令和２年度事業報告書
特定非営利活動法人 柏原市体育協会
Ⅰ 事業期間
令和２年４月１日～令和３年３月３１日
Ⅱ 事業の成果
当協会に加盟している各競技団体相互の連絡調整を図りつつ、新型コロナ感染拡大防止策を講
じながら、多くの市民がスポーツに親しむ機会を設けました。
加盟各競技団体は、大会の開催運営や日々の独自の活動により、競技力の向上と競技の普及
振興に取り組むと共に、スポーツを介して市民の交流を深め、健康な生活づくりに貢献しました。
一方、柏原市と共同で企画している「スポ－ツフェスティバル in 柏原」、「スキースノボーツアー」
「柏原市シティキャンパスマラソン」などは新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止になりました。
今年度このように、当協会及び各競技団体においても、十分な活動を行うにはかなり難しい状況
でしたが、今後も引き続き、市民が安全に、安心して、気軽にスポーツに取り組める機会を提供し
てまいります。
Ⅲ 事業の実施状況
１．特定非営利活動に係る事業
（１）市民スポーツ大会、イベント等の開催・運営事業
① 春季市民体育大会
【内
容】 １４種目の大会の実施 〔内４種目コロナ感染拡大防止の為中止〕
【実施場所】 柏原市内及び市外の各スポーツ施設
【実 施 日】 令和２年６月２1 日(日)～令和２年１１月２９日(日)
【対 象 者】 市内在住又は在勤・在学者 〔参加者１０競技 1,９７６名〕
【収
入】 １,１６８千円〔市からの運営委託料〕
【支
出】 １,１６９千円〔諸謝金１,１４１千円、消耗品費１８千円、通信費３千円、会議費
６.６千円、支払手数料 0.4 千円〕
② 大阪府総合体育大会への選手派遣
ａ）中河内地区大会
【内
容】 各競技種目による府内市町村対抗戦
【実施場所】
【実 施 日】 コロナ感染拡大防止の為中止
【対 象 者】 柏原市で選抜された選手 〔派遣選手数 ０競技 ０名〕
【収
入】 ０円〔柏原市より選手の交通費及び派遣手当０円〕
【支
出】 ０円〔地区大会派遣費０円(交通費＋派遣手当１.２千円/人)〕
ｂ）中央大会
【内
容】 各競技種目による府内市町村対抗戦
【実施場所】
【実 施 日】 コロナ感染拡大防止の為中止
【対 象 者】 柏原市で選抜された選手 〔派遣選手数 ０競技 ０名〕
【収
入】 ０円〔柏原市より選手の交通費及び派遣手当０円〕
【支
出】 ０円〔中央大会派遣費０円(交通費＋派遣手当１.２千円/人）〕
③ 秋季市民体育大会
【内
容】 各競技協会による大会の実施
【実施場所】 柏原市内及び市外の各スポーツ施設
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【実 施 日】
【対 象 者】
【収
入】
【支
出】

令和２年９月１３日(日)～令和３年３月３１日(水)
市内在住、在勤、在学者を中心とした各競技者〔９競技 約１,６００名〕
５４０千円〔市より補助金５４０千円〕
５２８千円〔競技用消耗品４９８千円、印刷製本費３０千円〕

④ ジュニア育成
【内
容】 ・小学生バレーボール教室 （実 施 日）コロナ感染拡大防止の為中止
（実施場所）
・サッカー協会ＦＣカップ・ＪＣカップ
（実 施 日）令和２年１０月２５日(日)・１１月２３日（日）
（実施場所）柏原石川河川敷サッカー場
・バドミントン講習会
（実 施 日）コロナ感染拡大防止の為中止
（実施場所）
【対 象 者】 小学生〔参加者 バレーボール教室０名・サッカー協会 ２０チーム
バドミントン教室 ０名〕
【収
入】 ６５千円〔市より補助金 ６５千円〕
【支
出】 ３２千円〔競技用消耗品２９千円、事務用品３千円〕
⑤ 第８回スポーツフェスティバルｉｎ柏原
【内
容】 バスケットビンゴ 他１４種類のアトラクション及び柏原市名所案内、体力測定等
【実施場所】
【実 施 日】 コロナ感染拡大予防の為中止
【対 象 者】 市民 〔参加者０名〕
【収
入】 ０円〔市より運営委託料０円、協賛団体より助成金０円〕
【支
出】 ０円〔諸謝金０円、消耗品費０円、弁当代０円、通信費０円、
賃借料０円、手数料０円、雑費０円〕
⑥ ２０２１ 柏原シティキャンパスマラソン
【内
容】 各距離別マラソン及び親子ジョギング
（実施主体はマラソン実行委員会。その構成員として運営に参加）
【実施場所】
【実 施 日】 コロナ感染拡大防止の為中止
【対 象 者】 小学生以上の柏原市民及びこの大会の趣旨に賛同し、完走を目的とする者
〔参加者 ０名〕
【収
入】 ０千円
【支
出】 ０千円
（２）各種スポーツ教室等の運営事業
① 各加盟団体スポーツ教室の運営事業
【内
容】 各競技団体による市民対象のスポーツ教室
【実施場所】 市内の各スポーツ施設
【実 施 日】 令和２年４月１日（水)～令和３年３月３１日（水)
【対 象 者】 市内在住及び在勤･在学者〔参加者 １,４９５名〕
【収
入】 １,４６５千円〔柏原市より運営委託料１,４６５千円〕
【支
出】 1,４８３千円〔諸謝金 1,４４３千円、消耗品費３５千円、通信費０．９千円、
会議費４．５千円〕
② スポーツ講習会
【内
容】 簡単シェイプアップ運動講座
【実施場所】 柏原中学校体育館
【実 施 日】 令和２年１１月２１日（土)
-2-

【対 象 者】
【収
入】
【支
出】

市内在住及び在勤･在学者 〔参加者２９名〕
４０千円〔柏原市より補助金 ４０千円〕
６９千円〔講師謝礼３０千円、講師補助謝礼２０千円、消耗品費１９千円〕

③ スキー・スノボーツアー
【内
容】 スキー・スノボーツアー
【実施場所】
【実 施 日】 コロナ感染拡大防止の為中止
【対 象 者】 市内在住及び在勤･在学者 〔参加者０名〕
【収
入】 ０円〔参加費〕
【支
出】 ０円〔通信費０円、手数料０円〕

（３）広報啓発活動
【内
容】 機関紙「体協だより ３７号」の発刊
【収
入】 １１５千円〔柏原市より補助金１１５千円〕
【支
出】 １７８千円〔印刷費１５０．５千円、消耗品 27 千円、手数料０.５千円〕
（４）テニススクール
【内
容】 片山庭球場におけるテニススクールの運営
【収
入】 ７,０８３千円〔テニススクール参加費〕
【支
出】 ６,８９１千円〔人件費６，６７８千円、業務委託費１９８．５千円、通信費１.５千円、
手数料１３千円〕
２．その他の事業
実施していません
Ⅳ 社員総会の開催状況
第１回通常総会
【実施日時・場所】
今年度については、書面評決の方式をもって総会決議といたしました。
（５月１７日付総会案内郵送５月３１日までに議決権行使書を回収）
【社員総数】 ２５
【出席社員総数】 ２２（うち委任状出席者８)
【議
案】
第１号議案 令和元年度事業報告の件
第２号議案 令和元年度決算報告の件
第３号議案 令和２年・３年度役員選任の件
第４号議案 令和２年度事業計画の件
第５号議案 令和２年度収支予算の件
【審議結果】
１～５号議案それぞれについて、すべて原案通り承認可決した。
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況
１．理事会
(１)第１回理事会 令和２年４月２日(火)
(議案)
① 令和元年度事業報告(案)の件
② 令和元年度収支決算報告（案）の件
③ 令和２年度事業計画（案）の件
④ 令和２年度収支予算（案）の件
⑤その他報告
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(結果)

①②③④原案通り承認 ⑤報告等を了承

２．代表幹事会
(１) 第１回代表幹事会 令和２年６月２日(火)
（案件） ① 令和元年度事業報告の件
② 令和元年度収支決算報告の件
③ 令和２年度事業計画の件
④ 令和２年度収支予算の件
⑤ 新型コロナウイルス感染拡大防止処置に伴う今年度行事予定、実施の件
（結果)
①②③④⑤原案通り承認
(２) 第２回代表幹事会 令和２年９月１日(火)
（案件）
① 新型コロナウイルス感染拡大防止処置に伴う今後の行事予定実施の件
② 各連盟・協会より大会実施等現状報告
（結果)
①原案どおり承認 ②報告及び連絡を了承
(３) 第３回代表幹事会 令和２年１２月１日(火)
（案件） ① 春季・秋季市民体育大会等各協会・連盟の現状報告
② 体協だより原稿依頼について
③ 令和３年度提出書類について
④ 令和２年度生涯現役スポーツ賞受賞者表彰状授与
⑤ その他
（結果) ①報告等を了承 ②③④その他報告及び連絡を了承

３．各委員会の開催
(１) 受託事業運営委員会
行事等中止の為開催無し
(２) 広報委員会
令和３年３月１８日(木)

体協だより第３７号検討会議
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