2016 年（平成 28 年）度 事業計画
2016 年（平成 28 年）1 月 1 日から 2016 年（平成 28 年）12 月 31 日まで
Ⅰ．事業の実施方針
１．会員増加の取組と広報活動の充実
法人としての組織基盤をより確立するため、法人の活動内容について積極的な広報活動を行い、会員
の拡大を目指す。
２．特定非営利活動に係る事業を確実に実施し、マスターズ陸上競技のさらなる普及・振興を目指す。
（1）2016 年（平成 28 年）度の事業については、引き続き会員増を図る中で、基本的に前年度事業の継
続を行うとともに、次の取り組みを行う。
① 既存の研修会に加えて、新たな陸上講習会を有料・提携方式で企画する。
② 競技会における記録処理の迅速化図るため、新たな記録処理システムを立ち上げる。
③ 近畿マスターズ選手権および近畿マスターズ駅伝を輪番により開催する。
（2）事務局体制のさらなる充実を目指す。
① 新たに事務所を賃借し、事務局体制の充実を図る。
② 常務理事を増員し、事務局体制の強化し、会員サービスの充実を目指す。
（3）引き続き女性会員の拡大と競技会への参加者の増加を目指す。
平成 27 年度の普通会員 473 人に対して、女性会員は 62 人。比率は、13.1％
平成 26 年度の普通会員 433 人に対して、女性会員は 53 人。比率は、12.2％
Ⅱ．事業の実施に関する事項
１．調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催事業
(1) 調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催事業
（a）平成28年度総会における講演会の開催
【内 容】 ｢スポーツ障害と理学療法」
【講 師】 岩田 晃 さん（大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科准教授）
【実施場所】 アークホテル大阪心斎橋（大阪市中央区）
【実施日時】 2016 年（平成28年）2月6 日（土）
【事業の対象者】 マスターズ会員および一般参加者
（b) 第18回近畿マスターズ記録会兼合同研修会の運営
【内 容】 研修会 短距離、中長距離、跳躍および投てきの各種目
【内 容】 体力測定 A．50m 走 B．立幅跳
三世代交流リレー
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2016 年（平成28年）4月23日（土）
【事業の対象者】 マスターズ会員および一般参加者
（c) 第5 回大阪マスターズ研修会の開催
【内 容】 研修会 短距離、中長距離、跳躍および投てき、競歩、
【内 容】 体力測定 A．50m 走 B．立幅跳
【内 容】 三世代交流リレー
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2016 年（平成28年）10月2日（日）
【事業の対象者】 会員の有無を問わず、陸上競技の愛好者

（d)陸上習会の開催
【内 容】 種目 短距離・中長距離
【実施場所】 場所未定
【実施日時】 2016 年（平成28年）6月～10 月の間で5 回程度を予定
【実施方法】 事業者と提携し、有料で行う方式（予定）
【事業の対象者】 マスターズ会員を問わず陸上競技に興味のある方（初心者・子供も大歓迎）
(2) 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事業
（a）第30回大阪マスターズ陸上競技選手権大会の開催
【競技種目】 トラック 60m、100m、200m、400m、800m、1500m、3000ｍ、5000m、5000ｍW
【内 容】 トラック 80mH 、100mH 、110ⅿH、300mH、 400mH、 4×100mR
跳
躍 走高跳 、棒高跳、走幅跳、三段跳
投 て き 砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投
小 学 生 60m、4×100mR
【実施場所】 ヤンマーフィールド長居
【実施日時】 2016 年（平成28年）5月7 日（土）
【事業の対象者】 マスターズ陸上競技の愛好者および小学生
(b) 第8 回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会の開催
【競技種目】 トラック 60m、100m、200m、400m、800m、1500m、3000ｍ、5000m、5000ｍW
80mH 、100mH 、110ⅿH、300mH、 400mH、 4×100ｍR
跳
躍 走高跳 、棒高跳、走幅跳、三段跳
投 て き 砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投
（オープン種目）300m、立幅跳
小 学 生 100m、4×100mR
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2016 年（平成28年）6月12日（日）
【事業の対象者】 マスターズ陸上競技の愛好者および一般参加者（小学生含）
（c）第32回近畿マスターズ陸上競技選手権大会の開催
【競技種目】 トラック 60m、100m、200m、400m、800m、1500m、3000ｍ、5000m、3000ｍW
【内 容】 トラック 80mH 、100mH 、110ⅿH、300mH、 400mH、 4×100mR
跳
躍 走高跳 、棒高跳、走幅跳、三段跳
投 て き 砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投
【実施場所】 ヤンマーフィールド長居
【実施日時】 2016 年（平成28年）6月26日（日）
【事業の対象者】 マスターズ陸上競技の愛好者
(d) 第4 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の開催
【競技種目】 跳
躍 走高跳 、棒高跳、走幅跳、三段跳
投 て き 砲丸投、やり投、重量投、重量五種
トラック 100ｍ、200ｍ、400ｍ、800m、1500ｍ、3000m、10000m
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2016 年（平成28年）8月28日（日）
【事業の対象者】 マスターズ陸上競技の愛好者
(e) 第65回大阪マスターズ記録会の開催
第65回大阪マスターズ記録会兼2016 府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル
兼関西マスターズスポーツフェスティバル2016

（大阪府スポーツ・レクリエーション組織委員会との共催）
【競技種目】 トラック 60m、100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000m、5000ｍW、
【内 容】 トラック 80mH 、100mH 、110ⅿＨ、300mH、 400mH、300m、4×100mR
【内 容】 跳
躍 走高跳 、棒高跳、走幅跳、三段跳
【内 容】 投 て き 砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投
（オープン種目） 300m、立幅跳、ソフトボール投
・中学生…100m、走幅跳、4×100mR
・小学生…60m（1～3年）
、100m（4～5年）
、走幅跳（4～6 年）
、4×100mR（全学年対象）
【実施場所】 ヤンマーフィールド長居
【実施日時】 2016 年（平成28年）10月15日（土）
【事業の対象者】 マスターズ陸上競技の愛好者および一般参加者（小学生・中学生含）
（3）陸上競技関にする競技会等への参加および協力事業
(a) 第37回全日本マスターズ陸上競技選手権大会への選手団派遣
【内 容】 マスターズ陸上の全国大会
【実施場所】 新潟市・デンカビッグスワンスタジアム
【実施日時】 2016 年（平成28年）9月17日（土）～19 日（月・祝）
【事業の対象者】 マスターズ陸上競技の愛好者
(b) 第28 回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競走大会への参加
【内 容】 都道府県マスターズチームの駅伝競走
【実施場所】 滋賀県・希望ヶ丘文化公園陸上競技場および特設コース
【実施日時】 2016 年（平成28年）3月20日（日）
【事業の対象者】 マスターズチームを派遣
(d) 第22回近畿マスターズ駅伝競走大会へのチーム派遣
【内 容】 近畿2府4県のマスターズ陸上競技連盟主催の対抗駅伝競走
【実施場所】 神戸市・しあわせの村多目的運動広場および特設コース
【実施日時】 2016 年（平成28年）3月5 日（土）
【事業の対象者】 マスターズチームを派遣
(4) 機関誌紙および刊行物の発行事業
(a) 大阪マスターズ会報発行
【内 容】 平成28年度会報 発行
【実施日時】 2016 年（平成28年）4月（予定）
【事業の対象者】 マスターズ会員と関連団体向け 700 部
（b) 大阪マスターズホームページの運営
【内 容】 大阪マスターズのホームページを継続して運営し、会員・非会員を問わず、マスターズ陸上の
競技会およびその他の情報を発信する。
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 会員・非会員向け
（注）2014（平成26）年1月31日に大阪マスターズ陸上競技連盟のホームページを公開しました。
Ⅲ．事務局移転について
１．独立事務所の設置
現事務局は、事務局長個人の自宅においているが、事務局体制の強化および会員サービスの充実のため、
別途、賃借事務所に移転して事務局事務の運営を行う。

（1）事務所所在地
大阪マスターズ陸上競技連盟 事務局
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 4 丁目３－２２ サニーコート湯里 107 号室
TEL 06－6711－0456
FAX
06－6711－0633
e-mail：omaa@coda.ocn.ne.jp
（注）近鉄南大阪線・針中野駅 徒歩約 5 分

URL：http://omaa.jp/

（2）開設予定時期ほか
① 3 月 1 日を目標とするが、事務局機能の全面移転は 4 月 1 日からの予定。
② 事務局の開館時間は、月・水・金の午後の週 3 日程度とします。
・その他の時間は、留守電と転送電話により、受電できる体制の構築を予定しています。
・当面は、理事が交代で事務局に詰める予定です。将来的には、専任スタッフを検討します。
③ 新事務所の周知は、会報およびホームページで 3 月に行う予定です。
④ 現金の取り扱いリスクを減らすため、2016 年（平成 28 年）度の競技会等の事業の参加料を、郵便振替
に統一し、現金書留の取り扱いを休止します。

２．事務局事務の強化について
① 常務理事を現在の3 人から9 人体制にし、年4 回の理事会開催以外に、事務局会議を必要に応じて開催し、機動
的な事務局運営を行い、会員サービスおよび競技会等の事業の充実に努めます。
② 常務理事増員のため、定款の改定を第5号議案で提出します。
Ⅳ．記録処理のシステムの導入について
静岡陸協で開発した記録処理システムの導入を昨年から準備していますが、本年度の本格的な運用を目指しています。
新システムでは、記録処理を今まで以上に効率的に行うことができ、表彰状の作成やリザルトの発表がスピードアップ
されます。
以上

