
　　　　　　　　　　　　平成　26　年度	 事業報告書

　　　　　　　　　　　平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人スポーツサイクリングFABU	 project

１　事業の成果
	 	 	 	 
特定非営利活動に係る事業の成果

●関西クリテリウムの実施
大淀町福神の花吉野ガーデンヒルズ住宅内の休工事区の村道および大阪泉南郡岬町いきいきパーク
内、閉園期間中の生駒山上遊園地駐車場を利用して自転車ロードレースを実施した。

開催日　平成26年7月6日
実施場所　大淀町福神花吉野ガーデンヒルズ内
天気　曇りのち雨
参加人数　221名　うち小学生以下27名
スタッフ人数　31人

開催日　平成26年12月6日(土)・7日(日)
実施場所　大阪府泉南郡岬町いきいきパーク
天候／晴れ
気温／12月6日最低4度、最高9度	 
　　　12月7日最低2度、最高10度
12月6日　4時間・２時間自転車耐久レース
12月7日　ロードレース
参加人数　12月6日54チーム145名　うち小学生以下11名
　　　　　12月7日235名　うち小学生以下28名
参加内訳
12月6日　大阪28チーム、和歌山17チーム、奈良5チーム、兵庫２チーム、愛知２チーム
12月7日　 大阪130名、和歌山44名、奈良23名、兵庫14名、京都14名、岡山3名、滋賀2名、　　　　　　	 	 
徳島2名、香川1名、石川1名、三重1名
スタッフ人数　12月6日22名・12月7日31名
観戦者　12月6日30名・12月7日80名

開催日　平成27年3月8日
実施場所　生駒山上遊園地駐車場
天気　曇り
参加人数　134名　うち小学生以下22名
スタッフ人数　25人

＜成果＞
　○参加者、大会スタッフの昼食等での購買による経済効果。
　○自転車を利用する機会を作る事により、スポーツサイクリングの普及促進に役立った。
　○大会に関わるレンタル、人材派遣等の地元業者の活性化。
　○利用されていない場所の有効利用。
　○自転車競技人口の増加に役立つとともに、一般への自転車競技への理解が広まった。
　

●奈良盆地一周シクロラリーの実施
平成26年6月1日（日）平城宮跡をスタート、ゴールとして奈良県内に設定した各ポイントを時間内に
自転車でまわる。参加個人の技量に応じて120km、60km、20kmの3コースで実施した。
開催日　平成26年6月1日(日)
天気　晴れ
気温　最低17度、最高34度
実施コース　　	 A.120kmコース（平城京朱雀門前-柳生-初瀬-明日香-高取-御所-平城京）
　　　　　　　	 B.	 60kmコース（主に奈良自転車道を走り明日香を回り平城京へ戻る）
　　　　　　　	 B.	 20kmコース（主に奈良自転車道を走り法隆寺を回り平城京へ戻る）



参加者結果
　120kmコース　実走数161人　完走154人　完走率95.6%
　60kmコース　実走数112人　完走104人　完走率92.8%
　20kmコース　実走数32人　完走32人　完走率100%
スタッフ人数　27人

第5回目となります奈良盆地一周シクロラリー、奈良県内の各地にポイントを設け、参加者がそのポ
イントを自転車で時間内に巡るイベントを実施しました。今年の参加者(合計305名)となりまた、気
温が6月にしては最高気温34度となりかなり暑い1日となってしまい、水分補給を十分に取っていない
参加者は熱中症気味になってしまった方もありました。朝６時30分より朱雀門前に参加者が集まり、
受付、注意事項の説明が終わり8時より120kmコースから奈良県スポーツ振興課長および奈良警察署交
通課長の合図とともに順次スタートしていった。申し込み321名で参加辞退は16名。参加者の多くは
大阪115名、奈良75名などの近県からの参加者でしたが、遠くは東京、神奈川からの参加者もありま
した。奈良に宿泊しての参加です。奈良県内からの参加者は24%と例年どおりで、他府県のサイクリ
ストが多く、日頃は行かない奈良を自転車を使って見ていただけるイベントとなっています。柳生、
初瀬、奥明日香、御所と存分に奈良を味わってもらいました。今年は奥明日香までいくポイントは人
気があったようです。１件熱中症がありましたが閉会時には元気に平城宮跡に戻って来られました。
運営全般スムーズに運び、5時半にはすべて終了し解散いたしました。

＜成果＞
　○県外参加者が75%
　○県内の主要なスポットをまわる事で、奈良を紹介できた。
　○参加者に寄る購買が県内各地であり、経済効果があった。
　○募集を広く県外にしていたため、全国にアピールする事が出来た。
　○環境に優しい自転車を通じて環境意識を再認識できた。
　○自転車を利用する機会を作る事により、スポーツサイクリングの普及促進に役立った。

●高取城・戦国ヒルクライムの実施
平成26年8月17日（日）高市郡高取町内から高取城趾まで自転車で上るタイムレースを実施した。
開催日　8月17日(日)
天気　曇り
エントリー数　130名
参加人数　115名
スタッフ　40名

大会当日は午前７時00分よりスタッフにより会場の設営をし、各部所毎にスタッフミーティングを行
う。8時より選手の受付。8時30分から開会式となる。選手は役場前に整列し、会長の新谷紘一氏と後
援の高取町長で実行委員会顧問の植村家忠氏に挨拶をしていただく。その後実行委員長の注意事項の
説明の後、選手は7班に分かれて観覚寺のスタート地点へ移動した。立哨スタッフは8時４０分には各
交差点に配置完了。スタート地点では橿原警察署の主導のもと9時よりふるさと農道及び県道の通行
止開始。選手は９時10分よりスタートラインに整列。9時15分から10名ずつ１分間隔でゴールの高取
城跡に向ってスタートしていった。9時27分でスタート終了。
今回のゴール到達最高タイムは昨年の最高タイムの選手より1分以上上回った17分24秒で渡辺選手が
史上最高タイムを出した。女子のトップは岸野理恵で23分58秒で昨年度に続き連覇となる。最下位は
57分31秒でした。ゴールした選手は全員高取城まで徒歩にて登り、最終走者を待つ間、高取町ボラン
ティアガイドに城跡の説明を受けレース後のひとときを城跡で休んだ。
応援者も昨年より多く高取町から壺阪寺まで出していただいているマイクロバスは急遽2台を手配し
ていただきました。

＜成果＞
　○県外の参加者が75%となり、県外から多くの参加者を呼び入れる事が出来た。
　○地元での昼食の調達や参加者の消費があり、経済効果を生む事が出来た。
　○自転車を利用する機会を作る事により、スポーツサイクリングの普及促進に役立った。
　○観光閑散期に実施したため、地域の活性化に役立った。

●奈良6峠×120kmヒルクライムラリーの実施
平成26年11月23日（日）高市郡高取町内から高取城趾まで自転車で上るタイムレースを実施した。
開催日　11月23日(日)
天気　晴れ
エントリー数　50名
参加人数　50名
スタッフ　13名

奈良県内の街部近郊で自転車でのヒルクライムは高い山、峠が無いため、距離的に短いコースしかと
れませんが、複数の峠を連続で走ると相当な距離と	 標高差が得られます。明日香を中心として6カ所
の峠を選択し、標高差2800mを120km一日で回るラリー形式のヒルクライムラリーを今年初めて実施し
た。



＜成果＞
　○県外の参加者が70%となり、県外からの参加者を呼び入れる事が出来た。
　○地元での昼食の調達や参加者の消費があり、経済効果を生む事が出来た。
　○新しく自転車を利用する機会を作る事により、スポーツサイクリングの普及促進に役立った。
　

●カフェして自転車教室入門編の実施
平成26年4月6日（日）橿原運動公園駐車場およびカフェ4‘seasonにて実施した。
開催日　4月6日(日)
天気　雨
参加者数　12名
スタッフ　2名

＜成果＞
　○小学生以下のスポーツサイクリングの技術向上と交通ルールを指導する事ができた。
　○カフェをしながらフォームチェックは落ち着いて学べるいい機会が作れた。
　○自転車の基礎知識を教える。

●ロードバイク初心者教室の実施
平成26年5月3日（日）第二浄化センター駐車場およびサイクリング道にて実施した。
開催日　5月3日(日)
天気　晴れ
参加者数　6名
スタッフ　2名

＜成果＞
　○ロードバイクを始めたばかりの初心者に基本の乗り方と交通ルールを指導する事ができた。
　○自転車の基礎知識を教える。
　○ミニツーリングでコーナーの対処法、手信号の出し方を指導

●ホームページにてサイクルスポーツの情報提供の実施
平成26年4月1日から平成27年3月31日
スタッフ　1名

＜成果＞
　○サイクルスポーツイベント実施の情報を年間を通じて発信できた。
　○イベントの成果をイベント実施後に掲載し参加者に提供できた。

●定例ツーリングの実施

平成26年5月17日（土）奈良盆地一周シクロラリー試走会60km
平成26年5月18日（日）奈良盆地一周シクロラリー試走会120km
天気　晴れ
参加者数　計26名
スタッフ　4名

平成26年7月27日（日）八木ー伊勢神宮
天気　曇り一時雨
参加者数　30名
スタッフ　2名

平成26年9月7日（日）九度山ー高野山
天気　曇り
参加者数　20名
スタッフ　2名

平成26年11月2日から3日　富士山一周
天気　曇りのち晴れ
参加者数　9名
スタッフ　2名

平成27年1月12日（日）　平城宮跡一明日香
天気　曇り



参加者数　25名
スタッフ　2名

＜成果＞
　○会員対象にロードツーリングの楽しさを教える事が出来た。
　○交通ルールの遵守、マナーアップを確認できた。
　○春から徐々にレベルアップされたコースにして行ったため、会員のスキルアップに効果が
　　あった。

●マウンテンバイク自転車ハイキングの実施
平成26年4月27日（日）明日香ー高取
天気　晴れ
参加者数　13名
スタッフ　2名

平成26年11月30日（日）	 明日香ー高取
天気　晴れ
参加者数　13名
スタッフ　2名

平成26年12月23日（日）生駒
天気　曇り
参加者数　14名
スタッフ　2名

平成27年2月1日（日）生駒
天気　晴れ
参加者数　12名
スタッフ　2名

平成27年2月15日（日）	 明日香ー高取
天気　曇り
参加者数　8名
スタッフ　2名

＜成果＞
　○会員対象に秋冬に限定したMTBツーリングでMTBの楽しさを教える事が出来た。
　○他府県の参加者に奈良県内の山岳コースを紹介する事ができた。



２　事業の実施に関する事項
(1)　特定非営利活動に係る事業

定款の
事業名 事　業　内　容 実施

日時
実施
場所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び人
数

支出額
(千円)

サイクルスポーツイベ
ント及び競技会の企
画立案運営受託事業

関西クリテリウムの実施 平成26年7月6日

平成26年12月6日
平成26年12月7日

平成27年3月8日

奈良県
吉野郡
大淀町
福神 
大阪府泉南
郡岬町

生駒山上遊
園地駐車場

109名 奈良県内及び全国
一円計800名

3288

サイクルスポーツイベ
ント及び競技会の企
画立案運営受託事業

奈良盆地一周シクロラリーの
実施

平成26年6月1日 奈良県全域 計27名 奈良県内及び全国
一円305名

801

サイクルスポーツイベ
ント及び競技会の企
画立案運営受託事業

高取城・戦国ヒルクライムの
実施

平成26年8月17日 奈良県
高市郡
高取町

40名 奈良県内及び全国
一円115名

909

サイクルスポーツイベ
ント及び競技会の企
画立案運営受託事業

奈良6峠×120kmヒルクライム
ラリー

平成26年11月23日 奈良県全域 14名 奈良県内及び全国
一円50名

233

競技力向上のための
スキルアップ支援事
業

カフェして自転車教室入門編 平成26年4月6日 奈良県
橿原市

2名 奈良県内及び関西
一円12名

0

競技力向上のための
スキルアップ支援事
業

初心者ロードバイク教室 平成26年5月3日 奈良県
第二浄化セ
ンター

2名 奈良県内及び関西
一円6名

0

青少年を対象とした
自転車教室に関する
事業

定例ロードツーリング 平成26年5月17日
平成26年5月18日
平成26年7月27日
平成26年9月7日
平成26年11月2-3日
平成27年1月12日

12名 奈良県内及び関西
一円110名

43

青少年を対象とした
自転車教室に関する
事業

MTB自転車ハイキング 平成26年4月27日
平成26年11月30日
平成26年12月23日
平成27年2月1日
平成27年2月15日

10名 奈良県内及び関西
一円60名

0



サイクルスポーツの
情報提供事業

当法人ホームページ 平成26年4月1日か
ら
平成27年3月31日

1名 奈良県および全国 0

その他、本法人の目
的を達成するために
必要な事業

なし 0

(2)　その他の事業

定款の
事業名 事　業　内　容 実施

日時
実施
場所

従事者の
人数

支出額
（千円）

物品販売事業 なし 0


