平成２６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（H26.12.18～H27.3.31）
【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、国土交通省及び外務省との連絡調整事務を実施
②

関係府県市との連絡調整事務を実施
・府県市担当者会議
実施日 平成 27 年２月 20 日（金）
内容

③

開催希望調査の実施及び負担金の考え方について

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 中央競技団体等との連絡調整事務を実施
⑥ その他（アスリート等）関係者との連絡調整事務を実施
⑵ 基本構想策定事業
大会招致時（平成 25 年度）に策定した基本構想の「大会概要」、
「大会基本理念」
「大会コンセプト・ロゴマーク」、
「大会テーマ」について、再整理及び時点修正作業
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 府県市で 48 大会を実施

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

映画館での大会パンフレットの配付
実施期間 平成 27 年１月 17 日（土）～２月 18 日（水）
内容

マスターズスポーツを題材とした映画「アゲイン～28 年目の甲子園～」
に合わせ、全国 20 カ所の映画館にて大会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 20,000 枚を配布

④

京都マラソンおこしやす広場にてブース出展
実施日 平成 27 年２月 13 日（金）
・14 日（土）
内容

約 30,000 人が来場する京都マラソンの会場において、ＰＲブースの展開
及びチラシの配布を実施

⑤

京都市体育協会とシンポジウムを開催
実施日 平成 27 年２月 21 日（土）
内容

京都市体育協会の主催により本大会をテーマとしたシンポジウムを開催、
組織委員会職員がパネリストとして参加

⑥

首都圏メディア説明会
開催日 平成 27 年３月５日（木）
内容

日本体育協会の共催決定を機に、首都圏のメディアに対して大会につい
ての説明会を実施

⑦

スポーツツーリズムコンベンション会場にてブース出展
実施日 平成 27 年３月 12 日（木）
・13 日（金）
内容

ＪＳＴＡが主催するスポーツツーリズムコンベンションの会場において
ＰＲブースの展開及びチラシの配布を実施

⑧

鳥取マラソンフィニッシュ会場にてチラシ配布
実施日 平成 27 年３月 15 日（日）
内容

⑨

鳥取マラソンのフィニッシュ会場において、チラシの配布を実施

とくしまマラソンエントリー会場にてブース出展
実施日 平成 27 年３月 21 日（土）
内容

約 10,000 人が来場するとくしまマラソンエントリー会場において、ＰＲ
ブースの展開及びチラシの配布を実施

⑵ 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、組織委員会参画団体
（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） 71,304 枚
ＰＲチラシ配布数（英語）
ポスター掲出数

2,700 枚
12,730 枚

② 大会ピンバッジの作成
大会ロゴを入れたﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞを作成し、組織委員会役員や関係者等に配布
③ ＰＲグッズの作成
大会名称・ロゴ等を入れたＰＲグッズ（クリアファイル、ポケットティッシュ等）
を作成し、広報イベントや会議の場において活用
⑶ ホームページ運営事業
① 日本語サイトを整備するとともに、海外ＰＲのため英語サイトを立ち上げ
②

Facebook サイトを立ち上げ、イベント開催などの最新情報を随時更新

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

組織委員会設立記者会見の開催（平成 26 年 12 月 20 日（土）
）

③

公益財団法人日本体育協会の共催が決定（平成 27 年１月 13 日(火)）

⑵ 常任委員会開催事業
① 第１回常任委員会
開催日

平成 27 年１月 22 日（木）

出席委員

43 名

議題

・関西ワールドマスターズゲームズ 2021 の概要について
・組織委員会について
・競技及び会場地選択等に係る方針・基準(案)等について

⑶ 幹事会開催事業
① 第１回幹事会
開催日

平成 27 年１月 14 日（水）

議題

・幹事会の構成メンバー(案)について
・委員会の今後のスケジュールについて
・常任委員会の開催について
・実施予定競技(種目)選択方針・基準(案)、会場地選択基本方針・
基準(案)及び競技別開催標準経費分配基準(案)等について

②

第２回幹事会
開催日

平成 27 年３月 10 日（火）

議題

・平成 27 年度事業計画(案)について
・平成 27 年度当初予算(案)について
・理事会の項目(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

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 26 年度分開催地負担金の支払い
支払日

平成 26 年 12 月 26 日（金）

支払金額

74,130,000 円（50 万ユーロ）

【管理費】
１ 大会開催準備事業
⑴ 事務局運営事業
① 事務局の拡大に伴い、事務所を移転
移転日 平成 27 年３月２日（月）
移転先 大阪市北区中之島６－２－２７ 中之島センタービル２３階
⑵ 理事会等開催事業
①理事会書面決議
決議があったものとみなす日

平成 26 年 12 月 24 日(水)

決議があったものとみなす事項

・平成 26 年度事業計画について
・平成 26 年度収支予算書について

②理事会書面決議
決議があったものとみなす日

平成 27 年２月 18 日(水)

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に係る評議
員会の開催について

③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３月４日(水)

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について

④理事会書面決議
決議があったものとみなす日

平成 27 年３月 27 日(金)

決議があったものとみなす事項

・平成 27 年度事業計画について
・平成 27 年度当初予算について
・組織委員会の主たる事務所の移転について

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。

