
平成２９年度第４回袖ケ浦市スポーツ推進委員定例会議録 
 

１ 開催日時  平成２９年１１月１４日（火）１６時３０分から 

（辞令交付式・臨時会議終了後） 

２ 開催会場  市役所保健センター１階集団指導室 

３ 出席委員  １８名 

会 長 上村  篤 委 員 若林 博之 

副会長 鈴木 和義 委 員 天野 恵子 

副会長 岡上 敦子 委 員 小野美佐子 

委 員 田村  勲 委 員 鶴岡 一男 

委 員 柴﨑嘉一郎 委 員 小前 雅一 

委 員 鈴木 洋子 委 員 井下田正巳 

委 員 二本柳俊恵 委 員 福原 淳子 

委 員 良本ユリ子 委 員 山下 まみ 

委 員 山崎 善博   

委 員 安土 敏夫   

４ 事務局職員 ２名 

体育振興課長 林 健司 主幹 大久保治彦 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 ０人 

６ 報告事項 

  事務局より以下の通り報告した。（大久保） 

（１）第２回定例会議～本日までの活動報告 （事務局）         （会議資料参照） 

・鈴木 和義委員   全国スポーツ推進委員協議会功労者表彰 

           １１月８日（水）にスポ推全国大会茨城大会にて受賞した。 

・良本ユリ子委員   教育委員会表彰 

・二本柳俊恵委員      〃 

良本ユリ子委員と二本柳俊恵委員は、１１月９日（木）に教育功労 

者表彰式があり、２名が受賞した。 

良本委員は、１１月８日のスポ推全国大会出席のため、表彰式を欠 

席した。 

（２）袖ケ浦市体力測定会         （ 〃 ） 

（３）第２回スポーツ教室（バドミントン） （ 〃 ） 

  ・総合型地域スポーツクラブに加入している小学生の参加を認めていたが、広報では小学生

の参加を認めていなかった。今までの趣旨は、総合型の指導者の指導力向上が目的だった

ので、未経験者を対象としなかった。ただ今回、未経験者の子どもが含まれていたのは、

当日申し込んだ参加者（家族）の子どもの参加を認めたことにあり、結果的に対象があい

まいだった。 

・今回は、経験がある小学生が大人に混じって練習したが、子どもと大人を分けるのではな

く、レベルに応じたグループ分けをしていく。 

・最近、バドミントン人気でバドミントンを始める小学生が増えているため、小学生を対象

としたスポーツ教室を検討してもよいのではないか。 

・子どもの参加を認めれば参加者は増えると思われる。 

  ・今回、６０名の参加者だったが、更に２０名程度増えても実施できると思われる。 

  ・総合型加入者以外の小学生の経験者を参加させてもよかった。 

・今後、スポーツ教室の趣旨をはっきりさせ、参加対象をどこまでにするかを検討する必要 

がある。 



７ 議 事 

議    長  上村  篤 会長 

書    記  柴﨑嘉一郎  若林 博之 

議事録署名人  二本柳俊恵  安土 敏夫 

 

＜議題１ 当面の事業の詳細について＞ 

議 長：議題１の当面の事業の詳細について事務局よりお願いします。 

 

事務局：各事業を説明した。（大久保） 

 

（１）君津地区スポーツ・レクリエーション祭担当者及び審判会議 

１１月１７日（金）  富津市役所４階 ４０１会議室 

１３:３０～ 担当職員 

１５:００～ 競技審判（各１名ずつ計３名） 

【参加者】 

（ソ）鈴木和  （グ）田村  （イ）二本柳     （事務局）林 大久保 

 

（２）第２回 第５回総合型地域スポーツクラブ交流大会実行委員会 

第３回 ウォーキングフェスタ実行委員会 

１１月２０日（月）１８:００～ 市役所旧館３階大・中・小会議室 

【参加者】 

（卓球）福原、天野    （バド）田中、鈴木洋、小前 

（ユニバ）二本柳、柴﨑  （ウォ）鶴岡、田村     （事務局）林 大久保 

 

（３）君津地区スポレク祭 ソフトバレーボール担当：袖ケ浦市 

１１月２６日（日） ９：００～ 

インディアカ、ソフトバレーボール：木更津市民体育館 

グラウンドゴルフ        ：桜井運動場 

種 目 役員名 

インディアカ 二本柳 柴﨑 田中 井下田 良本 小野 福原 

ソフトバレーボール 鈴木和 上村 岡上 鈴木洋 天野 山下 

グラウンドゴルフ 田村  山崎  若林  安土  鶴岡 宮﨑 小前 

 （事務局）林 大久保 

 

（４）第１回袖ケ浦市インディアカ大会運営委員会 

１１月３０日（木）１８:００～ 市役所旧館３階 中会議室 

【参加者】 

柴﨑 上村 岡上 鈴木洋 二本柳 天野 小野 福原 小前 （事務局）林 大久保 

 

 

（５）第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会 

１２月 ２日（土）午前：卓球  午後：バドミントン（臨海スポーツセンター体育館） 

午前：ユニバーサルホッケー    （奈良輪小学校） 

【参加者】 

≪臨スポ≫（卓球）福原 天野 （バド）田中 鈴木洋 小前  （事務局）林、大久保 

≪奈良輪小≫（ユニバ）上村 二本柳 柴﨑 安土        （ 〃 ）林、首藤 



（６）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会 

１２月１０日（日）９：００ 匝瑳市八日市場ドーム 

【参加者】 

パネルディスカッション：上村 鈴木洋 田村 山下 若林 小前 福原 宮﨑 小野 

（事務局）林 大久保 

ウォーキング：岡上 二本柳 柴﨑 山崎 良本 天野 井下田 

 

（７）第３３回生涯学習推進大会実行委員会議 

１２月１４日（木）１８：３０～  市役所旧館３階 大会議室 

【参加者】  鶴岡 

 

（８）ウォーキングフェスタ２０１８ｉｎ袖ケ浦 第２回事前踏査（予備日１２／２４（日）） 

１２月１７日（日）   ９：００～ 臨海スポーツセンター 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 山崎 若林 安土 鶴岡 

良本 小野 宮﨑  天野 福原 二本柳 小前 山下 

 

（９）千葉県拡大女性部交流大会 

１月２０日（土）１３：００～１５：３０ 千葉県総合スポーツセンター 

【参加者】 岡上 良本 小野 福原 天野 

 

（10）第３回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会 

１月２５日（木）１６：００～ 富津市 いち川 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 事務局（林、大久保） 

 

（11）第２回袖ケ浦市インディアカ大会運営委員会 

１月２９日（月）１８：００～ 市役所旧館３階中会議室 

【参加者】  

柴﨑 上村 岡上 鈴木洋 二本柳 天野 小野 福原 小前 事務局（林、大久保） 

 

（12）第２７回袖ケ浦市インディアカ大会 

２月１１日（日） ８：００～ 臨海スポーツセンター 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 山崎 安土 鶴岡 良本 二本柳  

天野 若林 井下田 小前 福原 山下  小野 宮﨑 事務局（林、大久保） 

 

（13）第３３回袖ケ浦市生涯学習推進大会 

２月１７日（土）１３：００～ 市民会館 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 柴﨑 田中 山崎 安土 鶴岡 良本 天野 若林 福原 小野 

（14）ウォーキングフェスタ２０１８ｉｎ袖ケ浦 第４回実行委員会 

２月２０日（月）  １８：００～ 旧館３階大会議室 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 山崎 若林 

安土 鶴岡 良本  小野 宮﨑 天野  福原 二本柳 小前 山下 

（事務局）林 大久保 

 



（15）第４０回千葉県民マラソン事前役員打ち合わせ 

２月２２日（木）１９：００～ 富津市役所 

【参加者】 

 今後、決定する。 

 

（16）ウォーキングフェスタ２０１８ｉｎ袖ケ浦 

２月２５日（日） ９：００～ 臨海スポーツセンター 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 山崎 安土 鶴岡 良本 二本柳  

天野 若林 小前  福原 井下田 山下 小野 宮﨑 体育振興課員 

 

（17）第５回スポーツ推進委員定例会議 

３月 ２日（金）１５：００～ 市役所旧館３階大会議室 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 山崎 若林 安土 鶴岡 

良本 小野 宮﨑  天野 福原 二本柳 小前 山下 

 

（18）第４０回千葉県民マラソン大会 

３月 ４日（日）未定      富津市総合社会体育館及び周辺道路 

・例年、７名参加動員依頼がある。 

・参加していただく委員は、２月下旬～３月上旬に役員打ち合わせがある。 

【参加者】 

 現時点、安土、田村、柴﨑が立候補。残りは、今後決定する。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題１について、他の質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題１について、承認された。 

 

＜議題２ 第２７袖ケ浦市インディアカ大会について＞ 

 

議 長：議題２の当面の事業の詳細について事務局よりお願いします。 

 

事務局：事業内容を説明した。（大久保） 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題２について、質問や意見はありますか。 

 

〇出場資格について 

・スポレク振興会がない地区があり、自治会単位のチームで出場できないチームあるため、 

総合型に加入していれば出場してもよいこととする。 

  ・原則、在住している地区から出場してほしい。 

  ・他市は、市内在勤としている。 

  ・木更津市在住で袖ケ浦市の総合型地域スポーツクラブに入部している者の扱いをどうするか。 

・最終的には、運営委員会で決める。 

〇インディアカ審判講習会について 

  ・スポーツ推進委員の審判技術の向上を目的としている。 

・１２月～１月に実施。具体的な日時は、今後調整する。 



  ・根形中学校・・・木曜日 １９：００～２１：００（小野 委員を中心に進める。） 

   平川公民館・・・土曜日 １９：００～２１：００（井下田委員を中心に進める。） 

   昭和小学校・・・木曜日 １９：３０～２１：００（二本柳委員を中心に進める。） 

  ・市インディアカ大会の主審は、スポーツ推進委員であるため、講習会が必要である。 

・これらのどれかに最低１回参加することとする。 

  ・講習会の際、講師として一部の市生涯スポーツ公認指導員にお願いする。依頼文書を事務

局で作成し発送する。 

  ・事務局が講習会別の参加人数を集約し、事務局から二本柳委員にメール連絡をする。 

  ・スポーツ推進委員にも案内文書を出す。 

 〇ルールブックについて、購入希望者は二本柳委員に言えば手配してくれる。 

 〇二本柳委員が、改定した部分を印刷して講習会で配布する。 

 〇来年度の君津地区スポレク祭では、新ルールを採用するかは不透明だが、インディアカをし

ている団体の半分以上は、新ルールで行っている。その現状から、本市のインディアカも新

ルールを採用する。 

 〇本年度も、既存のドイツ製ボールを使用することとする。来年度以降は、中国製を使用する。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題２について、他の質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題２について、承認された。 

 

＜議題３：ウォーキングフェスタ２０１８ｉｎ袖ケ浦について＞ 

 

議 長：議題３ついて事務局の説明を求めます。 

 

事務局：事業内容を説明した。（大久保） 

 

議 長：議題３について、質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題３について、承認された。 

 

＜議題４：袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ活性化事業について＞ 

 

議 長：各地区のクラブの取り組みについて、代表者が報告してください。 

 

○名幸ヶ丘（福原委員） 

・会員数 ４２７名。 

・１１月４～５日（土、日）には、文化スポーツまつりがあった。地区のスポ推が全員参加した。  

○ＮＥＳＵＰＯ（田村委員） 

・会員数 １９３名。 

・１１月３～５日（金～日）根形公民館まつり 

・１２月 ３日（日）   グラウンドゴルフ大会 

・さわやかサタデー（子ども達中心の活動）を実施できるようになった。 

○ＮＡＧＡＸ（鈴木洋委員） 

・会員数 ２６２名。 



・１０月 ９日（月） ふれあいスポーツフェスタ 

・１１月 ５日（日） 長浦地区親善ソフトボール大会 

・１１月１１～１２日（土、日） 公民館まつり（豚汁、ポップコーン） 

・ ３月 ４日（日） 体験イベント 

○中富ふれすぽ（若林委員） 

・会員数 １５３名。 

・１０月 ９日（月） 中富スポーツまつり：グランドゴルフ １６０名参加。 

・１１月 ５日（日） 中富地区ソフトバレーボール大会 

・１１月１１～１２日（土、日） 平川公民館まつり 

・１１月２３日（木） 平岡・平川地区インディアカ大会 

○昭和ふらっと（二本柳委員、上村委員） 

・１１月現在、２５０名を超えた。かなり増えている。 

・特に、家族連れでバドミントンの入部が多い。毎週土曜日 １３：３０～１５：００ 

別の曜日も実施で考えている。大人の部と子どもの部に分けることを検討している。 

・２月１２日（祝）昭和中にて、交流大会を開催予定である。 

事務局より、今後の交流大会について説明をした。（林課長） 

・アクアマラソンを開催する年は、全体交流会ではなく、各クラブが既存の行事を軸に開

催する交流会と企画し、クラブ間で交流を図る。 

・取りまとめは、体育振興課が行い賞品代を出す。 

・予算は５等分する。（※開催クラブ数で割る。） 

・会場の予約が必要な場合、体育振興課で予約を行う。ただし１２月末日まで提出する。 

・再来年のアクアマラソンを開催しない年は、「交流会のあり方」を各５クラブで検討し

再び運営委員会で話し合うこととする。 

 

議 長：質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題４について、承認された。 

 

＜議題５：その他＞ 

 

議 長：事務局、その他の議題はありますか。 

 

事務局：ありません。 

 

５．連絡事項 

 

議 長：連絡事項について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局：以下の通り報告した。（大久保）（会議資料参照） 

 

（１）君津地区スポーツ・レクリエーション祭について 

（２）第６回総合型地域スポーツクラブ交流大会について 

（３）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会（匝瑳市）について 

（４）今期の服装等の注文について 

   ウィンドブレーカーの上＋ポロシャツ 

（５）その他 



平成２９年度   第４回スポーツ推進委員定例会議次第 

 

日 時：平成２９年１１月１４日（火） 

辞令交付式後 

会 場：市役所 保健センター１階集団指導室 

 

（進 行）鈴木和義 副会長 

 

 

１．開会のことば                       （岡上敦子 副会長） 

 

２．あいさつ 

 

３．報告事項 

（１）第 ３回定例会議～本日までの活動報告について      （事務局） 

（２）第 ２回スポーツ教室（バドミントン）報告について    （ 〃 ） 

（３）第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会について （ 〃 ） 

 

（議    長：      ） 

（記    録：      ） 

                         （議事録署名人：      ） 

４．協議事項 

（１）当面の事業の詳細について 

（２）第２７回袖ケ浦市インディアカ大会について 

（３）第 ５回袖ケ浦市ウォーキングフェスタ２０１８ 

（４）各総合型地域スポーツクラブ活性化事業について 

（５）その他 

 

５．連絡事項 

（１）君津地区スポーツ・レクリエーション祭について 

（２）第 ６回総合型地域スポーツクラブ交流大会について 

（３）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会（匝瑳市）について（別紙参照） 

（４）その他 

 

 

６．閉会のことば                       （岡上敦子 副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．報告事項 

報告（１） 
 

第３回定例会議から本日までの活動報告について 
 

（１）袖ケ浦市体力測定会  

９月２４日（日）１０：００～  平川公民館体育室  

【参加者】 

上村  岡上  柴﨑  田中  井下田  安土 鶴岡 良本 宮﨑 天野 小前 

 

（２）第２回スポーツ教室（バドミントン）  

１０月１４日（土）  ９：００～  臨海スポーツセンター  

【参加者】 

上村 岡上 柴﨑 鈴木洋 田中 若林 安土 良本 小野 小前 

 

（３）全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会  

・日   時：平成２９年１１月９日（木）～１０日（金）  

・会   場：１日目（全体会）  つくばカピオ  

        ２日目（分科会）  つくば国際会議場またはノバホール  

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 田中 良本 （事務局 林、大久保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告（２） 

平成２９年度 第２回スポーツ教室【報告】 
 

 

１ 日   時  １０月１４日（土）９：００～１２：００  

                 

２ 会   場  臨海スポーツセンター  スポーツ推進委員控室：審判室 

                     講 師 控 室：会議室 

 

３ 準   備  ８：１５～８：２０   スポーツ推進委員 打ち合わせ 

８：２０～８：４５   バドミントン支柱＋ネット張り（６面） 

準備（受付・ラケット・放送・掲示・机等） 

         ８：４０        講師集合（１１名） 

                     【市体育協会バドミントン専門部】 

                      専門部長：山本、講師長：積田 

                      吉田、小原、鈴木、長澤、豊田、石川 

田中、小林、及川 

 

４ 受講者受付  ８：４５～８：５５   受付      （岡上・鈴木洋） 

                     ラケット貸し出し（良本・小野） 

１０／１４ 

（土） 

９：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開講式 （９：００～ ９：１５）  （進行：安土） 

（１）開会の言葉      （田 中） 

（２）主催者あいさつ    （林課長） 

（３）講師紹介       （事務局 大久保） 

（４）本日の講習会について （講師長・積田） 

（５）閉会の言葉      （田 中） 

（６）ラジオ体操      （上 村） 

 

２ 実技講習（９：２０～１１：４０） 

（１）レベル別練習会   （ ９：２０～１０：５０） 

（２）ミニゲーム＋審判講習（１０：５０～１１：４０） 

 （休憩時講師への飲料配布：スポーツ推進委員３名程度） 

※講習会終了後、参加者全員でネットを片付ける。 

※ラケット回収      （良本・小野） 

 

３ 閉講式 （１１：４０～１１：５５） （進行：若林） 

（１）開会の言葉      （柴 﨑） 

（２）講師講評       （講師長・積田） 

（３）受講生代表お礼の言葉 （関谷ＮＥＳＵＰＯ会長） 

（４）閉会の言葉      （柴 﨑） 

（５）諸連絡        （事務局 大久保） 

※アンケート＆鉛筆配布＆回収（スポ推５名） 

１１：５５ 

１２：００ 

教室終了 

全体解散 

 

 

 

 



５ 受 講 者 数  ６０名 

 

 

 

 

 

 

 

６ 活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師に市体育協会バドミントン専門部を迎え５回目となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル別講習を実施。講師の丁寧でわかりやすい指導は参加者からも好評だった。 

 

７ その他 

【講評】 

・上手な方が増えた印象をもった。できれば上手な方は大会に出場してもらい、もっと

上手になっていただきたい。 

・もう少し、活動時間がほしかった。 

 

 

 

 

 

区分 男 女 計 

一般市民  ８ ２４ ３２ 

総合型 １２  ３ １５ 

スポーツ推進委員  ６  ４ １０ 

生涯ス公認指導員  １  ２  ３ 

合計 ２７ ３３ ６０ 

 



【所感・今後の課題】 

・講師（市体育協会バドミントン専門部）の先生方も５回目ということもあり、指導体

制も大変充実していた。各コート３、４名ずつの配置したことで、レベルに応じた指

導を丁寧にわかりやすくおこなっていた。 

・レベルを３つに分け計６コートでグループ別練習したことで、適宜な人数で個々のレ

ベルにあった活動ができていた。 

・６０名程度の参加者だと、個々の活動量が十分確保できた。これ以上参加者が多いと、

交代交代で練習するなど待機する時間が増えることが考えられ、個々の活動量が確保

できなくなる可能性がでてくる。 

 ・けが人や病人が一人も出なかった。 

・アンケートの結果より、回答者（４５名）全員から「大変良かった・良かった」とい

う回答を得られ、とても充実した活動であったと言える。 

・講師の方々の模範を交えたわかりやすい指導をしたことで、参加者の満足感につなが

ったと考えられる。 

・障がい者の方も参加したが、スポーツ推進委員の方々が丁寧な対応をしたことで、楽

しい印象をもっていただくことができた。 

・スポーツ推進委員の方々が、会場の準備や片付け、会の運営を積極的に活動していた

だいたことで、スムーズに運営できた。 

・今回、６０名と今までの教室の中で最多人数である。アンケートの「今後、スポーツ

教室で取り上げてほしい種目」という質問に対し、「バドミントン」と回答した方が最

も多く、参加者の８割にのぼり、バドミントンの人気の高さが伺えた。要因として、

オリンピック等の世界的な大会で日本人が大活躍していることで、競技の魅力を感じ

ている人が増え、参加意欲につながったと考えられる。 

・バドミントンを一時的な盛り上がりにさせないために、各地域総合型スポーツクラブ

の活動等で積極的なＰＲ活動や活発な活動を行う必要がある。 

・子ども向け（小学生以下対象）の教室の開催ができるか検討していきたい。 

・参加者からの感想にもあったが、試合時間が少し短い感じがした。時間配分の修正を

していきたい。 

・来年度は、アクアラインマラソン開催予定のため、スポーツ教室開催日を検討する必

要がある。 

 

【その他、運営に関すること】 

・シャトルは、バドミントン協会が貸与していただいた。 

・貸し出し用ラケットは、昭和ふらっとスポーツクラブより借用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告（３） 

平成２９年度全国スポーツ推進委員研究協議会 茨城大会 
 
全国の都道府県のスポーツ推進委員が一堂に会し、当面するスポーツ諸問題について研

究協議スポーツ推進委員の資質向上と相互の情報交換を図った。また、全国スポーツ推進

委員協議会功労者表彰では、本市より鈴木和義委員が受賞した。 

本市スポーツ推進委員は、上村会長をはじめ６名が参加し、体育振興課より林課長、担

当大久保が参加した。 

 

【第１日目 １１月９日（木）】 会場：つくばカピオ 
○受付               １１：００～ 

○歓迎アトラクション        １２：００～１２：２０ 

  水戸市立石川小学校 マーチングバンド部 

○開会式              １２：３０～１３：００ 

１ 開会の言葉 

２ 挨拶   （１）文部科学省審議官             藤江 陽子 

          （２）公益社団法人全国スポーツ推進委員連合会長 齊藤斗志二 

 

３ 歓迎の言葉   茨城県副知事               菊地健太郎 

つくば市長                五十嵐立青 

４ 登壇者紹介 

５ 次期開催地挨拶 鹿児島県スポーツ推進委員研究協議会会長  太田黒 博 

 

○表彰式              １３：００～１３：４０ 

１ 文部科学大臣表彰                     代 表 者 

２ 全国スポーツ推進委員連合表彰               代 表 者 

本市より、全国スポーツ推進委員功労者表彰を鈴木和義委員が受賞した。 

   ３ 謝辞                           代 表 者 

   ４ 全国スポーツ推進委員連合感謝状贈呈            代 表 者 

 

○講演               １３：４０～１５：００ 

  演 題：「私の野球人生」  

講 師：大久保 博元 氏（前東北楽天ゴールデンイーグルス監督） 

 

 ○シンポジウム           １５：２０～１６：４０ 

   テーマ：「スポーツの力で楽しい未来を創る」 

 

【第２日目 １１月１０日（金）】 
○受付                ９：００～ ９：３０ 
○分科会               ９：３０～１１：３０ 

  ・第１分科会 会場：つくば国際会議場 大ホール 
    テーマ「誰もがいつでも楽しく～気軽に参加できるスポーツクラブで地域の活性化～」 

・第２分科会 会場：つくば国際会議場 大会議室 
    テーマ「誰もがいつでも楽しく～スポーツの力で心身の健康の保持増進を～」 

・第３分科会 会場：つくば国際会議場 多目的ホール 
    テーマ「誰もがいつでも楽しく～ユニバーサルなスポーツの振興を目指して～」 

・第４分科会 会場：ノバホール 
    テーマ「誰もがいつでも楽しく～子供のころからのスポーツ習慣確立に向けて～」 
 



４．協議事項 

議題（１）  当面の事業について 
（１）君津地区スポーツ・レクリエーション祭担当者及び審判会議  

１１月１７日（金）  富津市役所４階 ４０１会議室 

１３:３０～ 担当職員 

１５:００～ 競技審判（各１名ずつ計３名） 

【参加者】 

（ソ）鈴木和  （グ）田村  （イ）二本柳 

 

（２）第  ２回  第５回総合型地域スポーツクラブ交流大会実行委員会  

第  ３回  ウォーキングフェスタ実行委員会  

１１月２０日（月）１８:００～ 市役所旧館３階大・中・小会議室 

【参加者】  

（卓球）福原、天野     （バド）田中、鈴木洋、小前  

（ユニバ）二本柳、柴﨑   （ウォ）鶴岡、田村  

 

（３）君津地区スポレク祭  ソフトバレーボール担当：袖ケ浦市  

１１月２６日（日） ９：００～ 

インディアカ、ソフトバレーボール：木更津市民体育館  

グラウンドゴルフ         ：桜井運動場  

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  鈴木洋 田中  井下田  山崎 若林 安土 

鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳  小前 山下  

 

（４）第  １回袖ケ浦市インディアカ大会運営委員会  

１１月３０日（木）１８:００～ 市役所旧館３階 中会議室 

【参加者】  

柴﨑  上村  岡上  鈴木洋  二本柳 天野  小野  福原  小前 

 

（５）第  ６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会  

１２月 ２日（土） 

午前：卓球  午後：バドミントン（臨海スポーツセンター体育館） 

午前：ユニバーサルホッケー    （奈良輪小学校） 

【参加者】  

上村  柴﨑  田中  福原 二本柳 小前 

 

（６）第３３回生涯学習推進大会実行委員会議  

１２月１４日（木）１８：３０～  市役所旧館３階  大会議室  

【参加者】 

鶴岡 

 

 

 

 



（７）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会  

１２月１０日（日）  ９：３０～ 匝瑳市八日市場ドーム 

【参加者】 

上村  岡上  田村  柴﨑  鈴木洋  井下田  山崎  若林  鶴岡  良本 

小野  宮﨑  天野  福原  二本柳  小前  山下 
 

（８）ウォーキングフェスタ２０１８ 第２回事前踏査（予備日１２／２４（日）） 

１２月１７日（日）   ９：００～ 臨海スポーツセンター 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（９）君津地区スポーツ推進委員協議会役員会 

１月２０日（金） １５：００～ 会場：未定 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  柴﨑  田村 

 

（10）拡大女性部交流会について 

・日  時   平成３０年 １月２０日（土） 

・会  場  千葉県総合スポーツセンター園路 スポーツ科学センター多目的アリーナ 

・日  程 

12:30～ 13:00～ 13:10～15:10 15:10～ 

受付 開会式 実習（講習・実技） 閉会式 

・内  容  リズム体操を中心にヨガの要素を取り入れたストレッチ体操 

 ・申込〆切  平成２９年１２月１５日（金） 

【参加者】 

岡上  良本 小野 天野 福原 山下 

 

（ 11）第  ２回袖ケ浦市インディアカ大会運営委員会  

１月２５日（木）１８:００～  市役所旧館３階 小会議室 

【参加者】  

柴﨑  上村  岡上  鈴木洋  二本柳 天野  小野  福原  小前 

 

（ 12）第２７回袖ケ浦市インディアカ大会  

２月１１日（日） ９：００～ 臨海スポーツセンター（８：１０集合） 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（ 13）第３３回生涯学習推進大会  

２月１７日（土）１３:００～（仮） 袖ケ浦市民会館 大ホール 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 



（ 14）第  ４回  ウォーキングフェスタ２０１８実行委員会（最終打ち合わせ） 

２月２０日（火）１８:００～ 市役所旧館３階大会議室 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（ 15）第  ６回  ウォーキングフェスタ２０１８  

２月２５日（日）  ８:４５～  臨海スポーツセンター（８：００集合） 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（ 16）第  ５回スポーツ推進委員定例会議  

３月 ２日（金）１５：００～ 市役所旧館３階大会議室 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（ 17）第４０回千葉県民マラソン大会  

３月 ４日（日）未定      富津市総合社会体育館及び周辺道路 

・例年、１０名程度参加動員依頼があります。 

・参加していただく委員は、２月下旬～３月上旬に役員打ち合わせがあります。 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題（２） 
第２７回袖ケ浦市インディアカ大会について 

インディアカ大会準備日程 （Ｈ２９年度版）

月日 摘要 備考

１１月３０日 第１回運営委員
１８：００～
市役所旧館３階中会議室

大会役員（スポ推進、生ス公指）案内通知

来賓　　（市長、議長、教育長）案内通知

来賓　　（総合型各クラブ会長）案内通知

総合型５クラブへ              案内通知

第２回実行委員会              案内通知

公民館等依頼（要項・申込書）
臨スポ･市営球場、市民会館･長浦･根
形･平川(冨岡分館含)・平岡

１２月１５日
号

広報掲載予定　募集開始　１月５日（金）～２４日（水）
申込受付は体育振興課

１月上旬 申込一覧作成

事前資料作成(組合せ・タイムテーブル）

消耗品の購入(ラインテープ･インディアカ羽・ペナント等） マルミ購入

申込締切：１月２４日（水）

１月２５日 第２回運営委員会
１８：００～
市役所旧館３階小会議室

トーナメント表、タイムテーブル表、当日打合せ資料作成

弁当注文

役員への役割分担通知

参加チーム代表者に周知案内

　（駐車場案内・選手宣誓依頼・トロフィー返還依頼）

プログラム作成　　　賞状準備

拡大コピー(掲示用）

２月１１日 大会 臨海スポーツセンター

大会結果新聞社ＦＡＸ送付(大会翌日までに）

弁当精算

四市スポレク祭参加一覧作成
　一般女子２チーム　一般混合２チーム

平成３０年度
君津地区４市スポレク祭案内

大会２日前
までに

１月下旬

１２月２７日
までに

〆切日～
１月下旬

２月上旬

大会後

 
 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

２８年度 第２６回インディアカ大会 申し送り事項及び反省 

（○成果●課題△要望等） 

１．準備について 

 ○音響はコード式マイクを使用したため、来賓あいさつ、及び場内連絡は確実に聞こえた。 

 ○臨海ＳＣを８時に開放したためスムーズな準備ができた。（継続）※借用書時依頼 

 ○会場は余裕をもって押さえておくこと※５時までは必要。 

 ○タイムスケジュール好評でした。  

●リーグ戦表、試合順表は、宛名シールを使用したが、シールが台紙からなかなか剥がせず苦 

戦した。（次回は剥がすのに養生テープを使用し、３人１組で行うこと）   

 ●リーグ戦表、試合順表に若干の誤りがあった。  

 ●選手宣誓は、４０歳以上混合だったのに一般混合にしてしまった。 

 ●コート表示がほしかった。  

 

２．競技について 

 ○出場チームの試合数確保ができた。全部門予選リーグ戦を実施したことにより１チームあた 

り２試合～３試合は確保できた。※好評 

○キャプテンマークはガムテープ→腕バンドに変更したが次回も継続していく。 

○審判・選手を兼ねた人は、当該種目の審判に割り当てた。 ※割り振り好評 

●試合順について、待ち時間の偏りをなくすために、参加チームが多い部門の１回戦を先行消 

化し、試合順を調整するなどの検討が必要である。 

 △一般混合の決勝はリーグ戦としたが、次回は全部門トーナメントとすると良いのではないか。 

 △試合方式について、予選は１８点先取２セット、決勝は１８点・１５点の３セットとした。 

試合終了時間は１６：３０分で閉会式１７時で時間通りであったものの、 

①２５点１セット②１５点３セット③今回通り等再度確認、検討をする。 

 △参加条件に関して、市内在住であれば練習仲間（地区に縛られず）ででたいという意見も聞 

かれた。 

△４０歳以上の区切りを見直し変更してほしい（４５歳以上または５０歳以上とする） 

△審判の事前講習会を実施したらどうか？ 

△賞状だけでなく、景品を希望するチームがいた。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２８年度   第１回 市インディアカ大会運営委員会資料     参考資料 

１．役割分担 

①当日までの準備について作業分担（案） 

・組み合わせ表作成                （奈良輪） 

・試合進行表作成                 （奈良輪） 

・抽選用くじ作成                 （二本柳・福原） 

・種目表示・受付表                （奈良輪） 

・掲示用トーナメント表・オーダー・ローテ表・対戦表（奈良輪） 

・プログラム作成                 （奈良輪） 

・開会式進行次第                 （奈良輪） 

・各チームへの通知文作成・郵送          （奈良輪） 

・大会準備物チェックリスト作成・用具確認     （奈良輪） 

 ②当日の審判分担（案）             可能な限り、多数の協力をお願いする。 

スポ推運営委員７ 岡上  柴崎  二本柳 鈴木洋 天野  小野美 福原 

スポーツ推進委員１３ 上村  鈴木和 田村  良本  田中  安土   山崎 

宮崎  若林  鶴岡  小前  井下田 山下 

生涯スポーツ公認指導員 山口、大友、尾島、佐久間、保立、久村、武田、柳井、高橋 



平成２８年度 第２６回袖ケ浦市インディアカ大会要項    参考資料 
 

１ 趣  旨  手軽に誰でもできるインディアカの全市大会を実施するもので、 

地域に根ざしたスポーツの振興を目指し、健康、体力の保持・増 
進とコミュニティ活動の促進を図る。 

 

２ 主  催  袖ケ浦市教育委員会 

 
３ 主  管  袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 
 

４ 後  援  袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 
        袖ケ浦社会体育公認指導員 

 

５ 期  日  平成２９年２月１１日（祝・土） 

                受 付   午前 ９時００分 

          開会式   午前 ９時３０分 
         競技開始  午前１０時００分（予定） 

 

６ 会  場  臨海スポーツセンター体育館 

 

７ 競技部門  (1) 一般女子の部（年齢制限なし、但し学生は除く） 

          (2) 一般男子の部（年齢制限なし、但し学生は除く） 

         （男子３名、女子１名でも可とする） 

        (3) 一般混合の部 

（男子１名、女子３名でも可とする。年齢制限なし、但し学生は除く） 

        (4) ４０歳以上女子の部 

        (5) ４０歳以上混合の部          以上５部門とする。 

                                

８ 出場資格  (1) 市内在住者とする。                

                (2) チーム編成は当該区・自治会(同区・自治会)等で行うことを原則とす
る｡ 

        (3) 各自保険に加入のこと  

           ＊市として、スポーツイベント保険に加入しております。 

 

９ チーム数  制限なしとする 

 

１０ 表  彰 (1) 一般女子の部 
  １位にカップ、１位～３位に賞状 

        (2) 一般男子の部 
１位にトロフィー、１位～３位に賞状 

        (3) 一般混合の部        

 １位にカップ、１位～３位に賞状 
(4) ４０歳以上女子の部    

１位にカップ、１位～３位に賞状 

        (5) ４０歳以上混合の部    
１位にトロフィー、１位～３位に賞状      以上授与する。 

 
※一般女子の部及び、一般混合の部上位２チーム（登録選手に高校生・大学生・専門学校生

を含むチームを除く）は、君津地区スポレク祭（平成２９年１０月開催予定）に参加して

いただきます。 



１１ 対戦方法  (1) 予選は５部門ともすべてリーグ戦とし、各ブロックの上位チームに

て決勝トーナメント戦を行い順位を決定する。 
         ※申込みチーム数によっては、トーナメント戦のみの実施及び、得点や

セット数の変更をする場合がある。 

 規  則  
※全日本インディアカ協会の競技規則によるが、一部大会ルールを適用する。 

   平成18年4月1日実施のルールを採用する。この項末尾に主な改正点を述べる。 

（１）ネットの高さは以下のとおりとする。(大会ルール) 
○ 一般男子、一般混合部門・・・・２．１５ｍ 

○ 一般女子、４０歳以上女子、混合・・・２．００ｍ 
 

（２）リーグ戦は１試合２セットとし、２セットを先取したチームを勝者とする。 
   １対１の場合は引き分けとする。 

得点は、1セット１８点先取とし、ジュースは無いものとする。(大会ルール) 
決勝トーナメント戦は、３セットマッチとし、各セットともジュースなしの１８

点先取とする。（セットカウント１対１の場合、第３セットはどちらかのチーム

が８点先取した時点でコートチェンジを行なう。 
 

（３）順位決定は、勝ち点制を採用する。 
勝者：３点   敗者：０点  引き分け：１点 
 

（４）キャプテンは大会本部が用意するマークを腕等の見やすい位置に表示する。(大
会ルール) 

 
（５）ゼッケンは胸又は背に付けるものとする。(大会ルール)    25㎝      

     ※ゼッケン（番号）のついたユニホームを可とする。 

   
 

（６）審判については、主審・副審は大会役員が行なう。（ラインズマン・得点係）は各
チームからの選出者があたるものとする。ただし、各チームにおいて人数が不足し

ている場合等は、大会役員が補助する。 

 

（７）主なルール 

     ア．サービスエリアの拡大 

       エンドライン一杯を使用できる。 

イ．バックアタックを認める 

       後列競技者がバックゾーンからアタック出来る。 

     ウ．競技者の位置の変更 

       前列競技者3名、後列競技者1名に変更。サービスの瞬間はこれを守ら 

なければならない。 

エ．両手打ちは、ドリブルである。 

       （ブロックおよび相手チームから打ち込まれる打球に対しては、除く） 

     オ．サービスの一発返しの禁止 

相手チームが、サービスしたインディアカボールを自コート側のフロ 

ントゾーン（フリーゾーンを含む）内でネットの上端より高い位置で 

相手チームに打ち込んだとき反則となる。（ブロックも含む） 

            ＊その他競技規則による。 

 

  （８）試合に使用する試合球（インディアカボール）について 

旧型「ドイツ製」球を使用する。 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

チーム名 

ＮＯ， 

  

20㎝ 



議題（３） 袖ケ浦ウォーキングフェスタ２０１８について 
（１）ルートについて 

６ｋｍ 

コース 

臨スポ→里山センター→１６号線中袖交差点→中袖通り（往路：歩道 

復路：林（中央分離帯）の中を歩く）→港湾道路→臨スポ 

10ｋｍ 

コース 

臨スポ→ウォーキング並木（駅西側）→馬場踏切→八幡神社→久保田会館 

手前→山道へ→富士山が見えるかも橋→→久保田保育所→蔵波子者清水交 

差点→新堰公園→奥野牧場（チーズケーキ工房）→東京湾ＣＣ→長浦公民 

館→さつき台病院→長浦駅前通り→長浦駅→臨スポ 

   ・地図 別紙参照 

 

（２）人員人数・配置、看板設置場所について 

   ・別紙参照 

    役員：実行委員、スポーツ推進委員、生涯スポーツ公認指導員、青少年指導員、 

スポーツボランティア、事務局 

   ・各クラブから、交通誘導係１名、休憩所係１名（女性）計２名が協力する。 

   ・馬場踏切の安全確保のために、交通安全協会の方に依頼している。 

 

（３）今後の日程について  

期  日 曜日 内     容 

１１月～  関係施設依頼・ポスター（案）要項作成 

１１月２０日 月 

第２回交流大会および第３回ウォーキング大会実行委員会 

①詳細の検討（スタッフ・コース・抽選・参加賞等） 

②ポスター検討 

③コース担当者（６ｋｍ・１０ｋｍ）決定 

１２月１７日 日 

第２回事前踏査（予備日１２／２４（日）） 

対象：実行委員（追加の実行委員含）、スポーツ推進委員 

【６ｋｍコース（初心者・子ども向けコース）】 

集合場所：臨海スポーツセンター 

８：４５集合  ９：２０発  １１時～１２時着 

【１０ｋｍコース（健脚者向けコース）】 

集合場所：臨海スポーツセンター 

８：４５集合  ９：１５発  １２時～１３時着 

１２月下旬  ポスター設置 

１月１５日 月 広報掲載・チラシ設置・配布・募集開始 

１月下旬 月 道路使用許可書の申請（事務局） 

 ２月 ９日 金 募集〆切・申込書回収 

 ２月 ９日～ 金 参加者仮決定 ※必要に応じて抽選 

２月２０日 火 

第４回実行委員会（全スタッフ最終確認） 

①参加者確定 

②当日のスタッフの役割分担（準備・本番・片付け） 

③当日の全ての確認 

※各クラブ会長にも参加していただきたい。 

２月２４日 土 前日準備（午前中）※ウォーキング部担当のみ 

２月２５日 日 第５回袖ケ浦ウォーキングフェスタ２０１８ 当日 

２月２６日 月 報告書作成・片付け 

２月２７日 火 御礼まわり（関係施設） 

３月１５日 木 第４回クラブ連協運営委員会（報告） 

 



議題（４） 総合型地域スポーツクラブ活性化事業について 

※各５クラブの代表より報告 

○名幸ヶ丘 

 

 

 

 

○ＮＥＳＵＰＯ 

 

 

 

 

○ＮＡＧＡＸ 

 

 

 

 

○中富ふれすぽ 

 

 

 

 

○昭和ふらっと 

 

 

 

 

 

（５）議題 
   ・その他 



５．連絡事項 

（１）君津地区スポーツ・レクリエーション祭について 

・期  日  平成２９年１１月２６日（日） 

・種  目  インディアカ  ソフトバレーボール  グラウンド･ゴルフ 

・会  場  木更津市民体育館     イ ン デ ィ ア カ 

木更津市民体育館     ソフトバレーボール 

桜 井 運 動 場     グラウンド･ゴルフ 

・日  程 

役員集合      ８：３０ （各会場） 

選手集合・受付   ８：４５ （ 〃 ） 

総合開会式   ９：００ （ 〃 ）それぞれの会場で行われます。 

競技開始      ９：４５ （ 〃 ） 

総合閉会式  １５：００ （ 〃 ） 

 

※グラウンド・ゴルフは、雨天の場合中止（小雨決行） 

 

【担当種目】◎審判長 ☆担当代表 

種 目 役員名 

インディアカ ☆ 二本柳 柴﨑 田中 井下田 良本 小野 福原 

ソフトバレーボール ◎☆鈴木和 上村 岡上 鈴木洋 天野 山下 

グラウンドゴルフ ☆ 田村  山崎  若林  安土  鶴岡 宮﨑 小前 

 

・閉会式は、会場別で行いますので、片づけ終了後、会場ごとに解散します。 

・グラウンドゴルフ（雨天中止時）連絡方法について 

事務局（富津市）判定→大久保（袖ケ浦市事務局）→上村会長、（責任者）→役員 

  ・弁当は注文済みです。昼食代は、活動費から支出します。 

 

（２）第６回総合型地域スポーツクラブ交流大会について 

・１２月２日（土）実施。 

・来年度の交流大会は実施しません。（アクアラインマラソン開催のため） 

・来年度は、各クラブで交流大会を実施します。 

・必ず新たに行事を立ち上げるのではなく、既存の行事に少し工夫を加えた形で実施 

する予定です。来年度に向けて、各クラブで検討中です。 

・再来年度の交流大会のあり方については、今後の連協運営委員会で検討します。 

 

（３）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会（匝瑳市）について 

 ・別紙参照 

 ・午後の分科会でウォーキングの希望者が多数のため人数調整の依頼がありました。 

そこで、第１分科会（１２人）：第２分科会（７人）に分けます。 
      パネルディスカッション        ウォーキング 

 

（４）今期の服装等の注文について 

 

（５）その他 


