特定非営利活動法人大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

平 成 27 年 度 事 業 報 告 書
Ⅰ 事業期間
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
Ⅱ 事業の成果
大阪府内の総合型地域スポーツクラブの定着・発展を促進するため、その円滑な運営に資する情報交換や交
流の活性化を図るための交流会及び研修会事業等をおこなった。また、他分野、他業種の組織の連携、他府県・
海外スポーツクラブ等の交流事業に積極的に力を入れることで幅広いネットワーク構築及びスキルアップにつなげ
総合型クラブの質の向上をおこなえた。
Ⅲ.事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業
①大阪府内総合型地域スポーツクラブの情報交換と交流事業
○北地域交流会
【内

容】北地域設置クラブ視察

【実施場所】枚方市(予定)
【実施日時】9 月 27 日(日)
【対 象 者】北地域 17 クラブ
【収

入】 ※地域独立会計

【支

出】

○中地域交流会
【内

容】中地域 クラブ運営スキルアップ研修

【実施場所】ゆざと軽スポーツクラブ(予定)
【実施日時】6 月 27 日(日)
【対 象 者】中地域 26 クラブ
【収

入】 ※地域独立会計

【支

出】

○南地域交流会
【内

容】南地域 合同スポーツ教室・イベントの開催

【実施場所】阪南市又は熊取町周辺 (予定)
【実施日時】8 月 30 日(日)
【対 象 者】南地域 11 クラブ
【収

入】 ※地域独立会計

【支

出】

○総合型クラブ交流会①
【内

容】総合型クラブ交流事業兼運営・指導者スキルアップ研修

【実施場所】岬町
【実施日時】5 月 9 日(土)・10 日(日) ※10 日 クラブ交流会
※⑥クラブマネジャー及びスポーツに関する指導者養成・派遣事業の事業と兼ねる
【対 象 者】大阪府内の設立済みクラブ 参加者：担当別研修会(情報)24 名、交流会 25 名
【収

入】117,000 円 (参加費(1 日目)＠3,000 円×24 名、参加費(2 日目)＠2,000 円×10 名、
＠1,000 円×15 名)

【支

出】104,586 円 (借損料:60,090 円、雑役務費：864 円) 未払金：43,632 円

○総合型クラブ交流会(臨時)
【内

容】大阪 SC ねっと加盟クラブ交流会 ～大阪 SC ねっとを考える～

【実施場所】大阪府立体育会館 フリッツホール
【実施日時】12 月 4 日(金)
【対 象 者】加盟 24 クラブ 参加者：24 名 18 クラブ
【収

入】48,000 円 (参加費＠2,000 円×24 名)

【支

出】45,986 円(借損料 25,700 円、消耗品費：20,286 円)

○総合型クラブ交流会②
【内

容】他組織(スポーツ関係団体以外)との連携研修会の開催 (研修・養成編)

【実施場所】金剛山
【実施日時】1 月 10 日(日)
【対 象 者】大阪府内の設立済みクラブ
【収

入】55,000 円(参加費＠2,500 円 ×22 名)

【支

出】46,636 円(消耗品費：1,636 円 委託費：45,000 円)

②総合型地域スポーツクラブの社会的認知の向上と広報活動事業
○情報誌の発行
【内

容】協議会通信発行

【実施場所】事務所
【実施日時】事業報告 9.3 月発行 加盟クラブ
総合型クラブ啓発 ｷｯｽﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2015 /ｸﾗﾌﾞﾌｪｽﾀ 2015
【対 象 者】事業報告 24 クラブ
総合型クラブ啓発 ｷｯｽﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加者：583 名/ｸﾗﾌﾞﾌｪｽﾀ参加者:617 名
【収

入】0 円

【支

出】0 円

※事業報告 メーリングリスト活用
※総合型クラブ啓発 toto 助成事業にて制作

○ホームページの管理
※平成 28 年度 スポーツ振興くじを活用し新規作成
【内

容】ホームページ管理

【実施場所】事務所
【実施日時】随時
【対 象 者】住民
【収

入】0 円

【支

出】0 円

③スポーツ関係団体及びその加盟団体等との連携事業
【内

容】総合型スポーツクラブフェスタ 2015

【実施場所】なみはやドーム
【実施日時】11 月 15 日(日)
【対 象 者】府内総合型地域スポーツクラブ 参加者：617 名
【収

入】0 円

【支

出】0 円

④総合型地域スポーツクラブの育成に関する事業
【内

容】立ち上げ及び運営相談事業

【実施場所】事務所及び各地域
【実施日時】随時
【対 象 者】府内総合型スポーツクラブ創設希望団体及び既存クラブ
【収

入】0 円

【支

出】0 円

⑤総合型地域スポーツクラブに関する講習会・研修会・大会・イベントの企画・開催事業
【内

容】スポーツ交流会（プロチーム交流・演技発表・卓球大会）

【実施場所】舞洲スポーツアイランド
【実施日時】8 月 12 日(水)
【対 象 者】大阪府内の小学生 参加者：402 名 大阪府内の設立済みクラブ 参加者：181 名
【収

入】1,013,021 円（<演>参加費：＠2,000 円×4 ﾁｰﾑ
助成金：705,000 円、協賛金：300,000 円、利息 21 円）

【支

出】1,007,845 円 ※別紙特別会計収支簿参照

⑥クラブマネジャー及びスポーツに関する指導者養成・派遣事業
○運営・指導者スキルアップ研修
【内

容】総合型クラブ交流事業兼運営・指導者スキルアップ研修

【実施場所】岬町
【実施日時】5 月 9 日(土)・10 日(日) ※9 日：運営・指導者別スキルアップ研修
【対 象 者】大阪府内の設立済みクラブ 参加者：担当別研修会(情報)24 名、交流会 25 名
【収

入】※①大阪府内総合型地域スポーツクラブの情報交換と交流事業へ計上

【支

出】※①大阪府内総合型地域スポーツクラブの情報交換と交流事業へ計上

○スポーツ指導者スキルアップ研修
【内

容】ブラッシュアップ研修

【実施場所】エール学園
【実施日時】1 月 30 日(土)
【対 象 者】総合型クラブの事務局、運営担当者 研修参加者：29 名 情報交換会参加者：19 名
【収

入】57,000 円（情報交換会＠3,000 円×19 名） ※研修は体育協会共催

【支

出】57,000 円(懇親会費：@3,000×19 名)

⑦総合型地域スポーツクラブに関する行政など関係機関からの受託事業
・今年度は予定無し
⑧スポーツに関する行政など関係機関からの施設運営受託事業
・今年度は予定無し

⑨総合型地域スポーツクラブの制度や運営に関する情報発信事業
○情報誌の発行
【内

容】情報誌の発行 ※②に掲載

【実施場所】事務所
【実施日時】年 1 回（11 月）
【対 象 者】府内スポーツ団体
【収

入】0 円

【支

出】0 円

⑩国内の総合型地域スポーツクラブや連絡協議会などとの交流事業
・今年度は予定無し
⑪外国のスポーツクラブ(スポーツ少年団)との同時交流
・事業実施なし ※H28 年度受け入れ準備

【支

出】3,844 円(消耗品費：3,844 円)
内訳 ドイツ団お土産 トートバック 15 名分、お箸 20 膳

⑫その他の目的を達成するために必要な事業
○大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
【内

容】情報交換会の部

【実施場所】大阪市内
【実施日時】5 月 25 日(日)
【対 象 者】大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会加盟クラブ 参加：17 クラブ
【収

入】52,000 円(参加費＠2,000×26 名 13 クラブ)

【支

出】92,780 円(諸謝金：15,000 円、借損料:30,960 円、消耗品：46,712 円、
雑役務費：108 円)

○会議
理事会 12 回
(2)その他の事業
・本年度、実施せず

