
                                    

平成 27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（H27.4.1～H28.3.31） 
 

平成 27 年度は、2021 年（平成 33 年）の大会本番に向け、開催期間を決定

するとともに、基本理念やテーマからなる大会基本構想及び、着実に準備を進

めていくための枠組みを定めた大会基本計画を策定した。 

また、平成 28年 10月の競技種目・会場地の決定に向け、各府県政令市ヒア

リングや現地視察等の選定作業を実施するとともに、競技団体・競技者等、大

会への関心が高い層に積極的に情報発信し、支援・協力の輪を広げた。 

さらに、より幅広い層への知名度向上を図るため、大会マスコットを公募す

るとともに、首都圏での自主イベントや海外での情報発信事業を実施するな

ど、関係団体や府県政令市等と連携し、大会成功へ向けた普及啓発に努めた。 

 

【事業費】 

１ 競技運営事業 

⑴ 関係団体等連絡調整事業 

 ① 文部科学省、観光庁及び外務省等との連絡調整事務を実施 

   平成 27年 11月 10日(火)馳文部科学大臣、鈴木スポーツ庁長官への協力依頼 

（井戸会長、大西事務局長） 

② 関係府県政令市との連絡調整事務を実施 

 ・府県政令市担当者会議 

実施日 平成 27年６月９日（火） 

内容  実施競技（種目）開催希望調査、今後の予定等について 

実施日 平成 28年１月７日（木） 

内容  会場地選定委員会、組織委員会の運営等について 

  ③ 公益財団法人日本体育協会及び公益財団法人日本オリンピック委員会との連絡調

整事務を実施 

④ 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び公益財

団法人ラグビーワールドカップ 2019組織委員会との連絡調整事務を実施  

 ⑤ その他（アスリート等）関係者との連絡調整事務を実施 

 

⑵ 開催地選定事業 

・各府県政令市を対象に開催地希望調査を実施した上で、各府県政令市ヒアリング

や中央競技団体と協議を行うとともに、各府県政令市の競技別会場希望地を視察 

・外部有識者等で構成される「会場地検討に関する有識者会議」を設置するとともに

競技会実施シミュレーション等により事務局案の策定作業を実施 

 

⑶ 説明会等開催事業 

   ・中央競技団体への説明会開催 

議案第 1 号 



                                    

実施日 平成 27年７月 10日（金）   

内容  競技種目・会場地の決定の手順、大会概要について 

 

⑷ 大学等との連携 

   ・インターカレッジコンペティション 2015への参画 

実施日 平成 28年１月 13日（水）   

内容  産・学・官連携により「関西 WMG2021の誘致による関西経済の活性化」を

テーマに大学対抗のプレゼンコンペを実施。 

 

 

２ 情報発信・宣伝事業 

⑴ 広報宣伝事業 

① マスターズスポーツフェスティバルでのＰＲ 

   関西一円で開催されるスポーツ競技大会にて、ＰＲチラシの配布やポスターの掲

出を実施 

ＰＲ実施大会    11府県市・355大会において実施 

 ② 広域連合委員会でのバックボード掲出 

   関係者やメディアへの露出が期待できる場で、バックボードを掲出 

  ③ 各スポーツイベントでのＰＲ  

日本スポーツマスターズ石川大会（H27.09.18）、紀の国わかやま国体開会式

(H27.9.26)、ねんりんピックおいでませ！山口 2015(H27.10.17-20)、世界スーパ

ーテニスジュニアテニス選手権(H27.10.17-18)にてＰＲを実施。 

  ④ 各マラソン会場でのＰＲ 

    大阪マラソン（H27.10.23-24）、神戸マラソン(H27.11.13-14)、 

奈良マラソン(2015.12.12-13)、紀州口熊野マラソン(H28.2.7)、京都マラソン

(H28.2.19-20)、琵琶湖レイクサイドマラソン(H28.2.28)、鳥取マラソン（H28.3.13）

にてＰＲを実施 

  ⑤ その他のイベントでのＰＲ 

   ・京都市民すこやかフェスタ 

実施日 平成 27年 11月 28日(土)・29日(日)   

内容  京都みやこメッセで行なわれた京都市民すこやかフェスタにおいて、来

場するシニア層に対し健康・交流といった切り口からＰＲを実施 

・御堂筋オータムパーティー2015 

実施日 平成 27年 11月 29日(日)   

内容  御堂筋オータムパーティー2015 へブース出展し、若者から高齢者まで幅

広い年代の方々に広く PRを実施 

・公益財団法人日本体育協会指導者育成 50周年記念式典 

実施日 平成 27年 12月 13日(日)   

内容  スポーツ指導者が全国から集う式典にてブース出展。指導者を中心とし



                                    

た周辺関係者へＰＲを実施 

・第２回レガシー共創フォーラム 

実施日 平成 28年 2月 18日(日)   

内容  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及

び公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019組織委員会とともに、中間

報告を行い、更なる連携を図るとともに、ＰＲを実施 

 

⑵ イベント開催事業 

① 東京・秋葉原でのキックオフ記者会見&イベント 

実施日 平成 27年 10月 31日(土)・11月 1日(日) 

内容  首都圏での初の自主イベントとしてキックオフ記者会見&イベントを実

施し、本大会やスポーツの魅力ＰＲ。報道機関 18社参加 

 

⑶ 広報媒体等制作事業 

 ① ＰＲチラシの配布、ＰＲポスターの掲出 

   大会の認知度や理解を促すため、上記の広報宣伝事業に加え、組織委員会構成団体

（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の掲出を実施 

   ＰＲチラシ配布数（日本語）  203,390枚 

   ＰＲチラシ配布数（英語）    9,400枚 

   大会マスコットチラシ配布数   9,400枚 

   ポスター掲出数         18,715枚 

 ② 電飾広告の掲出、大会 PR映像の放送 

   スポーツ関係者のみならず幅広い層に大会を PRするため、京都市営地下鉄国際会

館駅構内において電飾広告の掲出や大会 PR映像の放送を実施 

 ③ 大会マスコットの制作 

大会マスコットのデザイン・愛称をそれぞれ公募し、桜の花びらをモチーフとした

架空の動物「スフラ」を制作。着ぐるみを制作し、広報イベントでの露出や関連グ

ッズ制作等での PR活動を実施 

   応募総数   大会マスコットデザイン    287点（10月） 

          大会マスコット名称    1,460点（２月） 

 

 

 ④ ＰＲグッズの制作 

   大会名称・ロゴ、マスコット等を入れた PRグッズ（クリアファイル、デカティッ

シュ等）を制作し、広報イベントや会議等において活用 

  

⑷ ホームページ運営事業 

 ① 大会紹介映像や関西を紹介するページを制作 



                                    

② 関西マスターズスポーツフェスティバルの紹介や参加選手のインタビューを掲載 

 

 

３ 組織委員会運営事業 

⑴ 組織委員会運営事業 

 ① 組織委員会の運営事務を実施 

② 第１回総会 

実施日 平成 27年５月 22日（金） 

内容  大会開催への機運醸成を図るため総会を実施。大会テーマや大会開催期

間等について発表 

③ ニュースレターの発行（各 2,000部） 

発行日 平成 27年７月 

内容  ・第１回理事会開催 

・第１回総会開催 

・大会マスコットデザイン募集 など 

発行日 平成 27年 12月 

内容  ・大会マスコットデザイン決定＆愛称募集 

    ・文部科学大臣・スポーツ庁長官への協力依頼 

    ・会場地選定の状況 など 

 

⑵ 常任委員会開催事業 

 ① 第２回常任委員会 

 開催日  平成 28年２月 22日（木） 

 出席委員 47名 

議題   ・大会基本計画（案）について 

・平成 28年度事業計画・当初予算（案）について 

・会場地選定に係る経過及び今後の予定について 

・組織委員会の充実・強化について 

・大会マスコットの愛称決定について 

 

⑶ 幹事会開催事業 

 ① 第３回幹事会 

 開催日  平成 27年４月 14日（水） 

議題   ・大会基本理念及び大会テーマ（案）について 

・大会の会期（案）について 

・大会ロードマップ（案）について  

・競技関係業務分担及び経費負担の基本方針（案）等について 

・５月の理事会等の日程について 

・PR関係について 



                                    

② 第４回幹事会 

 開催日  平成 27年５月 12日（火） 

 議題   ・平成 26年度事業報告及び収支決算（案）について               

・大会の会期（案）について 

・大会基本構想（案）について 

・大会ロードマップ（案）について 

・大会マスコット公募（案）について 

③ 第５回幹事会 

 開催日  平成 27年９月８日（火） 

 議題   ・開催希望調査の状況及び今後の予定等について           

・平成 28年度府県市負担金（案）について 

・今後の広報予定等について 

④ 第６回幹事会 

 開催日  平成 28年１0 月 15日（木） 

 議題   ・会場地再希望調査等について           

・平成 28年度事業計画・当初予算（案）について 

・大会マスコットについて 

・ヨーロピアンマスターズ 2015参加報告について 

⑤ 第７回幹事会 

 開催日  平成 28年１月 27日（水） 

 議題   ・大会基本計画（素案）について           

・競技種目及び会場地の選定作業の現状と今後の予定について 

⑥ 第８回幹事会 

 開催日  平成 28年２月 16日（火） 

 議題   ・常任委員会の開催について 

・大会基本計画（案）について 

・平成 28年度事業計画・当初予算（案）について 

・会場地選定に係る経過及び今後の予定について 

・組織委員会の充実・強化について 

・大会マスコットの愛称決定について 

 

 

４ ＩＭＧＡ連絡調整事業 

 ⑴ ＩＭＧＡ連絡調整事業 

① 開催地契約に基づく平成 27年度分開催地負担金の支払い 

 支払日  平成 28年１月 22日（金） 

 支払金額 104,512,500 円（75万ユーロ） 

 



                                    

５ マーケティング事業 

⑴ 海外宣伝活動事業 

  ① ヨーロピアンマスターズ 2015でのＰＲ 

実施期間  平成 27年９月 28日～10月 11日 

内  容  フランス・ニースでのヨーロピアンマスターズ 2015においてＰＲブ

ースを出展し、多数の参加選手・関係団体へＰＲを行うとともに、

ＩＭＧＡ理事会への参加や大会視察を実施 

② ラグビーワールドカップ 2015ジャパンパビリオン（H27.10.24-31）、ミラノ万博府

県市ブース(H27.6～9)にて PRを実施 

③ チラシを多言語化し、関西広域連合や経済団体等の海外ミッションで配布   

 

 

【管理費】 

１ 大会開催準備事業 

⑴ 事務局運営事業 

 ① 業務の増加・細分化に伴う、人員増などにより事務局体制を拡充 

    

⑵ 理事会等開催事業 

①理事会 

   開催日  平成 27年５月 22日(金) 

   決議事項 ・平成 26年度事業報告及び収支決算 

・評議員会の開催 

・大会の期間 

・大会基本構想 

・大会ロードマップ 

 ②評議員会（書面決議） 

   決議があったものとみなす日   平成 27年６月 25日(木) 

決議があったものとみなす事項  ・組織委員会の財務諸表について 

                    ・組織委員会の評議員の選任について 

                   ・組織委員会の評議員の辞任について 

                   ・組織委員会の理事の選任について 

                   ・組織委員会の理事の辞任について 

③理事会（書面決議） 

決議があったものとみなす日   平成 27年７月 17日(金) 

   決議があったものとみなす事項  組織委員会理事及び評議員の選任及び辞任に

係る評議員会の開催について 

④評議員会（書面決議） 

   決議があったものとみなす日   平成 27年７月 31日(金) 

決議があったものとみなす事項  ・組織委員会の評議員の選任について 



                                    

                   ・組織委員会の評議員の辞任について 

                   ・組織委員会の理事の選任について 

                   ・組織委員会の理事の辞任について 

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１月５日(火) 

   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 

⑥評議員会（書面決議） 

   決議があったものとみなす日   平成 28年１月 20日(水) 

決議があったものとみなす事項  ・組織委員会の理事の選任について 

                   ・組織委員会の理事の辞任について 

⑦理事会（書面決議） 

決議があったものとみなす日   平成 28年３月 25日(金) 

   決議があったものとみなす事項  ・大会基本計画について 

                   ・平成 28年度事業計画及び収支予算について 

                   ・組織委員会の充実・強化について 

 

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。 


