
 

第５回市民体育大会あり方検討委員会 次第 

 

日時：令和３年１月 21 日(木) １９：００～ 

場所：三原リージョンプラザ南館 第２研修室 

 

１ 開会 

  スポーツ振興課長 挨拶 

 

 

 

２ 議題 

（１）種目の見直しについて（既存種目・新規種目） 

 

 

 

（２）ふるさと選手制度について 

  ア 目的 

現在市外に住んでいる人も，市民体育大会に参加し，他の参加

者と交流することで，ふるさとの良さを再認識してもらうととも

に，大会を活性化するため。 

 

イ 対象者 

出場する地区へ過去に在住し，現在市外に住む人及びその家族 

 

  ウ 対象地区 

本制度の利用を希望する地区 

 

  エ 人数・種目の制限など 

 

 

 

（３）最終報告（案）について 

 

 

 

（４）その他 



市民体育大会プログラム改訂案　　※＿線…前回協議からの変更箇所

№ 種目 男女別 年齢 人数
開始予定

時刻
№ 種目 男女別 年齢 人数 備考

新規
幼児かけっこ

（オープン競技）
男女 小学生未満 10人以内 ・お菓子を配る。（1人100円程度）

小学生 各2人

中学生 各2人

男女
小学生

（学年問わず）
2人

女 20歳以上 2人

3 中学生混合リレー 男女 中学生 各3人 10:20 №1と統合

4 ラグビーボール蹴り競争 男 50歳以上 5人 10:35 3 ラグビーボールパス競争 男 40歳以上 8人

・トラックを2人1組でパスしながら走る。
・距離は1組25m。
・パスする間隔は自由だが，走る間に必
ず1人1回はパスする。

5
ゲートボール，

グラウンド・ゴルフ競争
男女 60歳以上 各4人 10:45 4

ゲートボール，
グラウンド・ゴルフ競争

男女 60歳以上 各3人
・的までの距離を短縮。
（距離は別途検討）

20歳以上 2人 20歳以上

30歳以上 2人 40歳以上

7 小学生ボール蹴り競争 男女 小学生 各3人 11:20 №2と統合

40歳以上 2人

50歳以上 2人

☆
フライング・ディスク
（オープン競技）

なし なし 2人 11:45 ☆ （種目は別途検討） ・昼時間を避けての実施を検討する。

各2人

昼食休憩

ジグザグボール蹴り競争 女 40歳以上 10:05 ジグザグボール蹴り競争

→

400ｍリレー

400ｍリレー ・走る年齢は自由

8

6 400ｍリレー 男 11:10

男 11:35 №6と統合

4人

昼食休憩

・小学生もジグザグとする。
・コーナーポストの間隔は10mとする。
（現行5m）

男

現行 改訂案

1

2

5

1 小学生混合リレー 男女 小学生 各3人 9:50 小中学生混合リレー 男女

2

1



№ 種目 男女別 年齢 人数
開始予定

時刻
№ 種目 男女別 年齢 人数 備考

現行 改訂案

9 玉入れ競争 男女 年齢制限なし 各10人 13:00 6 玉入れ競争 男女 年齢制限なし 各10人
・1本の竿に2個のカゴを付け，カゴは高
さに差を付ける。（低い方は1m下）
・高いカゴは2点，低いカゴは1点とする。

男 30歳以上 9人

女 20歳以上 9人

11 ボウリング競争 女 30歳以上 8人 13:45 8 ボウリング競争 女 20歳以上 8人
・ボウリングの的までの距離を短縮。
（距離は別途検討）

男 60歳以上 3人 男 60歳以上 3人

女 50歳以上 3人 女 50歳以上 3人

男女 小学生 各2人 男女 小学生 各2人

男女
中学生
（学年順）

各3人 男女
中学生

（学年問わず）
各2人

男女 20歳未満 2人

男女 20～30歳未満 2人

男 30～40歳未満 1人

女 30歳以上 1人

男 40歳～50歳未満 1人

女 40歳以上 1人

男 50歳～60歳未満 1人

男 60歳以上 1人

20人 18人

117人 98人 幼児かけっこを含む参加人数合計参加人数合計

・二人三脚を1組減らし，スタートはゴール
と反対側にする。

・トラックでリレー形式により実施。
・距離は1人50mとし，スタートはゴールと
反対側にする。

二人三脚むかで競争

ボール運び競争

二人三脚むかで競争

計 計

→

ボール運び競争

男女 16～30歳未満 各2人

30～50歳未満

12

10 13:30

14:10

13 総合リレー 14:25 総合リレー

各2人男女

男女 20歳以上 各8人7

9

10

男 50歳以上 2人

2
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令和２年度市民体育大会のあり方検討委員会 最終報告（案） 

 

          令和３年２月 日 

           三原市教育委員会 

        スポーツ振興課 

 

１ あり方検討を行った経緯 

市民体育大会（以下「大会」という。）は長い歴史があり，市民のスポーツ促進及び

地域の繋がりを深める大切な大会です。 

  一方で，年々参加者が減少するなど，様々な課題も発生しています。 

そのため，今後大会をどういう形にすべきか，あり方の検討を行い，大会の見直し

を行ったものです。 

 

２ 大会の課題 

（１）大会の魅力減少 

内容のマンネリ化，種目の偏りなど 

（２）選手集めの困難 

人間関係の希薄化，子どもの多忙化，趣味の多様化など 

（３）役員の負担 

選手集め，大会準備など 

 

３ 大会テーマ及び目指す姿 

  「１ 現状」及び「２ 大会の課題」を踏まえ，大会のテーマ及び目指す姿を次の

とおりとしました。 

（１）大会テーマ 

   「みんな出てみて元気の出る大会」 

（２）目指す姿 

   ・選手・観客みんなが楽しめる。 

   ・運動習慣の有無や年代ごとに多様な種目があり，参加しやすい。 

   ・効率的な大会準備及び運営。 

 

４ 検討委員会の設置及び構成 

（１）委員会設置の目的 

   各地区での取り組みや課題を集約し，幅広い意見を基に大会の見直しを行うため，

「市民体育大会あり方検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置し，検討を行

いました。  
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（２）委員構成及び選定理由 

区分・人数 選定理由 

地区代表者５名 

（須波，本郷東，糸崎・木原，鷺浦，三原南部） 

平成 31 年度各クラス第１位 

及び参加困難地区 

スポーツ推進委員４名 運営面での検討 

 ※その他，委員会の開催時に全地区代表者へ開催案内を発送し，希望する地区が出席。 

 

５ 委員会の開催状況及び各地区からの意見聴取 

（１）委員会開催 

   ５回（R2.7.30，9.1，10.20，12.15，R3.1.21） 

（２）各地区へのアンケート 

   ２回（R2.8.7，11.18） 

（３）地区代表者会議 

   ３回（R2.7.15，11.18，R3.2.○） 

 

６ 主な見直し内容 

（１）種目の見直し 

内容 対象種目 

選手の年齢幅の見直し 総合リレー，ボウリング競争など 

合同種目化 リレー種目，ボール蹴り競争など 

ルールの簡素化 ゲートボール・グラウンド・ゴルフ競争など 

新規種目の採用 幼児かけっこ（オープン競技） 

  ※具体的な内容は，別紙「プログラム改訂案」のとおり。 

 

（２）大会経過の表示の改善 

  ア 走順の明示（走者へのゼッケン付け） 

  イ 得点表示板の追加 

  ウ 大会途中での順位の放送 

 

（３）大会参加条件の見直し 

  ア 鷺浦地区の参加条件 

鷺浦小学校へ通う他地区の子ども及び保護者の参加 

  イ ふるさと選手制度 

  （ア）対象：出場する地区へ過去に在住し，現在市外に住む人及びその家族 

  （イ）人数：  

 

７ 市民への周知 

（１）令和３年度地区代表者会議での説明（ルールの詳細など） 

（２）市広報，市ホームページによる情報発信 


