
２０１９年度袖ケ浦市スポーツ推進委員第１回定例会議（議事録） 
 

１ 開催日時  平成３１年４月５日（金）１５時００分 開会 

 

２ 開催場所  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 小野 美佐子 

副会長 鈴木 和義 委員 井下田 正巳 

副会長 岡上 敦子 委員 若林 博之 

委員 安土 敏夫 委員 柴﨑 嘉一郎 

委員 二本柳 俊恵 委員 田中 洋一 

委員 山崎 善博 委員 鶴岡 一男 

委員 鈴木 洋子 委員 福原 淳子 

委員 良本 ユリ子 委員 宮﨑 祐二 

委員 田村 勲 委員 天野 恵子 

 

４ 欠席委員  ２名 

委員 小前 雅一 委員 山下 まみ 

 

５ 事務局職員  ２名 

体育振興課長 鈴木 靖彦 主幹 大久保 治彦 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 １人 

 

７ 挨拶 

 ・市長 

・会長 

 ・課長（最後） 

 

８ 報告事項 

  事務局より以下のとおり報告した。 

   別紙参照 

（１）３月の活動報告について 

  （２）第２回スポーツ教室について 

（３）ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦について 

（４）平成３０年度事業報告について 

（５）２０１９年度体育振興施策について 

 

鈴木和：事務局からの報告について、質問がありますか。 

 

安 土：ウォーキングフェスタの準備の件だが、田中委員からの依頼があり地域スポーツ

振興委員会のメンバーが集まった。あれだけの規模だったら、全員に動員をかけ

てみんなでやれば一気に進むので、次回からはそうした方がよい。 
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田 中：会長から直前に依頼されたため、今回は全員に声をかけなかった。次回は、今回

を参考にして色々やりたい。 

 

鈴木和：個人的には、全員でという形は賛成である。 

 

安 土：今回、赤白の矢印は、とても目立っていてよかった。 

 

井下田：来年は、矢印のところに距離表示を明記した方がよい。歩いていて参加者から質

問された。 

 

上 村：参加者アンケートをまとめた結果から、参加者からその要望が書いてあった。意

見があったら、この場で意見等を言っていただきたい。 

 

山 崎：中学生の新体力テストの目標が９０％だが、中学生の体力の低下が心配である。

中学校の部活動の話を少し聞いて、帰宅部等が出てこないか心配になった。その

帰宅部の生徒を総合型地域スポーツクラブで少し面倒をみるという動きがあるよ

うだが、実際中学生をどのように扱ったらよいか教えてほしい。 

 

事務局：運動部活動改革プランの指定を受け国から補助金をもらい、今回、中学生の多様

なスポーツニーズ（部活動含む）に対応できるようにするため、平川中と中富ふ

れすぽクラブがモデルケースで取り組んできた。調査研究内容について共通理解

を図ることで、学校と地域が連携をする上での課題を究明したり改善策を検討し

たりしてきた。今年は、市で部活動ガイドラインを策定し、各中学校では、どの

ように部活動を運営したらよいか模索しながら動き始めている。また、今後、他

の中学校でも総合型地域スポーツクラブとの連携方法を考えていきたい。総合型

地域スポーツクラブは、誰でも楽しくスポーツができる時間や機会を提供すると

いうことが主であると考える。中学校と総合型クラブの実態はそれぞれ違うため、

実態にあった対応がこれから求められる。学校側は、総合型地域スポーツクラブ

を紹介することができるが、参加については強制をしない。土日のどちらか１日

部活が休みになる。総合型クラブへの参加については、生徒の意志次第になりま

す。 

 

山 崎：けがをした時の保険は、どうなるのか。 

 

事務局：それは、各総合型地域スポーツクラブが加入している保険で対応することになり

ます。 

 

鶴 岡：学校側が行きなさいと言ったら、学校に責任が発生するため、総合型地域スポー

ツクラブの保険は適用されない。強制的でなければ、受け入れ可能である。総合

型地域スポーツクラブが加入している保険は、会員が対象であるので、中学生が

登録しないと適用されないので、そこははっきりしていた方がよい。一般の方々

がその日だけ加入できる保険もある。 

 

田 中：損害賠償などに発展した場合、被告人は間違いなく各総合型地域スポーツクラブ

の会長になる。学校側が行けと言ったならば学校側の責任になる。県が主催する

研修会に参加することで、対応がわかってくる。私が会長の名幸ヶ丘ふれあいク
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ラブでは、クラブに入会していた６年生には中学校でも続けたいならば、会員に

なることを勧めている。あくまでも、学校側は場を紹介するだけで、あとは本人

の意志でクラブに来れば、我々クラブの問題になる。 

 

事務局：学校側は参加を促すことは言わないと思われます。 

 

柴 﨑：体育振興課が学校に行って指導すると言っていたけれども、方策やプランニング 

はどうなっているのか。 

 

事務局：体育振興課が各学校に希望を取り、要望にあった講師を探す。やり方としては２

つあり、１つ目は各学校代表者１名の先生が自分のクラスを使って、校内の先生

方に授業を見せ、その後講師から指導を受ける授業研と、２つ目は先生方だけを

対象にした実技研というものがある。どちらを選ぶかは各学校判断である。各小

中学校は１回以上体育研修を実施することとなっています。 

 

＜質疑なし＞ 

 

 

９ 議  事  議    長  上村 篤 会長 

書    記  鈴木 洋子  山崎 善博 

議事録署名人  柴﨑嘉一郎  若林 博之 

 

・書記、議事録署名人の順番については、山下委員が欠席したことで、１つずつずら

すこととする。 

 

議題（１）：２０１９年度年間事業計画について 

 

議 長：議題（１）について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：内容（資料Ｐ９）を説明した。 

（訂正）１１月１０日（日）ソフトバレーボール大会会場が、昭和小から平川中に変更。 

 

議 長：事務局から説明のあった議題（１）について、質問や意見はありますか。 

 

鶴 岡：５月１２日（日）は、君津地区スポーツ推進委員連絡協議会総会があるが、同じ

日に平岡地区インディアカ大会がある。場所も確保しているため、日にちをずら

せない。インディアカ大会に誰も出ないわけにはいかないため、何人かはインデ

ィアカ大会に参加しなければならない。 

 

田 村：６月７日の関東大会で袖ケ浦市から誰か表彰者はいるか。 

 

事務局：袖ケ浦市からは誰も表彰者はおりません。 

 

議題（１）について、承認された。 
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議題（２）：当面の事業の詳細について 

 

議 長：議題（２）について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：内容（資料Ｐ１０～１１）を説明した。 

 

議 長：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。 

 

（１）第１回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会 

日  時：４月１１日（木）１５：３０～ 

会  場：市役所旧館３階大会議室 

【参加予定者】 

上村 岡上 鈴木 田村 （事務局）鈴木靖 大久保 

 

（２）君津地区スポーツ推進委員協議会総会および実技研修会 

日  時：５月１２日（日）１４：００～ 

会  場：木更津市民体育館 

実技内容：ボッチャ講習会 

【参加予定者】 

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）鈴木靖 大久保 

 

（３）第１回市スポーツ・レクリエーション祭（ソフトバレーボールの部）および 

全市インディアカ大会運営委員会 

   日  時：５月３０日（木） 

会  場：市役所３階中会議室 １８：００～ 

【参加予定者】 

柴﨑 岡上 二本柳 天野 福原 小野 小前 上村 （事務局）大久保 

 

（４）第１回スポーツ教室 

日  時：６月２日（日）９：００～１２：００  

会  場：臨海スポーツセンター 

実施種目：バドミントン 

対  象：総合型地域スポーツクラブ指導者およびスポーツ関係団体指導者、一般市民 

【参加予定者】 

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）鈴木 大久保 

 

（５）第２回市スポーツ・レクリエーション祭（ソフトバレーボール）および 

全市インディアカ大会運営委員会 

   日  時：６月６日（木） 

会  場：市役所３階中会議室 １８：００～ 

【参加予定者】 

柴﨑 岡上 二本柳 天野 福原 小野 小前 上村 （事務局）大久保 
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（６）関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会 

   日  程：６月７日（金）～８日（土） 

   会  場：埼玉県さいたま市 大宮ソニックシティー 

   参 加 費：２，５００円⇒３，０００円（値上がった。） 

【参加予定者】 

上村 岡上 田村 良本 （事務局）大久保 

 

（７）第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭 

（第２９回ソフトバレーボール大会） 

   （第３４回グラウンドゴルフ大会兼第１１回総合型地域スポーツクラブ対抗戦） 

第２８回全市インディアカ大会 

 

①日時と会場：６月１６日（日） 

（雨天順延）６月２２日（土）グラウンドゴルフのみ 

・グラウンドゴルフ     ９：００～ 市陸上競技場 

・ソフトバレーボール    ９：２０～ 昭和小学校体育館 

・全市インディアカ大会   ９：２０～ 市臨海スポーツセンターアリーナ 

【参加予定者】 

 

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）体育振興課員 

 

②各種目必要役員数 

  【グラウンドゴルフ】 

必要数：８名 

【スポーツ推進委員】  審判長（ 山口 一夫〈生涯スポーツ公認指導員会長〉） 

田村 鈴木洋 田中 

【生涯スポーツ公認指導員】 

山口 尾島 大友 長谷川 高橋 

 

【ソフトバレーボール】 

必要数：８名程度 

【スポーツ推進委員】   審判長（      ） 

上村 岡上 鈴木和 柴﨑 田中 山崎 安土 鶴岡 宮﨑 天野 小前 

                  ↓ 

              柴﨑、安土、山崎 （インディアカへ） 

 

【インディアカ】 

必要数：１２名＋数名（選手出場予定者数１２名） 

【スポーツ推進委員】   審判長（      ） 

選手出場予定委員：井下田 若林 良本 小野 福原 二本柳 山下 

本部付き委員  ：柴﨑、安土、山崎 

【生涯スポーツ公認指導員】 

  選手出場予定委員：保立 久村 佐久間 武田 柳井 
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③受付時間と開会式、試合開始時刻 

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】 

場所 臨海スポーツセンターアリーナ 昭和小学校体育館 市陸上競技場 

２
０
１
９
年
度 

集合 午前８時００分 

受付 午前９時００分 

開会 午前９時３０分 

       ２０分 

試合開始  午前９時４５分 

集合 午前８時００分 

受付 午前９時００分 

開会 午前９時３０分 

       ２０分 

試合開始  午前９時４５分 

終了後、臨スポへ。 

インディアカの役員補助をする。 

集合 午前７時３０分 

受付 午前８時３０分 

開会 午前９時００分 

試合開始  午前９時１５分 

終了後、臨スポへ。 

インディアカの役員補助をする。 

 

議題（２）について、承認された。 

 

 

議題（３）：２０１９年度第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭 

グラウンドゴルフ大会及びソフトバレーボール大会について 

 

議 長：議題（３）について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：内容（資料Ｐ１２～１４ グラウンドゴルフ）について説明した。 

 

議 長：事務局からグラウンドゴルフについて説明があったが、質問や意見はありますか。 

 

田 中：参加申込書にも開催日を入れてほしい。 

 

事務局：入れます。 

 

議 長：ソフトバレーボールについて事務局の説明を求めます。 

 

事務局：内容（資料Ｐ１６～１８ ソフトバレーボール）について説明した。 

 

議 長：事務局からソフトバレーボールについて説明があったが、質問や意見はあります

か。 

 

議 長：ソフトバレーボールの参加申込書にも、実施日を入れほしいです。 

 

事務局：入れます。 

 

議 長：出場資格については、いかがでしょうか。 

 

山 崎：５０歳以上男女混合の部をなくしたようだが、ＮＡＧＡＸはお年寄りが多く、若

い人たちのチームには絶対に勝てない。実力差が大きいのは明らかな中で、年齢

制限なしにして、参加チームの減少に拍車をかけないか。不公平感がないか。 

 

鶴 岡：袖ケ浦市だけで開催するならば、競技性のある部門と楽しくプレーする部門に分

けて開催することが可能である。しかしながら、本大会は、君津地区のスポレク
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祭の予選を兼ねており順位を競うものなので、今更変えられないと思う。 

 

山 崎：前までは、１９チームぐらいの参加チームがあったと思うが、これからはどんど 

ん減っていくと思う。 

 

鶴 岡：確かに減っていくことが考えられる。 

 

田 中：知り合いのチームには、順位は競うが楽しくプレーするように依頼する必要があ 

る。 

 

柴 﨑：大会の在り方から考える必要があるが、今回は、提案どおりで進めるしかない。 

 

議 長：今回は、提案どおりで進めてよいでしょうか。 

 

委 員：異論なし。 

 

田 中：参加申込書に学生の登録についての記載があるが、要項で学生の参加を認めてい

ないのにもかかわらず、この記載があるのはおかしい。その記載は削除してよい。 

 

委 員：削除した方がよい意見が多数。 

 

山 崎：ＮＡＧＡＸでは、底辺を広げるために、中学生の参加を認めたらどうかという意 

見が出た。中学から始めれば、少しずつバレーボール人口が増え、いずれチーム 

数が増えていくと思われる。 

 

福 原：その話は、先ほどの中学校の部活と総合型地域スポーツクラブの関わりに関係し

てくる。今後の動向次第では、中学生の参加についても再議論する必要が出てく

る。 

 

井下田：実際、中学生は部活に一生懸命で、誘っても参加しない可能性の方が強い。部活

を休んでまで出てくる生徒はいないし、部に入っていない生徒がわざわざ参加す

るとは考えにくい。 

 

山 崎：今後、総合型地域スポーツクラブで、中学生がバレーボールをプレーすることで、

バレーボール人口を増え底辺を広げることができると考える。 

 

議 長：要項と整合性がとれないため、参加申込書の学生に関する２行を削除してよいで 

しょうか。 

 

委 員：異論なし。 

 

議題（３）について、承認された。 
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議題（４）：全市インディアカ大会について 

 

議 長：議題（４）について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：内容（資料Ｐ１９～２１）について説明した。 

 

議 長：事務局から説明があるが、質問や意見はありますか。 

 

福 原：審判帯同制になったため、審判ができるかできないかの欄は必要がない。できる

のにやりたくない人は○をつけない可能性が出てくる。逆に、できない場合は伝

えてくださいという文言があってもよい。 

 

田 中：基本的に審判資格がある者に審判をしてもらうのか。 

 

山 崎：全員が審判資格を取得しているわけではない。 

 

鶴 岡：チームに１人いればよい。審判資格がなくても審判をしてもらう。 

 

二本柳：主審、副審についてのみ記入してもらうのがよい。そうすれば、そのチームには、

審判がいないということがわかるため、スポーツ推進委員で審判ができる人を派

遣すればよい。 

 

若 林：審判帯同制を実施するため、主審や副審をしてもらうことが前提であり記入欄は

必要がない。 

 

鈴木和：実施要項に審判帯同制を明記するとともに、大会当日の開会式の際にもはっきり 

伝えればよい。 

 

田 中：足りない場合は、スポーツ推進委員で審判を行えばよい。 

 

議 長：初めて、審判帯同制で行うため、審判をしてもらうことを前提に進めることとす

る。審判可能の欄は削除してよいこととします。実施して初めてわかるがあるた

め、不安は尽きないがまずは実施することが大事です。 

 

議 長：試合球についての文言はカットしてよいでしょうか。 

 

二本柳：現在、全てが中国製である。試合球についての文章がなくてよい。 

 

井下田：「ボールについては、主催者側が用意します」という文言を入れるとよい。 

 

議 長：「主催者側が用意します」という文言を入れるということでよろしいでしょうか。 

 

委 員：異論なし。 

 

議題（４）について、承認された。 

 

－８－ 



議題（５）：総合型地域スポーツクラブ活性化事業について 

 

議 長：議題（５）について事務局の説明を求めます。 

 

事務局より説明した。 

本年度、体育振興課の地区担当に一部変更あり。 

 ・名幸ヶ丘  ：緒形 

 ・ＮＥＳＵＰＯ：大久保   交代 

 ・ＮＡＧＡＸ ：桐谷 

 ・中富    ：首藤 

 ・昭和    ：上村 

 

議 長：各地区の総合型地域スポーツクラブの取り組み状況について報告してほしい。  

 

名幸ヶ丘 

・５月 ５日（日） スポレク講習会 

・５月１２日（日） 平岡地区インディアカ大会 

・総会は、５月１８日（土）午前 ９時 クラブハウスで開催予定。 

ＮＥＳＵＰＯ 
・総会は、５月１２日（日）午前１０時 根形公民館で開催予定。 

・会員数２１３名→２２２名に訂正。 

ＮＡＧＡＸ 
・総会は、５月１３日（日）午前 ９時 長浦公民館で開催予定。 

・６月３０日（日）インディアカ大会 

中富ふれすぽ 
・総会は、５月１９日（日）午後 平川公民館で開催予定。 

・５月２６日（日）インディアカ大会 

昭和ふらっと ・総会は、５月１８日（土）午前中 昭和小学校で開催予定。 

 

 

議題（６）その他 

 議題なし。 

 

８ 連  絡 

事務局より説明した。 

 

（１）名簿について 

（２）第２７回いきいき市原ワンデーマーチについて 

（３）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－９－ 



２０１９年度 

第１回スポーツ推進委員定例会議次第 

 

日時：平成３１年４月５日（金） 

午後３時００分より 

会場：保健センター１階集団指導室 

 

進 行 （         ） 

 

 

１ 開会のことば                              （         ） 

 

２ あいさつ 

・市長 

・会長 

 

３ 報告事項 

（１）事業報告（２月～３月の活動報告について） 

（２）第２回スポーツ教室について 

（３）ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦について 

（４）平成３０年度事業報告について 

（５）２０１９年度体育振興施策について 

 

                      （議 長：           ） 

                                         （書 記：           ） 

                                         （署名人：           ） 

 

４ 協議事項 

 （１）２０１９年度年間事業計画について 

（２）当面の事業の詳細について 

 （３）２０１９年度 

第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭 グラウンドゴルフ大会 

〃              ソフトバレーボール大会について 

（４）２０１９年度第２８回全市インディアカ大会について 

 （５）総合型地域スポーツクラブ活性化事業について 

（６）その他 

 

５ 連絡事項 

（１）名簿について 

（２）第２７回いきいき市原ワンデーマーチについて 

（３）その他 

 

６ 閉会のことば                    （         ） 

 

 

 

 



【書記・議事録署名人 一覧表】 

＜２０１９年度＞ 

 書記 議事録署名人 

第１回 山 崎 山 下 鈴木洋 柴 﨑 

第２回 鈴木洋 柴 﨑 若 林 二本柳 

第３回 若 林 二本柳 安 土 小 前 

第４回 安 土 小 前 鶴 岡 天 野 

第５回 鶴 岡 天 野 福 原 田 村 

（順番） 

 鈴木洋－柴﨑－若林－二本柳－安土－小前－鶴岡－天野－福原－田村－宮﨑－井下田 

－田中－小野－良本－山崎－山下 



３ 報告事項 

報告（１）  ３月の活動報告について 
 

（１）第５回スポーツ推進委員定例会議 

２月 ７日（木）１５：００～  市役所２階第１会議室 

【参加者】 

上村 鈴木和 岡上 鈴木和 田村 鈴木洋 柴﨑 田中 山崎 安土 鶴岡 

良本 二本柳 天野 若林  福原 井下田 小野 小前 事務局（鈴木、大久保） 

 

（２）第３４回袖ケ浦市生涯学習推進大会 

２月１６日（土）１３：００～  市民会館 

【参加者】 

上村  岡上  田中  井下田  山崎  若林  良本  宮﨑 福原  

社会教育功労感謝状被贈呈者  安土 敏夫 

 

（３）第 ３回 ウォーキングフェスタ２０１９実行委員会（最終打ち合わせ） 

２月２１日（木）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  井下田  山崎  若林 

安土  鶴岡  良本   小野  宮﨑  天野   福原   二本柳  

 

（４）第４１回千葉県民マラソン事前役員打ち合わせ 

２月２２日（金）１９：００～ 富津市役所 

【参加者】 

 柴﨑 

 

（５）第２回スポーツ教室 

２月２４日（日） ９：００～ 臨海スポーツセンター 

【参加者】 

 上村 鈴木和 田村 岡上 安土 二本柳 鈴木洋 柴﨑 山崎 良本 井下田 

 

（６）第４１回千葉県民マラソン大会 

３月 ３日（日）        富津市総合社会体育館及び周辺道路 

【参加者】 

上村 柴﨑 田中 田村 宮﨑 安土 井下田 小野 
 

（７）ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦（第６回目） 

３月１０日（日）  ９:００～  百目木公園 

【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 

 

 

 

－１－ 



報告（２）   平成３０年度 第２回スポーツ教室 
 

１ 開催日時・会場 

  ２月２４日（日）９：００～１２：００ 臨海スポーツセンター 

２ 講 師：門脇倭雄 氏（市原ボッチャクラブ） 

      林 隆之 氏（県障がい者スポーツ協会指導員） 

３ 受講者：５０名 

４ 日 程：要項に沿って実施 

５ アンケート結果                         （２５名回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 所感・今後の課題等 

・アンケートの結果より、今回の教室や内容について回答者（２５名）全員から「大変良 

かった」「良かった」という回答を得られたことから、有意義な内容であったと言える。 

・講師の方々の分かりやすい説明や体験しやすい内容により、参加者が「楽しい」と思え

る教室となった。 

・障がい者スポーツを通して、障がい者の立場に立った考え方の共有など、他者理解をも 

深めることができた講習会となった。 

・スポーツ推進委員やレクリエーション協会の方が多く参加いただき、さらに今年度は一 

般の方の参加が多かった。障がい者も参加していただくことができ、大変充実していた。 

・会場やコート作成、片付け、会の運営全般でスポーツ推進委員の方々が積極的に携わっ 

ていただき、スムーズに運営できた。ボッチャのテープについては、のりが強かったの 

で、次回以降は養生テープでよいかと思われる。 

・休憩時間が少なかった。各体験を６０分とし、休憩を１０分とるなど、余裕をもった運

営ができた。 

・参加者について、総合型クラブ会員の方の参加が少なかった。今回、広報やチラシの配

布など行ったが、さらに早い段階での広報活動を実施する必要がある。特に総合型クラ

ブ会員について、どのように参加を促していくか、検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

88%

12%

スポーツ教室はいかがでしたか

1 大変
良かっ

た
88%

12%

内容はいかがでしたか

1 大変
良かっ

た

感想（抜粋） 

・初めての競技だったが楽しかった。（多数） 

・非常に良い汗を流せた。 

・また参加したい。 

・障がい者の立場になって考えることもできた。 

・幅の広がる体験ができた。 

・講師も楽しく、非常によかった。 

－２－ 



報告（３）   ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦（報告） 
 

１ 趣 旨 

 「人いきいき 緑さわやか 活力あふれるそでがうら」の実現に向け、子どもから大人、高

齢者がウォーキングを通じて暮らしに笑顔と潤いをもたらし、誰もが主役になり「いつでも」

「どこでも」「いつまでも」、スポーツをみんなで楽しむことができる集いの場として本大会

を開催する。 

 

２ 期 日  ３月１０日（日） 

 

３ 主 催  袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会、袖ケ浦市教育委員会 

 

４ 共 催  千葉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 

 

５ 協 力  袖ケ浦市青少年相談員連絡協議会、東京ドイツ村、オルカ鴨川ＦＣ 

 

 

６ 日 程  ※判定６：３０ ※役員集合 ７：１５ 

 ５ｋｍコース １２ｋｍコース 会  場 

受  付 ８：３０ ８：３０ 
百目木公園 

〒２９９－０２１３  

袖ケ浦市百目木２００ 

開会式 ９：００ ９：００ 

スタート ９：２０ ９：３０ 

ゴール １１：３０ １３：００ 

※ 当日は、１４：００をもって本イベントを終了。 

７ コース 

・百目木公園をスタート・ゴールとし、袖ケ浦市中川・富岡地区を巡る５ｋｍ・１２ｋｍの２コース 

コース 内容と特徴 

５ｋｍ 

百目木公園→どうやつ橋→富川橋→小坪橋→吉野田２０分団詰所→富岡分館

（休憩）→どうやつ橋→百目木公園 

※平たんなコースに設定した。 

※一部、ベビーカーや車いすの方に不向きな道があった。 

※先導者のあとについて歩かせた。 

１２ｋｍ 

百目木公園→どうやつ橋→富川橋→中川橋→滝の口公会堂→富岡分館（休憩） 

→吉野田保育所→セブンイレブン袖ヶ浦宮田大橋店→宮田大橋→富岡分館（休

憩なし）→どうやつ橋→百目木公園 

※一部坂道があった。 

※一部、ベビーカーや車いすの方に不向きな道があった。 

※先導者のあとについて歩かせた。 

 

８ 参加者数                  ※参加者 737名＋役員 66名＝803名 

  
会員外 

（市内） 

会員外 

（市外） 

クラブ会員 

（市内） 

クラブ会員 

（市外） 
小学生以下 合計 

12ｋｍ 163 名 89 名 53 名 22 名 8 名 335 名 

5ｋｍ 241 名 79 名 24 名 2 名 56 名 402 名 

合計 404 名 168 名 77 名 24 名 64 名 737 名 

 

 

 
－３－ 



 

９ 当日の様子 

   
激励の言葉（出口市長）  スターター（御園教育長） 

 
今年もオルカ鴨川の関係者が参加 

 
今年は、歴代最多の７３７名が参加 

 
河津桜の中を歩く 

 
鯉のぼりが出迎えてくれた 

 
ゴール風景 

 
大人気！ 恒例の漬物のおもてなし 

 

 
－４－ 



報告（４）    平成３０年度事業報告について 

 
月 日（曜日） 内    容 場  所 参加人数（人） 

４ 
６（金） 第１回スポーツ推進委員定例会議 市保健センター集団指導室  １９ 

１３（金） 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会① 富津市 ５ 

５ 
６（日） 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会総会・実技研修会 臨海スポーツセンター １７ 

２４（木） 県スポーツ推進委員連合会第１回理事会・通常総会 県総合スポーツセンター  １ 

６ 

 ５（火） 市スポレク祭 運営委員会（ソフトバレーボールの部） 市役所旧館３階大会議室  ７ 

８（金）９（土） 関東スポーツ推進委員研究大会東京都大会 墨田区総合体育館 ４ 

１７（日） 
市スポレク祭（グラウンドゴルフの部 ソフトバレーボールの部） 総合運動場 臨スポ １８ 

（スポレク祭後） 第２回スポーツ推進委員定例会議 臨海スポーツセンター １８ 

２３（土） 教育委員会主催 第１回スポーツ教室（卓球） 臨海スポーツセンター ７ 

３０（土） 市スポレク祭（グラウンドゴルフの部）予備日 市総合運動場  

７ 

１（日） 君津地区スポレク祭（富津公園歩け歩け大会） 富津公園 ９ 

１（日） 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会② 富津公園 ４ 

７（土） 市青少年健全育成推進大会 市民会館 １６ 

７（土） 県スポーツ推進委員初任者研修会（３年以内の委員） 県総合スポーツセンター  該当者なし 

８ 
３（金） 県スポーツ推進委員連合会第２回理事会 ポートプラザちば  

２５（土） 学びと集い２０１８ 県総合スポーツセンター  １６ 

９ ２１（金） 第３回スポーツ推進委員定例会議 市役所旧館３階大会議室  １７ 

10 

１４（日） 市体力測定会 臨海スポーツセンター ９ 

１８（木） 君津地区スポレク祭担当者及び審判会議 富津市役所４階４０４会議室 ５ 

２１（日） ちばアクアラインマラソン２０１８ 木更津市・袖ケ浦市  １７ 

２８（日） 
君津地区スポーツ・レクリエーション祭 

（インディアカ、ソフトバレーボール、グラウンド・ゴルフ） 

君津市 

新日鐵住金体育館 

君津グラウンド・ゴルフ場 

１７ 

11 １５（木）１６（金） 第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会鹿児島大会 鹿児島市・鹿児島アリーナ  ６ 

12 
７（金） 第４回スポーツ推進委員定例会議 市役所旧館３階大会議室  １７ 

８（土） 拡大女性部交流会 県総合スポーツセンター  ４ 

１ 

１７（木） 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会③ 富津市 ４ 

２４（木） 市スポーツ・レクリエーション祭運営委員会① 市役所旧館３階中会議室  ８ 

２７（日） 第３５回千葉県スポーツ推進委員研究大会習志野大会 習志野市文化ホール  １４ 

２ 

７（木） 第５回スポーツ推進委員定例会議 市役所２階第１会議室 １９ 

１６（土） 第３４回市生涯学習推進大会 市民会館 ９ 

２２（金） 第４１回千葉県民マラソン事前役員打ち合わせ会議 富津市役所 １ 

２４（日） 教育委員会主催 第２回スポーツ教室（ボッチャ） 臨海スポーツセンター １１ 

３ 
３（日） 第４１回千葉県民マラソン 富津市総合社会体育館 ７ 

７（木） 県スポーツ推進委員連合会第３回理事会・総会 県総合スポーツセンター   

    

     

【総合型関係】    

５ ２５（金） 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会総会 市役所旧館３階大会議室   

６ ２１（木） ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦実行委員会① 市役所旧館３階大会議室   

９ １６（日） ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦事前踏査① 百目木公園  

10 ４（木） ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦実行委員会② 市役所旧館３階中会議室   

12 １６（日） ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦事前踏査② 百目木公園  

２ ２１（木） ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦実行委員会③ 市役所旧館３階大会議室   

３ １０（日） ウォーキングフェスタ２０１９ｉｎ袖ケ浦（６回目） 百目木公園  

 

 

 

 

 

－５－ 



報告（５）   ２０１９年度体育振興施策について 
 

２０１９年度 袖ケ浦市教育基本方針及び目標 ※関連事項を抜粋 

Ⅰ．基本方針 

本市教育委員会では、第二期袖ケ浦市教育ビジョン（平成２３～３２年度）を定め、「明日を拓

く 心豊かな たくましい人づくり」を基本目標として掲げ、子どもを育む「地域」、学校教育を

中心とした「子ども」の教育、自ら学ぶ「市民」の三つを施策の柱として、それぞれが連携し基

本理念である「学び つながり 支えあう教育の推進」を目指し、各種施策を推進してきました。 

「地域」については、「地域全体で子どもを育む環境づくりの推進」を目標に掲げ、学校・家庭・

地域の連携強化による地域の教育力向上のため、体験・交流活動等をさらに推進します。また、家

庭教育を支援するため、保護者のニーズの把握に努め、家庭教育学級の充実に努めます。さらに、

地区住民会議、総合型地域スポーツクラブ等の地域団体の活動を支援して、地域ぐるみで子どもを

見守り、ふれあう体制・環境づくりを推進します。 

「市民」については、「市民一人ひとりの生涯を通じた学習の支援」を目標に掲げ、学びあいや

教えあいの実践を重ねることで、人と人の信頼関係を築き、地域の様々な活動の当事者としての

自覚をさらに促し、地域の絆を深めていける社会を目指します。また、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の推進については、スポーツ振興計画（後期計画）が４年目となり、引き続き総合型地

域スポーツクラブ活動を支援し、生涯を通じてスポーツを続けられる環境づくりを推進します。

さらには、老朽化した市民会館中ホール棟外壁屋根等を改修し、来館者の安全確保を図るための、

施設整備を推進します。 

 

Ⅱ．目 標 

「第１ 地域」地域全体で子どもを育む環境づくりの推進 

子どもの成長において、家庭や地域の担う役割は極めて大きいものがあります。 

地域社会の変容や子どもの数が減少する中で、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を

認識し、連携・協力を進めることが、今まで以上に重要になっています。 

そのため、本市では様々な体験や交流を通じて規範意識やコミュニケーション能力を身に

つける機会や地域における子どもたちの学びの場を拡大、増加させていきます。 

また、教育の原点ともいえる家庭に対して、関係機関と連携しながら子育てに関する相談

や情報提供の充実を図ります。 

さらに、子どもの成長を見守り支える地域の青少年健全育成団体を支援するとともに、相互

に協力し合いながら子どもたちの交流や学習を行う拠点づくりや、地域社会全体で子どもの

健やかな成長を支える環境づくりを推進します。 

 

３）地域の拠点づくりを推進します 

○教育ビジョンに示された施策 

③子どもの社会性を育む総合型地域スポーツクラブ活動の充実 

各公民館において、心豊かな子どもを育成するため、自然体験や社会体験など様々な体験と交

流の場を提供する青少年教育推進事業を実施するとともに、関係機関や諸団体との連携をより一

層深め、事業内容の充実を図ります。 

また地域で青少年の健全育成に取り組む地区住民会議を支援し、通学合宿・デイキャンプ・世

代間交流事業や子ども安全パトロール等の実施を通して、青少年健全育成活動の充実を図ります。 

子どもから高齢者まで、さらには、障がいの有無に関わらず、市民の誰もがスポーツ・レクリ

エーションを通じて交流ができる総合型地域スポーツクラブは、青少年健全育成の観点で有益で

あることから、引き続き、市民誰もが気軽に参加できるイベントの開催やクラブ間の交流活動の

充実を図り、子どもの社会性を育むことができる環境づくりを推進します。 
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「第２ 子ども」夢をもち 心豊かな たくましい子どもの育成 

本市では、学校教育が目指す子ども像を、「夢をもち 心豊かな たくましい子ども」とし、

子どもたちが、将来への夢を持てる教育を実現します。 

そのため、これからの社会を生きていく子どもたちには、子どもたち一人ひとりが将来への

夢を実現するため、自分を大切にし、たくさんの人とかかわりを持ちながら、他人を思いやる

豊かな心を養い、自ら学び自ら考え、目標に向かってたくましく生きていくために必要な力を

身につけさせ、自らの生涯を切り拓く気力、体力のある子どもを育てます。 

 

２）「生きる力」を育む学校教育を推進します 

○教育ビジョンに示された施策 

③健康に関する意識の向上と「健やかな体」の育成 

「健やかな体」の育成のためには、学校体育がその基盤となることから、体育科授業の充実の

ために教員の指導力向上を目指す研修会を、小中学校ともに各校１回以上開催します。また中学

校の研修では、体育実技だけでなく、積極的に保健の授業研究会を実施し、市内中学校の保健学

習の充実を図ります。 

 

「第３ 市民」市民一人ひとりの生涯を通じた学習の支援 

市民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学び、その学んだ成果を生活や仕事に生かすととも

に、社会に還元・貢献するという従来の目標に加え、学びあいや教えあいの実践を重ねること

で、人と人の信頼関係を築き、地域のあらゆる活動・関係の当事者としての自覚をさらに促し、

地域の絆が再生されていく社会を目指します。 

また、すべての市民が身近なスポーツ・レクリエーション活動に親しみ、明るく健康でたく

ましく、ふれあいのあるまちづくりの実現を目指します。 

 

５）ライフスタイルに応じたスポーツ・レクリエーション環境の充実を図ります 

○教育ビジョンに示された施策  

①市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

②オリンピック・パラリンピックに関連する活動の推進 

③スポーツ・レクリエーション施設の整備 

子どもから高齢者まで、さらには、障がいの有無に関わらず、市民誰もが生涯にわたり、それ

ぞれのライフスタイルに応じて、スポーツ・レクリエーション活動に親しめる環境の充実を図り

ます。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成に向けて、レベルの

高いスポーツ観戦の機会の確保やスポーツイベント等でのボランティア意識の醸成など、引き続

き、スポーツを「する」「観る」「支える」の３観点での取組みを推進していきます。また、市内

小学校に、パラリンピック経験者派遣を行い、児童への同大会の意識の醸成を図るとともに、障

がい者スポーツへの理解を促進します。 

スポーツ施設については、指定管理者との連携により、安全・安心な管理運営体制の充実を図

り、市民ニーズの把握と管理運営費の節減に努めながら、全国レベルの大会やイベント、合宿等

の誘致を進め、観るスポーツの充実を図るとともに、通常の施設利用に関しても休日のみならず、

平日の施設の利用率向上を図ります。また、施設の維持に必要な修繕や整備を計画的に行い、利

用者や周囲の安全を確保し、安心して利用できる施設整備を図ります。 
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２０１９年度「袖ケ浦の教育」に示す「施策の目標設定」 
（体育振興課所掌分） 

 

「第１ 地域」地域全体で子どもを育む環境づくりの推進 

 

 目    標 活  動  内  容 目標値の考え方 目標値 

３） 

地域の拠点

づくりを推

進します 

③子どもの社会

性を育む総合

型地域スポー

ツクラブ活動

の充実 

総合型地域スポーツクラ

ブの活動状況の周知に努め

るとともに、親子で楽しめ

る種目の導入に向けた活動

を支援する。 

５クラブの１８

歳以下会員数の全

体会員数に占める

割合 

30％ 

（前年実績） 

以上 

 

「第２ 子ども」夢をもち 心豊かな たくましい子どもの育成 

 目    標 活  動  内  容 目標値の考え方 目標値 

２） 

「生きる力」

を育む学校

教育を推進

します 

③健康に関する

意識の向上と

「 健 や か な

体」の育成 

「早寝・早起き・朝ごはん」

の推進、食に関する指導の充

実を図る。 

食に関する指導

を２時間以上実施

した学級の割合 

100％ 

 

児童生徒の体力・運動能力

向上策や保健学習の事例を

学校体育指導研修会や便り

等を通じて示し支援する。 

新体力テストの

県平均を上回る項

目の割合 

小学校 

80％ 

中学校 

90％ 

 

小学校教職員や中学校保

健体育科教職員の指導力向

上のため、学校体育指導研修

会を開催する。 

全体、各校別研

修会の延べ参加者

数 

延べ参加者数 

300 人 

 

「第３ 市民」市民一人ひとりの生涯学習を通じた学習の支援 

 目    標 活  動  内  容 目標値の考え方 目標値 

５） 

ライフスタ

イルに応じ

た ス ポ ー

ツ・レクリエ

ーション環

境の充実を

図ります 

①市民誰もが親

しめるスポー

ツ・レクリエ

ーション活動

の推進 

総合型地域スポーツクラ

ブの会員数を増やす。 
クラブ会員数 1,370 人 

ウォーキングフェスタ参

加者を増やす。 

ウォーキングフェ

スタ参加者数 
500 人 

② オ リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピックに関連

する活動の推

進 

観るスポーツ（プロスポー

ツ・全国大会等）の場の提供 
大会等の提供回数 5 回 

スポーツボランティアの

確保・活用 

ボランティア登録

者数・活動延べ人

数 

登録者数 

30人 

活動延べ人数 

60人 

③スポーツ・レ

クリエーショ

ン施設の整備 

指定管理者との連携で市

民ニーズの把握しながら適

切な維持管理を行うととも

に、計画的な施設整備を行う

ことにより、利用者の利便性

向上を図る。 

臨スポ（体育館

棟）、総合運動場の

利用者数 

臨スポ 

170,000 人 

総合運動場 

他３施設 

70,000 人 
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４ 協議事項 

議題（１）  ２０１９年度年間事業計画（案）について 

 
月 日（曜日） 対象 内    容 時間 場  所 

４ 
５（金） 全員 第１回スポーツ推進委員定例会議 15:00 市保健センター集団指導室  

１１（木） 役員 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会① 16:00 市役所旧館３階大会議室  

５ 

１２（日） 全員 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会総会・実技研修会 14:30 木更津市民体育館 

２３（木） 役員 県スポーツ推進委員連合会第１回理事会・通常総会 15:00 県総合スポーツセンター  

３０（木） 研修 第１回市スポレク祭運営委員会 18:00 市役所旧館３階中会議室  

６ 

２（日） 全員 教育委員会主催 第１回スポーツ教室（バドミントン） 9:30 臨海スポーツセンター 

６（木） 研修 第２回市スポレク祭運営委員会 18:00 市役所旧館３階中会議室  

７（金）８（土） 希望者 関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会  さいたま市・大宮ソニックシティー 

１６（日） 全員 

市スポレク祭（ソフトバレーボール・グラウンドゴルフ） 9:00・9:30 昭和小学校・市陸競 

全市インディアカ大会 9:30 臨海スポーツセンター 

第２回スポーツ推進委員定例会議 スポレク祭後 臨海スポーツセンター 

２２（土）  市スポレク祭（グラウンドゴルフの部）予備日  市総合運動場 

７ 

６（土） 
全員 市青少年健全育成推進大会 13:00 市民会館 

該当者なし 県スポーツ推進委員初任者研修会（３年以内の委員）  県総合スポーツセンター  

７（日） 
全員 君津地区スポーツ・レクリエーション祭富津公園歩け歩け大会 9:15 富津公園 

役員 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会② 大会終了後 富津公園 

８ 
２（金） 役員 県スポーツ推進委員連合会第２回理事会 16:00 ポートプラザちば 

３１（土） 女性部 拡大女性部交流会 13:00 県総合スポーツセンター  

９ ２０（金） 全員 第３回スポーツ推進委員定例会議 15:00 市役所旧館３階大会議室  

10 
１３（日） 全員 市体力測定会（臨スポフェスタ時）  臨海スポーツセンター 

３１（日） 役員 君津地区スポーツ・レクリエーション祭 担当者・審判会議 13:00・15:00 市役所旧館３階中会議室  

11 

１０（日） 全員 
君津地区スポーツ・レクリエーション祭 

 （インディアカ、ソフトバレーボール、グラウンド・ゴルフ） 
9:00 

袖ケ浦市 

臨スポ・昭小・陸競 

１１（月） 全員 
辞令交付式 

臨時会議・第４回スポーツ推進委員定例会議 
13:30 市役所旧館３階大会議室  

１４（木）１５（金） 希望者 第６０回全国スポーツ推進委員研究協議会三重大会  津市産業・スポーツセンター 

12 ８（日） 全員 第３６回千葉県スポーツ推進委員研究大会夷隅大会 9:30 勝浦市芸術文化交流センター「キュステ」 

１ 
９（木） 役員 君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会③ 16:00 市役所２階第１会議室 

２６（日） 全員 千葉県スポーツ推進委員研修会（学びと集い） 10:10 県総合スポーツセンター  

２ 

上旬 希望者 生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０２０  島根県 

６（木） 全員 第５回スポーツ推進委員定例会議 15:00 市役所２階第１会議室 

１５（土） 全員 市生涯学習推進大会 13:00 市民会館 

下旬 一部 千葉県民マラソン事前役員打ち合わせ会議 19:00 富津市役所 

２３（日） 全員 教育委員会主催 第２回スポーツ教室（パラスポーツ） 9:30 臨海スポーツセンター 

３ 
１（日） 一部 千葉県民マラソン  富津市総合社会体育館 

５（木） 役員 県スポーツ推進委員連合会第３回理事会・総会 16:00 県総合スポーツセンター  

【時期未定】  実技研修会（研修委員会企画による）  

     

【総合型関係】    

５ 
中旬～下旬 該当者 各市総合型地域スポーツクラブ総会 長・根・昭・名：午前  中：午後 各地区会場 

２４（金） 〃 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会総会 18:00 市役所旧館３階大会議室  

６ ２０（木） 〃 第７回交流大会実行委員会議①ウォーキングフェスタ実行委員会① 18:00 市役所旧館３階大・中会議室  

９ ８（日） 〃 ウォーキングフェスタ事前踏査① 9:00 平岡地区 

10 ３（木） 〃 ウォーキングフェスタ実行委員会② 18:00 市役所旧館３階中会議室  

11 ２１（木） 〃 第７回交流大会実行委員会議②ウォーキングフェスタ実行委員会③ 18:00 市役所旧館３階大・中会議室  

12 １（日） 〃 第７回市総合型地域スポーツクラブ間交流大会 9:00 臨海スポーツセンター 

12 １５（日） 〃 ウォーキングフェスタ事前踏査② 9:00 平岡地区 

２ ２０（木） 全員 ウォーキングフェスタ実行委員会④ 18:00 市役所旧館３階大会議室  

３ ８（日） 全員 ウォーキングフェスタ２０２０ｉｎ袖ケ浦（７回目） 9:00 平岡地区 
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議題（２）      当面の事業の詳細について 
 

（１）第１回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会 

日  時：４月１１日（木）１５：３０～ 

会  場：市役所旧館３階大会議室 

【参加予定者】 

上村 岡上 鈴木 田村 （事務局）鈴木靖 大久保 

 

（２）君津地区スポーツ推進委員協議会総会および実技研修会 

日  時：５月１２日（日）１４：００～ 

会  場：木更津市民体育館 

実技内容：未定  

【参加予定者】 

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）鈴木靖 大久保 

 

（３）第１回市スポーツ・レクリエーション祭（ソフトバレーボールの部）および 

全市インディアカ大会運営委員会 

   日  時：５月３０日（木） 

会  場：市役所３階中会議室 １８：００～ 

【参加予定者】 

柴﨑 岡上 二本柳 天野 福原 小野 小前 上村 （事務局）大久保 

 

（４）第１回スポーツ教室 

日  時：６月２日（日）９：００～１２：００  

会  場：臨海スポーツセンター 

実施種目：バドミントン 

対  象：総合型地域スポーツクラブ指導者およびスポーツ関係団体指導者、一般市民 

【参加予定者】 

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）鈴木 大久保 

 

（５）第２回市スポーツ・レクリエーション祭（ソフトバレーボールの部）および全市インディ 

アカ大会運営委員会 

   日  時：６月６日（木） 

会  場：市役所３階中会議室 １８：００～ 

【参加予定者】 

柴﨑 岡上 二本柳 天野 福原 小野 小前 上村 （事務局）大久保 

 

（６）関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会 

   日  程：６月７日（金）～８日（土） 

   会  場：埼玉県さいたま市 大宮ソニックシティー 

   参 加 費：２，５００円⇒３，０００円（値上がりしました。） 

【参加予定者】 

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）大久保 
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（７）第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭（第２９回ソフトバレーボール大会） 

            〃            （第３４回グラウンドゴルフ大会 

兼第１１回総合型地域スポーツクラブ対抗戦） 

第２８回全市インディアカ大会 

 

①日時と会場：６月１６日（日） 

（雨天順延）６月２２日（土）グラウンドゴルフのみ 

・グラウンドゴルフ     ９：３０～ 市陸上競技場 

・ソフトバレーボール    ９：３０～ 昭和小学校体育館 

・全市インディアカ大会   ９：００～ 市臨海スポーツセンターアリーナ 

【参加予定者】 

 

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）体育振興課員 

 

②各種目必要役員数 

  【グラウンドゴルフ】 

必要数：８名 

【スポーツ推進委員】   審判長（ 山口 一夫〈生涯スポーツ公認指導員会長〉） 

田村 鈴木洋 田中 

【生涯スポーツ公認指導員】 

山口 尾島 大友 長谷川 高橋 

 

【ソフトバレーボール】 

必要数：８名程度 

【スポーツ推進委員】   審判長（      ） 

上村 岡上 鈴木和 柴﨑 田中 山崎 安土 鶴岡 宮﨑 天野 小前 

                  ↓ 

                            （インディアカへ） 

 

【インディアカ】 

必要数：１２名＋数名（選手出場予定者数１２名） 

【スポーツ推進委員】   審判長（      ） 

選手出場予定委員：井下田 若林 良本 小野 福原 二本柳 山下 

本部付き委員  ： 

 

【生涯スポーツ公認指導員】 

  選手出場予定委員：保立 久村 佐久間 武田 柳井 

 

③受付時間と開会式、試合開始時刻 

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】 

場所 臨海スポーツセンターアリーナ 昭和小学校体育館 市陸上競技場 

２
０
１
９
年
度 

集合 午前８時００分 

受付 午前９時００分 

開会 午前９時３０分 

試合開始  午前９時４５分 

集合 午前８時００分 

受付 午前９時００分 

開会 午前９時３０分 

試合開始  午前９時４５分 

終了後、臨スポへ。 

インディアカの役員補助をする。 

集合 午前７時３０分 

受付 午前８時３０分 

開会 午前９時００分 

試合開始  午前９時１５分 

終了後、臨スポへ。 

インディアカの役員補助をする。 
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議題（３） 

２０１９年度 第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭 

グラウンドゴルフ大会・ソフトバレーボール大会について 

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

２０１９年度 

第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭・第３４回グラウンドゴルフ大会 

（兼第１１回総合型地域スポーツクラブ対抗戦）実施要項 
 

１．趣  旨 ・いつでも、どこでも、だれでも気軽に楽しめるスポーツ・レクリエーション大

会を実施する。 

       ・参加者の幅広い交流を深めるとともに、スポーツ・レクリエーションの普及、

振興を促進する手立てとする。 

 

２．主  催  袖ケ浦市教育委員会 

 

３．日  時  ６月１６日（日） 午前９時００分開会 

（雨天延期 ６月２２日 （土）） 

 

４．会  場  市陸上競技場 

 

５．出場資格  市内在住で小学生以上 

 

６．募集人員  希望者全員 

 

７．対戦方法  個人戦は、ストロークプレーとする。ただし、総合型クラブ対抗戦については、

個人戦の記録を用い、各チームクラブ登録された選手のうち上位６名（男女各３

名）の合計打数により、少ない方を上位とする。 

 

８．表 彰 等 （１）男女別１～３位の選手に賞状及びメダルを授与する。 

（２）男女別４～６位の選手に賞状を授与する。 

（３）ホールインワンが出た場合、ホールインワン賞を授与する。 

（４）総合型クラブ対抗戦として、優勝にはトロフィー、及び上位３チームには、 

賞状を授与する。 

 

９．規 則 等 （１）ホール数は、８ホール×３ラウンドの計２４ホールとする。 

（２）６人一組でラウンドする。（組分けは主催者で行う。） 

（３）順位の決定 

・合計打数の少ない順に上位とする。 

・上記、同数の場合は、最小打数のホールを比較し、多い方を上位とする。 

それでも同数の場合は、次に少ない打数のホールを比較する。 

        ・ホールインワンの場合は、最後に合計打数から３打差し引く。 

（４）その他、日本グラウンドゴルフ協会規則に準ずる。 

 

10．そ の 他 （１）申込〆切 ５月３１日（金）まで 

（２）問合わせ 袖ケ浦市教育委員会体育振興課 ℡６２－３７９１ 

（３）実施判定について 

         悪天候の場合、当日朝６時００分に実施の有無を決定し、各団体代表者へ連絡をする。 

         問合わせは、６時３０分から７時までに市営球場へ。℡６２－５３５０ 

（４）途中降雨の場合、雨量によっては予定したラウンドよりも早く切り上げて、
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勝敗を決めることもございますので、ご了承ください。 

（５）個人戦 男女別１～１０位の選手は、スポレク祭君津地区大会（１１／１０ 

（日）袖ケ浦市会場）への出場資格を得る。なお悪天候による順延大会も開

催されない場合の代表選出は、前年度の上位入賞者とする。 

 

総合型地域スポーツクラブ対抗戦とは・・・ 

現在、市内に５つの総合型地域スポーツクラブが設立され、各クラブが活動をしています。 

   

・平岡地区「名幸ヶ丘ふれあいクラブ」   ・根形地区「ＮＥＳＵＰＯ（ネスポ）」 

  ・長浦地区「ＮＡＧＡＸ（ナガックス）」   ・中富地区「中富ふれすぽクラブ」 

  ・昭和地区「昭和ふらっとスポーツクラブ」  

 

５クラブが定例活動として、グラウンドゴルフに取り組んでいます。このスポレク祭「グ

ラウンドゴルフの部」は、今まで通り個人戦を実施していきます。さらに、平成２１年度

より総合型地域スポーツクラブの交流大会としての位置づけをし、総合型クラブ会員とし

て登録のある選手の個人戦のスコア〔各クラブの上位６名（男女各３名）〕を合計し、ク

ラブ対抗戦として実施いたします。 
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住所            　　　　　　　　　　　　　　

ふりがな

氏　　名

運営委員名記入欄（各クラブより１名選出をお願いします。）

＜申込先＞　　　

袖ケ浦市教育委員会体育振興課

〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場１－１

ＴＥＬ ６２－３７９１

ＦＡＸ ６３－９６８０　

　　〆切　　 ５月３１日(金）　必着

申込責任者

連絡先

5

グラウンドゴルフ大会参加申込書【総合型クラブ】

電話（      ）　

クラブ名

8

7

6

記録員

1

2

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

総合型
クラブ

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

   　　　　　　　　 　　　　　住　　所   　　　　　　　　　　　　　　TEL（※連絡がとりやすい番号を記入下さい。）氏　　名

住　　　所 自宅電話番号№ 年齢 性別

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれすぽ

昭和ふらっと

※一般申込と重複のないようにご注意ください

4

3

※記録員不足のため記録員が可能な方は○をつけてください。
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＊記録員不足のため記録員が可能な方は○をつけてください。
ふりがな

氏　　名

＜申込先＞　　　
袖ケ浦市教育委員会体育振興課
〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場１－１

ＴＥＬ ６２－３７９１

ＦＡＸ ６３－９６８０　

　　〆切　　 ５月３１日(金）　必着

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

団体名（個人名）

申込責任者

連絡先

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

5

7

住所            　　　　　　　　　　　　　　電話（      ）

加入クラブ等

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

8

記録員

＊総合型クラブからの申込と重複のないようにご注意ください

6

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

グラウンドゴルフ大会参加申込書

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

年齢 自宅電話番号№

4

3

名幸ヶ丘・NESUPO
NAGAX・中富ふれす
ぽ
昭和ふらっと、その他

1

2

性別 住　　　所
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２０１９年度 

第２３回袖ケ浦市スポーツ・レクリエーション祭 

第３０回ソフトバレーボールの部大会 実施要項 
１．趣  旨   いつでも、どこでも、だれでも気軽に楽しめるスポーツ・レクリエーション 

大会を実施する。参加者の幅広い交流を深める共に、スポーツ・レクリエー 

ションの普及、振興を促進する手立てとする。 

 

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   袖ケ浦市生涯スポーツ公認指導員会 

 

５．日  時   ６月１６日（日） 

受 付  午前 ９時００分 

開会式  午前 ９時３０分 

 

６．会  場   昭和小学校体育館 

 

７．競技部門 （１）女子の部（年齢制限なし、但し学生は除く） 

        （２）男女混合の部 

（男女各２名を原則とする。男子１名、女子３名でも可とする。年齢制限なし。 

但し学生（中高校生、大学生、専門学生）は除く。） 

                                    以上２部門とする。 

 

８．出場資格 （１）市内在住者とする。 

（ただし、市内５地区総合型地域スポーツクラブ会員の市外在住者の場合は、 

オープン参加として出場できます。） 

       （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します｡ 

 

10．チーム数  制限なし 

 

11．表  彰 （１）優勝チームに優勝杯及び賞状を授与します。 

       （２）２位、３位チームに賞状を授与します。 

       

・「女性の部」      上位２チーム 

・「男女混合の部」    上位２チーム 

※上位２チームは、君津地区スポレク祭（１１／１０（日）袖ケ浦市開催）に参加

   していただきます。 

※原則、市大会に出場したメンバーでの参加となります。 

※登録選手に市外在住者及び学生（中学生・高校生･大学生･専門学校生を含む）チ
   ームの君津地区スポレク祭への出場はできません。 

 

12．規  則 （１）競技人数は、１チーム４名で行う。 

（２）１セット１５点のラリーポイント制で、３セットマッチとする。 

（デュースの場合は、２点差または１７点先取のチームを勝ちとする。） 

       （３）ネットの高さは２ｍとする。 

       （４）コートの広さは、従来のインディアカのコートの広さとする。 

       （５）アタック、ブロックは前衛、後衛関係なく、どの位置においても参加できる。 

       （６）サービス（サーブ）は、オーバーサーブ及びアンダーサーブのいずれかでもよい。 
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※昨年度にあった 

５０歳以上男女混合の部は、

なくなりました。 



       （７）２回続けてボールに触れるとドリブルの反則となる。但し、サービスとレ 

シーブ時に、２回接触した場合はグッドである。 

       （８）ホールディングは、明らかにボールが止まった場合とする。 

       （９）メンバーチェンジは、１セットにつき各チーム４回（４人）以内とする。 

       （10）タイムアウトは、１セットにつき各チーム２回以内（時間は１回３０秒）とする。 

       （11）サービスされたボールをアタックヒット又はブロックしてはいけない。 

（攻撃でない場合は、１回で返っても反則ではない。） 

（12）ゼッケンを胸につける。 

         ←  ２５ｃｍ  → 

↑ 

２０ｃｍ 

↓ 

 

(13)サーバーからボールが離れてから移動する。早すぎた場合アウト・オブ・ 

ポジションとなる。 

       （14）その他詳細は、日本バレーボール協会発刊のルールブックによる。 

(15）審判について、主審、副審、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。自チームの試合の後の試合を担当すること 

を基本とする。 

 

13．対戦方法及び勝敗の決定 

       （１）予選リーグ終了後、決勝トーナメント 

（参加チーム数により対戦方法が変更する場合があります。） 

       （２）勝敗の決定の仕方 

①勝ち試合数が多い。 

②当該チームとの対戦結果による。 

③失セットが少ない。 

④得失点差が多い。 

⑤ジャンケン。 

 

14．その他  （１）主催者側でスポーツイベント保険に加入しております。 

（２）申込期限 ５月２８日（火）まで 

       （３）申込先  専用申込書にて体育振興課まで 

専用申込書は、総合運動場、臨海スポーツセンター、市民会館 

市内各公民館（長浦、平岡、根形、平川公民館、富岡分館）にあります 

（４）問い合わせ先 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム 名 

１ 

【袖ケ浦市教育委員会体育振興課】 

住  所 〒２９９－０２９２ 袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

ＴＥＬ ０４３８（６２）３７９１（直通） 

ＦＡＸ ０４３８（６３）９６８０ 

Mail アドレス sode31@city.sodegaura.chiba.jp 
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市スポレク祭 ソフトバレーボール大会参加申込書 
 

チーム名  

出場部門 

（どれかに○） 
女子 ・ 男女混合 

代表者名 住 所 電話番号 

   

 

選手・監督名 氏 名 年齢 住 所 電 話 

監 督     

１  主 将     

２ 選手名     

３ 選手名     

４ 選手名     

５ 選手名     

６ 選手名     

７ 選手名     

８ 選手名     

申込〆切 ５月２８日（火）まで 
 

 

 高校生・大学生・専門学校生の登録の有無  

             【  有  ・  無  】   ※必ずどちらかを○で囲んでください。  

 

【留意点】 

・選手は４名 ８名登録がなくても参加可能です。 

・審判について、主審、副審、ラインズマン、得点係は各チームからの選出者でお願いいたします。 

・ただし、各チームにおいて人数が不足している場合や審判と試合が重なる場合等は、大会役員
が補助します。その際は、本部にお申し出ください。 

・公認審判員などでなく日常の試合などでできる範囲と考えて結構です。 

・自チームの試合の後の試合を担当することを基本とする。 
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議題（４） 

２０１９年度第２８回全市インディアカ大会について 

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

２０１９年度 

第２８回全市インディアカ大会（兼君津地区スポレク祭予選会）実施要項 
 

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 

   

５ 協  力  袖ケ浦市生涯スポーツ公認指導員会 

 

６ 期  日  ６月１６日（日） 

受 付   午前 ８時３０分 

          開会式   午前 ９時００分 

         競技開始  午前 ９時３０分（予定） 

 

７ 会  場  市臨海スポーツセンター体育館 

 

８ 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）一般男女混合の部 

（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。 

 

９ 出場資格  （１）市内在住者とする 

（ただし、市内５地区総合型地域スポーツクラブ会員の市外在住者の場合
は、オープン参加として出場できます。） 

        （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します｡ 

        （３）主催者側でスポーツイベント保険に加入しております。 

 

10 チーム数  制限なし 

 

11 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） 一般男女混合の部  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 

    以上を授与する。 

・「一般女性の部」      上位２チーム 

・「一般男女混合の部」    上位２チーム 

※上位２チームは、君津地区スポレク祭（１１／１０（日）袖ケ浦市開催）に参加して
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いただきます。 

※原則、市大会に出場したメンバーでの参加となります。 

※登録選手に市外在住者及び学生（中学生・高校生･大学生･専門学校生を含む）チーム
の君津地区スポレク祭への出場はできません。 

 

12 対戦方法 

 ・各部門の種目の対戦方法は下記のとおりとします。 

一般 女子 決勝リーグ戦のみで順位を決定します。 

〃 男子        〃 

〃 男女混合 予選リーグ（１位のみ進出）と決勝トーナメント 

４０歳以上 女子         〃 

〃 混合         〃 

 

13 規  則  

（１）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。 

（２）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、４０歳以上混合     ２．００ｍ 

（３）（１）リーグ戦及び決勝トーナメントともに１試合３セットとする。 

・得点は、１、２セット１８点先取とし、デュースは無いものとする。(大会ルール) 

・ただし、第３セットは１１点先取とし、コートチェンジをしない。 

・予選リーグでの順位のつけ方は、下記のとおりとする。 

 

       （２）勝敗の決定の仕方 

①勝ち試合数が多い。 

②当該チームとの対戦結果による。 

③失セットが少ない。 

④得失点差が多い。 

⑤ジャンケン。 

 

（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、今年度から、主審、副審、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。自チームの試合の後の試合を担当することを基本とする。 

 

（７）試合に使用する試合球（インディアカボール）について 

「中国製」球を使用する。 

 

 

 

 

 

 

チーム名 

№ 

20㎝ 
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袖ケ浦市インディアカ大会参加申込書 
チーム名 地区 区分 

代表者名 住 所 電話（日中連絡がとれる連絡先） 

当日、主審可能な方◎、その他の審判ができる方○を記入してください。 

選手・監督名 氏 名 年齢 住 所 電 話 審判可能 

監 督      

１  主 将      

２ 選手名      

３ 選手名      

４ 選手名      

５ 選手名      

６ 選手名      

７ 選手名      

８ 選手名      

申込〆切 ５月２８日（火）まで 
○記入に際し、下記のことに留意しご記入ください。 

①選手１には主将を記入して下さい。 

②住所及び年齢は、資格確認のため全員お書き下さい。電話番号は、競技中に万一怪我をした  

場合の連絡先として使用します。代表者の電話番号は、日中に連絡の取れる連絡先の記入をお

願いします。 

③監督が、選手と兼務する場合は、監督欄と選手欄両方に記入して下さい。（選手は４～８名） 

④下記の区分により申し込みをして下さい。 

  《一般女子の部》  （年齢制限なし。ただし、学生は不可） 

  《一般男子の部》  （年齢制限なし。ただし、学生は不可 男子３名、女子１名でも可） 

  《一般男女混合の部》（年齢制限なし。ただし、学生は不可 男子１名、女子３名でも可。） 

  《４０歳以上女子の部》 《４０歳以上混合の部》 

    ※対戦方法について、各部門出場参加チーム数により、変更する場合があります。 

  

⑤今年度より、審判については、主審、副審、ラインズマン、得点係は各チームからの選出し 

ていただきますので、当日、主審可能な方◎その他の審判ができる方○を記入してください。 
 

・公認審判員などでなく日常の試合などでできる範囲と考えて結構です。 

・自チームの試合の後の試合を担当することを基本とする。 
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議題（５） 総合型地域スポーツクラブ活性化事業について 
 

２０１９年度総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 事業計画（案） 

 

月 日（曜日） 形態 事 業 名 会 場 

４ 
２０日（土） 会議 ※県総合型クラブ連絡協議会 総会 県営住宅海浜幕張会館 

２５日（木） 〃 第１回運営委員会 
旧館３階中会議室 
18：00～ 

５ ２４日（金） 〃 総会 
旧館３階大会議室 
18：00～ 

６ 

 ２日（日） 行事 第１回スポーツ教室（バドミントン） 臨海スポーツセンター 

１６日（日） 行事 
市スポーツ・レクリエーション祭 
（クラブ対抗グラウンドゴルフ大会） 

市陸上競技場 

9：00～ 

２０日（木） 会議 
第７回交流大会実行委員会議① 

ウォーキングフェスタ実行委員会① 

旧館３階大会議室 

〃  中会議室 

18：00～ 

７  ４日（木） 会議 第２回運営委員会 
旧館３階中会議室 
18：00～ 

９ ８日（日） 行事 ウォーキングフェスタ事前踏査① 平岡地区 

10 

３日（木） 会議 ウォーキングフェスタ実行委員会② 
旧館３階中会議室 
18：00～ 

１２日（土） 行事 ※スポネットちば２０１９ 県総合スポーツセンター 

２４日（木） 会議 第３回運営委員会 
旧館３階中会議室 
18：00～ 

11 
２１日（木） 会議 

第７回交流大会実行委員会議② 

ウォーキングフェスタ実行委員会③ 

旧館３階大会議室 

〃  中会議室 

18：00～ 

  日（ ） 〃 ※総合型クラブサミット 県総合スポーツセンター 

12 
 １日（日）  第７回市総合型地域スポーツクラブ間交流大会 臨海スポーツセンター 

１５日（日） 行事 ウォーキングフェスタ事前踏査② 平岡地区 

２ 

２０日（木） 会議 ウォーキングフェスタ実行委員会④ 
旧館３階大会議室 
18：00～ 

２３日（日） 〃 第２回スポーツ教室（パラリンピックスポーツ） 臨海スポーツセンター 

２７日（木） 〃 第４回運営委員会 
本館２階第１会議室 
18：00～ 

３ 

 １日（日） イベント 市内クラブ共通無料体験会（～３１日まで） 各地区会場 

 ８日（日） 行事 
ウォーキングフェスタ２０２０ｉｎ袖ケ浦

（７回目） 
平岡地区 
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【スポーツ教室について】 

１ 趣旨  市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション環境の創造にむけ、総合型地域ス

ポーツクラブの会員やスタッフを中心とした市民を対象に、スポーツ教室を年２回

実施し、スポーツの技能向上はもとより、スポーツ教室をとおした市民の交流促進

等、本市の地域スポーツ振興を図る。 

↓ 

・各総合型地域スポーツクラブの定例活動の活性化 

・市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

２ 主催  袖ケ浦市教育委員会 

 

３ 協力  袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

      袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 

 

４ 日時および場所 

回 月日（曜日） 時間 会場 内容 

第１回 ６月 ２日（日） ９時～１２時 市臨海スポーツセンター バドミントン 

第２回 ２月２３日（日） ９時～１２時 市臨海スポーツセンター パラスポーツ 

 

５ その他 

スポーツ推進委員の方々には、教室に各地区から参加者を勧誘する。 

 

【その他】 

２０１９年度は、市総合型地域スポーツクラブ間交流大会を実施する。 
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2019/3/1現

未就学児 小学生 中・高校18歳以下 19-59歳 ６０歳以上 全体 地区住民 対地区住民比

名幸ヶ丘ふれあい 0 107 0 215 56 378 5,969 6.3%

NESUPO 4 92 6 61 50 213 5,917 3.6%

NAGAX 0 38 1 27 223 289 27,452 1.1%

中富ふれすぽ 0 38 5 36 72 151 5,494 2.7%

昭和ふらっと 0 40 5 66 154 265 18,920 1.4%

全体 4 315 17 405 555 1,296 63,752 2.0%

１８歳以下割合 11,108 0.2%

児童生徒数割合 4,980 0.3%

          平成３０年度「５クラブ」の会員構成
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名幸ヶ丘ふれあい NESUPO NAGAX 中富ふれすぽ 昭和ふらっと 全体

年齢段階別構成

未就学児 小学生 中・高校18歳以下 19-59歳 ６０歳以上

0%

15%

2%

25%58%

昭和ふらっと

未就学児

小学生

中・高校18歳以下

19-59歳

６０歳以上

0%

25%

3%

24%

48%

中富ふれすぽ

未就学児

小学生

中・高校18歳以下

19-59歳

６０歳以上

0%

28%

0%

57%

15%

名幸ヶ丘ふれあい

未就学児

小学生

中・高校18歳以下

19-59歳

６０歳以上

2%

43%

3%

29%

23%

NESUPO

未就学児

小学生

中・高校18歳以下
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６０歳以上

0%
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NAGAX
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小学生
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６０歳以上
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各クラブの取り組みについて 
 

○名幸ヶ丘 

 

 

 

 

○ＮＥＳＵＰＯ 

 

 

 

 

○ＮＡＧＡＸ 

 

 

 

 

○中富ふれすぽ 

 

 

 

 

○昭和ふらっと 
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議題（６） 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 連絡事項  
（１）名簿について 

  ・確認の上、加除訂正がある場合、記入をお願いします。 

 

（２）第２７回いきいき市原ワンデーマーチについて 

 

（３）その他 

  ・次回の定例会議、  

会議名：第２回定例会議  

日  時：６月１６日（日）スポレク祭・全市インディアカ大会終了後） 

会  場：市臨海スポーツセンター  多目的室  
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参考資料 
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第２７回 いきいき市原ワンデーマーチ開催要項 
 

１．趣 旨 

  新緑の美しい市原市の自然に親しみ、スポーツをとおして参加者同士が親睦を深め、心とからだの健康づく

りを推進する事を目的に、『第２７回いきいき市原ワンデーマーチ』を開催いたします。 

 

２．主 催 市原市 

 

３．主 管 市原市スポーツ推進委員連絡協議会 

 

４．協力（予定） （公財）市原市体育協会、市原市陸上競技協会、市原市レクリエーション協会、 

小湊鐵道（株）、明健会、安由美会、（有）田川農機、三陽メディア(株)、 

ジェフユナイテッド市原・千葉、千葉県立君津青葉高等学校 

 

５．期 日  ４月２９日（月・祝）小雨決行（荒天中止） 

 

６．集合場所  小湊鐵道養老渓谷駅前（スタート・ゴール地点：養老渓谷駅前） 

 

７．コース・参加料 

コース：２５ｋｍ・７ｋｍ・１７ｋｍ・４ｋｍの４コースからお選びください 

参加費：小学生以上４００円  未就学児１００円 

 

○２５ｋｍ・７ｋｍコース  ８：５０～ 出発セレモニー 

＜出発時間＞ 

９：１０ 「いちはらクオードの森経由健脚コース」＊２５ｋｍコース 

９：１５ 「中瀬遊歩道満喫コース」＊７ｋｍコース 

 ○１７ｋｍコース     １０：０５～ 諸注意・準備体操 

＜出発時間＞ 

１０：１５ 「新緑林道満喫コース」＊１7ｋｍコース 

○４ｋｍコース      １１：０５～ 諸注意・準備体操 

＜出発時間＞ 

１１：１５ 「らくらくコース」＊４㎞コース 

 

 

◆２５㎞コース「いちはらクオードの森経由健脚コース」 ※８:５0～ 出発セレモニー 

出発（9:1０） → 牛堀の滝 → 女ヶ倉 → 県立君津青葉高校梅ヶ瀬キャンパス（休憩）→  

いちはらクオードの森もみじ谷コース → いちはらクオードの森《昼食》→ 月崎駅裏 →  

旧白鳥小学校（休憩） → 不動の滝 → 養老渓谷駅前ゴール 

※15:30 までにゴールしてください。 

 

◆7㎞コース「中瀬遊歩道満喫コース」 ※８：50～ 出発セレモニー 

出発（９:１５） → 宝衛橋 → 出世観音 → 観音橋 → 中瀬遊歩道・弘文洞跡 →  

奥養老バンガロー村（休憩） → アートハウスあそうばらの谷 → 宝衛橋 →  

養老渓谷駅前ゴール《ゴール後昼食》           ※1３:３０までにゴールしてください。 

 

 

◆１７㎞コース「新緑林道満喫コース」 ※１０:０５～ 諸注意 

出発（１０:15） → 牛堀の滝 → 女ヶ倉 → 県立君津青葉高校梅ヶ瀬キャンパス（休憩）→ 

県立君津青葉高校梅ヶ瀬キャンパス → 柳川隋道 → 旧白鳥小≪昼食≫ → 不動滝 → 

養老渓谷駅前ゴール 

 

◆４㎞コース「らくらくコース」 ※1１：0５～ 諸注意 

出発（11：15）→ 渓谷橋 → 黒川沼 → 牛堀の滝 → 【折り返し】 → 黒川沼 →  

アートハウスあそうばらの谷 → 宝衛橋 → 養老渓谷駅ゴール《ゴール後昼食》 

※14:00 までにゴールしてください。 

 

 

※1５:３0 までにゴールしてくださ

い。 

－２８－ 

参考資料 



 

・参加者の方にはみそ汁、綿あめ、ポップコーンをサービスします。 

※なくなり次第、終了となりますのであらかじめご了承ください。 

 

 

８．持 ち 物  弁当・水筒（水分は多めにご準備ください）・雨具・健康保険証・ゴミ袋 など 

 

９．申 込 み  当日受付です。受付で参加申込書を提出の上、参加料をお支払いください。 

受付場所  五井駅東口小湊鐵道観光案内所前 ６：４５ ～ 9：１６発の列車発車まで 

         養老渓谷駅前          ８：１０ ～ 各コーススタート１０分前まで 

 

※未就学児を含む参加者全員の申込みが必要です。申込みのない場合、保険が適用されません。 

※受付は混雑が予想されますので、申込用紙は事前に用意することをおすすめします。 

（公民館や市のスポーツ施設などで配布しています。また、市原市ＨＰからダウンロードする

こともできます。） 

 

10．参加資格 どなたでも参加できます。 

（小学生以下は保護者・引率者等、障がいのある人は介添人が必要です） 

※障がいのある人の介添人は、参加者 1人につき 1人まで参加料が無料です。 

        ※ペットを連れての参加はできません。 

 

11．注意事項 

●当日は、15:30をもってイベントを終了します。 

●駐車場（有料）の台数に限りがあるため、ご来場の際は出来る限り公共交通機関をご利用ください。 

●当日の天候など諸事情により、主催者の判断で予定コースを変更する場合があります。また、地震・荒天等

の自然災害、感染症の流行などが生じた場合、イベントを中止する事があります。その際、交通費など個人

負担の費用補償はできません。 

●各自で万全な健康管理のもとにご参加ください。 

●本イベント中、万一事故が発生した場合は、お近くの係員に速やかにお知らせください。なお、主催者加入

の傷害保険の範囲及び応急処置以外の責任は負えません。また、コース外を歩いたり、係員の指示に従わな

かったり、先導者を追い抜いたりした場合は保険の適用外となります。 

●AED は各コースの中間・最後尾の係員が携帯しています。また養老渓谷駅前本部にも設置してあります。 

●イベント中に主催者が撮影した写真や映像を広報紙、新聞、ウェブサイト等に掲載する場合があります。 

●はき慣れた靴をご着用ください。また雨天時や川沿いの場所は滑りやすくなる場合がありますので、滑りに

くい靴・防水性のある靴の着用をおすすめします。 

●イベント開催地域には、サル、イノシシ、マムシなどの野生生物がいます。万が一遭遇した場合には、刺激

を与えず、ゆっくりその場から離れてください。 

 

●車イスやベビーカーを使用される方は、４㎞コースにご参加ください。それ以外のコースは、段差や急な坂

道がありますので、車イスやベビーカーでの参加には適しません。なお、車イスの方は、介添人もご同伴く

ださい。 

●ゴミは各自でお持ち帰りください。 

●歩行中の飲酒・喫煙は禁止です。  

●コース上の矢印看板に沿って進んでください。旗を持った係員が同行いたします。 

  ※コース矢印と旗の色 ２５ｋｍ・・・青 

             １７ｋｍ・・・緑 

              ７ｋｍ・・・オレンジ 

              ４ｋｍ・・・赤 

●協力団体によるみそ汁などのサービスは、なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。 

 

☆小湊鐵道をご利用の方は、１日フリー乗車券（大人 １８００円  子供 ９００円）がお得です。 

詳しくは小湊鐵道株式会社へお問い合わせください。℡ 0436-21-6771 
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【行き】（千葉駅→五井駅→養老渓谷駅）（時刻表は改訂される場合があります） 

JR 

千葉駅発 

JR 

五井駅着 

小湊鐵道 

五井駅発 

小湊鐵道 

上総牛久駅着 

小湊鐵道 

上総牛久駅発 

小湊鐵道 

養老渓谷駅着 

６：４４ ７：０１ ７：０３ → → ８：１３ 

７：２７ ７：４４ ７：５４ ８：２１ 
――トロッコ列車―― 

８：２９ ９：２６ 

８：４４ ９：０１ ９：１６ → → １０：２６ 

 

【帰り】（養老渓谷駅→五井駅→千葉駅）（時刻表は改訂される場合があります） 

小湊鐵道 

養老渓谷駅発 

小湊鐵道 

上総牛久駅着 

小湊鐵道 

上総牛久駅発 

小湊鐵道 

五井駅着 

JR 

五井駅発 

JR 

千葉駅着 

１１：３９ → → １２：４７ １２：５０ １３：０８ 

――トロッコ列車―― 
１３：４８ １４：１５ １４：２０ １４：３８ 

１２：３６ １３：３３ 

１４：１２ → → １５：１５ １５：１９ １５：３８ 

――トロッコ列車―― 
１６：２９ １６：５６ １７：０２ １７：１９ 

１５：２４ １６：２１ 

１６：４１ → → １７：４８ １８：０２ １８：２０ 

 

 ＜トロッコ列車について＞ 

・トロッコ列車は、上総牛久駅から養老渓谷駅間を運行し、停車する駅は「上総牛久」「里見」「養老渓谷」

です。五井駅から上総牛久駅間は通常列車となりますので、接続にご注意ください。 

・トロッコ列車ご利用の場合、通常料金に加えて５００円のトロッコ料金がかかります。 

   ・事前予約が必要となりますので、小湊鐵道トロッコ列車ホームページ又は下記の電話番号にてご確認く

ださい。 

    【トロッコ列車専用ダイヤル：０４３６－２３－５５８４】 

 

12．問い合わせ先  市原市スポーツ振興課  ℡０４３６－２３－９８５１ 

当日の実施判断は、ハローダイヤル０４３６－２３－８６８６（６：００～） 
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