
 

特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟 

2015年（平成27年）度事業報告書 

2015年（平成 27年）1月1日から 2015年（平成 27年）12月 31日まで 

Ⅰ．法人の概況 

１．設立年月日  2013年（平成 25年）4月 24日 

２．定款に定める目的 

特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟（以下「当法人」という。）は、マスターズ陸上競

技を通じて地域社会における生涯スポーツの普及・発展と健康の維持・増進に寄与することを目的とす

る。 

３．定款に定める事業内容 

当法人は、前項２の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 

（1） マスターズ陸上競技に関する調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催 

（2） マスターズ陸上競技に関する大阪マスターズ陸上競技選手権大会およびその他の競技会の開催 

（3） 陸上競技に関する競技会等への参加および協力 

（4） 機関誌紙および刊行物の発行 

（5） 陸上競技に関連する商品を販売する事業 

（6） その他前各号の事業に付随する事業 

４．所轄官庁に関する事項 

大阪市（市民局市民活動グループＮＰＯ認証担当） 

５．会員の状況（2015年（平成 27年）12月 31日現在） 

（1）会員の推移                                    ＜表１＞ 

 平成27年12月末 平成26年12月末 平成25年12月末 平成24年12月末 

普通会員  473人 433人 375人 361人 

技術的会員 27人 25人 30人 35人 

賛助会員  1人 1人 1人 1人 

合 計 501人 459人 406人 397人 

（2）普通会員の推移                                  ＜表２＞ 

 普通会員数 備   考 

前年度 普通会員  433人 （375人） 前年度会員433人中389人が継続登録 

継続割合89.8％（389÷433×100） 当年度 継続会員 389人 （351人） 

当年度 新規会員 84人 （082人） 

12月31日現在  473人 （433人） 40人増（473人－433人） 

（注）（ ）内は、2014年度（平成26年）12月末の数値。 

６．主たる事務所の状況 

主たる事務所  〒546—0024 大阪市東住吉区公園南矢田2－4－27 山中 保博方 

７．役員に関する事項 

（2015年（平成27年）12月31日現在） 

会 長  熊木  利隆 

副 会 長  赤峰 フミコ  片山 勝彰  大橋 一男 

専務理事  池上  健三 



 

常務理事  村井  正信  下村   玲  山中 保博 

理 事  浅村眞理子   安達 芳惠   上村 京司   宇野 初男    大倉 節子   神谷 亭市 

栗原 幸一  小西  宏之    坂下 勝正   鶴川 久壽   並川  耕士    早川  禎一   

深尾 真美  藤田 幸久   松島 忠士   村田みつ子     森井 正和   薮下 正治   

山下   弘 

監  事  椎木 茂久   福田 耕一 

（注）役員報酬の支払はありません。 

８．職員に関する事項 

職員の雇用はありません。 

Ⅱ 事業期間 

2015年（平成27年）1月1日～2015年（平成27年）12月31日 

Ⅲ 事業の成果 

2015年（平成27年）度は、特定非営利活動法人設立後、3度目の事業年度となり、前年度に引き続き

法人の円滑な運営と体制の整備に努めてまいりました。 

マスターズ陸上競技の普及をめざす特定非営利活動事業につきましては、当初の計画通りに競技会や研

修会等の事業を実施することができ、各種事業への参加者は前年度を上回る成果を上げることができまし

た。また、会員数も近年は増加傾向にあり、前掲（Ⅰ-５．＜表１＞参照）のとおり新規登録会員も 84 人

となり、当年度末の合計会員数は501人となりました。 

誰もが気軽に参加・楽しむことができるマスターズ陸上を通じて、生涯スポーツの普及・発展、ひいて

は健康の維持・増進に寄与できたものと考えております。次年度以降も引き続き、これらの事業を継続的

に実施し発展させていきたいと考えています。 

Ⅳ 事業の実施状況 

１．特定非営利活動に係る事業 

（1）調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催事業 

① 健康セミナー ｢各年代における陸上競技トレーニングとランニング技術」 

・期  日  2015年（平成27年）2月1日（日） 

・場  所  アークホテル大阪心斎橋（大阪市中央区島之内） 

・講  師  柴田秀治 さん（同志社香里中・高陸上競技部コーチ、日本スプリント学会員） 

・参加者数  46人 

② 第17回近畿マスターズ研修会 

・期  日  2015年（平成27年）4月26日（日） 

・場  所  服部緑地園陸上競技場 

・研修種目  短距離、中・長距離、跳躍、投てき、競歩、体力測定（50ḿ走・立幅跳） 

       三世代交流リレー 

・参加者  230人（大人199人、子供31人） 

      滋賀；10人、京都；32人、大阪；133人、兵庫；43人、奈良；7人、和歌山；5人 

（注）前年度；132人（大人124人、子供8人） 

 



 

③ 第4回大阪マスターズ研修会 

・期 日  2015年（平成27年）8月26日（土） 

・研修種目  短距離、中・長距離、跳躍、投てき、競歩 

・場 所  服部緑地陸上競技場 

・参加者  77人 （注）前年度；63人 

（2）マスターズ陸上に関する競技会の開催事業 

① 第29回大阪マスターズ陸上競技選手権大会 

・期 日  2015年（平成27年）5月6日（水・祝） 

・場 所  ヤンマーフィールド長居 

・参加者  402人（男372人、女30人）、リレー8チーム、小学生91人、ねんりんピック15人 

（注）前年度；329人（男292人、女37人）、リレー9チーム、小学生81人、ねんりんピック10人 

② 第7回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会 

・期 日  2015年（平成27年）6月2７日（土） 

・場 所  服部緑地陸上競技場 

・参加者  会員；360人（男342人、女38人）、 

一般；67人（男53人、女14人）、リレー10チーム、小学生47人 

（注）前年度 会員；276人（男247人、女29人）、 

一般；21人（男17人、女4人）、リレー7チーム、小学生37人 

③ 第3回大阪マスターズ陸上フィールド競技大会兼トラックカーニバル 

・期 日  2015年（平成27年）9月29日（土） 

・場 所  服部緑地陸上競技場 

・参加者  195人（男178人、女17人） （注）前年度；83人（男71人、女12人） 

④ 第64回大阪マスターズ記録会兼2015府民スポーツ・リクリーションフェスティバル 

・期 日  2015年（平成27年）10月2７日（土） 

・場 所  ヤンマーフィールド長居 

・参加者  会員；253人（男238人、女15人）、 

一般；118人（男102人、女16人）、リレー8チーム、小・中学生171人 

（注）前年度 会員；261人（男235人、女26人）、 

一般；099人（男086人、女13人）、リレー15チーム、小・中学生208人 

＊主催競技会参加者数（エントリー実数）                          ＜表３＞ 

  員 一  般 小  計 小・中学生 合  計 

大阪マスターズ選手権 

第29回 402人 － 402人 91人 493人 

第28回 339人 － 339人 81人 420人 

第27回 334人 － 332人 40人 372人 

南部忠平杯 

第7回 360人 67人 427人 47人 474人 

第6回 276人 21人 297人 37人 334人 

第5回 221人 30人 251人 － 251人 

フィールド競技会 

第3回 195人 － 195人 － 195人 

第2回 83人 － 83人 － 83人 

第1回 67人 － 67人 － 67人 

大阪マスターズ記録会 

第64回 253人 118人 371人 171人 542人 

第63回 261人 99人 360人 208人 568人 

第62回 168人 65人 233人 200人 433人 

 



 

（3）大阪マスターズ主催以外の陸上競技会等への参加・支援事業 

① 第21回近畿マスターズ駅伝 

・期 日  2015年（平成27年）2月22日（日） 

・場 所  和歌山・紀三井寺公園陸上競技場および特設コース 

・派遣チーム  10チーム（男子の部6、女子の部2、エルダ―の部2） 

・成 績  総合優勝、エルダ―の部優勝 

② 第31回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 

・期 日  2015年（平成27年）10月12日（月・祝） 

・場 所  神戸・ユニバー記念競技場 

・参加者  全体；626人（男342人、女38人）…前年度410人エントリー 

大阪；099人（男094人、女05人）…前年度103人エントリー 

③ 第36回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 

・期 日  2015年（平成27年）10月30日（金）～11月1日（日） 

・場 所  岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

・参加者  全国；2,196人（男1,844人、女352人）、 

大阪；128人（男116人、女12人）、リレー3チーム 

④ 近畿マスターズスタンプラリー結果 

・ 表彰条件…近畿選手権を含み府県選手権に5回以上出場 

・表彰条件を満たした選手…近畿で41人 

・大阪マスターズ会員の状況 19人（特別賞；16人、敢闘賞3人） 

（参考） 滋賀 2人、京都 2人、兵庫 14人、奈良 1人、和歌山 3人 

（4）機関誌紙および刊行物の発行 

① 会報の発行 

・名 称  大阪マスターズ会報（平成27年度版） 

・発行日  2015年（平成27年）3月14日 発行 

・発行部数  650部 

② 大阪マスターズのホームページの運営 

・開 設 日   2014年（平成26年）1月31日 新規立上げ 

・訪問者数   102,824件（月＠4,284件）2月3日現在 

・情報発信数  2015年（平成27年年）1～12月…45回 

３．関係団体に関する事項 

（1）関係団体に派遣または関係団体から委嘱された役員等 

①一般財団法人大阪陸上競技協会（委嘱） 

・理 事；山中 保博 （注）任期は平成27年～平成28年 

②公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合（委嘱） 

・理 事；熊木 利隆 （注）任期は平成26年～平成27年 

③近畿マスターズ陸上競技連盟（派遣） 

・理 事；熊木 利隆、池上 健三、山中 保博、村井 正信、藤田 幸久、深尾 真美、松島 忠士 

・監 事；坂下 勝正 （注）任期は平成27年～平成28年 

（2）大阪陸上競技協会関係会議 

① クラブ代表者会議 

・日 時 平成27年6月23日 19：00～ 



 

・場 所 ヤンマースタジアムム長居大会運営室 

・出席者 池上専務理事 

② 平成28年度日程調整会議 

・日 時 平成27年12月1日  

・場 所 ヤンマースタジアム長居大会運営室 

・出席者 池上専務理事・山中常務理事 

（3）公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合社員総会 

① 平成27年2月28日（土）東京都中央区 

・平成27年度事業計画・予算および連合登録料の値上げ ほか 

② 平成27年5月31日（日）東京都江東区 

・平成26年度事業報告・決算 ほか 

（4）近畿マスターズ理事会 

① 平成26年度第2回理事会 

期 日  平成27年3月22日（日）  

場 所  キンチョウスタジアム会議室 

議 題  平成26年度事業報告 

平成27年度～28年度理事推薦 ほか 

② 平成27年度第1回理事会 

期 日  平成27年5月23日（土） 

場 所  京都（平成27～28年度は、京都マスターズが会長担当） 

議 題  平成27年度事業計画と予算 

平成26年度決算報告 ほか 

４．社員総会に関する事項 

（1）平成27年度通常総会 

①期 日  平成27年2月1日（日） 

②場 所  大阪市中央区島之内 アークホテル大阪心斎橋 

③出席者  席正会員数  254名（うち委任状提出者208名）  正会員総数 458名 

④主な議決事項等（承認可決） 

第１号議案 2014年（平成26年）度の事業報告について 

第2号議案 2014年（平成26年）度の活動計算について 

第3号議案 2015年（平成27年）度の事業計画（案）について 

第4号議案 2015年（平成27年）度の活動予算（案）について 

５．理事会に関する事項 

（1）第8回理事会 

①期 日  平成27年1月22日（木） 

②場 所  キンチョウスタジアム会議室 

③出席者  理事26人（書面表決者7人） 監事2人 

④主な議決事項等（承認可決） 

第１号議案 2014年（平成26年）度の事業報告について 

第2号議案 2014年（平成26年）度の活動計算について 

第3号議案 2015年（平成27年）度の事業計画（案）について 

第4号議案 2015年（平成27年）度の活動予算（案）について 

第5号議案 通常総会の運営について 



 

② 第9回理事会 

①期 日  平成27年3月28日（土） 

②場 所  キンチョウスタジアム会議室 

③出席者  理事23人（書面表決者5人） 監事1人 

④主な議決事項等（承認可決） 

第１号議案 第21回近畿マスターズ駅伝大会について（報告） 

第2号議案 平成27年度会報発行について（報告） 

第3号議案 公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合第21回通常総会について（報告） 

第4号議案 平成26年度近畿マスターズ第2回理事会について（報告） 

第5号議案 近畿マスターズ派遣役員の選出について 

第6号議案 平成27年度事業の実施計画について 

第7号議案 専門部活動について 

③ 第10回理事会 

①期 日  平成27年8月5日（水） 18：30～20：30 

②場 所  キンチョウスタジアム会議室 

③出席者  理事26人（書面表決者9人） 監事2人 

④主な議決事項等（承認可決） 

第１号議案 平成27年度上半期事業報告について（報告） 

第2号議案 平成27年度上半期（中間）決算概要について（報告） 

第3号議案 下半期（7～12月）実施予定の事業について 

第4号議案 陸上競技会ソフト（静岡陸協ヴァージョン）の導入について 

第5号議案 南部忠平杯および記録会兼府民スポレクの競技会あり方について 

第6号議案 次年度の近畿マスターズの大会について 

第7号議案 その他（一部継続審議） 

③ 第11回理事会 

①期 日  平成27年11月28日（水） 13：30～16：30 

②場 所  キンチョウスタジアム会議室 

③出席者  理事25人（書面表決者7人） 監事1人 

④主な議決事項等（承認可決） 

第１号議案 平成27年度下半期事業報告について（報告） 

第2号議案 全日本マスターズ駅伝および近畿マスターズ駅伝について（報告） 

第3号議案 平成28年度会報の発行について（報告） 

第4号議案 平成28年度主要事業計画（案）について 

第5号議案 平成28年度以降の事務局体制について 

第6号議案 定款の変更について 

６．各種届け出等 

（1）大阪市（市民局市民活動グループNPO認証担当）への事業報告書の提出  平成27年3月9日 

（2）法人府民税および法人市民税の減免申請 

平成26年4月1日～平成27年3月31日の計算期間に対する減免申請を平成27年4月9日に行い、いずれ

も減免され、減免通知書を受け取った。 

・減免額（全額減免） 法人府民税；20,000円、法人市民税；50,000円 

（3）大阪法務局…資産総額の変更登記   平成27年3月20日に登記完了 

以上4 

    



 

 


