館 3/11 286名 

5 バレーボール ハンナリーズアリーナ、市民スポーツ会館 5/28 318名 



6 バスケットボール 横大路運動公園体育館 4/15,16 180名 

7 軟式野球 京都市内野球場 4/9,16,9/3,12/2 590名 

8 柔  道 京都市武道センター旧武徳殿 5/27 109名 

9 剣  道 京都市武道センター主競技場 5/14 296名 

10 バドミントン 島津アリーナ京都 5/5 163名 

11 相  撲 京都市武道センター相撲場 6/11 124名 

12 弓  道 京都市武道センター弓道場 4/16  91名 

13 ソフトボール 横大路運動公園グラウンド 11/26,12/3,10 222名 

14 テニス 京都東山テニスクラブ 4/29,30,5/3 158名 

15 ハンドボール 田辺中央体育館 3/25 106名 

16 なぎなた 京都市武道センター旧武徳殿 10/7  51名 

17 ボウリング しょうざんボウル 11/3  85名 

18 自転車競技 桂川緑地久我橋東詰公園 2/3,4 981名 

19 ウエイトリフティング ジーエス・ユアサ体育館 8/26,27  77名 

20 空手道 ハンナリーズアリーナ 4/23 757名 

21 アーチェリー 京都アクアリーナアーチェリー場 6/18  67名 

22 ゲートボール 小畑川中央公園グラウンド 7/2  85名 

23 ゴルフ 京都ゴルフ倶楽部舟山コース 9/26 121名 

24 ホッケー 立命館大学 OICホーリースタジアム 3/4 123名 

25 武術太極拳 京都市武道センター 1/27 139名 

26 ペタンク 京都御苑富小路グラウンド 7/9 160名 

27 ターゲット・バードゴルフ 西京極総合運動公園補助競技場 5/11  38名 

28 合気道 京都市武道センター旧武徳殿 11/19  47名 

29 オリエンテーリング 宝ヶ池公園憩いの森 3/17  76名 

30 アームレスリング 京都アームレスリング連盟本部道場 10/15 130名 

計   6,464名 

 

 

 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、府下の会場で開催され

ている市町村対抗競技大会、市町村交流マスターズ大会に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 29年 10月 29日（日）台風により中止 

  【会 場】福知山市三段池公園総合体育館 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 8位 

市町村名 京都市 舞鶴市 宇治市 亀岡市 長岡京市 城陽市 福知山市 綾部市 

総合得点 318.125 300.125 291.625 282.625 281.125 273.5 262 233.5 



  ◆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 11/5 京都市 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 ― 

2 ソフトテニス 10/15,11/3 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園テニスコート 2位 

3 卓  球 11/12 舞鶴市 舞鶴市文化公園体育館 1位 

4 バレーボール 
男子 11/25 

11/26 

南丹市 

亀岡市 

京都府立口丹波勤労者福祉会館 

亀岡運動公園体育館 

1位 

女子 5位 

5 バスケットボール 
男子 9/2,3 

11/11,12 
向日市 向日市民体育館 

2位 

女子 1位 

6 サッカー 10/1,11/11,12 京丹後市 八丁浜シーサイドパーク多目的芝生広場他  5位 

7 軟式野球 
10/22,29 

11/5 

宇治市 

久御山町 

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が丘 
3位 

8 バドミントン 12/10 長岡京市 西山公園体育館 ― 

9 ソフトボール 
男子 10/8,15,22, 

11/5 
京丹波町 京都府立丹波自然運動公園 他 

5位 

女子 4位 

10 テ ニ ス 10/21,22 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園テニスコート 1位 

11 ボウリング 11/12 宇治市 ラピュタボウル宇治東 3位 

12 ゲートボール 
男子 

11/12 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 
1位 

女子 4位 

13 グラウンド・ゴルフ 10/24,25 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 ― 

14 ゴ ル フ 11/9 宇治市 日清都カントリークラブ ― 

15 駅  伝 2/11 福知山市 福知山市三段池公園 1位 

  ◆種目別交流大会 

 競技名 実施日 開催地 会場 

1 ソフトバレーボール 10/29 福知山市 福知山市三段池公園総合体育館 

2 卓球バレー 10/15 京都市 京都市障害者教養文化・体育会館 

  

 ｃ マスターズ部門 

  ◆市町村交流マスターズ大会 

 競技名 実施日 開催地 会場 

1 バレーボール 
男子 

11/19 京都市 島津アリーナ京都 
女子 

2 卓  球 9/3  京都市 島津アリーナ京都 

3 ソフトテニス 11/8 亀岡市 亀岡運動公園テニスコート 

4 テ ニ ス 6/10,11 宇治市 京都府立山城総合運動公園テニスコート 

5 軟式野球 10/29,11/3,5 久御山町 京都府立府民スポーツ広場みどりが丘第 3 グラウンド他 

6 バドミントン 12/10 長岡京市 西山公園体育館 

7 ソフトボール 
男子 10/22,29 

11/5 
南丹市 南丹市日吉総合運動広場他 

女子 



8 サッカー 11/11,12 京丹後市 八丁浜シーサイドパーク多目的芝生広場他 

9 ボウリング 12/3 福知山市 サンケイボウル 

10 ゲートボール 混合 10/12,13 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 

11 陸上競技 11/5 京都市 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

12 グラウンド・ゴルフ 7/4,5 京丹波町 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 

13 ゴ ル フ 11/1 亀岡市 れいせんゴルフ倶楽部 

 

 オ 都市間交流スポーツ大会 

  都市対抗形式での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「都市間交流スポーツ大会」を実施

した。 

 【名  称】第 14回都市間交流スポーツ神戸大会 

 【開催都市】神戸市 

 【実 施 日】平成 29年 7月 8日（土）・9日（日）・15日（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日） 

 【種 目 数】10種目 

 競技名 実施日 会場 種別 京都市成績 

1 ソフトテニス 
7/8 

7/9 
神戸総合運動公園（テニスコート） 

男子 4位 

女子 1位 

2 バスケットボール 
7/8 

7/9 
神戸市立中央体育館 

男子 5位 

女子 3位 

3 軟 式 野 球  
7/8 

7/9 
神戸総合運動公園（サブ球場） 男子 3位 

4 バドミントン 7/23 神戸市立王子スポーツセンター 団体 ― 

5 弓 道 7/9 県立弓道場 
男子 3位 

女子 1位 

6 テ ニ ス 
7/8 

7/9 
しあわせの村 男女混合 4位 

7 ボウリング  
7/22 

7/23 
神戸スカイレーン 

男子総合 1位 

女子総合 2位 

8 空 手 道 7/23 ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター 総合 4位 

9 ホ ッ ケ ー  
7/15 

7/16 
甲南大学六甲アイランドホッケー場 男子 4位 

10 家庭婦人バレーボール 
7/15 

7/16 
グリーンアリーナ神戸 女子 3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 京都ツーデーウオーク 

   ウォーキングを通じて、心と身体の健康づくりのきっかけを提供することを目的に、全国各地から 

ウォーカーを募り、魅力と活力あふれるまち・京都を広く発信できるウォーキングを実施した。 

  【主  催】NPO京都府ウオーキング協会、京都市、公益財団法人京都市体育協会 

  【参加人数】 

コース 3/3（土） 3/4（日） 計 

30㎞ 722名 687名 1,409名 

20㎞ 1,085名 1,043名 2,128名 

10㎞ 596名 738名 1,334名 

計 2,403名 2,468名 4,871名 

 

  ｂ 京都スポーツ写真コンクール 

   広く市民を対象に、子どもの運動会からプロスポーツの写真に至るまで、あらゆるスポーツ活動の写真

を公募し「みるスポーツ」と「するスポーツ」の普及につなげるきっかけづくりを目的に実施した。 

   【応募期間】平成 29年 11月 1日から平成 30年 1月 31日まで 

   【応募総数】431枚 

   【受  賞】入賞 21点、佳作 20点 

   【展  示】平成 30年 3月 9日から平成 30年 3月 31日まで（市民スポーツ会館ロビー） 

   

  ｃ スポーツ講座 

   広く市民を対象に、スポーツに親しむ「きっかけづくり」の事業として、多様な市民のスポーツニーズ

に応えるプログラムを提供するスポーツ講座を実施した。 

講 座 名 60歳から始めるウォーキング講座 

日 時 【基本編】平成 29年 9月 13日（水）午後 6時 30分から午後 8時まで 

【応用編】平成 29年 9月 27日（水）午後 6時 30分から午後 8時まで 

場 所 【基本編】西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

【応用編】市民スポーツ会館体育室 

講 師 ミズノ株式会社 健康運動指導士 山内 正太 氏 

参加者数 【基本編】61名 【応用編】53名 

 

講 座 名 ランニング講座 

【第 1回】ランニングに必要なストレッチ方法 

【第 2回】マラソン競技で起こるケガの予防・対策 

【第 3回】ランニングの基本的知識を学ぼう 

【第 4回】本番を想定したマラソンを学ぼう！～レースに向けてラストスパート！～ 

日 程 平成 29年 12月 1日（金）から平成 30年 2月 10日（土）全 4回 

場 所 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場、市民スポーツ会館体育室・会議室 



講 師 【第 1回】京都医健専門学校専任講師 西岡 大輔 氏 

【第 2回】びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部スポーツ学科 教授 小松 猛 氏 

【第 3・4 回】マラソンランナー・スポーツコメンテーター、オリンピック・世界陸上日本

代表選手 千葉 真子 氏 

参加者数 【第 1回】47名 【第 2回】42名 【第 3回】44名 【第 4回】33名 

 

講 座 名 からだやわらか体操講座 

日 時 平成 30年 3 月 14日（水）午後 6時 30分から午後 8時まで 

場 所 市民スポーツ会館体育室 

講 師 京都光華女子大学健康科学部 講師 橋元 真央 氏 

参加者数 61名  

 

 イ スポーツ活動支援事業 

  「みるスポーツ」「支えるスポーツ」の取組として、広く市民のスポーツ活動を支える団体に対し、活動 

場所の確保、広報等の支援事業を実施した。 

  ａ スポーツ団体運営支援事業 

   市民スポーツ会館及びわかさスタジアム京都の空きスペースを加盟団体をはじめとする競技団体等に

対して貸出した。 

 

  ｂ スポーツ活動スペース提供事業 

   ハンナリーズアリーナ 2階多目的室及び宝が池公園運動施設クラブハウス 2階談話室において、スポー 

  ツ活動で利用する団体等に対しスペースの貸出しを実施した。 

    ◆ハンナリーズアリーナ「スタジオダッシュ！」 12件（49時間） 

    ◆宝が池多目的スタジオ 173件（437時間） 

 

  ｃ ビッグゲーム等支援事業 

   ○大会支援 

    ◆第 50回日本女子ソフトボールリーグ 2017 1部リーグ第 5節 

    ◆平成 29年秋巡業大相撲京都場所 

    ◆京都マラソン 2018    

 

  ｄ 後援・共催などの名義使用等 

   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許可と、賞状交付を行った。 

    ◆後援・共催名義等使用許可  73件（後援名義使用 70件、共催名義使用 3件） 

    ◆会長等の役員就任・祝辞依頼 14件 

    ◆賞状の交付           9件 

 

 ウ 第 30回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田 2017） 

  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として実施される全国健康 

 福祉祭について、京都市代表選手の選考会を実施する競技団体に対し助成を行った。  



  ａ スポーツ交流大会 

 競技名 
京都市予選会 本大会 

実施日 会場 実施日 会場 

1 卓  球 5/5 島津アリーナ京都 9/10,11 横手市 横手体育館 

2 テ ニ ス 5/6 宝が池公園テニスコート 9/10,11 秋田市 秋田県立中央公園テニスコート  

3 ソフトテニス 4/23 宝が池公園テニスコート 9/10,11 大館市 大館市高館テニスコート 

4 ソフトボール 5/21 三栖公園グラウンド 9/10,11,12 由利本庄市 由利本庄市ソフトボール場他 

5 ゲートボール 5/5 鉾 立 公 園 9/10,11 大館市 大館樹海ドーム 

6 ペタンク 4/29 京都御苑富小路グラウンド 9/10,11 潟上市 潟上市追分地区公園多目的広場  

7 ゴ ル フ 4/25 京都ゴルフ倶楽部・舟山コース 9/11 秋田市 秋田カントリー倶楽部 

8 マラソン 4/23 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 9/10 鹿角市 鹿角市総合運動公園総合競技場（スタート・ゴール） 

9 弓  道 4/16 武 道 セ ン タ ー  9/10,11 秋田市 秋田県立武道館近的弓道場 

10 剣  道 4/16 武 道 セ ン タ ー  9/10,11 由利本庄市 由利本庄市総合体育館 

   

ｂ ふれあいスポーツ交流大会 

 競技名 
京都市予選会 本大会 

実施日 会場 実施日 会場 

1 水  泳 5/7 京都踏水会水泳学園 9/10,11 秋田市 秋田県立総合プール 

2 グラウンド・ゴルフ 5/7 岩 倉 東 公 園 9/10,11 大仙市 秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場 

3 サッカー ―  ― 9/10,11 秋田市他 秋田市八橋運動公園陸上競技場  

4 ソフトバレーボール  4/22 ハンナリーズアリーナ 9/10,11 大館市 大館市樹海体育館 

5 太 極 拳 4/23 武 道 セ ン タ ー  9/10 秋田市 CNAアリーナ★あきた 

6 ダンススポーツ 4/9 長岡京市西山公園体育館 9/10 秋田市 秋田県立体育館 

 

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

 ア スポーツ情報提供事業 

  ａ スポーツ情報誌「ダッシュ！」の発行 

   【発行部数】毎月 10,000 部 

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

ｂ 広報誌「きょうとスポーツ」の発行 

   スポーツの情報を「京都」いう視点から踏み込み、様々な角度からその本質に迫り、多方面からスポー 

ツに係る情報を集約した広報誌「きょうとスポーツ」を年 2回発行した。 

   【発行部数】2,000部 

  ｃ facebook（facebook いいね！数 1,480件）  

  ｄ ホームページ 

  ｅ コミュニティボードの設置 

   情報を発信したい人と情報を受信したい人を結ぶため、市民スポーツ会館ロビーにコミュニティボード 

を設置し運営を行った。（情報発信 3件） 



２．スポーツ活動拠点の運営事業（公２） 

（１）地域のスポーツ活動振興事業                                  

 ア エンジョイスポーツ事業 

  競技団体が実施するスポーツ教室等を本会が支援することで、競技人口の拡大を図った。 

団体名 事業名 実施日 参加人数 

1 京都市ソフトテニス連盟 
ソフトテニス教室（春期） 5/12～6/23 

129名 

ソフトテニス教室（秋期） 9/15～10/27 

2 京都市サッカー協会 キッズサッカースクール（U-9） 5/12～11/17 24名 

3 京都市剣道協会 平成 29年度市民スポーツ教室「居合道」 
6/5～7/10 

8/14～9/25 
35名 

4 京都市テニス協会 
テニス子供ふれあい広場 8/19     33名 

オータム子供テニストーナメント教室 9/17,23   22名 

5 京都市ハンドボール協会 平成 29年度市民ハンドボール教室 8/29～10/3 37名 

6 京都市なぎなた連盟 第 3回京都市ジュニアなぎなた交流大会 2/12 71名 

7 

 

京都市アーチェリー協会 

京都市市民アーチェリー教室 春の部 4/2～4/23 15名 

京都市市民アーチェリー教室 夏の部 6/4～7/2 19名 

京都市市民アーチェリー教室 秋の部 9/17～10/8 22名 

8 京都市武術太極拳連盟 スポーツ教室「かんたん太極拳」 9/8～9/29  8名 

9 京都市ターゲット・バードゴルフ協会 京都市 TBG協会会長杯ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 12/14 40名 

10 京都市オリエンテーリング協会 京都市民オリエンテーリング教室・大会 6/4 66名 

11 京都ラグビーフットボール協会 女子小学生から女子成人までの支援事業 6/18,7/1,11/29     235名 

12 京都ダンス振興協会 
第 4回健やか京都杯社交ダンスコンテスト 8/20 48名 

第 5回健やか京都杯社交ダンスコンテスト 11/5    61名 

13 京都野球協会  
硬式野球入門教室 8/1～12/3 70名 

少年野球教室 1/20 169名 

14 サニースポーツクラブ京都 

スポーツ振興事業（ヨガストレッチ無料体験講習会） 7/16 67名 

体験促進事業（ヨガストレッチ教室） 9月～11月 57名 

交流会事業（2017 サニースポーツクラブ京都 第 3 回交流会）  2/4 73名 

高齢者健康促進支援事業（高齢者健康いきいき講座） 3/10 61名 

15 京都府サッカー協会 第 13回京都招待ユース（Ｕ-15）サッカー大会 3/19，20 200名 

計   1,562名 

 

 イ みんなのスポーツフェスタ 

  子どもから高齢者まで、幅広い年齢層が気軽にスポーツに親しめる機会を提供し、市民の健康増進とス 

 ポ－ツの普及・振興に寄与する事業を西京極総合運動公園と京北運動公園を中心とする京北地域で実施した。 

  【日  時】平成 29年 10月 9日（月・祝）午前 9時 30分から午後 3時まで 

        平成 29年 11月 12日（日）  午前 10時スタート 

 

  【会  場】平成 29年 10月 9日（月・祝）西京極総合運動公園一帯 



        平成 29年 11月 12日（日）  京北地域一帯 

  【参加人数】平成 29年 10月 9日（月・祝）約 12,000名 

        平成 29年 11月 12日（日）  176名 

  【主  催】京都スポーツネットワーク、京北スポーツネットワーク 

  【共  催】京都市、アクアリーナ・西院スポーツネットワーク 

  【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、 

        京都市交通局、朝日新聞京都総局、毎日新聞社京都支局、読売新聞京都総局、 

        産経新聞社京都総局、NHK京都放送局、健康長寿のまち右京推進 PT 

  【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、 

京都フローラ、コカ・コーラウエスト株式会社、大塚製薬株式会社、 

        キリンビバレッジバリューベンダー株式会社、NPO法人京都府ウオーキング協会、 

京北自治振興会 

  【実施内容】 

平成 29年 10月 9日（月・祝）実施 

 会場 事業名 

 

メインステージ 

・開会セレモニー 

・ステージパフォーマンス 

（ダンス、ダブルダッチパフォーマンス、お笑い LIVE、音楽 LIVE、地元小中学

校による演奏・合唱等） 

ハンナリーズアリーナ 
・テニス教室 プレイ＆ステイ 

・車椅子バスケットボール体験会 

市民スポーツ会館 
・スポーツ体験 

（ビームライフル・ピストル、エアースカッシュ、跳び箱・鉄棒教室） 

 

園路エリア 

・スポーツ体験（弓道、柔道、ゲートボール、ペタンク、３Ｂ体操、武術太極

拳、サッカーチャレンジ、スケートボード、スラックライン、クライミング、

フープダンス等） 

・スタンプラリー抽選会 ・エコブース ・野菜飲食販売 ・地震体験 

・3×3GAME.EXE ・バスケキッズ 

アクアリーナ ・スポーツ体験（アーチェリー、ボルダリング、ミズノ流忍者学校） 

平成 29年 11月 12日（日）実施 

京北運動公園 
桂川源流へのみちを行く「京北ウオークⅡ」 

 京北運動公園を拠点とする京北・近畿自然歩道コース 11㎞及び 16㎞ 

  

 ウ スポーツチャレンジデー 卓球フェスティバル 

  子どもから高齢者を対象に、五輪メダリストから直接スポーツの指導を受けられる機会をつくり、スポー 

 ツをする楽しさとスポーツをする「きっかけづくり」となる事業を実施した。 

  【日  時】平成 29年 11月 4日（土）午前 9時 30分から午後 3時 30分まで 

  【会  場】市民スポーツ会館体育室 

  【参加人数】240名 

  【主  催】京都スポーツネットワーク 



  【共  催】京都市 

  【後  援】京都市教育委員会、京都新聞、KBS京都 

  

 エ プロを含むトップレベルのスポーツとの取組 

  市民が、トップレベルのスポーツに身近に触れることができる機会を提供することで、スポーツ振興に必

要な「みるスポーツ」の推進に寄与する事業を実施した。 

  【名  称】アジア最終予選―ROAD TO RUSSIA パブリックビューイング 

  【内  容】サッカー・2018FIFAワールドカップ・アジア最終予選（サッカー大会） 

        「日本代表 対 オーストラリア代表」のパブリックビューイング 

  【日  時】平成 29年 8月 31日（木）午後 7時 35分から 

  【会  場】西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

  【入場者数】約 1,000名 

 

 オ 地域との連携協働事業 

  スポーツ施設に隣接する地域と連携し、地域に親しまれる公園づくり及びスポーツに親しむ「きっかけづ

くり」となる事業を実施した。 

  ａ 西京極さくら祭り 

   西京極総合運動公園内の桜の開花時期に、近隣地域の学区民や公園来場者を対象に、園路でお花見の会 

  を開催し、公園の活性化と地域に親しまれる公園づくりを図った。 

  【日  時】平成 29年 4月 8日（土）午前 11時から午後 1時まで 

  【会  場】西京極中学校（雨天のため開催場所変更） 

  【参加人数】約 220名 

 

  ｂ 京都五山送り火鑑賞会 

   京都五山送り火の日に、近隣地域の方を対象として宝が池球技場スタンドを開放し、地域の連携・協働 

  を図った。 

   【日  時】平成 29年 8月 16日（水）午後 7時から午後 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 1,500名 

 

  ｃ お正月施設開放事業 

   京都市の条例で供用しない日と定められている日を無料で開放することにより、日頃利用されている 

  市民・団体のほか、地域住民への還元及び新規利用者の拡大を図った。 

   【日  時】平成 30年 1月 2日（火）、3日（水）午前 9時 30分から午後 4時まで 

   【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） 

 

 

 



 利用者数（名） 

1月 2日 1月 3日 合計 

1 西京極陸上競技場兼球技場 298 379 677 

2 西京極補助競技場  94 128 222 

3 宝が池公園運動施設球技場 311 180 491 

4 宝が池フットサルコート  58  35 93 

5 岡崎公園野球場 101  27 128 

 計 862 749 1,611 

 

 カ 地域密着型プロスポーツの振興 

  誰もが気軽に西京極総合運動公園に足を運んでもらえるような公園環境を整えるとともに、競技者だけで

なく、観戦・応援する人も楽しめる機会を創出し、西京極総合運動公園を本拠地とする地域密着型プロス 

ポーツチーム 3団体及び関係団体と連携し、地域密着型プロスポーツの振興に取り組んだ。 

   【事 業 名】プレミアムサタデー in Kyoto //もっと元気に、京都のプロチーム＆みんなでスポーツ// 

   【日  時】平成 29年 10月 14日（土） 

   【実施内容】 

 会場 事業名 

わかさスタジアム京都 
午後 1時プレイボール 

 京都フローラ VS 埼玉アストライア 

陸上競技場兼球技場 
午後 3時キックオフ 

 京都サンガ F.C. VS ロアッソ熊本 

ハンナリーズアリーナ 
午後 17時 05分ティップオフ 

 京都ハンナリーズ VS 西宮ストークス 

園路エリア 
体組成測定ブース 

グルメロード 

 

（２）スポーツ施設の運営事業                                    

 ア 施設の貸与 

  「だれもが、いつでも、どこでも、いろんなかたちでスポーツに親しめる環境を、みんなで支えあう『ス 

 ポーツごころ』を結ぶまちづくり」の理念のもと、子どもから高齢者までの誰もが年齢や個性、環境に応じ 

 て楽しめる「するスポーツ」と、プロスポーツをはじめ、トップレベルのスポーツに身近に触れることがで 

 きる「みるスポーツ」の拠点となるスポーツ施設を個人や団体等に対し貸与する。 

  ａ 管理施設の概要 

   ○屋外大規模施設 

    ＊西京極総合運動公園（陸上競技場兼球技場・補助競技場・わかさスタジアム京都・京都アクアリーナ） 

     宝が池公園（球技場・テニスコート・フットサルコート） 

   ○屋内大規模施設 

    ＊京都市体育館（ハンナリーズアリーナ）及び市民スポーツ会館 

     武道センター（主競技場・補助競技場・旧武徳殿・弓道場・相撲場） 

     横大路運動公園（体育館・グラウンド・洋弓場） 



    ○地域体育館 

    ＊左京地域体育館、伏見北部地域体育館 

   ○野球場、グラウンド関係施設 

    ＊一乗寺公園、岩倉東公園、下鳥羽公園 

   ○野球場、グラウンド関係施設（テニスコート併設分） 

    ＊岡崎公園、桂川緑地久我橋東詰公園、西院公園（テニスコートのみ） 

     三栖公園（フットサルコートあり）、京北運動公園    

  

  ｂ 太陽光発電屋根貸し制度による環境への取組 

   岩倉東公園において、京都市が行う太陽光発電屋根貸し制度を活用した環境への取組を実施した。 

  ｃ 京都府・市町村共同公共施設案内予約システムの運営 

   京都市スポーツ施設の利用に関し、インターネットや携帯電話、スポーツ施設に備え付けの端末機から 

  予約や空き状況の閲覧が可能な「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」の管理運営を行った。 

  ｄ 大型映像装置操作サポート事業 

   専門的な知識が必要となる西京極総合運動公園内（陸上競技場・野球場）の大型映像装置について、大 

  会主催者側に専門スタッフを手配しサポート行った。 

 イ スポーツ施設の改修等事業 

  多くの市民が利用するスポーツ施設を安全に利用するため、日常点検を行うほか、安全対策や老朽化の 

 ための改修・修繕を行った。 

  ＜主な改修・修繕＞ 

  ・西京極総合運動公園／園路照明灯 LED化 

  ・西京極総合運動公園／五条入口側溝築造 

  ・西京極総合運動公園／高圧ケーブル制御線更新 

  ・西京極陸上競技場兼球技場／走路ライン補修 

  ・西京極陸上競技場兼球技場／観客席更新 

  ・西京極陸上競技場兼球技場／長机・椅子更新 

  ・わかさスタジアム京都／ファールポール更新 

  ・わかさスタジアム京都／ダグアウトラバー更新 

  ・わかさスタジアム京都／観客席個席化工事 

  ・市民スポーツ会館／バスケットボールライン更新 

  ・市民スポーツ会館／自家用発電機バッテリー交換 

  ・武道センター／弓道場諸室内装修繕 

  ・武道センター／本館冷水器新設 

  ・宝が池公園テニスコート／人工芝張替１面 

  ・宝が池公園園路／トイレ洋式化工事 

  ・伏見北部地域体育館／遮光カーテン更新 

  ・伏見北部地域体育館／屋根防水シート修繕 

  ・左京地域体育館／冷水器新設 

  ・横大路・伏見北部地域体育館・下鳥羽公園・岩倉東公園／遊具修理 



  ・各施設事務所棟／照明 LED化工事 

 

（３）次期指定管理に向けた準備                                    

 第３期指定管理提案内容の進捗状況の確認を行うとともに、次期（第４期）指定管理に向けた準備として、

他都市の指定管理施設の運営方法に関する視察・調査を実施した。 

 

３．収益事業（収１） 

（１）スポーツ施設収益事業                                     

 ア 共同事業体が主催するスポーツ教室 

  スポーツ施設を幅広く活用し、子どもから高齢者まで気軽に利用できるプログラムを提供し、あわせて施 

 設の活性化を図った。 

  ○西京極総合運動公園 

   【実施期間】平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

   【種  目】バドミントン、ソフトテニス、ヨガ、ピラティスなど 

   【参加人数】延べ 30,238 名 

  ○宝が池公園運動施設 

   【実施期間】平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

   【種  目】フットサル、テニス、ヨガなど 

   【参加人数】延べ 4,755名 

  ○横大路運動公園 

   【実施期間】平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

   【種  目】バスケットボール、ソフトテニス、バレーボールなど 

   【参加人数】延べ 2,604名 

  ○伏見北部地域体育館 

   【実施期間】平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

   【種  目】ヨガ 

   【参加人数】延べ 569名    

 イ 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づくりを行い、スポーツ愛好者の拡大を図った。 

  ○日帰りファミリースキー教室 

【開 催 日】平成 30年 2月 3日（土） 

   【開催場所】今庄 365スキー場（福井県南越前市） 

   【参加人数】15名（大人 11名、子供 4名） 

 ウ 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） 

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



   武道センター、岡崎公園、一乗寺公園、岩倉東公園、三栖公園、下鳥羽公園、横大路運動公園、 

左京地域体育館、伏見北部地域体育館、京北運動公園 

 

 エ 有料駐車場運営事業 

  本会指定管理施設の有料駐車場を運営管理することにより、公園利用者や周辺住民の利便性を高めて、利 

用者サービスの向上を図った。 

  ＜施設名＞ 

   西京極総合運動公園 第３、第４駐車場 

 

 オ 物品販売及び貸与事業 

  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＞ 

   ハンナリーズアリーナ、市民スポーツ会館、宝が池公園運動施設、岩倉東公園、岡崎公園、下鳥羽公園、 

横大路運動公園、京北運動公園 

 

 カ 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＞ 

   わかさスタジアム京都、西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

 

４．その他の事業 

（１）中期経営計画に基づく事業                                   

 京都のスポーツ振興を担う公益財団法人として、公益性と採算性の両面を追求し、市民への事業及びサービ

スの向上と組織基盤の強化を図るため、計画に掲げた具体的施策を実施した。 

 ア 事業の質の向上 

   ＊スポーツを通じた交流企画の拡充 

    「スポーツチャレンジデ― 卓球フェスティバル」を実施（再掲） 

 

 イ 魅力あふれるスポーツの場づくり 

   ＊既存施設の機能向上 

    屋外バスケットゴールの設置、各施設事務所棟の LED化 

 

 ウ 情報提供の機能強化 

   ＊広報誌「きょうとスポーツ」の発行（再掲） 

   ＊Facebookいいね！数 1,480件（再掲） 

 

 エ 組織基盤の強化 

   ＊賛助会員の拡大 19人・17団体（平成 30年 3月 31日現在）



（２）スポーツ表彰事業                                        

 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 30年 1月 13日（土）午前 10時から 

 【会  場】京都ブライトンホテル 

 【表彰者数】功労賞 11名、優秀サポート賞 12名 

功労賞 優秀サポート賞 

氏名 所属団体 氏名 所属団体 

長屋 敏弘 NPO京都市陸上競技協会 喜多村 實 NPO京都市陸上競技協会 

奥  芳文 京都市水泳協会 森岡 良一 京都市水泳協会 

橋本 康徳 京都市ソフトテニス連盟 黒川 幸子 京都市ソフトテニス連盟 

坂田  晃 京都市バレーボール協会 糸乗 富子 京都市バレーボール協会 

田村 直也 京都市相撲連盟 河本 涼子 京都市バドミントン協会 

中川 保司 京都市空手道連盟 中川  正 京都市相撲連盟 

小田 晋作 京都ゴルフ協会 笹原 夕子 京都市テニス協会 

坂根 弘基 京都市合気道連盟 柘植真由美 京都市なぎなた連盟 

山本  昇 京都市オリエンテーリング連盟  木﨑 一宏 京都市ペタンク・ブール連盟 

赤木 貞夫 京都市グラウンド・ゴルフ協会  古川 敏明 京都市ターゲット・バードゴルフ協会 

有野 宏之 JAWA京都市アームレスリング連盟 畠山 和代 京都市グラウンド・ゴルフ協会  

鎌田 愛子 JAWA京都市アームレスリング連盟 

 

（３）環境への取組                                         

 ○ＫＥＳ（環境マネジメントシステム）ステップ１の推進 

 ○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 

  落ち葉の堆肥作り  西京極、横大路、宝が池、岩倉東、下鳥羽 

  グリーンカーテンの設置  西京極、横大路、武道センター、宝が池、岩倉東、久我橋、京北 

  雨水タンクの設置  西京極、武道センター、宝が池、岩倉東、下鳥羽 

 ○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 

 ○ソーラーシステムによる放送設備を活用した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 

  ハンナリーズアリーナ、宝が池、下鳥羽 

 ○地域周辺清掃活動 

 ○節電対策による CO2削減 

 

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

職員の業務意欲の高揚と職場意識を向上し、施設利用者に対する満足度アップ、サービスの質を高めるため、 

各種研修を実施した。 

  



 

名 称 内 容 実施日 場 所 

統括研修 統括としての心構え、人材育成 4/17 市民スポーツ会館 

環境研修 各施設での環境活動の流れと接遇 6/15,16 市民スポーツ会館 

コンプライアンス向上のた

めの研修 

平成 29 年度京都市におけるコンプライア

ンスの推進に係る取組等 

団体の経営基盤強化について 

11/21 京都御池創生館 

テロを想定した合同訓練 
京都マラソンにおけるテロを想定した合同

訓練 12/15 西京極総合運動公園 

防災研修 

緊急時における利用者への対応、消防訓練

等 
随時 全施設 

シェイクアウト訓練 3/9 全施設 

公益法人研修 経理実務講習、労務管理等 随時  

 

（５）会議等                                            

○理事会 

第 1回 

日 時 平成 29年 5月 30日（火）午後 6時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 3会議室 

内 容 

平成 28年度事業報告（案）について 

平成 28年度収支決算（案）について 

特定資産の積立てについて 

役員候補者の選出について 

評議員会の招集及び議案について 

 

第 2回 

期 日 平成 29年 6月 22日（木）午後 6時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 3会議室 

内 容 
会長及び業務執行理事の選定について 

専門委員会の委員選出について 

 

 

第 3回 

期 日 平成 30年 3月 20日（火）午後 6時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 3会議室 

 

 

内 容 

平成 30年度事業計画（案）について 

平成 30年度収支予算（案）について 

基本財産の組み入れについて 

次期（第 4期）指定管理について 

常勤理事に対する報酬額について 

規程の改定について 



第 4回 

（書面決議） 

期 日 平成 30年 3月 29日（木） 決議 

内 容 重要な使用人の選任について 

○定時評議員会 

 

 

第 1回 

日 時 平成 29年 6月 13日（火）午後 6時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 2・3会議室 

 

内 容 

平成 28年度収支決算（案）について 

役員（理事及び監事）の選任について 

評議員の選任について 

○三役会議 

 

 

第 1回 

日 時 平成 29年 5月 15日（月）午後 2時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 1会議室 

 

内 容 

平成 28年度事業報告（案）について 

平成 28年度収支決算（案）について 

特定資産の積立てについて 

役員の選任について 

評議員の選任について 

評議員会の招集及び議案について 

 

 

第 2回 

日 時 平成 30年 2月 1日（木）午後 3時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 1会議室 

 

内 容 

次期（第 4期）指定管理について 

基本財産の組み入れについて 

第 15回都市間交流スポーツ京都大会について 

○各種委員会 

 

組織運営委員会 

 

第 1回 

日 時 平成 29年 11月 20日（月）午後 2時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 1会議室 

内 容 平成 29年度表彰について 

 

評議員選考委員会 

 

第 1回 

日 時 平成 29年 4月 27日（木）午後 2時から 

場 所 市民スポーツ会館 第 1会議室 

内 容 
これまでの経緯について 

評議員候補者の選出について 

○平成 30年新春賀詞交歓会 

日 時 平成 30年 1月 13日（土）午前 10時 40分から午前 11時 40分まで 

場 所 京都ブライトンホテル 

内 容 賀詞交歓会 

 

（６）他団体との協力・支援                                    

 加盟団体をはじめとする競技団体やスポーツ団体、その他関係団体と連携し、京都におけるスポーツの普

及・振興を図った。 

 また、京都市等が推進する様々な取組や各種大会実行委員会への参画を行った。 


