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令和元年度第１回印西市スポーツ推進審議会  

 

令和元年１０月７日（月） 

午後２時００分 

松山下公園総合体育館 会議室 

 

会 議 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題   （１）令和元年度スポーツ事業について 

 

        （２）（仮称）スポーツ広場整備事業について 

 

        （３）スポーツ大会出場奨励金について 

 

        （４）その他 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 



令和元年度スポーツ事業について 

令和元年１０月７日現在  

 

１ 第７０回印旛郡市民体育大会                      するスポーツ 

① 総合開会式  令和元年７月 ６日（土） 印西市 

② 各種競技会  令和元年７月 ７日（日）～２１日（日）［１７競技２５種目］ 

③ 総合閉会式  令和元年８月２４日（土） 印西市 

④ 会場     印旛郡市内全市町  印西市（バスケットボール・バドミントン・陸上） 

（１市町２競技を担当。陸上は印西市・佐倉市で交互開催） 

 ⑤ 総合成績   １位 佐倉市１４９点 ２位 印西市１３８点 ３位 八街市９４点 

 ⑥ 印西市選手  308人 

 ⑦ 印西市成績  優 勝（10）：陸上競技男女・バレーボール男子・バスケットボール女子・ 

弓道・テニス男女・バドミントン女子・ゴルフ・サッカー 

          準優勝（２）：バレーボール男子・空手道 

予算額 2,801,000円 

 

２ 第７４回国民体育大会関東ブロック大会（実行委員会）           みるスポーツ 

 ・スポーツクライミング（リード、ボルダリング） 

① 開催日   令和元年７月２７日（土）～２８日（日） 

② 開催場所  松山下公園総合体育館 

③ 結果    成年女子 １位 山梨県、東京都 ３位 埼玉県 （千葉県５位） 

        少年男子 １位 栃木県 ２位 埼玉県 ３位 千葉県 

        少年女子 １位 東京都 ２位 神奈川県 ３位 埼玉県 （千葉県４位） 

 ・クレー射撃（スキート） 

① 開催日   令和元年７月２７日（土）～２８日（日） 

② 開催場所  成田射撃場 

③ 結果    １位 東京都 ２位 神奈川県 ３位 群馬県 ４位 埼玉県 ５位 栃木県 

（千葉県８位） 

 

３ 第２９回千葉県ラグビーまつりｉｎ印西（補助事業）           みるスポーツ 

① 開催日    令和元年９月１４日（土） 

② 開催場所   松山下公園陸上競技場及び文化ホール 

③ 内 容    一般、スクールの試合 

講演会 第一部 記念講演 林 敏之 氏(元日本代表主将) 

    第二部 元日本代表選手によるトークイベント 

ゲスト 林敏之 氏、太田治 氏、望月雄太 氏、湯原 祐希 氏 



司会  みっちー氏（ラグビー芸人） 

 ④ 来場者数  約 200人 

予算額 300,000円 

 

４ 第２５回関東大学女子駅伝対校選手権大会（後援事業）          みるスポーツ 

① 開催日  令和元年９月２９日（日） 

② 会場   千葉ニュータウン 周回コース 

③ 参加校  23大学 24チーム参加 

④ 結果   １位 城西大学 ２位 日本体育大学 ３位 大東文化大学 ４位 中央大学 

       ５位 東洋大学 ６位 東京農業大学 ７位 拓殖大学   ８位 玉川大学 

予算額 2,988,539円 

 

５ スポーツフェス２０１９（主催事業）          する・みる・ささえるスポーツ 

① 開催日   令和元年１０月１４日（月・祝） 松山下公園内各施設 

② 参加者   未定 

③ 内容    チャレンジスポーツ、体験スポーツ、観るスポーツ 

※スポーツ施設無料（市民） 

 予算額 約 1,500,000円 

 

６ 第６９回千葉県民体育大会                       するスポーツ 

① 総合開会式  令和元年１０月２５日（金）（千葉県総合スポーツセンター） 

② 印西市選手  24競技 112人 

        （水泳・ゴルフ・バレーボール・卓球・柔道・剣道・バスケットボール・レス

リング・陸上・テニス・ハンドボール・ライフル射撃・ウエイトリフティン

グ・ソフトテニス・バドミントン・ボクシング・クレー射撃・山岳・弓道・

アーチェリー・自転車・空手道・トライアスロン・サッカー） 

③ 印西市会場  クレー射撃 １０月２０日（日） 成田射撃場 

山岳競技  １０月２０日（日） 松山下公園総合体育館 

 

７ リードワールドカップ印西２０１９（後援事業）             みるスポーツ 

① 開催日   令和元年１０月２６日（土）～２７日（日） 

② 開催場所  松山下公園総合体育館 

③ 参加者   約 2,500人 

 予算額 約 11,800,000円 

 

８ 第８９回印旛郡市駅伝競走大会                     するスポーツ 

① 開催日  令和元年１２月１日（日） 



② コース  〈中学校男子の部〉 （17.9㎞） ６区間 

岩名陸上競技場～土浮～ラジコン広場～飯田ライスセンター～土浮～岩名陸上競技場 

〈中学校女子の部〉 （10.77㎞）５区間 

岩名陸上競技場～土浮～ラジコン広場～飯田ライスセンター～岩名陸上競技場 

       〈一般・高校の部〉 （29.2㎞） ６区間 

        岩名陸上競技場～ラジコン広場～草ぶえの丘～岩名陸上競技場（周回コース） 

 予算額 13,000円 

 

９ 印西アスリート教室（直営事業）                 する・みるスポーツ 

① 開催日     令和元年１２月１４日（土） 

② 会場    松山下公園総合体育館メインアリーナ 

③ 講師    潮田 玲子氏（北京五輪バドミントン女子ダブルス、ロンドン五輪バドミントン 

混合ダブルス日本代表） 

④ 参加者   市内中学生概ね１００人 

予算額 約 1,300,000円   

 

10 ２０１９いんざい室内棒高跳び大会・記録会（後援事業）      する・みるスポーツ 

① 開催日   令和２年２月９日（土）～１０日（日）  

② 開催場所  松山下公園総合体育館 

 

11 スポーツ医学セミナー 

① 開催日   令和２年３月予定 

② 会場内容  未定 

予算額 30,000円 

 

12 第８回ユースリード選手権印西大会 （後援事業）            みるスポーツ 

① 開催日   令和２年３月２０日（金）～２２日（日） 

② 開催場所  松山下公園総合体育館 

③ 参加者   約３００人 

 

13 クライミング教室・認定会                       するスポーツ 

① 体験会  １５日（6/16・23・30 8/10・17・31 9/28 10/5・12 12/7・14・27 

2/15・22 3/7）各 20人 

           参加者   人（6/16-8/31 106人） 

② 認定会   ４日（6/30 8/31 10/12 3/7）各 10人 

           参加者   人（6/30-8/31 14人） 

予算額 約 570,000円 

 



14 リフレッシュ教室（リズム体操・ヨガ・ソフトエアロ）          するスポーツ 

① 第１期（5/ 8～ 7/19 各種目 10回）参加者 118人（前年度比-14人） 

② 第２期（9/11～11/22 各種目 10回）参加者 116人（前年度比-13人） 

③ 第３期（1/ 8～ 3/13 各種目 10回 定員 概ね 120人 

 予算額 約 1,240,000円 

 

15 学校体育施設開放事業                         するスポーツ 

① 開放状況   全小中学校（小学校１８校 中学校９校）及び旧小学校（宗像小学校、本埜第

二小学校）の体育施設を開放 

② 利用団体   188団体 4,412人（R1.10.1現在） 

③ プール開放  ・民間業者委託による開放 ８校 

            前半７月下旬１０日間 ４校（内野小・西の原小・いには野小・平賀小） 

            後半８月上旬１０日間 ４校（大森小・小倉台小・小林北小・牧の原小） 

利用延べ人数 7,210人（前年度比+906人） 

・地域団体主体による開放 １校（滝野小） 

利用延べ人数 1,288人（前年度比+80人） 

予算額 11,619,000円 

 

16 印西市スポーツ推進委員                   する・ささえるスポーツ 

① 委員数   ３０人 

② 活動内容   ・スポーツ教室（ワンバウンドふらばーるバレー・ミニバドミントン・フロアカーリング） 

前期 ６日（5/17・24・31、6/7・14・21）参加者数 391人(前年度比+215人） 

後期 ３日（10/4・11・18）参加者数 未定（前年度 87人） 

・スポーツ祭（令和元年６月２３日（日））参加者数 46人（前年度比+9人） 

内容 ニュースポーツ、ノルディックウォーク、健康体操 

・スキー教室 参加者数 未定（前年度 19家族 50人） 

                 令和２年１月２５日（土）～２６日（日）※日光湯元温泉スキー場 

予算額 約 3,142,760円 

 

17 印西市スポーツ協会 （補助事業）              する・ささえるスポーツ 

① 加盟団体数  20団体 

② 加盟人数   3,211人（H31.4.1時点） 

③ 主な事業   市民大会・各種大会の開催（54大会） 

市民スポーツ教室の開催（７競技団体） 講習会の実施（７競技団体） 

          ホームページの発信  会報誌（２回） 年鑑の発行 

 予算額 5,700,000円 

 



18 印西市スポーツ少年団 （補助事業）             する・ささえるスポーツ 

① 加盟団体数  9競技 21団体（R1.8末時点）(前年度比-1団体) 

 ② 登録者数   指導者 117人（前年度比-15人） 団員 423人（前年度比-16人） 

 ③ 主な事業   印西市スポーツ少年団交流大会の開催（全体、各競技種目） 

千葉県交流大会への参加 地域事業・行事への参加 

予算額 750,000円 

 

19 スポーツ大会出場奨励金                      ささえるスポーツ 

 ① 交付実績   個人 17件 団体 4件 260,000円（R1.10.4時点） 

   内 訳 

競技 
件数 

大会名 
個人 団体(人) 

空手道 1  日本スポーツマスターズ 2019 空手道競技会 

弓道 1  第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま 2019 

水泳 
1  第 95回日本選手権水泳競技大会 

1  第 74回国民体育大会水泳競技大会 

卓球 2  第 42回全国レディース卓球大会 

テニス 
 

1(3) 第 43回全日本都市対抗テニス大会 

トライアスロン 1  2019 Gyeongju ASTC Triathlon Asian Championships  

バドミントン 

1  第 37回全日本レディースバドミントン選手権大会 

2  第 62回全日本社会人バドミントン選手権大会 

7  第 36回全日本シニアバドミントン選手権大会 

バレーボール 
 

1(1) 第 33回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 

ペタンク  
1(4) 第 34回日本ペタンク選手権大会 

 
1(1) 第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま 2019 

 予算額 400,000円 

 

20 スポーツ施設の管理・運営 

予算額 261,571千円（内スポーツ広場整備費用 約 2億円） 

印旛西部公園 

野球場 

テニスコート 

多目的運動広場 

平賀学園台緑地 テニスコート 

萩原公園 テニスコート 

本埜スポーツ 

プラザ 

野球場 

テニスコート 

多目的球技場 
泉公園 パークゴルフ場 

木下交流の杜公園 多目的運動場 

東京電機大学 
平岡グラウンド 

野球場 

多目的球技場 
 

松山下公園 
陸上競技場 

野球場 

テニスコート 

松山下公園 

総合体育館 

メインアリーナ 

サブアリーナ 

武道場 

多目的室 

会議室 

弓道場 

トレーニングルーム 

高花公園 
野球場 

テニスコート 

牧の原公園 テニスコート 

印旛中央公園 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

弓道場 



 

議題（２）（仮称）スポーツ広場の概要について 
 
（内容） 
 ・木下交流の杜にスポーツ施設として、（仮称）スポーツ広場を新設する。 
 
（スケジュール） 
 ・印西市議会第１回定例会（令和２年３月） 
 ・利用者周知（議決後、広報、ホームページ等により周知） 
 ・予約システム修正（令和２年４月） 
 ・予約受付開始（令和２年５月） 
 ・供用開始予定（令和２年６月） 
 
（仮称）スポーツ広場 
① 使用料関係 

区  分 単 位 金 額 

一  般 ２時間 １，３９０円 

学  生 ２時間 ８３０円 

中学生以下 ２時間 ４１０円 

照  明 ３０分 ２４０円 

   ※市外利用者は倍額 
 
② 供用日と開場時間 

供 用 日 １月４日から１２月２８日 

開 場 時 間 午前７時から午後９時 

 
 



１４－２ 

位置図 

 

図面 

 

 

印西市木下１３５７番４ 

木下小学校 

木下万葉公園 



議題（３） 

印西市スポーツ大会出場奨励金交付要綱の一部改正  新旧対照表  

 

新  旧  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツの振興を図

るため、スポーツ活動において市を代表

して全国大会等に出場するもの 個人及び

団体 に対し、予算の範囲内において交付

する奨励金に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（交付対象者） 

第２条 この要綱に基づき奨励金の交付を

受けることができるものは、 

案① 

市内に住所を有し、全国大会等に出場する

もので、全国大会等に出場する時点におい

て、○年以上継続して市内に居住している

ものとする。 

案② 

  市内に住所を有し、全国大会等に出場する

ものとする。 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるものとする。 

(１) 個人競技 市内に住所を有する者で

全国大会等に出場するもの 

(２) 団体競技 市内に住所を有する者が

所属する団体で全国大会等に出場するも

の 

 

（交付対象となる全国大会等） 

第３条 奨励金の交付の対象となる全国大

会等は、次のとおりとする。 

(１) 県予選、選考会等を経て出場する全

国規模の大会で、次に掲げるもの 

ア 国民体育大会 

イ 文部科学省（スポーツ庁を含む。）又

（趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツの振興を図

るため、スポーツ活動において市を代表

して全国大会等に出場する個人及び団体

に対し、予算の範囲内において交付する

奨励金に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（交付対象者） 

第２条 この要綱に基づき奨励金の交付を

受けることができるものは、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるも

のとする。 

(１) 個人競技 市内に住所を有する者で

全国大会等に出場するもの 

(２) 団体競技 市内に住所を有する者が

所属する団体で全国大会等に出場するも

の 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付対象となる全国大会等） 

第３条 奨励金の交付の対象となる全国大

会等は、次のとおりとする。 

(１) 県予選、選考会等を経て出場する全

国規模の大会で、次に掲げるもの 

ア 国民体育大会 

イ 文部科学省（スポーツ庁を含む。）又



は厚生労働省が主催し、又は後援するス

ポーツ競技大会 

ウ 公益財団法人日本スポーツ協会に加盟

する中央競技団体又は当該団体に属する

団体が主催し、又は後援するスポーツ競

技大会 

エ 全国高等学校体育連盟又は当該連盟に

属する団体が主催し、又は後援するスポ

ーツ競技大会 

エ 公益財団法人日本オリンピック委員会

又は当該団体に加盟する団体が主催し、

又は後援するスポーツ競技大会 

オ 公益財団法人日本障がい者スポーツ協

会又は当該団体に加盟する団体が主催

し、又は後援するスポーツ競技大会 

 (２) その他市長が前号に準ずると認め

る大会 

案② 

２ 前項の規定にかかわらず、学生競技連

盟及び小・中・高等学校体育連盟が主催

する大会は対象としない。 

 

（奨励金の額等） 

第４条 奨励金の額は、10,000円別表のと

おり とする。 

２ 同一の個人又は団体に対する奨励金の

交付は、同一年度内で１回に限るものと

する。ただし、同一の団体であっても男

女別に出場登録する場合は、それぞれを

１つの団体とみなす。 

 

（交付申請） 

第５条 奨励金の交付を受けようとするも

のは、出場する全国大会等の開催日まで

にスポーツ大会出場奨励金交付申請書

（別記第１号様式）に次に掲げる書類を

は厚生労働省が主催し、又は後援するス

ポーツ競技大会 

ウ 公益財団法人日本体育協会に加盟する

中央競技団体又は当該団体に属する団体

が主催し、又は後援するスポーツ競技大

会 

エ 全国高等学校体育連盟又は当該連盟に

属する団体が主催し、又は後援するスポ

ーツ競技大会 

 

 

 

 

 

 

(２) その他市長が前号に準ずると認める

大会 

 

 

 

 

 

（奨励金の額等） 

第４条 奨励金の額は、別表のとおりとす

る。 

２ 同一の個人又は団体に対する奨励金の

交付は、同一年度内で１回に限るものと

する。ただし、同一の団体であっても男

女別に出場登録する場合は、それぞれを

１つの団体とみなす。 

 

（交付申請） 

第５条 奨励金の交付を受けようとするも

のは、出場する全国大会等の開催日まで

にスポーツ大会出場奨励金交付申請書

（別記第１号様式）に次に掲げる書類を
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添付し、市長に申請しなければならない。 

(１) 県予選、予選会等の要領及び結果の

分かるもの 

(２) 出場する全国大会等の要領及び出場

登録の分かるもの 

２ 前項の規定による申請は、個人競技の

場合にあっては出場する個人が行うもの

とし、団体競技の場合にあっては出場す

る個人又は所属する団体の代表者が行う

ものとする。 

 

（交付決定） 

第６条 市長は前条の申請書の提出があっ

たときは、速やかにその内容を審査の上、

交付の可否を決定し、スポーツ大会出場

奨励金交付決定（却下）通知書（別記第

２号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

  

（交付） 

第７条 市長は前条の規定により奨励金の

交付を決定したときは、速やかに奨励金

を交付するものとする。 

  

（結果報告） 

第８条 前条の規定により奨励金の交付を

受けたものは、出場した全国大会等が終

了した日から起算して 30日を経過した日

又は当該年度の３月 31日のいずれか早い

日までに、スポーツ大会出場結果報告書

（別記第３号様式）に全国大会等の結果

が分かる資料を添付し、市長に報告しな

ければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、第６条の規定により交付

添付し、市長に申請しなければならない。 

(１) 県予選、予選会等の要領及び結果の

分かるもの 

(２) 出場する全国大会等の要領及び出場

登録の分かるもの 

２ 前項の規定による申請は、個人競技の

場合にあっては出場する個人が、団体競

技の場合にあっては出場する団体の代表

者が行うものとする。 

 

 

（交付決定） 

第６条 市長は前条の申請書の提出があっ

たときは、速やかにその内容を審査の上、

交付の可否を決定し、スポーツ大会出場

奨励金交付決定（却下）通知書（別記第

２号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

  

（交付） 

第７条 市長は前条の規定により奨励金の

交付を決定したときは、速やかに奨励金

を交付するものとする。 

  

（結果報告） 

第８条 前条の規定により奨励金の交付を

受けたものは、出場した全国大会等が終

了した日から起算して 30日を経過した日

又は当該年度の３月 31日のいずれか早い

日までに、スポーツ大会出場結果報告書

（別記第３号様式）に全国大会等の結果

が分かる資料を添付し、市長に報告しな

ければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、第６条の規定により交付
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の決定を受けた者が次の各号のいずれか

に該当するときは、交付の決定の全部又

は一部を取消すことができる。 

(１) 虚偽その他不正な手段により奨励金

の交付を受けたと認められるとき。 

(２) その他市長が奨励金を交付すること

が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定

の全部又は一部を取り消したものに対

し、奨励金の全部又は一部の返還を命じ

るものとする。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行し、平

成 29年４月１日から適用する。 

（交付申請及び結果報告の特例） 

２ この告示の施行前に開催された全国大

会等に出場したものの交付申請は、第５

条第１項の規定にかかわらず、平成 30年

３月 31日までに行うものとする。 

３ 前項の交付申請に係る結果報告は、第

８条の規定にかかわらず前項の交付申請

の際に併せて行うものとする。 

（失効） 

４ この告示は、平成 32令和５年３月 31 日

限り、その効力を失う。ただし、この告

示の失効前にこの告示の規定によりなさ

れた手続その他の行為は、なお従前の例

による。 

別表（第４条） 

  区分 奨励金の額 

個人 10,000円 

団体 
10,000円×対象者数（上限

50,000円） 

備考 奨励金の額の欄の対象者数は、市内

の決定を受けた者が次の各号のいずれか

に該当するときは、交付の決定の全部又

は一部を取消すことができる。 

(１) 虚偽その他不正な手段により奨励金

の交付を受けたと認められるとき。 

(２) その他市長が奨励金を交付すること

が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定

の全部又は一部を取り消したものに対

し、奨励金の全部又は一部の返還を命じ

るものとする。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行し、平

成 29年４月１日から適用する。 

（交付申請及び結果報告の特例） 

２ この告示の施行前に開催された全国大

会等に出場したものの交付申請は、第５

条第１項の規定にかかわらず、平成 30年

３月 31日までに行うものとする。 

３ 前項の交付申請に係る結果報告は、第

８条の規定にかかわらず前項の交付申請

の際に併せて行うものとする。 

（失効） 

４ この告示は、平成 32年３月 31日限り、

その効力を失う。ただし、この告示の失

効前にこの告示の規定によりなされた手

続その他の行為は、なお従前の例による。 

別表（第４条） 

 
 



の団体にあっては全国大会等に出場する

選手の数、市外の団体にあっては全国大

会等に出場する選手のうち、市内に住所

を有する者の数とする。 
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