長岡京市体育協会のあゆみ
西暦(元号)
1981(昭５6)

1982(昭５７)

1983(昭５８)

1984(昭 59)

1985(昭６０)

1986(昭６１)

1987(昭６２)

1988(昭６３)

体育協会関連の主な事項
●体育協会が社体振とスポ団の両組織を 2 本柱に発足(4 月)
●初代会長に五十棲辰男氏(市長)が就任(4 月)
〇長九小学校グラウンドにナイター照明設置(8 月)
〇京都府民総合体育大会に初参加(以降毎年参加(9 月)
〇長岡公園にゲートボール場完成(10 月)
●体育協会だより第１号発刊(3 月)
●体育協会スイミング同好会スタート(4 月)
●第 1 回宮津市とのスポーツ交流会開催(8 月)
●第 43 回京都国体バドミントン会場地に内定(10 月)
●市制 10 周年記念「第１回トリムのつどい」開催(11 月)
〇市スポーツ賞が制定され初の表彰式(11 月)
●体育協会賛助会員制度(1 口 5,000 円)制定(3 月)
●五十棲辰男会長が体育協会の財団法人化を表明(3 月)
〇洛西浄化センター運動広場オープン(5 月)
●五十棲辰男会長が勇退。中小路松信氏が会長に就任(４月)

○スポーツ少年団が 6 種目 11 単位団で発足(7 月)
●京都府教育委員会から「財団法人設立の許可」を受け、ス
タート(12 月)
●中小路松信会長の勇退し、柴田繁三郎氏が会長に就任(4
月)
〇西山公園体育館の管理運営を受託(4 月)
〇西山公園体育館が竣工し、記念イベント開催(7 月)
〇第 2 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会開催(8 月)
〇中国･上海チームが来日し京都・大阪選抜チームとの国際
親善バドミントン大会を誘致開催(8 月)
〇アルゼンチンＪｒ.対全日本Ｊｒ.によるバレーボール国
際親善長岡京大会を誘致開催(5 月)
〇第 1 回伊豆長岡町とのスポーツ交流を開催(8 月)
〇リハーサル国体「全日本社会人バドミントン大会」(9 月)
〇京都国体バドミントン競技大会が西山公園体育館で開催
される(47 都道府県から約 400 人参加)(10 月)

社会的事象など
・長岡京市スポーツ振興審議会設置(1 月)
・公務員週休２日制スタート(3 月)
・京都市営地下鉄「烏丸線」開業(5 月)

・日航機、羽田沖に墜落(2 月)
・５００円硬貨発行(4 月)
・乙訓休日応急診療所オープン(4 月)
・市制施行１０周年記念(10 月)

・第１回全国都道府県対抗女子駅伝(1 月)
・中国・寧波市と友好都市盟約(4 月)
・済生会京都府病院オープン(7 月)
・米国・アーリントンと姉妹都市盟約(9 月)
・静岡県伊豆長岡町と姉妹都市盟約(11 月)
・長岡京遷都 1200 年記念行列(11 月)
・西山キャンプ場オープン(8 月)
・長岡京市少年友好使節団が訪中(8 月)
・阪神タイガース２１年ぶり優勝(10 月)

・西山公園体育館しゅん工(4 月)
・男女機会均等法施行(4 月)
・チェルノブイリ原発事故(4 月)
・山陰線餘部鉄橋から客車転落(12 月)
・国鉄「神足駅」橋上化工事完成(2 月)
・国鉄分割民営化、ＪＲでスタート(４月)
・図書館・教育センターがオープン(11 月)
・中央公民館、京都府長岡京記念文化会館「長
岡京文化センター」オープン(5 月)
・京都国体バドミントン競技開催(10 月)
・平和の日を制定、「平和祈念碑」の除幕(7
月)

1989(平元)

〇第 1 回国体記念市民バドミントンフェスティバル開催(11
月)

1990(平２)

・身体障害者通所授産施設「乙訓の里」
、精神
薄弱者更生施設「乙訓学園」しゅん工(10 月)

1993(平５)

〇市マーチングバンドスポーツ少年団が誕生(5 月)
〇中国・韓国・日本のチャンピオンを招いた「長岡京市招待
３ヶ国バドミントン大会」を開催(7 月)
〇第 17 回日独スポーツ少年団同時交流で西独の少年スポー
ツリーダー14 名を受入れる(7 月)
●国際女子マスターズテニス大会を誘致開催(以降 5 年間開
催)(10 月)
●市制 20 周年記念バドミントン日本リーグ長岡京大会を誘
致開催(11 月)
●バレーボール日本リーグ長岡京大会を誘致開催(2 月)

1995(平７)

●法人設立１０周年記念式典を開催(12 月)

・阪神淡路大震災が発生(1 月)
・ＪＲ神足駅が「長岡京駅」に改称(9 月)

1996(平８)

●第 2 回リーグ長岡京大会を開催(1 月)

・男女共同参画プラン策定(3 月)
・ピロティおとくに開設(4 月)

1997(平９)

●スポーツセンターの管理運営を受託(4 月)

・スポーツセンターがオープン(4 月)
・全国高校総体バドミントン競技開催(8 月)

1998(平 10)

●長岡公園テニスコート及びゲートボールコートの受付業
務を受け、公共スポーツ施設管理の一元化を図る(4 月)

・財団法人長岡京市緑の協会設立(4 月)
・市ホームページ開設(9 月)
・健康文化都市宣言(10 月)

1992(平４)

・勝竜寺城公園が完成(4 月)
・市制施行 20 周年(10 月)
・第 1 回長岡京ガラシャ祭開催(11 月)
・八条ヶ池ふれあい回遊のみちの水上橋完成
(4 月)

1999(平１１)

2000(平１２)

2001(平１３)

●スポーツセンターグラウンドとテニスコートに夜間照明
設置(7 月)
●柴田繁三郎会長が逝去。小泉和子副会長が会長代行(7 月)
●小泉和子会長代行が会長に就任(12 月)
●長七小学校区が日本体育協会の総合型クラブ育成モデル
地区に指定され、総合型クラブ創りが始まる(4 月)
●体育協会に「総合型クラブ推進特別委員会」を設置(5 月)
〇第 4 回ゴーセンカップアジアジュニアバドミントン選手権
大会開催(アジアから 21 ヶ国参加)(8 月)
●文部省がスポーツ振興基本計画策定(9 月)
●学校体育連盟が体育協会に加盟(5 月)
●体育協会ホームページを開設(6 月)

2002(平１４)

●日本体育協会「日中スポーツ交流地域スポーツ指導者」を
受入れ(9 月)

2003(平１５)

●小泉和子会長の勇退し、坪内正一氏が会長に就任(4 月)
●長七小学校区に総合型地域スポーツクラブ「長七みんなの
スポーツクラブ」が設立(5 月)
●西山公園体育館・スポーツセンター・長岡公園テニスコー
トが、キオスク端末による利用予約開始(4 月)
●第 20 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会開催(日本
バドミントン協会・日本小学生バドミントン連盟・長岡京
市の 3 者主催に変更)(8 月)
●体育協会賛助会員制度を「１口 3,000 円」に変更(4 月)
●長四小学校区と長九小学校区が、日本体育協会総合型クラ
ブ育成委託事業を受けてクラブ創りに取り組む(5 月)
●法人設立 20 周年記念式典を開催(12 月)
●体育協会が西山公園体育館とスポーツセンター、長岡公園
テニスコートの指定管理者になる(3 年間)(4 月)
●伊豆の国市とのスポーツ交流会を開催(以降毎年(8 月))
●坪内正一会長の勇退により、福田純一郎氏が会長に就任(4
月)
〇長四小学校区に総合型クラブ「フォー遊クラブ」設立(2 月)
〇長九小校区に総合型クラブ「ふるさとスポーツクラブ」が
設立(5 月)
〇長岡京市の総合型クラブ推進の基本方針を示す(3 月)
〇設立した 3 つの総合型クラブが中心となり、「長岡京市総
合型クラブ連絡協議会」設立へ向けて取り組む(6 月)

2004(平１６)

2005(平１７)

2006(平１８)

2007(平１９)

2008(平２０)

2009(平２１)

2010(平２２)

2011(平 23)

2012(平 24)

●体育協会が西山公園体育館とスポーツセンター、長岡公園
テニスコートの 2 巡目指定管理者になる(4 月から 3 年間)
●体育協会に「公益法人移行等検討特別委員会」を設置し、
新制度移行の諸準備を始める(6 月)
●長岡京市総合型クラブ連絡協議会が発足(長七・長四・長
九の 3 クラブがネットワーク強化)(6 月)
〇長五小学校区に「長五校区総合型地域スポーツクラブ」が
設立し、
「長岡京市総合型クラブ連絡協議会」に加盟(7 月)

〇スポーツ基本法が制定される(6 月制定、8 月施行)
●公益財団法人への移行申請書を提出(6 月)
●第 27 回若葉カップ大会で「東日本大震災被災地小学生支
援一口千円募金」活動。248 万円贈呈
●体育協会だより第 100 号発刊(９月)
●公益財団法人へ移行登記(4 月)
●公益財団法人発足記念式を開催(4 月)
●体育協会が西山公園体育館とスポーツセンター、長岡公園
テニスコートの３巡目指定管理者になる(4 月から 5 年間)

・長岡京市商工会が発足(4 月)
・アーリントンで姉妹都市締結 15 周年式典
(9 月)
・第 17 回国勢調査人口 77,848 人(10 月)
・いのち輝く長岡京市平和都市宣言(12 月)

・新世紀が幕開け
・阪急長岡天神駅に特急停車(3 月)
・乙訓消防組合消防本部がスタート(4 月)
・中山修一記念館がオープン(9 月)
・市制施行 30 周年記念式典(10 月)
・寧波市と友好都市盟約締結 20 周年式典(10
月)
・出前ミーティングがスタート(10 月)

・JR 長岡京駅西口再開発ビルの竣工式(4 月)

・長岡京はっぴぃバスの実証運行を開始(10
月)
・伊豆の国市と姉妹都市盟約を締結(11 月)
・勝竜寺城公園が「日本の歴史公園 100 選」
(2 月)
・市制施行 35 周年記念(10 月)

・寧波市との友好都市締結 25 周年(4 月)
・体力づくり優秀組織表彰内閣総理大臣賞受
賞(10 月)
・京都第二外環状道路(大山崎～大枝間)着工
祝賀式(11 月)
・“環境の都”長岡京市環境都市宣言(4 月)
・米国・アーリントンとの姉妹都市盟約締結
25 周年(4 月)
・長岡京市景観条例スタート(7 月)

・天皇・皇后両陛下が長岡京市へ行幸啓(3 月)
・乙訓高校にスポーツ健康科学科新設(4 月)
・長七校区地域コミュニティ連絡協議会設立
(10 月)
・長岡天神駅周辺バリアフリー化交通社会実
験(10 月)
・東日本大震災発生(３月)
・長九校区地域コミュニティ連絡協議会設立
(3 月)

・市制施行 40 周年を迎える

2013(平 25)

2014(平 26)

2015(平 27)

●社会体育振興会連合会が総合型クラブ協議会に移行(4 月)
●日本スポーツ振興センター(toto)を活用した啓発広報活
動をスタート(6 月)
●第 10 回全国ファミリーバドミントン記念大会を開催
(11 月)
●長岡公園球技広場の管理が長岡京市へ移行(4 月)
●福田純一郎氏の勇退により樋口重明氏が会長に就任(6 月)
●第 30 回若葉カップ全国小学生バドミントン記念大会を開
催(7 月)

・京都縦貫自動車道が開通（4 月）
・八条ヶ池周辺地区が国道交通大臣賞（都市
景観大賞）を受賞（6 月）
・阪急西山天王山駅が開設（12 月）

・調子八角交差点に「調子馬ノ池公園」が完
成(7 月)
・立命館中高が京都市伏見区から市内に移
転・開校(9 月)
・恵解山古墳が史跡公園としてオープン
（10 月）
・長岡京遷都 1230 年を迎える
・第五代市長中小路健吾氏が就任(1 月)
●長十小校区にて総合型クラブ「倶楽部・てん」が発足（6 月） ・長岡京市地域振興商品券（プレミアム商品
●伊豆の国市とのスポーツ交流(スポーツ少年団(受入))
券）の販売(6 月)
(9 月)
●法人設立 30 周年記念式典を開催(12 月)

