
記 者 会 見 

 

日 時：平成29年８月２日（水）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ “健幸都市”の実現に向けて      

～安心して子育てができ、安心して歳がとれるまち～ 資料１ 

 （健康福祉部健幸都市づくり課） 

 

２ 日本郵便との事業連携協定の締結    資料２ 

 （健康福祉部健幸都市づくり課） 

 

３ 市役所本庁舎増築工事           資料３  

（総務部総務課） 

   

４ 米国リヴィア市訪問団の受け入れ    資料４ 

                     （市民生活部市民協働課） 

 

５ 第57回伊達ももの里マラソン大会の開催 資料５ 

（教育部教育総務課） 

                     

                                       

 



“健幸都市”の実現に向けて 
～安心して子育てができ、 
安心して歳がとれるまち～ 

健康福祉部 
健幸都市づくり課 

【平成29年８月２日定例会見】 資料１ 



健康づくり 

予防と健康管理の強化 

健康データの一元化 

歩いて暮らすまちへの転換 

人のふれあい・絆の強いまち 

コンパクトなまちづくりと 
高齢者の住まいの確保 

健幸意識の醸成 

青少年の情操育成 

●健幸クラウド 
 （総務省） 

●健幸ポイントプロジェクト 

（総務省・厚労省・ 
スポーツ庁） 

●モデル地区（掛田）
でのインフラ整備と 
ソフト事業（国交省） 

総
合
特
区 

伊達市健幸都市基本計画 

ひとづくり 暮らしづくり 

ソーシャルビジネスの創出 

伊達市健幸都市基本構想 
～安心して子育てができ、安心して歳がとれるまち～ 

健康拠点の整備 

運動機会・体力づくりの充実 

平成23年度策定 

平成26年度策定 

伊達市健幸都市基本条例 平成25年度制定 

伊達市道路 
構造条例 
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Ⅰ健康づくり ：①予防重視型の健康づくり施策 

中年層          元気な人 
要支援・要介護状態に
なる恐れのある人 

要支援者 要介護者 

高齢者 
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健康運動教室（運動習慣） 

 元気づくり会 （運動習慣・コミュニティ形成）    

  元気クラブ （高齢者筋トレ・介護予防） 

 元気じゃ脳教室（認知症予防） 

特定健診・特定保健指導・成人訪問指導 
（早期発見・重症化予防） 

「生活習慣病予防」から「介護予防」まで一体的・連続的な施策 



Ⅰ－ ②健康運動教室の効果 
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・筑波大学、つくばウエルネスリサーチと連携 
科学的根拠に基づく個別運動プログラムに 
より健康増進を図る運動教室 

平成19年度事業開始 

データ取り込み 

有酸素運動（エアロバイク) 

(n=9399) 

(n=330) 

健康運動教室参加群が非参加群と比
較して、5年後の医療費に約11万円費
抑制効果がみられた （P<0.05） 



Ⅰ－ ③元気クラブ（高齢者筋トレ）の効果 

65歳～74歳の高齢者で
医療費の抑制効果！ 

参加頻度が高いほど
介護認定率が低い！ 

継続参加で介護認定を
3年遅らせる！ 

34か月＝約３年の差 
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祝 1,000回達成！ 



Ⅰ－ ④「元気づくり会」実施状況 

             

    

       

         

    

     

 

 

 

 

元気リーダーコース 

集会所コース 

元気リーダー（集会所コースによる指導を
受けた市民）を中心に地域で自主活動 

コーディネーターによる指導 6か月間 
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H29年4月末現在  71カ所まで拡大 

平成29年4月～平成30年3月 新たに20カ所予定 

「身近な場所」で健康づくりに取り組む人を増やす「しくみ」 

いなべ市「元気づくり大学」の支援 
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Ⅰ－ ⑤元気づくり会の効果    

① 血圧値が改善した 
② 膝や腰の痛みが軽減した 
③ 歩きやすくなり、疲れにくくなった 
④ 草むしりや、農作業が楽になった 
⑤ 身体が柔らかくなった 
⑥ 腕をあげることができるようになった 
⑦ 姿勢がよくなったと言われる  等  
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アンケート結果（回答者120人）平成28年4月～9月集会所コース 16地区実施 

身体の変化 

歩く機会が増えた    65％ 
外出する機会が増えた  66％ 
会話する機会が増えた  80％ 
地域活動の機会が増えた 50％ 

心身の健康 
フレイル予防 
介護予防 

社会的行動の活発化 

地域自治 
共助社会 



特別護老人ホーム 
孝の郷 

霊山総合支所 

霊山総合福祉センター 
茶臼の里 

信用金庫 

福島交通掛田駅 

霊山中学校 

掛田小学校 

高齢者住宅整備事業 

まちなかサロン整備事業 

ポケットパーク整備事業 

掛田幼稚園 

郵便局 

市道改良事業 

ポケットパーク整備事業 掛田商店街 

コミュニティ道路整備事業 
カラー舗装整備事業 
街路灯整備事業 

ウエルネスサテライト 
整備事業 

三乗院 

霊山中央交流館 

霊山体育館 

掛田地区健幸都市モデル地区事業計画 
掛田地区都市再生整備計画 Ｈ25～Ｈ29 

          
          ：歩道あり道路 
 

          ：ゾーン３０指定 

 

■ソフト事業 
 ①イベント的取り組み 
  ・キャンドルナイトウォーク 
  ・伊達マルシェ 
  ・健幸フェスティバル 
  ・いきいきウォーキング（毎月） 
  ・まちなかサロンイベント（毎月） 

 ②日常的取り組み 
  ・ウォーキングマップ 
  ・健幸ポイント事業 8 

ポケットパーク整備事業 

Ⅱ暮らしづくり：①歩いて暮らすまちづくり 



イメージハンプ 
カラー舗装 

平成26年1月29日 
ゾーン30指定 

歩行者用路面標示 

ポケットパーク整備 

Ⅱ－②モデル地区のインフラ整備・ソフト事業                             
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地区内でのイベント開催～地域住民の主体的な取組み 

キャンドルナイトウォーク だてマルシェ  



Ⅱ－③コンパクトビレッジ（小さな拠点づくり） 
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Ⅱ-④：高齢者専用共同住宅（高齢者シェアハウス）  

 

入居者同士が助け合い、見守り合い、元気で安心して暮らす 
      商店街機能があり、歩いて過ごせる環境 
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高齢者専用共同住宅 

伊達市の特色 

広大な中山間地に「高齢者のみの世帯」が点在 

・コンパクトビレッジの実現 
・公共交通の充実 
・共助社会の確立 

住み替え 



Ⅲひとづくり：①健幸意識の醸成（ヘルスリテラシー） 
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市
民
の
健
幸
意
識
の
向
上 

 
 
 

 
・屋内こども遊び場整備 
・市民プール整備 
・総合型スポーツクラブ 

 
 
 

健幸講演会 

屋内子ども遊び場 

講演会等 
（情報提供） 

市民皆スポーツ・運動
（環境・施設整備） 

市民プール 

健幸ポイント事業 
（インセンティブ機能） 



 Ⅲ－健幸ポイント事業（医療費抑制効果） 
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Ｈ25 Ｈ27 

（万円/

年） 

（年度） 

総医療費 

参加群  

（n=312） 

対照群 

（n=928） 

分析対象者の基本属性 

一人当たり総医療費の推移 

Ｈ25年度 Ｈ27年度 医療費増減 
一人当たり 
医療費抑制額 

参加群 26.0万円 27.6万円 +1.6万円 
-8.0万円 

対照群 25.7万円 35.3万円 +9.6万円 

対象者 平均年齢 

参加群 

312人 

65.8歳    男性  82人 

   女性 230人 

対照群 

928人 

65.7歳    男性 242人 

   女性 686人 

◆健康づくり無関心層も含めて多数の住民の行動変容を促すインセンティブ制度
創出のための大規模実証実験を実施（平成26年度～平成28年度） 

・参加群における総医療費増加額は、対照群と比べて8.0万円低かった。 

◆29年度以降新たな健幸ポイント事業をリスタート 
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  「安心して子育てができ、 
              

        安心して歳がとれるまち」 
  

◆「治療」「介護」から「予防」の重視へと転換し、元気な高齢者を増やす 

  →「健康投資社会」 
  

◆妊娠期からの「切れ目のない支援」により親子が笑顔で暮らせる架け橋 
  →「伊達市版ネウボラ」 
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 伊達市の目指すまち 



【平成 29年８月２日定例会見】 
 

日本郵便との事業連携協定の締結 

 伊達市では、「健幸都市」の実現を目指して、平成26年度から平成28年度まで「健

幸ポイントプロジェクト」を国の補助を受けて実証実験として実施しました。 

 また、平成28年６月から11月までの期間に、日本郵便株式会社が伊達市をフィー

ルドとして、ＩＣＴを活用した「健康増進サービス（実証）」に取り組みました。 

本日両者が、伊達市民の健康づくりに関する事業を連携、協力して取り組むため、

事業連携基本協定を締結します。それを受け伊達市では、「健幸ポイントプロジェ

クト」と「日本郵便健康増進サービス」の成果を活かし「伊達市健幸ポイント事業」

としてリスタートします。 

 

 

 ○ 健幸ポイント事業の概要 

（１）開始時期  10月 2日から実施 

（２）参加対象  40歳以上の市民で、スマートフォンを所有している人 

         ※定員 1,000人 

（３）参加費   無料 

（４）内 容 

  歩数や健康づくりの活動の取り組み内容に応じて、１ポイントあたりシール

１枚を付与します。別途配布するポイントカードにシールを貼り、一定のポイ

ントを貯めて応募した人のうちから抽選で賞品を贈呈します。 

①健幸ポイントの付与 

・歩きましたポイント（歩数に応じて）     月間最大 16ポイント 

・行きましたポイント（市の対象事業への参加） 参加１回１ポイント 

                         ～10ポイント 

・継続ありがとうポイント（以前の継続者）   もれなく５ポイント 

②抽選時期等 

 抽選時期 平成 30年３月 

応募対象 30ポイントごとに応募可能（複数回応募可。当選は 1人 1回） 

    賞品  地域商品券、体組成計 

   ③申込み方法・期間 

    ・窓口申込、WEB申込、FAX申込 

    ・期間：平成 29年８月 21日～９月 10日 

資料２ 

問い合わせ先 
健康福祉部 健幸都市づくり課 

電話 575-1146 

 



歩数計を
つけて歩くと
ポイントが
貯まるよ

2017年 

秋
スタート！

定 員 1,000 名
対　　象 40 歳以上 
申 込 受 付 8/21 ～ 9/10 
参 加 費 無　料

健幸ポイントに参加希望のみなさまへ

伊達市  健康福祉部 健幸都市づくり課 
TEL.024-575-1146 参加をご希望の方は裏面の申込書を記入し提出してください。

 健幸ポイントは、伊達市と日本郵便との事業連携協定に基づく事業です。

健幸ポイント参加申込書

申込日 平成 29 年　　月　　日

住　所
〒　　　

伊達市
電　話 　☎　　　　　-　　　　　-　　 説明会希望日　10 月２日（月）～ 10月 8日（日）

① 10:00 ～ 11:30　② 14:00 ～ 15:30　③ 18:00 ～ 19:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 8 日は③がありません参加希望者氏名 性　別 生年月日

男  ・  女   T・S　　・　　・ 第１希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

第 2 希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

第 3 希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

メールアドレス 　　　　　　　　＠　　　
携帯電話番号 　　　　　　　　　　　

男  ・  女   T・S　　・　　・ 第１希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

第 2 希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

第 3 希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

メールアドレス 　　　　　　　　＠　　　
携帯電話番号 　　　　　　　　　　　

男  ・  女   T・S　　・　　・ 第１希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

第 2 希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

第 3 希望

（　　/　　）
①  ・  ②  ・  ③

メールアドレス 　　　　　　　　＠　　　
携帯電話番号 　　　　　　　　　　　

参加申込みについて教えてください。Q5
下記の方法によりお申込みください。A

●申込期間：平成 29 年８月 21 日（月）から９月 10 日（日）まで
　※この期間以外での受け付けはいたしません。

●定員：1,000 名
　※申込者多数の場合は抽選により決定いたします。

●申込方法
申込方法 申込内容

「窓口」
下記の「健幸ポイント参加申込書」に記入し、
1. 各総合支所、2. 各中央交流館、3. 保原保健センターの窓口に設置してある、
申込ボックスに投函してください。　※各施設の開所時間内での申込みとなります。

「WEB」 下記の伊達市ホームページ上部のバナーより健幸ポイント専用ページにお進み
いただき、「健幸ポイント参加申込フォーム」に必要事項を入力してください。

「FAX」 下記の「健幸ポイント参加申込書」に記入し、下記の番号に健幸都市づくり課
宛てで送信してください。

まずはお気軽にお問合せ下さい。みなさんの参加をお待ちしています。

伊達市役所  健康福祉部 健幸都市づくり課 健幸都市推進係
〒 960-0634 伊達市保原町大泉字大地内 100　TEL 024-575-1146 FAX 024-576-3741
E-mail swc@city.fukushima-date.lg.jp
伊達市 HP　URL:http://www.city.fukushima-date.lg.jp/

切り取り線

スマート
フォンで
らくらく
健康管理

ミッチーくん

健幸ポイント
のご案内

平成 29 年度

歩いて健幸に！仲間と一緒に
　　活動しよう♪

がんばると
ステキな

プレゼントが
もらえるよ

※この申込書は世帯で１枚としてご利用ください。
※ スマートフォンを所有していないと参加できませんのでご注意ください。
※ 説明会に参加していただくことになりますので、必ず希望日、時間を記入して下さい。
※ この参加申込書に記載されている情報は、健幸ポイント事業以外の目的には使用しません。



平成 29 年度 

95P 

1ポイントにつき、
シール1枚を進呈しま
すので、専用カードに
貼ってください。

1ヶ月目参加開始 2ヶ月目 3ヶ月目

体組成計

……

健康づくりに
取り組むたびに
ポイント獲得

ポイントの貯め方のイメージ

シールが30枚貯まると
賞品に応募。抽選で商品券や
体組成計が当たります。

3 枚応募
（30P で 1 応募）

※残りの 5 Ｐは

翌年度へ繰り越し

　運動することは、健康的な生活を送るために必要なことです。
　すでに運動を行っている方もいれば、運動しようという思いがあるのにできない、または続かないとい
う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
　そこで伊達市は、みなさんに運動を行うきっかけや、運動を続ける動機づけになるように、毎日の歩行
などの健康づくりをがんばることでポイントが貯まる仕組み「健幸ポイント」事業をスタートすることと
なりました。
　昨年度まで健幸ポイントや健康増進サービスに参加していた方は、ぜひ、お友達を誘っての参加、また、
はじめての方も一歩を踏み出して、仲間と楽しみながら「健幸」活動してみませんか。

１ポイントにつき、シールが１枚もらえますので、別途配布するポイ
ントカードに貼ってください。30枚貯まったら抽選で下記の賞品が当
たります。
なお、抽選は３月に行い、当選につきましては、発送をもって発表に代えさせて
いただきます。

１） 伊達市に住民登録があり、当該年度において 40 歳以上の方

２） スマートフォンを所有している方

３） 伊達市が行うアンケート調査にご協力いただける方

 ポイント名称 取り組み内容 貯まるポイント

「歩きました」
ポイント

歩いた歩数に応じてポイントが貯まります。
※スマートフォンの専用アプリで管理します。

月間最大

16 ポイント

「行きました」
ポイント

下記の市の事業に参加することでポイントが貯まります。
平成 29 年度：1. 健康運動教室、2. 元気クラブ、3. 健康増進室、
4. いきいきウォーキング、5. 元気づくり会、6. 元気じゃ脳教室、
7. 認知症サポーター養成講座、8. 高齢者出前講座、9. 特定健診、
10. 後期高齢者健診、11. がん検診、12. 献血、13. 歩数・体組成
取り込みサポート、14. その他関係イベント
※各事業の詳細は説明会にてご説明します。

参加１回につき

１ポイント
「特定健診」

「後期高齢者健診」
「がん検診」

は 10 ポイント

「継続ありがとう」
ポイント

下記の事業に、参加していた方となります。
・「伊達市健幸ポイントプロジェクト」（平成 26 年度～平成 28 年度）
・「郵便局の健康増進サービス実証実験」（平成 28 年度）
※ただし、途中で退会された方は対象外となります。

もれなく

５ポイント

ミッチーくん

健幸ポイントってなんですか？Q1

ポイントはどんなことに使えますか？Q3

参加条件はありますか？Q4

どんなことをするとポイントが貯まりますか？Q2
歩くことを基本に、下記の健康づくりを行うたびに
ポイントが貯まります。

A

市民のみなさんの「健幸づくり」を応援する事業です。A

ポイントを貯めて応募すると、抽選で賞品が当たります。A

下記の３点をすべて満たした方に参加いただけます。A

※お申込み方法は裏面をご覧ください。

【健康グッズ】
体組成計

例えば、こんな風に貯めることができます（５ヶ月参加の場合）
年齢 48 歳で旧健幸ポイント参加者が、毎日、8,000 歩、歩いて、週２回、市の健康運動教室に通い、 
特定健診とがん検を受 診した場合

歩きました 

30P 
6P × 5 ヶ月 

※ベースライン 6,000
歩から 2,000 歩増加

行きました 

60P 
8 Ｐ× 5 ヶ月＝ 40 Ｐ

特定健診 10 Ｐ
がん検診 10 Ｐ

継続
ありがとう 

5P

【地域商品券】
10,000 円分
5,000 円分

抽選で

参加時配布
「歩数計」
「健幸都市マフラータオル」

※画像はイメージです



【平成 29年８月２日定例会見】 
 

市役所本庁舎増築工事 

 

 保原本庁舎と梁川分庁舎に分かれている本庁機能を集約・一元化するため、本庁

舎東側に庁舎を増築します。これにより、市民の利便性、業務効率、防災機能にお

ける各課題の解消を図ります。工事は平成30年11月下旬の完了を予定しています。 

 

１ 基本コンセプト 

（１）利用しやすく、人にやさしい庁舎 

・ 市民にとって分かりやすく便利な窓口とするため、各種申請や手続き、相

談で関連の深い窓口を集約し、低層階に配置する。 

・ 誰もが目的の場所に迷わず行けるようにするため、視覚的に明快で、分か

りやすい「ユニバーサルサイン」を設置する。 

 

（２）防災拠点としての機能を強化した庁舎 

・ 災害時の避難者支援や現場対応への指示、消防や自衛隊等との連携等に柔

軟かつ多様な利用が図れるよう、多目的な会議室を設置する。（多目的会

議室等） 

 

（３）環境に配慮した経済効率の高い庁舎 

・ 省エネ対応の設備を導入し、長期的な維持管理経費軽減を図る。（ＬＥＤ

照明、個別スイッチ、自然光の採用） 

 

 

２ 本庁舎増築後の組織配置 

（１）市民サービス向上のため、申請・受付業務の多い部署を低層階に配置する。 

（２）業務効率化を図るため、部署間連携を考慮した部署配置の検討を進める。 

 

 

３ 建築計画の概要 

  

工事期間 ８月上旬～平成 30年 11月下旬 

建設場所 伊達市保原町字舟橋 地内（既存庁舎東側） 

敷地面積 21,531㎡（拡張面積 2,818㎡＋既存面積 18,713㎡） 

規模構造 
増築棟：地上４階＋ＰＨ、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

（既存庁舎：地上３階＋ＰＨ、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造） 

延床面積 
増築棟：4,770.85㎡ 

※既存庁舎（6,087.44㎡）との延床面積合計 10,858.29㎡ 

 

資料３ 



【平成 29年８月２日定例会見】 
 

４ 工事契約の概要 

 

工 事 契約金額 契約の相手方 

建設主体 1,306,800,000円 鹿島・菅野特定建設工事共同企業体 

機械設備  380,160,000円 コバックス・東洋・齋藤電建特定建設工事共同企業体 

電気設備  253,800,000円 大槻電設・齋藤電建・やまき電設特定建設工事共同企業体 

 

業務委託 契約金額 契約の相手方 

工事監理 21,060,000円 株式会社佐藤総合計画 東北事務所 

 

５ 今後のスケジュール 

・安全祈願祭 平成29年８月９日（水）10時～ 

 ・竣工    平成30年11月下旬 

 ・利用開始  平成31年１月予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            上図：竣工後イメージ 

                                  左図：位置図 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
総務部 総務課 
電話 575-1111 

 



【平成 29年８月２日定例会見】 
 

米国リヴィア市訪問団の受け入れ 

 

 伊達市では、アメリカ合衆国マサチューセッツ州・リヴィア市との間で相互派遣

受け入れ事業を行っています。今年度はリヴィア市からの訪問団10人を受け入れ、

親善交流を深めます。 

 

１ 日 程  ８月９日（水）～８月17日（木） 

 

２ 訪問団  10人（中学生・高校生５人、引率５人） 

 

３ 内 容 

（１）ホームステイ 

平成28年度海外派遣団員がホストファミリーとして受け入れる。 

（２）日本文化の体験 

①月舘中学校の生徒との交流（スポーツ、書道、剣道） 

②流しそうめん体験 

 ③地域住民との交流 

  ・伊達市内企業見学（白井木工所） 

  ・ほばらサマーフェスティバル参加 

・梁川ふるさと夏まつり（踊り流し参加） 

 ④市内および県内見学 

  霊山登山、会津若松市（大内宿～日新館）他 

 

４ 主 催 伊達市国際交流協会 

 

５ 経 過 

 リヴィア市との交流は、旧月舘町に同市出身の英語指導

助手が配置されたことが縁ではじまり、平成６年から隔年

で中高生の派遣と受け入れを行ってきた。伊達市合併後に

は、平成20年から派遣対象者を市内全域にまで広げている。 

 平成28年８月２日に、伊達市合併10周年を契機として姉

妹都市協定を締結した。 

 

６ 交流の実績（平成６年度～平成28年度） 

 ・伊達市からの派遣 

  150人（中学生97人、高校生15人、一般社会人６人、引率32人） 

 ・リヴィア市からの受け入れ 

 142人 

 

資料４ 

問合せ先 

市民生活部市民協働課 

電話 575-1177 



【平成 29年８月２日定例会見】 
 

第57回伊達ももの里マラソン大会の開催 

 

 第57回伊達ももの里マラソン大会は、７月３日で参加受付を締め切り、参加者数

が確定しました。今大会の申込者は6,550人となりました。 

 

１ 日 時  ８月27日（日） ８時スタート 

 

２ 会 場  保原中央交流館前スタート・ゴール 

３ 招待選手 前野
ま え の

 貴
たか

行
ゆき

選手（所属：富士通陸上競技部） 

兵庫県出身・明治大学卒 

       ※主な戦績 2012日本学生陸上競技対抗選手権   1500ｍ ３位 

             2017全日本実業団対抗駅伝競走大会 第６区 ４位 

４ 申込者 

 （１）主な部門の申込者 

① 10キロの部 3,395人（定員3,500人） 

② ５キロの部 1,343人（定員1,500人） 

（２）地域別エントリー状況 

  全国35都道府県からエントリーがあり、最遠来は沖縄県。 

 （３）全体申込数  6,550人 ※内訳は別紙参照 

 

５ 体育館改修工事に伴う選手休憩所の変更 

 今大会は、改修工事中のため、保原体育館を選手休憩所として使用することがで

きません。そのため、チンチン電車広場（保原中央交流館隣）北側に特設テントを

設置するほか、保原小学校と保原高校の体育館を選手休憩所として使用します。             

 

６ 駐車場 

伊達市役所、中瀬グラウンド、保原中央クリニック、工業団地駐車場、ＪＡふく

しま未来、旧保原小学校の駐車場が利用可能。 

 

７ 大会会場までの無料送迎 

６時から13時まで、阿武隈急行保原駅、中瀬グラウンド、工業団地駐車場から、

会場近くまでの無料送迎バスを運行します。 

  

８ その他 

 当日８時から13時まで、伊達市物産展を同時開催。桃をはじめとする地元特産品

を販売します。 

資料５ 

問い合わせ先 

大会実行委員会事務局 
 一般財団法人伊達市スポーツ振興公社 

電話 597-8015 

 



【部門別】全37部門 【都道府県別】35都道府県から参加

No. 部門名 人数 都道府県名 人数

1 10キロ高校男子 14 北海道 1

2 10キロ一般男子18歳以上29歳以下 235 青森県 14

3 10キロ一般男子30歳代 418 岩手県 78

4 10キロ一般男子40歳代 656 宮城県 1,369

5 10キロ一般男子50歳代 634 秋田県 12

6 10キロ一般男子60歳代 463 山形県 254

7 10キロ一般男子70歳以上 158 福島県 2,886

8 10キロ女子高校生以上29歳以下 91 茨城県 207

9 10キロ一般女子30歳代 172 栃木県 231

10 10キロ一般女子40歳以上54歳以下 348 群馬県 37

11 10キロ一般女子55歳以上 206 埼玉県 256

10キロ計 3,395 千葉県 271

12 5キロ一般男子30歳代 165 東京都 450

13 5キロ一般男子40歳代 215 神奈川県 294

14 5キロ一般男子50歳代 150 新潟県 69

15 5キロ一般男子60歳代 139 富山県 4

16 5キロ一般男子70歳代 93 石川県 4

17 5キロ一般男子80歳以上 33 福井県 2

18 5キロ女子高校生以上29歳以下 112 山梨県 0

19 5キロ一般女子30歳代 127 長野県 13

20 5キロ一般女子40歳代 139 岐阜県 2

21 5キロ一般女子50歳以上 170 静岡県 24

5キロ計 1,343 愛知県 14

22 3キロ中学男子 118 三重県 3

23 3キロ中学女子 71 滋賀県 2

24 3キロ一般女子50歳以上 42 京都府 7

3キロ計 231 大阪府 18

25 2キロ小学男子6年生 90 兵庫県 6

26 2キロ小学女子6年生 56 奈良県 3

27 2キロ小学男子5年生 89 和歌山県 0

28 2キロ小学女子5年生 51 鳥取県 0

29 2キロ小学男子4年生 116 島根県 0

30 2キロ小学女子4年生 61 岡山県 2

31 2キロ小学男子3年生 86 広島県 5

32 2キロ小学女子3年生 65 山口県 0

2キロ計 614 香川県 0

33 1キロ小学男子2年生 83 徳島県 4

34 1キロ小学女子2年生 58 愛媛県 0

1キロ計 141 高知県 0

35 1キロ親子（お父さんと小1以下） 284 福岡県 5

36 1キロ親子（お母さんと小1以下） 228 佐賀県 1

1キロ親子計 512 長崎県 0

37 5キロウォーク 314 熊本県 0

大分県 0

宮崎県 1

鹿児島県 0
※　親子部門の件数は、256件（1件当り2名） 沖縄県 1

件数 6,550

57回大会　部門及び都道府県別エントリー数

合　　計 6,550

資料５ 別紙資料 
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