特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟

2021 年度事業計画書
2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで

Ⅰ．大阪マスターズの組織運営について
（1）会員の皆様が参加できる新しい形の組織運営を目指します
特定非営利活動法人の目的達成のために、大阪マスターズでは、競技者として"参加する喜び"
だけでなく、"見る（応援する）楽しみ"や、審判やボランティアとして"支える嬉しさ"を共有す
ることを目指しています。
大阪マスターズでは、会員の皆様が大阪マスターズの運営に参加が可能となる専門委員会制度
を導入するなかで役員と会員との交流、対話の場を積極的に設け、情報の共有化を進めること
を目標に掲げてきましたが、2020 年度は想定外の新型コロナウイルス感染が発生したため、残
念ながら同ウイルス感染拡大防止対策に追われて当初の取組み目標を達成することはできま
せんでした。
2021 年度も新型コロナウイルス感染の収束は見通せませんが、競技会の運営などを含めてよ
り多くの会員の皆様が参画可能な新しい形の組織運営を目指していきます。
（2）常務理事会制度を活用した効率的な活動を目指します
コロナ禍のなかで、理事会の開催が場所や時間や回数などの制約を受けることもあるため、特
定非営利活動法人の目的達成のために、理事会から委任を受けた事項や緊急を要する事項につ
いて対応を行う常務理事会を必要に応じて開催することにより日常の業務執行体制を強化し
ます。
なお、常務理事会へのリモート会議の導入も検討、実施していく予定です。
（3）日本陸上競技連盟（以下「陸連」という。）登録の推進を引き続き行っていきます
日本マスターズへの会員登録には、陸連登録が必須です
が、2020 年度末では普通会員 540 人中 523 人（96.9％）の方が陸連登録されています。2021
年度から陸連登録料制度が創設され、新たに一人 1,000 円の登録料を陸協経由で納めていただ
くことになりますが、大阪マスターズは、会員の皆様のご理解、ご協力を得るなかで、引き続
き陸連登録を推進していきます。
（4）大阪陸上競技協会（以下「陸協」という。）との連携をさらに強化します
大阪マスターズは陸協の加入クラブであると同時に協力団体の一つになっており、大阪マスタ
ーズから陸協理事 1 名を推薦しています。
大阪マスターズが主催または主管する競技会には、陸協の公認審判員の派遣協力を受けており、
2020 年度から競技会への参加資格が日本マスターズ登録に加えて陸連登録が必須となったこ
とから、陸協の公認大会になっています。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた競技会運営についても指導・助言をいた
だいており、2021 年度も引き続き陸協との連携をさらに強化していきます。
（5）関西学生陸上競技連盟（以下「関西学連」という。）との連携を強化
大阪マスターズの競技会において、関西学連の学生審判員の応援を得ています。関西学連の応
援は大阪マスターズ選手権を始めとする各種競技会の大きな助力となっています。関西学連の
応援が不可欠な状況にあり今後とも連携を密にしていきます。

Ⅱ．事業の実施方針
１．会員増加の取組と広報活動の充実
専門委員会の活動を充実させることにより会員サービスの充実を図るとともに、法人の活動内
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容について積極的な広報活動を行い、さらなる会員の拡大を目指していきます。
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
2020 年度は、コロナ禍の影響で事業を大幅に縮小せざるを得なかったことから、2021 年度は
新型コロナウイルス感染状況の収束が見通せないなかで、引き続き新型コロナウイルス感染拡
大防止対策を講じ、会員の皆様に安心して参加いただけるコロナ禍での新しい形の競技会を目
指します。
① 各競技会の種目の見直しと位置づけを明確にしていく。
② 参加制限（種目数、参加資格、参加料等）の見直しを柔軟に行う。
③ 記録担当のスタッフを増やし記録整理を充実する。
④ 会員登録や競技会エントリーの Web 方式を検討する。
⑤ 競技規則の見直し提言を近畿マスターズと協力して行い、誰でも参加できる競技会の運営
を目指す。

Ⅲ
．事業の実施に関する事項
（注 1）実施場所、日時については予定であり、変更になる場合もあります。
（注 2）新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点から中止、延期または内容等が変更に
なることもあります。また、同ウイルス感染防止対策を講じ、原則無観客試合とし、
感染状況においては参加資格や種目数に制限を設けることもあります。
（注 3）参加資格については近畿 2 府 4 県のマスターズ会員としていますが、新型コロナウ
イルス感染拡大状況によっては大阪マスターズ会員に限定することもあります。
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）2021 年度通常総会における講演会の開催（新型コロナウイルス感染防止対策の観点から中止）
（注）例年、総会後に講演会を開催しています。

（b) 第 23 回近畿マスターズ研修会の運営
【内
容】
研修会；短距離、中長距離、跳躍および投てき、競歩
【実施場所】
大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】
2021 年4 月 25 日（日）
【参加資格】
大阪マスターズおよび近畿マスターズ会員（一般および子供は対象外）
（c) 第 11 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
【実施場所】
大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】
2021 年8 月 29 日（日）
【参加資格】
大阪マスターズ会員および入会希望者
(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事業
（a）第 13 回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会の開催
兼第 33 回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜 2021）マラソンの部代表者選考会
【競技種目】
トラック 、跳躍、投てき （オープン種目） 立幅跳、
【実施場所】
ヤンマーフィールド長居
4

【実施日時】
2021 年5 月 2 日（日）
【参加資格】
大阪マスターズおよび近畿マスターズ会員（ねんりんピック選考会は一般参加可）
（注）第 33 回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜 2021）マラソンの部は、2021 年 10
月 30 日（日）岐阜県海津市・木曽川三川公園特設会場で開催
(b)第 35 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、 跳躍、投てき
【実施場所】
ヤンマーフィールド長居
【実施日時】
2021 年5 月 23 日（日）
【参加資格】
大阪マスターズおよび近畿マスターズ会員
(c) 第 9 回大阪マスターズ陸上競技大会の開催
【競技種目】
トラック、跳躍、投てき
【実施場所】
大阪府服部緑地陸上競技場
【実施日時】
2021 年9 月 5 日（日）
【参加資格】
大阪マスターズおよび近畿マスターズ会員
(ｄ) 第70 回大阪マスターズ記録会の開催
兼 2021 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 2021
【競技種目】
トラック 、跳躍、投てき
【実施場所】
ヤンマーフィールド長居
【実施日時】
2021 年 10 月 17 日（日）
【参加資格】
大阪マスターズおよび近畿マスターズ会員（一般および小学生は対象外）
（3）陸上競技に関する競技会等への参加および協力事業
(a) 第 27 回近畿マスターズ駅伝競走大会（新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点から中止）
【内
容】
近畿マスターズ陸上競技連盟主催の近畿 2 府 4 県マスターズの対抗駅伝競走
（注）当初の計画では2020 年度の事業として和歌山で2021 年3 月に開催予定であった。

(b) 第 42 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（新型コロナウイルス感染拡大防止
対策の観点、および諸事情により中止）
【内
容】
マスターズ陸上の全国大会
(c) JMA リモートチャンピオンシップス 2021（新規事業）
【内
容】
都道府県マスターズ陸上競技選手権大会の結果を日本マスターズが集約し、ラン
キング化し、各クラス 1～6 位を表彰。
（注）都道府県選手権の主催連盟所属の参加者の記録のみが対象。他府県連盟所属の参加者の記録は対象外。

(d) 第 34 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】
東京都立川市・昭和記念公園マラソン陸連公認コース
【実施日時】
2021 年12 月（予定）
(e) 第 37 回近畿マスターズ陸上競技選手権大会への選手団派遣
【内
容】
近畿 2 府 4 県の近畿マスターズ陸上競技連盟主催の陸上競技選手権大会
【実施場所】
2021 年度は兵庫マスターズが担当（ユニバー記念競技場）
【実施日時】
2021 年9 月 20 日（祝・月）
(f) 第 28 回近畿マスターズ駅伝競走大会への選手団派遣
【内
容】
近畿マスターズ陸上競技連盟主催の近畿 2 府 4 県マスターズの対抗駅伝競走
・男子の部、女子の部、エルダーの部、一般の部
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【実施場所】
【実施日時】

神戸総合運動公園補助競技場
2022 年3 月 21 日（祝・月）

(g) 2021 年度大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会兼第 12 回シニア陸上競技選手権大会への参加
【内
容】
大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会
【実施場所】
ヤンマーフィールド長居
【実施日時】
2021 年9 月 12 日（日）
(h) その他の全日本マスターズ関係の大会
2 月 14 日現在、詳細未定。
(i)第 40 回大阪国際女子マラソンの自主整理への協力……産経新聞社からの要請
（注）新型コロナウイルスの感染拡大が進むなか大阪府でも緊急事態宣言が発令される事態になり、マラ
ソンコースが公道から長居公園内の周回コースに変更になったため、自主整理は中止となった。
【内
容】
大阪国際女子マラソンの沿道の自主整理
【実施場所】
長居公園内の周回コース＆ヤンマースタジアム長居フィニッシュ
【実施日時】
2021 年1 月 31 日（日）
(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】
2021 年度大阪マスターズ会報
【実施日時】
2021 年3 月（予定）
【事業の対象者】 マスターズ会員と関連団体向け 800 部
（注）競技会要項は会報別冊とする。
（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、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。
昨年度、実行できなかったホームページデザインのリニューアルや Web 方式によ
る会員登録や競技会参加登録を検討するとともに、記録欄（大阪記録や大会記録）
を掲載し、随時、更新するほか記録情報の充実を図る。
【実施日時】
通年

以上
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