
                                    

平成 28年度 一般財団法人関西ワールドマスターズゲームズ 2021

組織委員会事業報告書（平成 28.4.1～平成 29.3.31） 
 

平成 28 年度は、2021 年（平成 33 年）の大会本番に向け、各府県政令市と

の協議を経て、大会の骨格となる競技種目及び会場地を決定した。 

また、平成 27 年度に策定した大会基本計画を踏まえ、大会づくりの方向性

と基本的なスケジュールを示す第１次総合実施計画（案）を策定するとともに、

レガシー創出の指針となるレガシー基本構想（案）を策定した。 

併せて、より幅広い層への大会の知名度向上を図るため、各種イベントでの

PR活動や、スポーツ体験講座の開催により裾野の拡大を図るなど、大会成功に

向けた普及啓発に努めた。 

 

【事業費】  

１ 企画調整事業 

(1)  総合実施計画等策定事業 

① 総合実施計画の策定 

・平成 29年３月 第１次総合実施計画（案）の策定（平成 29年 6月確定予定） 

② 関係機関への調査等 

・総合実施計画の策定にあたり、府県政令市へのヒアリングを実施するとともに、近 

畿医師会連合、近畿運輸局等の関係機関に大会運営への協力を依頼 

③ 経済波及効果の算定 

・経済波及効果調査業務を委託（平成 29年 6月公表予定） 

 

(2) レガシー創出事業 

① レガシー基本構想策定事業 

・第１回 レガシー創出委員会 

開催日  平成 28年 10月 6日（木） 

出席委員 10名 

内容   レガシー創出についての意見交換 

・第２回 レガシー創出委員会 

開催日  平成 28年 12月 14日（水） 

出席委員 11名 

内容     ・東京オリンピック・パラリンピック参画プログラムの紹介 

・レガシー基本構想（案）についての意見交換 

・第３回 レガシー創出委員会 

開催日  平成 29年 3月 22日（水） 

出席委員 9名 

内容    ・レガシー基本構想（案）決定 

・大会参画プログラムについての意見交換 

・リーディングプロジェクトについての説明 



                                    

② 大学等とのシンポジウム開催事業 

・インターカレッジコンペティション 2016への協力 

   産・学・官連携により、「ワールドマスターズゲームズ 2021関西について、大学で 

の専門分野を活かして実践できる事業提案」をテーマに、ゼミ単位のプレゼンテー

ションによるコンペティションを実施 

   ・ワークショップ 

    実施日 平成 28年 11月 24日（木） 

内容  参加ゼミを対象に意見交換を実施 

・予選決勝 

    実施日 平成 29年 1月 27日（金） 

内容  プレゼンコンペ形式で予選・決勝を実施 

（最優秀賞 神戸大学発達科学部 長ヶ原ゼミ三浦チーム 

「学生ルポライターチームの新設」） 

 

③ インクルーシブな考え方を取り入れた大会づくりをめざす有識者会議開催事業 

   ・第１回有識者会議 

    開催日  平成 28年 11月 15日（火） 

    出席委員 6名 

    内容   インクルーシブな考え方を取り入れた大会づくりについての意見交換 

・第２回有識者会議 

    開催日  平成 29年 2月 1日（水） 

    出席委員 6名 

    内容   「インクルーシブな考え方を取り入れた大会づくりをめざす基本方針（案）」 

についての意見交換 

 

２ 競技運営事業 

(1) 競技開催準備事業 

①  関係団体等との連絡調整 

各競技会の開催準備や運営課題等について、日本体育協会や中央競技団体、日 

本障がい者スポーツ協会等と協議するとともに、会場地選定及び競技会開催準 

備に関する府県政令市ヒアリングを６月、９月に実施 

 

② 大会運営等の調査 

2016希望郷いわて国体をはじめ、日本スポーツマスターズ 2016秋田大会や、 

2017冬季アジア札幌大会等の国内競技大会を視察し、競技運営等に関する調査を 

実施 

 

③ 中央競技団体への説明会開催 

実施日 平成 28年 11月２日（水） 

出席団体数 39団体 



                                    

内容 ・大会概要の説明と、開催競技種目及び競技会場の決定について報告 

・大会の開催準備や周知の協力及び当組織委員会「参与」への就任を依頼 

 

(2) 会場地選定調査事業 

① 会場地検討に関する有識者会議を開催 

実施日  平成 28年４月４日（月） 

出席委員 ７名 

内容   会場地の選定について、生涯スポーツやスポーツツーリズム、地域ス 

ポーツ政策等の専門的な立場からの意見聴取 

 

②  第１回会場地選定会議 

実施日  平成 28年４月 28日（木） 

出席者  18名 

内容   会場地の選定手順を説明した上で、開催候補地（案）を審議 

 

③ 第２回会場地選定会議 

実施日  平成 28年７月 21日（木） 

出席者  19名 

内容   開催候補地の最終案について了承 

 

④ 競技種目・会場地発表 

競技種目及び会場地について、常任委員会への説明を経て、理事会で承認、第２回 

総会で発表 

 

３ 広報・マーケティング費 

(1)  広告宣伝事業 

① 各種スポーツ大会での PR   

・ひわさうみがめトライアスロン（H28.7.16） 

・希望郷いわて国体（H28.10.1） 

・日本スポーツマスターズ兵庫大会（H28.10.10） 

・あまがすきハーフマラソン（H28.10.16） 

・南和スポーツフェスタ 2016（H28.10.16） 

・京都市みんなのスポーツフェスタ（H28.10.28-29） 

・大阪マラソン（H28.10.28-29） 

・神戸マラソン（H28.11.18-19） 

・奈良 RUN×2リレーマラソン（H28.11.27） 

・奈良マラソン（H28.12.10-11） 

・ハルカススカイラン（H28.12.11） 

・紀州口熊野マラソン（H29.2.5） 

・京都マラソン（H29.2.17-18） 



                                    

・スポーツ体験見本市（H29.3.4） 

・淀川寛平マラソン (H29.3.11-12)  

 

②  各種イベントでの PR 

・スポーツ文化ワールドフォーラム（H28.10.19～21)   

・関西産業観光博覧会(H28.11.1～6) 

・第 38回東京兵庫県人会総会交流会(H28.11.10) 

・大阪新年互例会(H29.1.4) 

・ひょうご安全の日の集い(H29.1.17)  

・大阪経済大学シンポジウム(H29.1.21) 

・ひょうご博覧会 in 大阪(H29.3.11～12) 

 

③ 広報媒体の活用 

・大会競技種目・会場地について報道関係を中心に国内向けに広報を実施 

・各府県市の行政広報媒体等の計画的な活用による、一般向け情報発信を実施 

 

(2)  スポーツ体験講座開催事業  

①  体験型スポーツイベントの実施 

実施日 平成 28年 10月 9日(日) 

場所  大阪・うめきた広場 

内容  よしもとクリエイティブ・エージェンシーの協力のもと、自主イベントを 

実施 

・スポーツの持つ力や魅力についてトークショー形式での PR 

・楽しみながら様々なスポーツを体験してもらうスポーツ体験会の実施 

・簡易体力測定の実施 など 

 

(3)  広報媒体等制作事業  

① ポスター・チラシ掲出   

行政組織、経済団体、体育協会等が実施するイベントやシンポジウム、また所有 

する施設等で、PRチラシの配布やポスターを掲出 

    ・PRチラシ配布数（日本語） 185,908枚 

    ・PRチラシ配布数（英語）   6,809枚 

・ポスター掲出数           17,430枚 

 

② 各種会議用バックボード掲出 

    競技種目の決定以降毎月の広域連合委員会、記者会見など、関係者やメディアへの 

露出が期待できる場でのバックボードの掲出 

 

③ 大会マスコット「スフラ」の活用    

各種イベントや開催エリア内の府県政令市表敬訪問等での活用 



                                    

④ 広報グッズ製作  

大会名称・ロゴ、マスコット等をデザインした PRグッズ（ステッカー、ティッ 

シュ、タオル、シューズ袋等）を制作し、広報イベントや会議等において活用 

 

(4)  ホームページ運営事業  

大会の情報発信、ファンの獲得のため、ホームページのコンテンツ拡大やフェイ 

スブックを活用したニュースの配信等の実施 

     

４ 組織委員会運営事業 

(1) 組織委員会運営事業 

・ 第２回総会 

森喜朗名誉会長をはじめ、関西の府県市行政・国・経済界・スポーツ界など幅広

いメンバー総勢 420名が参集する中、機運の醸成を図るとともに、協議種目及び

会場地の決定を広く PR 

実施日 平成 28年 10月 26日(水) 

場所  シェラトン都ホテル大阪 

内容    ・組織委員会会長挨拶 

・組織委員会名誉会長挨拶（森 喜朗氏） 

・競技種目及び会場地の発表 

・1億総スポーツ社会の実現に向けたメッセージ 

 （鈴木大地 組織委員会名誉顧問（スポーツ庁長官）） 

 

・ ニュースレターの発行（1,500部） 

発行日 平成 28年 11月 

内容  第 2回総会開催（競技種目・開催地発表）、レガシー創出委員会開催、    

体験型スポーツイベント＠うめきた開催、アメリカズマスターズ・バンク 

ーバー大会報告、競技種目・開催地決定 など 

 

(2) 常任委員会開催事業 

① 第３回常任委員会 

 開催日  平成 28 年 10 月 12日（水） 

出席委員 35 名 

議題   ・競技種目及び会場地の選定について 

     ・レガシー創出委員会の設置について 

・「インクルーシブな考え方を取り入れた大会づくりを目指す有識者 

会議」について 

・ＷＭＧ2017 オークランド大会への参画・視察等について 

・組織委員会の充実・強化について 

・総会の開催について 

 



                                    

② 第４回常任委員会 

 開催日  平成 29年２月 16日（木） 

 出席委員 33名 

議題   ・レガシー基本構想（案）について 

・第１次総合実施計画（案）について 

・平成 29年度事業計画及び当初予算（案）について 

・大会運営に係る追加の資金需要と宝くじの活用について 

・インターカレッジコンペティションの結果について 

・ＷＭＧ2017 オークランド大会への参画・視察等について 

・大会ロゴの変更について 

 

(3) 幹事会開催事業 

  ① 第９回幹事会 

 開催日  平成 28 年４月 22日（金） 

議題   ・会場地選定について 

・今後の広報計画及びスフラの活用等について 

② 第 10回幹事会 

 開催日  平成 28 年５月 27日（金） 

 議題   ・理事会書面決議について 

・組織委員会及び開催地府県市実行委員会等の協賛活動について 

       ・ＷＭＧ2017 オークランド大会への派遣団について 等        

③ 第 11回幹事会 

 開催日  平成 28 年７月６日（水） 

 議題   ・レガシー創出委員会（仮称）について 

・オークランド大会への参画・視察について 等 

④ 第 12回幹事会 

 開催日  平成 28 年８月４日（木） 

 議題   ・会場地の選定状況と今後の予定について 

・国等への要望活動について 等 

⑤ 第 13回幹事会 

 開催日  平成 28 年９月 28日（水） 

 議題   ・会場地選定及び開催標準経費について 

・平成 29年度府県市負担金について 等 

⑥ 第 14回幹事会 

 開催日  平成 28 年 12 月 21日（水） 

議題   ・府県政令市実行委員会の設立について 

・ロゴ・大会名称の統一について 

・レガシー創出委員会について 等 

⑦ 第 15回幹事会 

  開催日  平成 29年２月８日（水） 



                                    

議題   ・レガシー基本構想（案）について 

・「インクルーシブな考え方を取り入れた大会づくりを目指す有識 

者会議」について 

・第１次総合実施計画（案）について 等 

⑧ 第 16回幹事会 

 開催日  平成 29年３月 21日（火） 

 議題   ・第１次総合実施計画（案）について 

・競技別実施要項概要の作成について 

・テクニカルデリゲート選出について 等 

 

５ ＩＭＧＡ連絡調整事業 

(1) ＩＭＧＡ連絡調整事業 

① 開催地契約に基づく平成 28年度分開催地負担金の支払 

支払日  平成 29年１月 24日（火） 

支払金額 92,510,500円（75万ユーロ） 

 

６ 海外マーケティング事業  

(1) 海外宣伝活動事業  

① スポーツアコード国際会議、IMGA 理事会への参加 

実施期間  平成 28年 4月 17日～4月 22日 

内  容   スポーツアコード国際会議に参加。（スイスローザンヌ） 

その中の IMGA総会では鈴木大地長官とともに、スピーチを行い、   

ワールドマスターズゲームズ 2021関西の進捗状況等を報告 

② アメリカズマスターズ 2016での PR 

実施期間  平成 28年 8月 26日～9月 4日 

内  容  カナダのバンクーバーにおいて受付センターにて PRブースを出展 

③ The 16th JAPAN DAYでの PR 

実施期間  平成 29年 2月 25日～26日 

内  容  主催者である在オークランド日本人会及び在オークランド日本国総 

領事館のコーナーに PRチラシ・ポスターを配架・掲示 

 

【管理費】 

１ 事務局運営準備費 

(1) 事務局運営事業  

①  業務の増加・細分化に伴う、部の増（平成 28年 10月１日より、総務部、企画調整 

部、大会運営部、競技運営部、広報誘客部、マーケティング部の６部体制）、人員 

増などにより事務局体制を拡充 

 

 

 



                                    

(2) 理事会開催事業 

①  理事会（書面決議） 

決議があったものとみなす日   平成 28年４月 28日(木) 

決議があったものとみなす事項  組織委員会理事の選任及び辞任に係る評議員 

会の開催について 

②  理事会（書面決議） 

決議があったものとみなす日   平成 28年６月９日(木) 

決議があったものとみなす事項  ・平成 26年度事業報告及び収支決算 

・評議員会の開催 

  ③  評議員会 

     開催日  平成 28年６月 24日(金) 

   決議事項 ・貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認について 

・定款の変更について            

・組織委員会の評議員選任について   

・組織委員会の理事選任について      

・組織委員会の監事選任について 

④  理事会 

    開催日  平成 28年７月 26日(火) 

   決議事項 ・代表理事の選任について 

・レガシー創出委員会の設置について 

⑤  理事会（書面決議） 

決議があったものとみなす日   平成 28年９月 26日(月) 

  決議があったものとみなす事項  ・「レガシー創出委員会」委員について 

⑥  理事会 

   開催日  平成 28年 10月 26日(水) 

   決議事項 ・競技種目及び会場地の決定について 

⑦  理事会 

   開催日  平成 29年３月 14日(火) 

  決議事項 ・平成 29年度事業計画及び当初予算(案)について 

・レガシー基本構想(案)について 

・第１次総合実施計画(案)について 

・公益財団法人化について 

 

附記 

事業報告の附属明細書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

34 条第３項に規定する附属明細書に記載すべき事業報告の内容を補足する重要な事項が

ないため、作成しない。 

 


