
射水市交流大会報告書

ねんりんピック富山2018射水市実行委員会



テーマ

シンボルマーク

大会マスコット

「夢つなぐ　長寿のかがやき　富山から」

「きときと君」

　老いも若きも仲よく、共に生きていく社会を二人の人物で表しています。
　また、２つの円は、その組み合わせにより、お互いに助け合い、健康と福
祉の輪が未来に向かって広がっていくことを意味しています。

　きときと君はスポレクとやま2010のマスコットとして誕生し、富山県の
スポーツ振興や新幹線の開業等たくさんの場所で、富山県のＰＲ活動をして
います。ねんりんピック富山2018でも、大会の成功のために、そして富山
のＰＲのために、たくさん応援し、大会を盛り上げます。



　第31回全国健康福祉祭とやま大会「ねんりんピック富山

2018」が、平成30年11月３日から６日までの４日間、「夢つな

ぐ　長寿のかがやき　富山から」をテーマにたくさんの思い出を残

し、盛会のうちに幕を閉じることができました。

　これもひとえに、全国からお越しの皆様をおもてなしの心で歓迎

し、温かみのある大会となるようご尽力いただいた市民の皆様をは

じめ、各種目の競技団体や関係機関・団体の皆様方のご支援、ご協

力の賜物と心から感謝とお礼を申し上げます。

　本市では、弓道、パークゴルフ、健康マージャンの３種目の交流

大会を開催し、熱戦が繰り広げられるとともに交流の輪がさらに広

がり、素晴らしい交流大会になりました。

　また、参加者の皆様には、地元食材を使ったふるまい鍋や新湊大

橋、海王丸などを巡るミニ観光ツアー、歓迎アトラクションなどに

より、本市の魅力である食の美味しさ、ベイエリアの素晴らしい景

観、伝統文化を十分堪能していただいたものと思います。

　本大会を契機として、本市といたしましても健康で生きがいを

持って心豊かに生活できる長寿社会づくりを推進し、高齢者を含む

全ての年齢層が活躍し、地域で共に支え合う社会の実現に向けた取

組を引き続き進めてまいります。

　結びに、本交流大会の開催にあたり、多大なるご尽力を賜りまし

た全ての皆様に心からお礼申し上げますとともに、今後のご健勝と

ご活躍を祈念いたしまして、発刊にあたってのごあいさつといたし

ます。

ねんりんピック富山2018
射水市実行委員会会長
射水市長　夏　野　元　志

発刊にあたって
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大会会長あいさつ：富山県知事　石井　隆一

総合開会式 期日
会場

平成30年11月３日土
富山県総合運動公園陸上競技場
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小杉爆笑劇団の笑劇　たくさんの笑いと拍手がおこりました！

開始宣言：富山県弓道連盟会長　岡本　仁

大島つばさ保育園児の元気いっぱいのアトラクション最高齢者賞授与

選手宣誓：富山県代表　水口　辰郎・野開　律子大会会長あいさつ：射水市長　夏野　元志

弓　道
期　　日

会　　場

参加人数

11月３日土～５日月

開始式　11月３日土　【会場】アイザック小杉文化ホール

交流大会
大島弓道場・ヨシダ大島体育館
70チーム455人（男性318人・女性137人）
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監督会議　11月３日土　【会場】アイザック小杉文化ホール

弓道交流大会会場の様子



6

交流大会の様子
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表彰式　11月５日月

優勝◆埼玉県

第３位◆広島県

準優勝◆福岡県

第３位◆横浜市
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パークゴルフ
期　　日

会　　場

参加人数

11月４日日～５日月

公式練習・代表者会議　11月４日日

交流大会
下村パークゴルフ場
133人（男性84人・女性49人）
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選手宣誓：富山県代表　稲田　通之・佐伯　俊子

下村小学校児童による「稚児舞」披露

歓迎のことば：射水市議会議長　高橋　久和

開始式　11月５日月

133人（男性84人・女性49人）
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交流大会の様子
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表彰式　11月５日月

最高齢者賞

高齢者賞射水市特別賞



12

選手宣誓：富山県代表　岩白　信三

健康マージャン
期　　日

会　　場

参加人数

11月４日日～５日月

開始式　11月４日日

交流大会
アルビス小杉総合体育センター
275人（男性228人・女性47人）

最高齢者賞 高齢者賞 射水市特別賞
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交流大会の様子

275人（男性228人・女性47人）
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ゲストプロとの麻雀何切る問題と解説

越中八尾おわら道場による越中おわら節

いみず祭り実行委員会による射水のじた踊り
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表彰：副市長　磯部　賢

会場の様子

表彰式

団体戦優勝：横浜市 団体戦準優勝：宮城県 団体戦第３位：愛知県

個人戦優勝 個人戦準優勝 個人戦第３位
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健康づくり教室
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おもてなし
ふるまい鍋、ドリンクコーナー

ミニ観光ツアー
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選手代表のことば：小高根　正昭

開催前イベント
開催200日前イベント　平成30年４月17日火　【会場】射水市庁舎１階エントランスホール

射水市選手壮行会　平成30年10月17日水　【会場】射水市庁舎４階401会議室
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歓迎装飾



20

制作物・記念品一覧
交流大会参加記念品

啓発グッズ

缶バッジ

カイロ

ボールペン

卓上のぼり旗
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スタッフ用装飾

印刷物

IDカード

種目別プログラム

封　筒

歓迎ステッカー

リーフレット

開催告知ポスター

スタッフベスト
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総合閉会式 期日
会場

平成30年11月６日火
富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール）
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２　交流大会の運営

３　広報活動

４　交流大会準備経過

５　交流大会成績
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１　交流大会の概要
（１）主催　厚生労働省　富山県　一般財団法人長寿社会開発センター

　　　ねんりんピック富山2018実行委員会　射水市
　　　ねんりんピック富山2018射水市実行委員会
共催　スポーツ庁
主管　富山県弓道連盟　富山県パークゴルフ協会連合会
　　　富山県健康マージャン推進実行委員会
後援　公益財団法人全日本弓道連盟　公益社団法人日本パークゴルフ協会
　　　一般社団法人日本健康麻将協会　一般社団法人全国麻雀段位審査会　日本麻雀連盟

（２）大会日程及び会場
種　目 日　　程 会　場

弓　道

11月3日（土）
監 督 会 議 15:00～16:00

アイザック小杉文化ホール
開 始 式 16:15～17:15

11月4日（日）
交 流 大 会 9:30～15:40

大島弓道場・ヨシダ大島体育館
交 歓 試 合 15:50～18:00

11月5日（月）
交 流 大 会 8:30～17:30

表 彰 式 18:00～18:30

パークゴルフ

11月4日（日）
公 式 練 習 9:30～15:30

下村パークゴルフ場
代 表 者 会 議 15:00～15:35

11月5日（月）
開始式・交流大会 8:30～13:00

表 彰 式 14:15～14:45

健康マージャン

11月4日（日） 開始式･交流大会 9:30～16:00

アルビス小杉総合体育センター
11月5日（月）

団 体 戦 表 彰 式 9:30～　9:50

交 流 大 会 10:00～14:45

個 人 戦 表 彰 式 15:40～16:15

（３）参加者数

種　目 チーム
選手・監督

男性 女性 計

弓　道 70チーム 318人 137人 455人

パークゴルフ 34チーム 84人 49人 133人

健康マージャン 69チーム 228人 47人 275人

合　計 630人 233人 863人
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２　交流大会の運営
（１）参加記念品

　射水市交流大会に参加された選手・監督全員に参加記念品として、本市の特産品等を選定
し贈呈した。

品
　
目

しろえび・ほたるいか姿焼きかき餅、米一番１kgパック、とろろ昆布80ｇパック、
大会記念タオル、シューズ用竹炭脱臭剤（障がい者支援施設作製）、オリジナル缶
バッジ、携帯用カイロ、参加記念メダル（県作製）

（２）最高齢者賞・高齢者賞・射水市特別賞
　参加選手のうち各種目の男女の最高齢者に最高齢者賞、次に高齢の男女各３名に高齢者賞
として表彰した。また、選手・監督のうち射水市に関連する記念日と同じ誕生日の方を射水
市特別賞として表彰した。各受賞者には副賞として射水市特産品を贈呈した。後日、受賞者
から多くのお礼の声が届いた。

　　
　　　ア　最高齢者賞（副賞：新湊産タグ付き紅ズワイガニ）	 （敬称略）

種　目 男性の部 女性の部

弓　道 87歳 大　西　　　東（熊本県） 93歳 白　井　栄　子 （千葉県）

パークゴルフ 90歳 黒　崎　邦　夫（堺市） 83歳 小松崎　み　つ（茨城県）

健康マージャン 90歳 寺　田　　　貢（東京都） 90歳 今　西　祀　子  （三重県）

　　　
　　　イ　高齢者賞（副賞：細工かまぼこ４点セット）	 （敬称略）

種　目 男性の部 女性の部

弓　道

87歳 山　口　藤　夫（静岡市） 92歳 岩　本　千鶴子（静岡市）

87歳 鈴　木　茂　雄（山梨県） 88歳 藤　沼　幸　子  （栃木県）

85歳 山　中　一　利（東京都） 84歳 副　島　多恵子（福岡県）

パークゴルフ

87歳 谷　口　晴　俊（堺市） 82歳 上　田　和　子  （徳島県）

86歳  　川　正　人（大阪市） 82歳 小宇羅　美智枝（広島市）

83歳 帆　角　義　則（石川県） 79歳 大　川　登志子（茨城県）

健康マージャン

90歳 流　川　壽　雄（和歌山県） 86歳 松　本　常　子（北九州市）

89歳 藤　本　　　進（大阪府） 83歳 廣　田　みどり（長野県）

86歳 九　戸　健　介（青森県） 81歳 石　田　朝　子  （香川県）

　　　
　　　ウ　射水市特別賞（副賞：シロエビ贅沢４点セット（シロエビの刺身、昆布〆等））

種　目 　　　　　受賞者　　（敬称略）

弓　道 森　　　幸　子（石川県）

パークゴルフ 辻　村　洋　二（神奈川県）

健康マージャン
和　田　孝　行（茨城県）

池　上　節　子（富山県）

※射水市特別賞は市制施行記念日の11月１日と同じ
誕生日の方とした。パークゴルフ種目には該当者が
いなかったため、市の観光名所である海王丸パーク
が恋人の聖地に選定された2月14日と同じ誕生日の
方とした。
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（３）歓迎アトラクション
　全国から訪れた選手・監督をはじめ来場者の皆さんに、楽しい時間を過ごしていただける
よう、本市ならではのアトラクションで歓迎した。

種　目 出演団体名 演　目 出演日時

弓　道
大島つばさ保育園 きときと夢体操

ねんりんピックVer.
11月3日

16:15
～16:20 開始式前

小杉爆笑劇団 笑劇 16:25
～16:50 開始式前

パークゴルフ 下村小学校 稚児舞 11月5日 8:45
～9:00 開始式前

健康マージャン

いみず祭り実行委員会 のじた踊り 11月4日 13:20
～13:35 昼食後

こすぎ総合スポーツクラブきらり
（指導：赤井美佐子） リフレッシュ体操

11月5日

12:35
～12:40 昼食後

越中八尾おわら道場 越中おわら節 15:10
～15:30 表彰式前

（４）健康づくり教室
　各種目会場において、日頃の健康管理や健康づくりの大切さを啓発するため、健康づくり
コーナーを設置し、脳年齢・血管年齢・骨密度・血圧の測定、健康相談及び口腔相談指導を
実施した。

種　目
参加人数

４日（日） ５日（月） 計

弓　道 698人 361人 1,059人

パークゴルフ 192人 165人 357人

健康マージャン 325人 317人 642人

合　計 1,215人 843人 2,058人
・協力団体：射水市ヘルスボランティア連絡協議会、射水市歯科医師会
・口腔相談指導はパークゴルフ会場で実施

（５）医事衛生
　各種目会場に救護所を設置し、医師１名、看護師1名または保健師２名を配置した。

 （単位：人）

種　目
擦り傷 切り傷 風邪 その他 計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計

弓　道 1 1 0 1

パークゴルフ 0 0 0

健康マージャン 3 2 1 4 2 6

合　　計 3 0 1 0 0 2 1 0 5 2 7
・協力団体：射水市医師会
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（６）宿泊
　富山県実行委員会が選手・監督の宿泊について、指定宿泊施設を定め広域配宿を行った。

種　目 宿泊施設所在地 11月３日 11月４日 11月５日 11月６日 計

弓　道

射水市（4施設） 97人 97人 79人 0人 273人

富山市（9施設） 155人 155人 143人 0人 453人

高岡市（4施設） 120人 121人 119人 0人 360人

氷見市（1施設） 20人 20人 13人 0人 53人

砺波市（1施設） 34人 34人 30人 7人 105人

計 426人 427人 384人 7人 1,244人

パークゴルフ

富山市（4施設） 49人 45人 41人 0人 135人

高岡市（2施設） 53人 53人 28人 0人 134人

計 102人 98人 69人 0人 269人

健康マージャン

富山市（9施設） 195人 196人 130人 0人 521人

高岡市（1施設） 22人 22人 16人 0人 60人

氷見市（1施設） 19人 17人 16人 0人 52人

計 236人 235人 162人 0人 633人

３種目 合  計 764人 760人 615人 7人 2,146人

（７）輸送交通・警備防災
　　　ア　計画輸送バス

　富山県実行委員会が運行した計画輸送バスに本市実施本部員が添乗し、３日は総合開会
式会場から各指定宿泊施設まで、４日、５日は各指定宿泊施設と各種目会場間の往来につ
いて、誘導、乗車確認及び案内等を行った。

種　目
11月3日 11月4日 11月５日

監督会議行 開始式行 宿泊施設行 会場行 宿泊施設行 会場行 宿泊施設行

弓　道
2台 15台 15台 14台 14台 14台 14台

66人 365人 424人 389人 390人 390人 356人

パークゴルフ ―　 ―
4台 4台 4台 4台 4台

92人 100人 96人 96人 72人

健康マージャン ― ―
8台 8台 8台 8台 8台

228人 241人 241人 241人 173人

　　　イ　無料シャトルバス
　各種目最終日に離県される選手・監督の移動に無料シャトルバス（各種目会場→あいの
風とやま鉄道小杉駅）を運行した。

種　目 11月5日　小杉駅行

弓　道 19時00分発 0人

パークゴルフ 15時00分発 18人

健康マージャン 16時30分発 27人



28

ウ　駐車場・交通整理
　各種目会場において、計画輸送バス、大会関係者及び一般来場者等の駐車場を指定する
とともに、車両の円滑な通行及び歩行者の安全確保の観点から、駐車場・進入路等に本市
実施本部員を配置し誘導・案内等を行った。

　　　エ　警備・防災
　各種目会場において、参加者等への防犯・警備・安全を確保するため、本市実施本部員
を配置した。また、市消防署職員による巡回警戒を行い、火災及び災害等の防止等に努め
た。

（８）ふるまい鍋及びドリンクサービス
　　　ア　ふるまい鍋

　各種目会場において、地元食材を使ったふるまい鍋を提供した。参加者からは口々に美
味しいと好評を得た。

種　目 11月4日（日） 11月5日（月） 協力団体

弓　道 すり身汁 600食 豚汁 600食 新湊漁業協同組合

パークゴルフ 豚汁 200食 すり身汁 200食 射水市食生活改善推進協議会

健康マージャン 赤ずいき汁 300食 すり身汁 300食 こすぎ総合スポーツクラブきらり

　　　イ　ドリンクサービス
　各種目会場にドリンクコーナーを設置し、ホットコーヒー、緑茶、スポーツドリンク、
各種清涼飲料水のドリンクサービスを行った。

（９）販売ブース
　各種目会場において、射水市特産物の販売や大会参加者等の便宜を図るため、販売ブース
を設置し、多くの参加者が利用した。

種　目 　　　　　　　　　　　店　舗　名　　　　　　　　　（全15店舗）

弓　道
㈲大倉弓具店、皆中堂、㈱ヨコブリシ、㈲丸龍庵、川口食品、㈱米田、
西濃運輸（宅配便）

パークゴルフ ㈲小杉スポーツ、黒河筍加工グループ、佐川急便（宅配便）

健康マージャン 魚源食品工業㈱、さと味工房、㈲斗々庵二俣屋、安吉水産、ヤマト運輸（宅配便）
協力団体：射水商工会議所、射水市商工会



29

（10）ミニ観光ツアー
　本市の魅力を実感していただくため、弓道、パークゴルフの参加者を対象にミニ観光ツ
アーを企画し、交流大会前に選手・監督に配付される種目別プログラムに掲載した。参加者
は、「新湊大橋からの眺めや海王丸の美しさ、内川の景色に感動した。」「観光ボランティア
の説明が良かった。楽しかった。」と好評であった。

コース名 内　容 実施日 参加人数

新湊大橋からの絶景と日本のベ
ニス内川散策
お勧めポイント：絶景を眺めながら新湊大橋
を渡り、豪華絢爛な曳山が展示されている川
の駅新湊で曳山の魅力にふれてください。日
本のベニスと言われる内川を散策し、映画
「人生の約束」の撮影現場である番屋カフェ
にてティータイムをお楽しみいただいた後
は、新湊きっときと市場で富山湾の海産物の
ショッピングをお楽しみください。

パークゴルフ会場⇒新湊大橋・海王丸
パーク⇒川の駅新湊⇒番屋カフェ⇒新湊
きっときと市場⇒パークゴルフ会場

11月4日 4人

弓道会場⇒新湊大橋・海王丸パーク⇒川
の駅新湊⇒番屋カフェ⇒新湊きっときと
市場⇒弓道会場

11月5日 44人

協力団体：観光ボランティア新湊あゆの風 合　計 48人

　
（11）交流大会関連イベント

　各種目会場において、交流大会関連イベントを開催した。
　　　ア　交歓試合（弓道）

　弓道交流大会に出場しない選（交代選手）を対象に交歓試合を行い、101名が参加し
た。

　　　☆　的中賞（４射中２中）受賞者一覧【39名】	 （敬称略）

氏　名（都道府県・政令指定都市） 氏　名（都道府県・政令指定都市） 氏　名（都道府県・政令指定都市）

渡　邊　一　兵 岐阜県 副　島　多恵子 福岡県 小　林　睦　美 山梨県

森　　　幸　子 石川県 君　島　曜　子 栃木県 大　志　万文雄 京都府

山　﨑　初　蔵 福井県 大　柿　正　雄 栃木県 安　江　嘉　子 滋賀県

岸　本　修　身 静岡県 別　府　重　幸 熊本県 征　矢　　　憲 長野県

渡　邉　八重子 三重県 礒　本　秀　昭 広島県 菅　原　智　子 千葉市

下　田　逞　次 埼玉県 藤　本　靖　雄 広島県 森　　　和　子 福岡市

吉　澤　美恵子 川崎市 唐　澤　忠　雄 新潟県 志　田　正　実 茨城県

寺　師　卓　爾 鹿児島県 橋　爪　ヒロ子 新潟県 沖　田　紀　子 茨城県

内　山　高　顯 大阪府 武　内　玉　江 山口県 米　津　　　薫 愛知県

樋　口　健　人 名古屋市 齋　藤　八　郎 東京都 佐　藤　文　夫 愛知県

永　井　政　秋 名古屋市 武　知　完　侍 徳島県 吉　田　昇　一 石川県

水　谷　由起江 島根県 荒　井　忠　夫 富山県 石　川　吉　郎 新潟県

今　井　夫　佐 兵庫県 鈴　木　茂　雄 山梨県 永　津　国　明 静岡市
＊【的中賞】として地酒《太閤山》１合瓶を贈呈した。
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　　　イ　ホールインワンゲーム（パークゴルフ）
　交流大会終了後、全選手を対象にわかばコース２番ホールで行い、131名が参加した。

　　　☆ホールインワン賞受賞者一覧【３名】（敬称略）

氏　名（都道府県・政令指定都市）

竹　内　隆　義 大阪市

町　田　祥　子 愛媛県

 　川　弘　子 大阪市
＊【ホールインワン賞】として特製オリジナルリストバンドを贈呈した。

　　　ウ　ゲストプロとのお楽しみ対局（健康マージャン）
　ゲストプロとの対局希望者をリハーサル大会会場やホームページ等で一般公募した。各
日30名（計60名）が参加し、ゲストプロとのマージャン対局を楽しんだ。
　ゲストプロ：井出 洋介プロ、土田 浩翔プロ、山井 弘プロ、高宮 まりプロ

　　　
　　　エ　ゲストプロとの麻雀何切る問題と解説（健康マージャン）

　ゲストプロから次の麻雀牌は何を切りますか？の問題が提示され、ゲストプロが壇上で
どの牌を切るか様々な意見を交わし、ユーモラスに会場を盛り上げた。
　進行：安城 るいプロ　ゲストプロ：上記ゲストプロに同じ

（12）実施体制
　　　ア　大会役員等

種　目 大会役員 競技役員 競技補助員 実施本部員 ボランティア 計

弓　道 47人 92人 82人 55人 11人 287人

パークゴルフ 46人 40人 ― 41人 ８人 135人

健康マージャン 52人 47人 ― 50人 13人 162人

合計 145人 179人 82人 146人 32人 584人
・競 技 補 助 員　　富山県立高岡西高等学校、富山県立高岡工芸高等学校、富山県立大門高等学校及び

　　　　　　　　　　　　　　富山国際大学付属高等学校の弓道部

　　　　　・ボランティア　　一般公募ボランティア、射水市ボランティア連絡協議会、射水市婦人会、
　　　　　　　　　　　　　　射水市ヘルスボランティア連絡協議会
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　　　イ　実施本部

ねんりんピック富山2018射水市実施本部組織図

本部長
（副市長）

本部長

副本部長
（教育長、福祉保健部長）

副本部長

会場長 
（課長・班長級）

会場長

会場長

会場長

班長
（課長補佐級）

係長
（係長・主査級）

係員
（一般職員）

係員

係員

係員

総務係長

総務係長

総務係長

係員

係員

係員

受付案内係長

受付案内係長

受付案内係長

係員

係員

係員

係員

係員

係員

事務局員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

記録写真係長

記録写真係長

記録写真係長

輸送係長

輸送係長

輸送係長

事務局室長

消防救急係長

消防救急係長

消防救急係長

おもてなし係長

おもてなし係長

おもてなし係長

総務班長

総務班長

総務班長

輸送班長

輸送班長

輸送班長

事務局次長事務局長

消防救急班長

消防救急班長

消防救急班長

競技式典班長

競技式典班長

競技式典班長

弓道会場

おもてなし班長

おもてなし班長

おもてなし班長

係員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

救護係長

救護係長

救護係長

環境美化係長

環境美化係長

環境美化係長

会場係長

会場係長

会場係長

係員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

係員

駐車場係長

駐車場係長

駐車場係長

健康づくり教室係長

健康づくり教室係長

健康づくり教室係長

式典表彰係長

式典表彰係長

式典表彰係長

パークゴルフ会場

健康マージャン会場

実行委員会事務局

（ねんりんピック推進班員）（ねんりんピック推進班長）（福祉保健部次長
社会福祉課長）

（福祉保健部長）
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３　広報活動
　第31回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピック富山2018）の趣旨や内容を広く周知し、
大会への理解と参加意欲の高揚を図るため、関係機関・団体と連携のもと、各種広報媒体を活用
し、計画的・効果的な広報活動に努めた。

　
（１）印刷物等による広報
　　　ア　市広報誌「広報いみず」（市内各戸配布）

　　　　　　・平成29年度：２回
　　　　　　・平成30年度：８回

　　　イ　ポスター、パンフレット、種目別プログラム等
印　刷　物 数　量

射水市交流大会開催ＰＲパンフレット 2,500部

射水市交流大会開催ポスター 200部

種目別プログラム

弓　道 1,200部

パークゴルフ 900部

健康マージャン 1,000部

実行委員会封筒
角２ 1,000枚

長３ 2,000枚

　　　ウ　啓発グッズ
物　品　名 数　量

ポケットティッシュ 4,000個

ボールペン 1,500本

缶バッジ 3,000個

ミニのぼり旗 200本

タオル 450枚

携帯用カイロ 1,500個

（２）マスメディアによる広報
　　　ア　ラジオ放送

　ＦＭとやま（10月31日,11月2日）及びエフエムいみず（10月22,23日）に事務局員
が出演し、射水市交流大会についてＰＲを行った。

　
　　　イ　インターネット

　市ホームページを活用し、射水市実行委員会の活動状況のほか、大会種目・日程等の概
要、ボランティア及び売店等の募集情報等を掲載した。
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（３）イベントによる広報
イベント名 月　日 内　　容

開催200日前イベント 4月17日
カウントダウンボード除幕、きときと夢体操ねんりん
ピックバージョンの披露、ミニのぼり旗各課配付掲出

越中だいもん凧まつり 5月20日
オリジナル缶バッジ作成体験、のぼり旗設置、ポケッ
トティッシュ、ＰＲパンフレット配布

富山新港花火大会 7月29日
オリジナル缶バッジ、ポケットティッシュ、ＰＲパン
フレット配布

新湊カニかに海鮮白えびまつり 10月14日
壇上マイクＰＲ、のぼり旗設置、ポケットティッ
シュ、ＰＲパンフレット配布

射水市一斉クリーン大作戦 10月21日 種目会場周辺清掃、のぼり旗設置

（４）工作物等による広報
項　目 設置数 設置箇所

カウントダウンボード 1基
市役所本庁舎

懸垂幕 1枚

広告塔 2基 あいの風とやま鉄道小杉駅北口・南口

花きプランター 150個
各種目会場

歓迎のぼり旗 170本
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４　交流大会準備経過
年　月　日 内　　　容

【平成23年度】

平成24年 ２ 月17日 第31回全国健康福祉祭(平成30年度)の富山県開催が内定

　　　 ２ 月27日 厚生労働大臣から開催決定の通知

【平成27年度】

平成27年 ５ 月29日 富山県市町村主管課長・競技団体等説明会（交流大会開催意向調査等）

平成28年 ３ 月29日 県から射水市開催種目（弓道、パークゴルフ、健康マージャン）の内定通知

【平成28年度】

平成28年 ７ 月25日 ねんりんピック富山2018実行委員会設立総会・第１回総会（実施種目決定）

10月15日～16日 第29回全国健康福祉祭ながさき大会を視察（長崎市、島原市）

【平成29年度】

平成29年 ４ 月 １ 日 射水市福祉保健部社会福祉課「ねんりんピック推進班」設置（職員４名兼務２名含む）

４ 月25日 富山県市町村・競技団体等連絡会議

６ 月26日 ねんりんピック富山2018射水市実行委員会設立総会・第１回総会

８ 月18日 第１回総務企画専門委員会及び競技式典専門委員会

９ 月 ９ 日～12日 第30回全国健康福祉祭あきた大会を視察（秋田市、北秋田市、東成瀬村）

　　　　 11月26日 弓道交流大会リハーサル大会(第64回地域職域対抗弓道大会)

平成30年 ３ 月22日 第２回総務企画専門委員会及び競技式典専門委員会

【平成30年度】

平成30年 ４ 月 １ 日 「ねんりんピック推進班」に職員１名を追加配置（職員５名兼務２名含む）

４ 月 ６ 日 ねんりんピック富山2018射水市実行委員会第２回総会

４ 月14日 健康マージャン交流大会リハーサル大会(第5回健康ビッグマージャン)

４ 月17日 開催200日前イベント（カウントダウンボード設置他）

４ 月20日 富山県市町村・主管団体連絡会議

５ 月 １ 日 ねんりんピック富山2018射水市実施本部設置

６ 月15日 パークゴルフ交流大会リハーサル大会（第27回県民スポーツ・レクリエーション祭）

７ 月27日 第３回総務企画専門委員会及び競技式典専門委員会

９ 月 ５ 日 富山県市町村連絡会議

10月 ９ 日 射水市交流大会ボランティア従事者説明会

10月15日～19日 射水市実施本部従事者説明会（各種目・班別）

　　　　10月17日 ねんりんピック富山2018射水市出場選手壮行会

11月 ３ 日～ ６ 日 第31回全国健康福祉祭「ねんりんピック富山2018」開催(15市町村27種目)

平成31年 ２ 月21日 ねんりんピック富山2018射水市実行委員会第３回総会
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５　交流大会成績
（１）弓道交流大会

予選成績

立順 都道府県・
政令指定都市

的中数 競射
順位 結果 立順 都道府県・

政令指定都市
的中数 競射

順位 結果
１回戦 ２回戦 合計 １回戦 ２回戦 合計

１ 岐阜県 11 9 20 8 36 富山県D 4 6 10

２ 石川県 8 6 14 37 宮城県 2 6 8

３ 福井県 11 7 18 38 山梨県 9 11 20 3 決勝進出

４ 富山県B 8 10 18 39 大阪市 10 15 25 決勝進出

５ 静岡県 10 10 20 5 40 相模原市 5 2 7

６ 鳥取県 9 3 12 41 香川県 8 8 16

７ 青森県 10 10 20 8 42 愛媛県 8 10 18

８ 三重県 10 14 24 決勝進出 43 岡山県 9 8 17

９ 埼玉県 9 13 22 決勝進出 44 札幌市 7 8 15

10 川崎市 11 12 23 決勝進出 45 京都府 6 8 14

11 鹿児島県 7 11 18 46 岩手県 6 9 15

12 大阪府 7 8 15 47 仙台市 4 9 13

13 名古屋市 9 5 14 48 奈良県 11 11 22 決勝進出

14 浜松市 10 14 24 決勝進出 49 広島市 8 7 15

15 千葉県 7 6 13 50 滋賀県 13 6 19

16 島根県 5 8 13 51 神戸市 9 5 14

17 北海道 8 11 19 52 熊本市 5 8 13

18 東京都B 5 6 11 53 京都市 9 6 15

19 兵庫県 12 6 18 54 新潟市 8 12 20 5

20 福岡県 11 11 22 決勝進出 55 山形県 7 7 14

21 富山県C 6 6 12 56 長野県 9 11 20 2 決勝進出

22 佐賀県 5 6 11 57 横浜市 9 12 21 決勝進出

23 栃木県 7 4 11 58 静岡市 6 7 13

24 熊本県 8 13 21 決勝進出 59 沖縄県 1 5 6

25 広島県 6 15 21 決勝進出 60 岡山市 6 9 15

26 新潟県 8 10 18 61 富山県A 8 8 16

27 山口県 14 11 25 決勝進出 62 秋田県 5 7 12

28 和歌山県 11 9 20 4 63 福島県 6 5 11

29 宮崎県 3 6 9 64 神奈川県 11 9 20 5

30 東京都A 5 6 11 65 さいたま市 10 6 16

31 堺市 6 4 10 66 群馬県 6 8 14

32 徳島県 12 7 19 67 千葉市 6 10 16

33 大分県 11 10 21 決勝進出 68 福岡市 10 10 20 8

34 長崎県 7 6 13 69 茨城県 11 7 18

35 高知県 9 11 20 1 決勝進出 70 愛知県 11 13 24 決勝進出

※16チームが決勝トーナメント進出となるところ、上位13チームは決まったが、14位（的中数20）のチームが
10チームとなったため同中競射を行った結果、高知県、長野県、山梨県の３チームが決勝トーナメントに進
んだ。
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決勝トーナメント

1回戦

決勝
立順

予選
立順

都道府県及び
政令指定都市 的中数 都道府県及び

政令指定都市 的中数 都道府県及び
政令指定都市 的中数 都道府県及び

政令指定都市 的中数

広島県 3

広島県 6

埼玉県

1 25 広島県 6

2 38 山梨県 5

3 14 浜松市 4

4 10 川崎市 6

川崎市 3

5 33 大分県 5

大分県 1

6 27 山口県 5

7 48 奈良県 5

8 9 埼玉県 6

埼玉県 8

埼玉県 8

埼玉県 10

9 24 熊本県 3

10 8 三重県 5

三重県 5

11 57 横浜市 7

横浜市 6

横浜市 3

12 35 高知県 5

13 70 愛知県 6

14 20 福岡県 7

福岡県 8

福岡県 5

福岡県 9

15 56 長野県 7

長野県 4

16 39 大阪市 6

2回戦 準決勝戦 決勝戦

※１回戦第３試合及び２回戦第１試合は、同中競射による。

優勝

3

2

2

0
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上位入賞成績

順　位 都道府県・政令指定都市（チーム）

優　勝 埼玉県（埼玉県弓道連盟）

準優勝 福岡県（福岡県チーム）

第３位
広島県（広島県）

横浜市（横浜市）

優秀賞

山梨県（山梨県弓道チーム）

浜松市（やらまいか浜松）

川崎市（川崎市）

大分県（大分県）

山口県（山口県）

奈良県（まほろばチーム）

熊本県（熊本県）

三重県（三重県）

高知県（高知県）

愛知県（愛知県）

長野県（長野県）

大阪市（大阪市）
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（２）パークゴルフ交流大会
団　体　戦

順　位 都道府県（チーム名） スコア

優　勝 富山県（富山西部Ｂ） 301

準優勝 富山県（富山西部Ａ） 310

第３位 富山県（富山中部Ａ） 322

第４位 富山県（富山東部Ａ） 324

第５位 富山県（富山中部Ｂ） 326

第６位 富山県（富山東部Ｂ） 328

個人戦男子の部 　　　　　　　　　　　　 個人戦女子の部

順位 氏　名 スコア 都道府県（チーム名） 順位 氏　名 スコア 都道府県（チーム名）

優　勝 佐　伯　鉄　善 93 富山県（富山西部Ｂ） 優　勝 奥　野　久　子 101 石川県（石川黒ゆりチーム）

準優勝 山　村　良　守 99 富山県（富山西部Ｂ） 準優勝 佐　伯　俊　子 102 富山県（富山西部Ａ）

第３位 小　寺　昌　一 101 富山県（富山中部Ｂ） 第３位 麻　生　みき子 108 富山県（富山東部Ｂ）

第４位 甲　谷　光　雄 101 富山県（富山西部Ａ） 第４位 本　江　まち子 109 富山県（富山西部Ｂ）

第５位 松　島　和　夫 103 富山県（富山中部Ａ） 第５位 酒　井　信　子 109 富山県（富山中部Ａ）

第６位 前　澤　幸　政 103 富山県（富山西部Ｂ） 第６位 小　林　昌　子 112 富山県（富山東部Ａ）

第７位 中　瀬　正　治 105 富山県（富山東部Ａ） 第７位 門　脇　豊　子 112 北海道（北海道）

第８位 佐々木　正　利 105 秋田県（ジュネス栗駒） 第８位 福　田　悦　子 114 石川県（石川黒ゆりチーム）

第９位 金　山　清　隆 107 富山県（富山東部Ａ） 第９位 木　戸　知　子 114 富山県（富山中部Ｂ）

第10位 稲　田　通　之 107 富山県（富山西部Ａ） 第10位 向　笠　勝　代 115 静岡県（静岡県富士山ＰＧチーム）

ホールインワン達成者 　（ＰＡＲ４以上のコース対象）

達成ホール 氏　名 都道府県・政令指定都市

とねりこＢ－７番 甲　谷　光　雄 富山県

＊達成者に特製オリジナルリストバンドを進呈
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（３）健康マージャン交流大会
団　体　戦 　　　　　　　　　　 役　満　賞

順　位 都道府県・政令指定都市（チーム名） 役満名 氏　名 都道府県・政令指定都市

優　勝 横浜市 （横浜健雀） 四暗刻 富　樫　芳　次 横浜市

準優勝 宮城県 （宮城県） 四暗刻 神　岡　康　一 長崎県

第３位 愛知県 （セントレア） 四暗刻 久米田　　　元 青森県

第４位 福島県 （しのぶ雀友会） 国士無双 植　田　　　宏 兵庫県

第５位 川崎市 （川崎市） 四暗刻 高　柳　　　勇 富山県

第６位 鹿児島県 （チームせごどん） 天　和 羽　石　和　男 栃木県

第７位 兵庫県 （兵庫コクシムソウ） 四暗刻 工　藤　　　久 横浜市

第８位 福岡市 （福岡市チーム） 四暗刻 吉　田　利　信 石川県

＊役満賞にはゲストプロのサイン色紙を贈呈

個　人　戦

曳山（赤）ブロック シロエビ（白）ブロック

順　位 氏　名 都道府県・
政令指定都市 順　位 氏　名 都道府県・

政令指定都市
優　勝 羽　石　和　男 栃木県 優　勝 堀　部　敏　明 岐阜県

準優勝 松　谷　義　雄 福井県 準優勝 橋　上　　　彰 広島県

第３位 木　村　寅　吉 宮城県 第３位 佐　藤　敏　夫 宮城県

第４位 富　永　光　一 徳島県 第４位 中　村　正　治 茨城県

第５位 福　岡　晴　夫 滋賀県 第５位 村　松　　　厚 山梨県

第６位 荒　木　　　脩 熊本県 第６位 川　島　　　修 熊本市

第７位 宮　本　政　勝 島根県 第７位 工　藤　　　久 横浜市

第８位 濵　岡　清　和 愛媛県 第８位 瀬　戸　吉　博 富山県

やぶさめ（緑）ブロック 海王丸（黄）ブロック

順　位 氏　名 都道府県・
政令指定都市 順　位 氏　名 都道府県・

政令指定都市
優　勝 鳥　谷　　　伸 愛媛県 優　勝 工　藤　光　雄 北海道

準優勝 山　﨑　隆　之 広島市 準優勝 水　尾　千　尋 福井県

第３位 大　北　俊　夫 千葉県 第３位 松　下　洋　一 千葉県

第４位 小　野　四　男 宮崎県 第４位 岩　白　信　三 富山県

第５位 鈴　木　由　憲 千葉市 第５位 猪　飼　　　修 岐阜県

第６位 高　野　正　吉 富山県 第６位 中　村　　　勇 石川県

第７位 髙　嶋　　　強 福井県 第７位 小　嶋　兼　二 東京都

第８位 下　村　和　弘 熊本市 第８位 兵　頭　英　昭 愛媛県
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１　ねんりんピック富山2018射水市実行委員会会則
第１章　総則
（名称）
第１条　本会は、ねんりんピック富山2018射水市実行委員会（以下「本会」という。）と称する。
（目的）
第２条　本会は、第31回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピック富山2018）において、射水市で開催される

交流大会等（以下「大会等」という。）の円滑な運営を期するため、必要な事業を行うことを目的とする。
（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
（１）大会等の開催に必要な企画及び運営に関すること。
（２）関係競技団体、関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
（３）その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

第２章　組織
（構成及び委員）
第４条　実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、射水市長をもって充てる。
３　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
（１）関係機関及び関係団体の代表者又は役職者
（２）その他会長が特に必要と認める者
（役員）
第５条　実行委員会に次の役員を置く。
（１）会長　１名
（２）副会長　若干名
（３）監事　２名
２　副会長及び監事は、委員のうちから会長が委嘱する。
（役員の職務）
第６条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長

がその職務を代理する。
３　監事は、実行委員会の財務を監査する。
（任期）
第７条　委員及び役員の任期は、実行委員会設立の日から実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただ

し、特別な事情があるときは、この限りでない。
２　前項の規定にかかわらず、委員等が就任時の所属機関又は所属団体等の役職を離れたときは、その委員等は辞

任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
（報酬）
第８条　委員及び役員は、無報酬とする。

第３章　会議
（会議の種類）
第９条　実行委員会に次の会議を置く。
（１）総会
（２）専門委員会
２　前項に定めるもののほか、実行委員会に会長が必要と認める会議を置くことができる。
（総会）
第10条　総会は、会長及び委員をもって構成する。
２　総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
３　総会は、次の事項について審議し、決定する。
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（１）大会等の開催に係る基本的事項に関すること。
（２）会則の制定及び改廃に関すること。
（３）事業計画及び事業報告に関すること。
（４）予算及び決算に関すること。
（５）専門委員会に委任する事項に関すること。
（６）その他重要な事項に関すること。
４　総会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、欠席する委員からあらかじめ会長

に対して、その権限を会長に委任する旨の届出があったときは、当該欠席委員の数を出席委員の数に加えること
ができる。

５　委員は、やむを得ない理由があるときは、その代理人に総会に出席させることができる。この場合、当該代理
人には、当該委員と同一の権限を付与するものとする。

６　総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
７　会長は、総会に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
（専門委員会）
第11条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。
２　専門委員会は、総会から委任された事項について審議決定し、その結果を必要に応じて総会に報告する。
３　専門委員の任期は、第７条の規定を準用する。
４　専門委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第４章　会長の専決処分
（会長の専決処分）
第12条　会長は、総会又は専門委員会を招集するいとまがないと認められるときは、これを専決処分できる。
２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告し、その承認を得なければなら

ない。

第５章　事務局
（事務局）
第13条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を射水市福祉保健部内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第６章　会計
（経費）
第14条　実行委員会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
２　実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
（会計年度）
第15条　実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

第７章　解散
（解　散）
第16条　実行委員会は、第２条の目的が達成されたときに解散する。
（残余財産の帰属）
第17条　実行委員会が解散のときに有する残余財産は、射水市に帰属するものとする。

第８章　補則
（委任）
第18条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
１　この会則は、平成29年６月26日から施行する。
２　本会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、施行の日から平成30年３月31日までとする。
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２　ねんりんピック富山2018射水市実行委員会名簿
（平成30年7月20日現在　45名）

実行委員会 氏　名 所属・職名等
会　長 夏野　元志 射水市長

副会長

高橋　久和 射水市議会議長
若林　忠雄 射水市老人クラブ連合会会長
門田　　晋 社会福祉法人射水市社会福祉協議会会長　
牧田　和樹 射水商工会議所会頭　
串田　伸男 射水市商工会会長　
磯部　　賢 射水市副市長
長井　　忍 射水市教育委員会教育長

委　員

中村　文隆 射水市議会民生病院常任委員長
岡本　　仁 富山県弓道連盟会長
四方　正治 富山県パークゴルフ協会連合会会長
亀山　繁盛 富山県健康マージャン推進実行委員会会長
岡部　宗光 公益財団法人射水市体育協会専務理事
島上　　淳 NPO法人おおしまスポーツクラブ理事長
芝田　次男 NPO法人しもむらスポーツクラブまいけ理事長
三上　久男 NPO法人こすぎ総合スポーツクラブきらり理事長
炭谷　靖子 富山福祉短期大学学長
成田　廣昭 射水市中学校長会会長
山本　幸弘 射水市小学校長会会長
中田千津子 射水市保育士会会長
牧田　和樹 一般社団法人射水市観光協会会長
久々　忠義 射水市観光ボランティア連絡協議会会長
水元　睦雄 いみず野農業協同組合代表理事組合長
尾山　春枝 新湊漁業協同組合代表理事組合長
木田　和典 公益社団法人射水市医師会会長
織田　武吉 射水市歯科医師会会長
尾上　明子 射水市ヘルスボランティア連絡協議会会長
竹内　智子 富山県高岡厚生センター射水支所長
竹苗　典子 射水市食生活改善推進協議会会長
沖　　和美 射水市婦人会会長
宮田　雅人 射水市地域振興会連合会会長
石灰美枝子 射水市ボランティア連絡協議会会長
金澤　英敏 射水警察署署長
中村　正治 万葉線株式会社代表取締役社長
宮内　　修 あいの風とやま鉄道株式会社高岡駅
島木　康太 射水市企画管理部長
一松　教進 射水市財務管理部長
島崎　真治 射水市市民生活部長
片岡　幹夫 射水市産業経済部長
津田　泰宏 射水市都市整備部長
前川　信彦 射水市上下水道部長
松長　勝弘 射水市教育委員会事務局長
五十嵐　晃 射水市消防本部消防長

監　事
稲垣　和成 射水市社会福祉協議会常務理事
稲垣　一成 射水市会計管理者
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