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       議案 

             第１号議案 平成２３年事業報告の件 

          第２号議案 平成２３年決算報告の件 

                            会計監査報告 

                第３号議案 平成２４年事業計画案の件 

                第４号議案 平成２４年予算案の件 

          第５号議案 役員選任の件 

          第６号議案 第９回加賀百万石ツーデーウオーク案の件              

             

その他 

         年間完歩賞認証式   年間完歩賞・完歩努力賞 

 

日 時   平成２４年２月１日（水） １８：００から 

 会 場       ＡＮＡクラウンプラザホテル金  沢                       

 

 

特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 



第１号議案  平成２３年事業報告 

 

平成２３年 １月 １日から平成２３年１２月３１日まで 

                            特定非営利活動法人 石 川 県 ウ オ ー キ ン グ 協 会 

１ 事業実施報告 

   定例会の毎月開催、ウオーキング行事の主管を積極的に行い１３回の定例会の県協会受

付の参加者は１，２５８名となり、大会事業では加賀百万石ツーデーウオークの参加は延

べ 1,514名の参加となりました。バスツアーは４月の名古屋ﾂｰﾃﾞｰｳｵｰｸは、東日本大震災の

ため中止となりましたが、元気カップ志賀町大会・穴水町大会の 2回を開催しました。 

 ”ウオーク日本 1800”｢元気カップ石川まるごとウオーク｣は野々市町を皮切りに、志賀

町、白山市、かほく市、穴水町、中能登町、津幡町、羽咋市、加賀市で各市･町と共催で実

施し多くの市民・町民が参加しました。7月にはしいのき迎賓館で、金中国市民スポーツ連

盟代表をお招きし、100余名の参加で国際交流フォーラムを開催し、ウオーキングの広報の

ために、全面広告を協賛各社の協力により北國新聞紙面で元気カップの開催に合わせ実施

し、県内のウオーキングの普及推進の拡大を図りました。また、乳がん撲滅メッセージウ

オーク、ねんりんピック協賛”手つなぎウオーク”を受託し、共催・協力事業も行いまし

た。東日本大震災により多くのウオーカーが被災し、大会の継続について多くの議論があ

りましたが、『歩けることに感謝して』を念頭に、定例会・ウオーキング大会を開催し支

援バッチの販売、義援金の募金を行い、会員・参加者の支援を頂きました。組織拡大では、

能登町でウオーキング協会が設立され、他市町でも設立の動きが見られ、石川県における

ウオーキング人口の増大をはかり、環境保全・健康増進に寄与しました。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

事  業  内  容 実施日 実施場所 従事者の

人数 

受益対象者の範

囲及び人数 

支出額 

(千円) 

①県内のウ 

オーキング 

大会の主催 

及び協力 

 

 

 

 

 

 

【74回健康ウオーク】新春金沢天神様巡り  1/9    金沢市   ５名  県民119名    30 

【75回健康ウオーク】4つの国指定遺跡を跡を巡   3/13  野々市町 ５名 県民112名 30 

かなざわグリーンウォーク  4/29   金沢市  20名  一般3,000名 10 

】【76回健康ウオーク】新事務所お披露目ウオーク  5/8    金沢市  ５名  県民109名 30 

てつなぎウオーク  5/14   金沢市  40名  県民400名 990 

第８回加賀百万石ツーデーウオーク(ﾏｽﾀｰｽﾞﾌﾟﾚｳｵｰｸ)  6/4～5  金沢市  150名 一般2,000名  4,400 

【元気カップ】野々市町大会  6/5   野々市町 ５名 県民800名  600 

【元気カップ】志賀町大会   6/12   志賀町  10名 県民272名  600 

【元気カップ】白山市大会     7/3   白山市  20名  県民364名  600 

金沢歴史探訪ウオーク  7/10   金沢市  ５名  県民87名  10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【77回健康ウオーク】納涼ウオーク野田山・長坂  8/7    金沢市  ５名  県民100名  30 

千寿閣ウオーク 8/28  金沢市   ５名   一般100名 10 

【78回健康ウオーク】一向一揆の里鳥越城址を歩く  9/11   金沢市  ５名  県民61名  30 

【元気カップ】かほく市大会 9/18 かほく市 ５名  県民300名 600 

ピンクリボンメッセージウオーク2011   9/23  金沢市  ５名  県民   名  500 

【元気カップ】穴水町大会  10/8   穴水町  10名  県民267名 600 

【元気カップ】中能登町大会  10/9  中能登町 ５名  県民576名  600 

【元気カップ】津幡町大会  10/16   津幡町  ５名  県民1,150名  600 

【元気カップ】羽咋市大会   10/23  羽咋市  ５名   一般300名 600 

第７回白山・手取川もみじウオーク 10/29～30  白山市  20名 一般3,000名 150 

生涯学習フェスタ歩育ｳｵｰｸ 11/5  金沢市  ５名  県民106名 124 

【元気カップ】加賀市大会    11/6   加賀市 14名  県民340名 600 

【79回健康ウオーク】金沢坂道巡り（寺町台地）  11/12

  

 金沢市

  

５名 県民92名 30 

シニアフェスタ  11/13

  

 金沢市

  

14名  県民72名 300 

【80回健康ウオーク】納会ウオーク教会巡り 12/11  金沢市

  

 ８名   県民72名 30 

②県内のウ

オーキング 

の普及及び 

研究 

第８回健康ウオーキング教室 2/27  金沢市

  

３名 県民89名 20 

フォーラム 9/6  金沢市  ３名 一般100名 1,720 

北國新聞文化センターウオーキング教室 月１回 石川県内 ２名 一般20名 180 

ウオーキング教室の指導 ５回 石川県内  ８名 一般200名 45 

③ウオーキング実践団体の育成   石川県内 ２名 ｰ 82 

④機関紙や刊行物の発行 ＩＷＡ情報の発行 年６回  会員他

  

２名 会員他250名   172 

 

（２）その他の事業 

 

定款の事業名 

 

事  業  内  容 

実施 

予定日 

実施予

定場所 

従事者の予定

人数 

支出額(千円

) 

①ウオーキング関連需品販売事業 ウオーキング出版物及び用品の販売 通年 石川県内 ２名  147   

 

（３）各種会議 

   総会・理事会  1/25、2/1、3/15、4/12、5/24、9/27、11/16、 

   役員会､委員会はほぼ毎月 1回   本部会議  2月、6月、11月 



第２号議案    平成２３年特定非営利活動に係る事業会計収支決算書 

 

平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日まで 

                特定非営利活動法人   石川県ウオーキング協会 

 

科     目  金  額  

Ⅰ 経常収入の部    

  １．会費・入会金収入    

   正会員・家族会員年会費 629,000    

   JWA傷害保険年会費 91,520    

   団体会員年会費   180,000    

   JWA維持会員年会費 14,000    

   入会金   43,000  957,520  

  ２ 事業収入    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ主催事業収入 14,269,769

  

  

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ協力事業収入 339,720    

    ｳｵｰｷﾝｸﾞ普及事業収入 30,800    

      ｳｵｰｷﾝｸﾞ団体育成事業収入 169,200    

      保険料収入 44,190  14,853,679  

  ３ 寄付・賛助金収入    

   寄付金収入 45,100    

   賛助会員収入 50,000  95,100  

  ４ 雑収入                    

   雑収入 120  120  

  経常収入合計   15,906,419 

Ⅱ 経常支出の部    

 １ 事業費    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ主催事業費 13,253,797

  

  

      ｳｵｰｷﾝｸﾞ協力事業費 71,560    

      ｳｵｰｷﾝｸﾞ普及事業費 244,705    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ団体育成事業費  82,381    

    機関誌発行事業費 172,236    

   JWA傷害保険費 164,785    

   JWA維持会員年会費 18,000    



   加盟金等 90,080  14,097,544  

 ２ 管理費    

       会議費           67,145    

       通信費 151,679    

       印刷製本費  90,150    

       消耗品費  347,145    

       旅費・費用弁済 399,300    

       委託費 60,000    

      接待交際費 48,100    

      義援金 100,000    

       雑費 2,820  1,266,339  

   経常支出合計   15,363,883 

  経常収支差額   542,536 

Ⅲ その他資金収入の部    

      その他の事業会計から繰入金収入    

    受取利息 1,471    

  その他資金収入合計  1,471  1,471 

Ⅳ その他資金支出の部    

 １ 固定資産取得支出 備品    

 ２ 予備費       

  その他資金支出合計     

  当期収支差額   544,007 

  前期繰越収支差額(設立時資金有高)   

  

  3,483,026 

    次期繰越収支差額   4,027,033 



平成２３年その他の事業会計収支決算書 

 

平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日まで 

                特定非営利活動法人   石川県ウオーキング協会 

                               

科       目 金       額 

 経常収入の部 

 １  事業収入 

    需品販売収入     

  経常収入合計 

Ⅱ  経常支出の部 

 １  事業費 

    需品購入費 

  経常支出合計 

  経常収支差額 

Ⅲ  その他資金収入の部 

    その他の事業会計から繰入金収

入  

  その他資金収入合計 

Ⅳ  その他資金支出の部 

 １  繰入金支出 

     特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 会 計 へ の繰入金支出  

  その他資金支出合計 

  当期収支差額 

  前期繰越収支差額 ( 設 立 時 資 金 有 高)     

    次期繰越収支差額 

 

 

    41,000 

 

       

 41,000 

 

 

 

41000  

 

 

147,000 

 

  

 

147,000 

 

 

 

147,000 

△106,000 

 

 

 

  0 

 

 

 

0 

 

 

0  

 

     

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0  

  

 

△106,000 

△26,200 

△132,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監 査 報 告 書 

 

   特定非営利活動法人石川県ウオーキング協会の平成２３年事業報告及び決算報告書に

基づき、会計諸帳簿について監査した結果、その内容が適正であると認めます。 

 

     平成２４年２月１日 

 

                      特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 

 

  

                        監事             村田  武                    印 

 

  

                        監事             上山  夏樹                  印 



 

貸 借 対 照 表 

（単位：円） 

特定非営利活動法人石川県ウオーキング協会      平成２３年１２月３１日現在 

 

            資 産 の 部         

    

            負 債 の 部         

    

          科目      

     

    金額   

   

          科目      

     

    金額   

   

 【流動資産】 

  （現金・預金） 

    現金 

    普通預金 

    郵便預金 

   現金・預金計 

  (棚卸資産) 

     粗品・記念品 

      棚卸資産計 

  （その他流動資産） 

     未収収益 

   立替金 

    その他流動資産計 

    流動資産合計 

 【固定資産】 

  （有形固定資産） 

   工具器具備品 

   有形資産 計 

        固定資産合計 

 

            

5,000 

1,733,329 

529,050 

2,267,379 

 

127,640 

127,640 

 

2,750,000 

182,200 

2,932,200 

5,332,219 

 

 

425,512 

425,512 

425,512 

 【流動負債】 

   未払金 

  ２４年正会員会費 

   ２４年家族会員会費 

   流動負債 計  

 

1,257,698 

432,000 

36,000 

1,725,698 

負債の部合計 1,725,698 

            資 本 の 部             

 

 【資本金】 

  資本金計 

 【余剰金（欠損金）】 

   当期収支差額 

   （うち当期利益） 

    余剰金計 

              

 

 

 

4,027,033 

544,007 

4,027,033 

     資本の部合計        4,027,033 

      資産の部合計   

    

5,752,731   負債・資本の部合計   

  

5,752,731 

 



 

第 ８ 回 加賀百万石ツーデーウオーク決算書 

 

 

 項目   予算額 決算額   項目   予算額 決算額 

参加費 1,653,000  1,470,500   通信費 400,000 269,222  

協賛金 750,000  1,717,000   広告費 110,000 905,000  

その他 1,212,801  1,211,031   消耗品 163,000 93,287  

      報償費･旅費 55,000 54,420  

       雑費 130000 14,532  

       バッチ 215,000 200,571  

      印刷製本 835,000 837,900  

      当日経費 245,000 266,376  

      記念品 221,000 0  

      保険費 55,000 42,060  

      負担金・賃金 421,000 415,771  

      係員 100,000 28,820  

      予備費 500,000   

合計 3,615,801  4,398,531  合計 3,450,000  3,127,959  

収支差額（繰越額） 1,270,572 



第４号議案  平成２４年事業計画 

平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日まで 

  

                           特定非営利活動法人  石 川 県 ウ オ ー キ ン グ 協 会 

 １ 事業実施方針 

 

   平成 21 年 10 月から｢元気カップ石川まるごとウオーク｣が県内全市町で展開され、23年

末までに 16 市町で延べ１万名を超える市民･町民の参加となり、ウオーキングの輪の高ま

りを感じています。今年は最終年として金沢市をはじめ２市町での開催に全力を注ぎます。 

 この運動を契機に、石川県では今子ども達に求められている歩く運動『歩育』を、自治

体・関係機関との連携で【歩育推進ネットワークいしかわ】（仮称）を組織し、『歩育楽

校』として展開します。この取り組みには、学識経験者・専門家による調査・研究部会を

設置し、石川県における『歩育推進事業』の調査研究を行い、全国のモデルとして、石川

県から歩育の実践を発信してゆきます。 

 ウオーキング運動の拡大のために県協会の組織をあげて活動を展開することとします。 

 まだ、ウオーキングの効能や正しいウオーキングを知らない方々も多くいます。ウオー

キングの良さを多くの方々に知っていだだき、環境に優しいスポーツとしてのウオーキン

グを普及推進のため、ウオーキング指導員・歩育コーチ・学生ボランティア等の育成に努

め、石川県におけるウオーキング人口の増加･拡大をはかり、環境保全・健康増進に寄与し

ます。 

 会員３００名を目標とし、全市町にウオーキング協会の設置を推進するため関係自治体

と連携を深め取り組みを進めます。 乳がん・糖尿病撲滅等のメッツセージウオークの推

進、北國新聞文化センターと連携した取り組み、関係機関との連携を深め、県民の健康増

進と、健康ライフの推進活動を展開します。 

 ２ 事業の実施に関する事項 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

 

事  業  内  容 

実施 

予定日 

実施 

予定場所 

従事者の

予定人

数 

受益対象者の範

囲及び予定人

数 

支出見込

額(千円) 

①県内のウ 

オーキング 

大会の主催 

及び協力 

 

 

【81回健康ウオーク】新春金沢天神様巡り 1/8  金沢市  １0名  県民100名    30 

【82回健康ウオーク】元気カップ野々市市大会 3/18 野々市市 20名 県民100名 30 

輪島・里山里海ウオーク2012（協力）  3/25 輪島市  10名  一般500名 100 

【83回健康ウオーク】元気カップ川北町大会(予定) 4/8  川北町  ２0名  県民300名  600 

元気カップ金沢市大会かなざわグリーンウォーク 4/29  金沢市  ２0名 一般5,000名  1,000 

【84回健康ウオーク】元気カップ能美市大会(予定)   5月  能美市 ２0名   県民300名  600 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手つなぎウオーク（ゆうりん共催） 5月 金沢市  ５0名 親子400名  1,000 

第９回加賀百万石ツーデーウオーク 5/26～27  金沢市  160名 一般2,000名  4,500 

白山スーパー林道ウオーク（協力） 5/26～27  白山市  ５名  一般5,000名  30 

【85回健康ウオーク】金沢歴史探訪（ｽﾎﾟﾚｸ共催） 6/17 金沢市 １0名  県民100名 30 

【86回健康ウオーク】能登有料道路を歩く 7/22  内灘町  １0名  県民100名  30 

千寿閣ウオーク共催（開催日未定） ８月 金沢市 10名  県民100名  30 

【87回健康ウオーク】納涼ウオーク 8/26  金沢市  １0名 県民100名 30 

【88回健康ウオーク】平成奥の細道  9/15～17  津幡町  10名  一般600名  100 

ピンクリボンメッセージウオーク2012   9/30  金沢市  ５0名  県民800名 500 

【89回健康ウオーク】平成奥の細道  10/６～8  白山市  １0名 一般600名 100 

第8回白山・手取川もみじウオーク（協力） 10/27～28  白山市  ４０名 一般3,000名 300 

【90回健康ウオーク】七尾城址を歩く  11/4  七尾市  １0名  県民100名 30 

生涯学習フェスタ歩育ｳｵｰｸ 11/10  金沢市  ２０名  親子100名 100 

シニアフェスタ（予定） 11/11  金沢市 14名  県民200名 300 

【第91回健康ウオーク】500選⑤を歩く 12/2  金沢市

  

１0名 県民100名 30 

歩育楽校 年５回 石川県内 １0名  各親子100

名 

1 ,800 

②県内のウ 

オーキング 

の普及及び 

研究 

第9回健康ウオーキング教室 2/26  金沢市  ３名 県民100名 30 

ウオーキング教室 6/10  金沢市  ５名  県民100名  30 

歩育推進フォーラム 3月  金沢市  ３名 一般100名 2,000 

河北潟もうもうフェスタ 10月  河北潟

  

５名 県民100名 0 

北國新聞文化センターウオーキング教室 月１回 石川県内 2名 一般20名 180 

歩育推進事業調査・研究 通年  金沢市 10名 県民300名 3 ,200 

ウオーキング教室の指導 随時 石川県内   60 

③ウオーキング実践団体の育成   石川県内 ２名 ｰ 100 

④機関紙や刊行物の発行 ＩＷＡ情報の発行 年６回  会員他

  

２名 会員他300名   200 

 

（２）その他の事業 

 

定款の事業名 

 

事  業  内  容 

実施 

予定日 

実施予

定場所 

従事者の予定

人数 

支出見込

額(千円) 

①ウオーキング関連需品販売事業 ウオーキング出版物及び用品の販売 通年 石川県内 ２名   0 



第４号議案 平成２４年特定非営利活動に係る収支予算書 

 

平成２４年 １月 １日から平成２４年１２月３１日まで 

               特定非営利活動法人 石 川 県 ウ オ ー キ ン グ 協会 

 

科     目  金  額  

Ⅰ 経常収入の部    

 １．会費・入会金収入    

   正会員年会費 200人新規50人 650,000    

   家族会員年会費 40人新規10人 70,000    

   JWA傷害保険年会費 300人 130,000    

   団体会員年会費  10団体 200,000    

   JWA維持会員年会費 15人 30,000    

   入会金  50人 50,000  1,130,000  

 ２ 事業収入    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ主催事業収入 17,770,000    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞの協力事業収入 400,000    

    ｳｵｰｷﾝｸﾞ普及事業収入 100,000    

      ｳｵｰｷﾝｸﾞ団体育成事業収入 150,000    

      保険料収入 50,000  18,470,000  

 ３ 寄付・賛助金収入    

   寄付金収入 10,000    

   賛助会員収入 50,000  60,000  

 ４ 雑収入                    

   雑収入 10,000  10,000  

  経常収入合計   19,670,000 

Ⅱ 経常支出の部    

 １ 事業費    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ主催事業費 16,270,000    

      ｳｵｰｷﾝｸﾞ協力事業費 200,000    

      ｳｵｰｷﾝｸﾞ普及事業費 300,000    

   ｳｵｰｷﾝｸﾞ団体育成事業費  100,000    

      機関誌発行事業費 200,000    

   JWA傷害保険費 180,000    

   JWA維持会員年会費 30,000    

   加盟金等 140,000  17,420,000  



 ２ 管理費    

       会議費           120,000    

       通信費 160,000    

       印刷製本費  30,000    

       消耗品費  310,000    

       旅費・費用弁償 390,000    

      接待交際費 100,000    

       雑費 10,000  1,120,000  

   経常支出合計   18,540 ,000 

  経常収支差額   1,130,000 

Ⅲ その他資金収入の部    

      その他の事業会計から繰入金収入 0    

    受取利息 300    

  その他資金収入合計  300 300 

Ⅳ その他資金支出の部    

 １ 固定資産取得支出 備品     

 ２ 予備費    250,000    

  その他資金支出合計  250,000 250,000 

  当期収支差額   880,300 

  前期繰越収支差額(設立時資金有高)   

  

  4,027,033 

    次期繰越収支差額   4,907,333 



平成２４年その他の事業会計収支予算書 

 

平成２４年 １月 １日から平成２４年１２月３１日まで 

               特定非営利活動法人 石 川 県 ウ オ ー キ ン グ 協会 

                         

科       目 金       額 

 経常収入の部 

 １  事業収入 

    需品販売収入     

  経常収 入 合 計  

Ⅱ  経常支出の部 

 １  事業費 

    需品購入費 

  経常支出合計 

  経常収支差額 

Ⅲ  その他資金収入の部 

    その他の事業会計から繰入金収

入  

  その他資金収入合計 

Ⅳ  その他資金支出の部 

 １  繰入金支出 

     特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 会 計 へ の繰入金支出  

  その他資金支出合計 

  当期収支差額 

  前期繰越収支差額 ( 設 立 時 資 金 有 高)     

    次期繰越収支差額 

 

 

    80,000 

 

       

 80,000 

 

 

 

80,000  

 

 

 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0  

 

 

  0 

 

 

 

0 

80,000 

 

 

0  

 

     

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0  

  

 

80,000 

△132,200 

△52,200 

 



第５号議案 役員選任の件 

   評議員西尾外代志、橋本孝一を石原正、長谷川君枝に変更する（任期は、前任者の任期

25 年 3  月 31 日まで） 

 

第６号議案 第９回加賀百万石ツーデーウオークの件    

 

 趣旨 

 ウオーキングは、最近の健康志向の高まりとともに、全国各地で様々なイベント

が開催され、広がりを見せています。 世界遺産登録を目指す金沢に息づく伝統文

化や自然環境を全国に発信し、石川県内のウオーキング人口の拡大を目指し、百万

石祭りに協賛して、オールジャパンウオーキングカップ公認の「第９回加賀百万石

ツーデーウオーク」を開催いたします。 

 この大会が、金沢の魅力を再発見し、石川県民と全国のウオーカーの交流が促進

され、参加者の健康増進に寄与することを願っています。 

 １．開催期日 

       ２０１２年５月２６日（土）・２７日（日）  雨天決行 

          第６１回金沢百万石祭り協賛とする 

 

 ２．開催地域       金沢市 

 ３．テーマ    『利家とまつ』の築いた城下町を堪能しよう 

 

 ４．主会場        ＪＲ金沢駅東口 もてなしドーム 地下１階 イベント広場           

 ５．主催        （社）日本ウオーキング協会、（特非）石川県ウオーキング協会 

 

 ６．共催       金沢市、（株）北國新聞社、（株）テレビ金沢、（財）石川県ユース

ホステ         ル協会 

 ７．主管        加賀百万石ツーデーウオーク実行委員会 

 

 ８．後援（予定） 

      石川県、石川県教育委員会、金沢市教育委員会、（社）石川県観光連盟、金沢市観

光協会、 

金沢商工会議所、金沢市医師会他 

  

 ９．協力(予定) 

       西日本旅客鉄道（株）金沢支社、三谷産業（株）、金沢観光ボランテアガイド「ま

いどさん」、金沢市町会連合会、金沢市公民館連合会、日本赤十字社石川県支部、 



小松ウオーキング協会、白山市ウオーキング協会、かがウオーキングクラブ歩々、 

山中温泉ウオーキング協会、諸江地区歩こう会、七尾ウオーキング協会、野々市ウ

キウキウオーキング、内灘町ウオーキング協会、加賀豊年太鼓沖町保存会他 

  

 10． 協賛（予定） 興能信用金庫、武田レッグウエア（株）、アシックス、三谷産業（株）、

司スポーツ(株)、小森建設(株)、IMO 企画、(株)シーピーユー、シメノドラック、

JA 

 

 11.  認定 

       国際市民スポーツ連盟、日本市民スポーツ連盟、オールジャパンウオーキング石川

県認    定大会、東海北陸マーチングリーグ認定大会､美しい日本の歩きたくなる道

500選 

 

 12. 距離コース 

      １日目 ２６日（土）第８回の女川コース修正  ２６・２２・１１の３コース 

      ２日目 ２７日（日） 第８回の男川コース   ２７・２０・１０㎞・５㎞の４コー

ス 

    ※本大会は競歩大会ではありません。体力にあったコースを選び、交通ルールを守っ

てお歩   きください。 

 

 13. スタート・ゴール（会場をスタート・ゴールとする。） 

           両日とも         受付       出発             ゴール 

           26/20㎞        7:00        8:00              11:00～16:00 

           10㎞        8:00        9:15               11:00～16:00 

 

 14.  参加費（２日間参加でも同額） 

         一般 ２，０００円、小学生以上高校生以下１，０００円 

（事前大人 1,500円、小学生以上高校生以下 500円） 

            参加取り消しの場合、参加費は返却しない 

   県内ＩＷＡ登録協会会員 １，０００円、県内小学生以上高校生以下 500円  

   幼児 無料（ただし保護者の同伴が必要です） 

 

 15.   参加贈呈品等 

      参加者には大会誌・バッチ・ゼッケン・コース地図を贈呈する（コップ等の粗品を

検討） 

    ５月１０日（木）（必着）までに申し込みの場合大会誌に参加者名を掲載する。 



       完歩者全員に完歩証を贈呈する  

  

 16. 免責の範囲 

      万一事故が発生しても障害保険の範囲及び応急処置以外の責任は負わない 

 

 17. 申込期限 

     ２０１２年５月１０日（木）まで 

     ※５月１１日以降も受付を行いますが、名簿掲載は出来ません。また、大会当日も受

付を行います。 

 

 18.  申し込み方法 

     事前申込みは郵便振込にて申し込む。。 

当日申込みは会場で受け付ける（前日 25日の 15:00～17:00会場にて事前申込者の受

付をす   る） 

   参加証は発送しない振込受領書を確認する、弁当引換証・ 宿泊申込者には引換証･予

約票   を送付する。  

 

 19. 宿泊斡旋     実行委員会で斡旋する。 

 

 20. 昼食       斡旋する。  芝寿しのみ（芝寿し・友禅） 

 21. 予算 

   収入 1,000名 1､500,000円 寄付・協賛金 800,000円 繰越その他 1,200,000

円       計 3,500,000円 

   支出 前年並み 2,600,000円 予備費 900,000円  計 3,500,000円 

 



その他 

 

１．年間完歩賞認証式（平成 23年）  

 

  １．年間完歩賞 １７回の県協会認定定例会・大会のうち１６回以上出席者 

      

  ２．完歩努力賞 １７回の県協会認定定例会・大会のうち１３回以上出席者 

   

２．平成 24 年年間完歩賞対象行事（対象事業現在１２回、完歩賞 １１回以上、完歩努力賞 ９回以上） 

 

開催日 行事名 開催日 行事名 

1月8日 【81回健康ウオーク】新春金沢天神様巡り 7月22日 【86回健康ウオーク】能登有料道路を歩く 

3月18日 【82回健康ウオーク】元気カップ野々市市大会 8月26日 【87回健康ウオーク】納涼ウオーク 

4月8日 【83回健康ウオーク】元気カップ川北町大会 (日時予定) 9月16日 【88回健康ウオーク】平成奥の細道   

5月 【84回健康ウオーク】元気カップ能美市大会 (未定 ) 10月7日 【89回健康ウオーク】平成奥の細道   

５月２６・２７ 第９回加賀百万石ツーデーウオーク 11月4日 【90回健康ウオーク】七尾城址を歩く  

6月17日 【85回健康ウオーク】金沢歴史探訪 12月2日 【91回健康ウオーク】500選⑤を歩く 

          


