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議事１ 

 

令和２年度事業実施状況について 

 

令和２年４月から１月までの事業実施状況になります。 

（資料２ページから 5ページ） 

スポーツ教室や大会の開催を通して、市民の体力向上、健康増進、人格形成

を図り、スポーツを通じて地域の振興を目指し、野田市、総合公園指定管理者、

関宿総合公園指定管理者、春風館道場指定管理者で行った主な事業を記載させ

ていただいております。 

資料にある【野田総合】については、総合公園指定管理者が主催のもの、【関

宿総合】は関宿総合公園指定管理者が主催のもの、【春風館】は春風館道場指定

管理者が主催のもの、【野田市】は、野田市が主催したもの、【その他】は、ス

ポーツ推進委員の活動や国民体育大会、県民体育大会などを表しております。 

昨年４月から５月にかけての緊急事態宣言では、スポーツ施設をすべて閉鎖

させていただき、解除後の６月から段階的に再開しましたが、実施予定であっ

た事業については新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ほとんどが中止

となっております。 

その他、通年事業であるトレーニングルームにつきましては、現在も休止し

ており、また現在の緊急事態宣言では、１７時以降の施設貸出しを休止してお

ります。 

 今年度に開催した主な事業は、野田市総合公園の姿勢改善ヨガ教室、太極拳

初心者教室、スクエア・ステップ教室、春風館の剣道教室、弓道教室、杖道教

室、弓道大会になり、会議関係につきましては、ほとんどが書面での開催とな

っております。 

なお、令和２年度の施設修繕、改修につきましては、野田市総合公園で高圧

引き込みケーブルの交換及び変圧器の交換工事、関宿総合公園で受水槽の電極

及びパイロット管交換工事が実施済みであり、野田市総合公園庭球場の人工芝

張替工事（プール側５面）は、現在実施中で年度内に終了する予定となってお

ります。 
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令和２年度事業実施状況（令和 2 年 4 月～令和 3 年 1 月）について 

月 日 事  業  内  容 参加者等 

通 

年 

 

月・木・土・第1.3日曜日 

 

第1日曜日 

 

 

 

全開館日 

 

 

 

5月からの第2・4日曜日 

 

 

【野田総合】 

トレーニングルーム講習会 

（現在休止中） 

クライミングウォール講習会 

（6 月から再開） 

 

【関宿総合】 

トレーニングルーム講習会 

（現在休止中） 

  

【春 風 館】 

剣道教室 

（7 月から開講に変更） 

 

 

12 月末現在 

登録者数 22,085 人 

12 月末現在 

登録者数 1,686 人 

 

 

12 月末現在 

登録者数  6,813 人 

 

 

12 月末現在 

参加者数 延 87 人 

 

４ 

 

4/18(土） 

 

 

4/26(日) 

 

 

【春 風 館】 

弓道大会 

 

【そ の 他】 

東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会 

総会及び実技研修会 

 

 

※11/21(土)に延期 

 

 

※書面開催に変更 

 

 

５ 

 

5/11～6/29の月曜日 

 

 

5/14～6/11の木曜日 

 

 

5/10(日） 

 

 

5/28(木） 

 

【野田総合】 

安眠ヨガ教室 

 

【関宿総合】 

ピラティス体験教室(5 回) 

 

【春 風 館】 

剣道教室 開講式 

 

【野 田 市】 

第 1 回スポーツ推進審議会 

 

 

※中止 

 

 

※中止 

 

 

※7/12(日)に延期 

 

 

※書面開催に変更 

 

６ 

 

6/11～7/9の木曜日 

6/27(土) 

 

 

6/6～7/12の土・日曜日 

6/21(日) 

 

 

6/6(土) 

6/27(木) 

 

 

 

6/5(金)～6(土) 

 

【野田総合】 

からだサポート体幹体操教室 

普通救命講習会 

 

【春 風 館】 

弓道教室 

ＡＥＤ講習会 

 

【野 田 市】 

手づくりフェスティバル 

地区運動会補助金交付説明会 

 

 

【そ の 他】 

関東スポーツ推進委員研究大会 

（茨城県つくば市） 

 

※中止 

※中止 

 

 

※9/5～10/4 に延期 

※中止 

 

 

※中止 

※説明会は中止。 

資料のみ配布。 

 

 

※中止 
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月 日 事  業  内  容 参加者等 

6/28(日) 

 

 

東葛スポレク祭ボッチャ・風船バレー大会 

（流山市） 

 

※中止 

 

 

７ 

 

7/4(土)～9/6(日) 

 

 

 

7/26(日） 

 

 

7/12(日) 

 

【野田総合】 

総合公園水泳場オープン 

水泳教室 

 

【関宿総合】 

普通救命講習会 

 

【春 風 館】 

剣道教室 開講式 

 

 

※中止 

※中止 

 

 

※中止  

 

 

7/12 参加者 10 人 

 

８ 

 

8/29(土)～30(日) 

【そ の 他】 

千葉県民体育大会夏季大会 

 

 

※中止 

 

９ 

 

9/5～10/24の土曜日 

9/25～11/13の金曜日 

 

 

9/3～10/1の木曜日 

 

 

9/5～10/4の土・日曜日 

9/5～11/7の土曜日 

9/27(日) 

 

 

9/12(土) 

 

 

9/28(日) 

 

 

【野田総合】 

姿勢改善ヨガ教室(8 回) 

太極拳初心者教室(8 回) 

 

【関宿総合】 

フラダンス体験教室(5 回) 

 

【春 風 館】 

弓道教室 

杖道教室 

少年剣道大会 

 

【野 田 市】 

野田市スポレク祭グラウンド・ゴルフ大会 

 

【そ の 他】 

東葛スポレク祭軽スポーツ大会 

国民体育大会（鹿児島県） 

 

 

参加者  延 249 人 

参加者  延 141 人 

 

 

※中止 

 

 

参加者  延 99 人 

参加者  延 120 人 

※中止 

 

 

※中止 

 

 

※中止 
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10/15～11/12の木曜日 

 

 

10/11(日) 

 

 

10/18(日) 

10/25(日) 

 

 

10/3(土)～13(火) 

10/17(土) 

 

10/24(土)～25(日) 

【野田総合】 

スクエア・ステップ教室(5 回) 

 

【関宿総合】 

普通救命講習会 

 

【野 田 市】 

健康づくりフェスティバル         

野田むらさきの里ふれあいウオーク 

 

【そ の 他】  

国民体育大会（鹿児島県） 

東葛飾地方中学校駅伝競走大会 

（松戸市→野田市） 

千葉県民体育大会秋季大会 

 

参加者 延 103 人 

 

 

※中止 

 

 

※中止 

※中止 

 

 

※鹿児島県は延期 

※中止 

 

※中止 
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月 日 事  業  内  容 参加者等 

10/24(土)～26(月) 

 

全国障害者スポーツ大会（鹿児島県） 

 

※鹿児島県は延期 
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11/11～12/9の水曜日 

 

 

11/10～12/15の火曜日 

 

 

11/21(日) 

 

 

11/8(日) 

11/15(日) 

11/19(木) 

 

 

11/4(水)～12/9(水) 

11/8(日) 

11/12(木)～13(金) 

 

 

【野田総合】 

バランスコンディショニング教室 

 

【関宿総合】 

ズンバ体験教室(5 回) 

 

【春 風 館】 

弓道大会               

 

【野 田 市】 

生涯スポーツ推進事業【柔道】 

野田市民駅伝競走大会 

第 2 回スポーツ推進審議会 

 

【そ の 他】 

ニュースポーツ体験会(5 回) 

スポーツ推進委員講習会 

全国スポーツ推進委員研究協議会 

（栃木県宇都宮市） 

 

 

※中止 

 

 

※中止 

 

 

参加者    16 人 

 

 

※中止 

※中止 

※中止 

 

 

※中止 

※中止 

※中止 
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12/6(日) 

 

 

12/2(水) 

 

 

12/5(土) 

 

12/5(土) 

12/20(日) 

 

【野田総合】 

普通救命講習会 

 

【野 田 市】 

行事予約調整会議 

 

【そ の 他】 

東葛スポレク祭ウォーキング＆ポールウ

ォーキング（我孫子市） 

スポーツの集い（興風会館） 

千葉県スポーツ推進委員研究大会 

（八千代市） 

 

 

※中止 

 

 

※開催済 

 

 

※中止 

 

※中止 

※中止 

１ 

 

1/9(土)～2/11(木) 

1/27(水)～31(日) 

【そ の 他】  

千葉県民体育大会冬季大会（サッカー） 

国民体育大会冬季大会 

（愛知県：ｽｹｰﾄ・ｱｲｽﾎｯｹｰ競技） 

（岐阜県：スケート競技） 

 

 

※中止 

※開催済 

 

２ 

 

2/18～3/18の木曜日 

 

 

2/18(木) 

 

 

2/18(木)～21(日) 

【関宿総合】 

パワーヨガ体験教室(5 回) 

 

【野 田 市】 

第 2 回スポーツ推進審議会 

 

【そ の 他】 

国民体育大会冬季大会 

（秋田県：スキー競技） 

 

※中止 

 

 

※書面開催に変更 

 

 

※開催予定 
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月 日 事  業  内  容 参加者等 

３ 

 

3/5(金)～7(日) 

 

【そ の 他】 

千葉県民体育大会冬季大会 

（長野県：スキー競技） 

 

 

※一部中止決定 

 

 

【野田総合】総合公園指定管理者主催 

【関宿総合】関宿総合公園指定管理者主催 

【春 風 館】春風館道場指定管理者主催 

【野 田 市】野田市主催 

【そ の 他】上記以外が主催 
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議事２ 

 

 

令和３年度事業計画（案）について 

 

令和３年度の事業計画（案）になります。 

（資料 7ページから９ページ） 

 議事１は、令和２年度の事業実施状況を報告させていただきましたが、議事

２では、令和３年度の事業の実施計画の案を報告します。議事１と同様に、ス

ポーツ教室や大会の開催を通して、市民の体力向上、健康増進、人格形成を図

り、スポーツを通じて地域の振興を目指し、野田市や指定管理者で行う予定の

主な事業を記載させていただいております。 

 例年との大きな変更点は、春風館にて、令和３年１０月から令和４年３月に

かけて道場の床板張替工事を実施することから、柔剣道場が使用できなくなり

ます。（弓道場は使用可）その他に新しい事業として、総合公園にて水泳場を使

用しない時期にカヌー教室、また８月頃に小学生を対象としたバトミントン教

室を実施したいと考えております。 

また、令和３年度の施設修繕、改修につきましては、野田市総合公園のスケ

ートボードパークの改修工事をする予定となっております。 

 なお、記載しているのは、現在計画している事業であり、新型コロナウイル

スの影響により、中止になる場合がありますのでご了承ください。 
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令和３年度事業計画（案）について 

 

月 日 事  業  内  容 

通 

 

年 

 

月・木・土・第1・3日曜日 

第1日曜日 

 

 

全開館日 

 

 

令和3年10月～令和4年3月 

 

【野田総合】 

トレーニングルーム講習会 

クライミングウォール講習会 

 

【関宿総合】 

トレーニングルーム講習会 

 

【春 風 館】 

道場床板張替工事（工事期間は柔・剣道場使用不可） 

 

４ 

 

4/5～5/31の月曜日 

 

 

4/17(土) 

 

 

4/25(日) 

 

【野田総合】 

安眠ヨガ教室（8 回） 

 

【春 風 館】 

弓道大会 

 

【そ の 他】 

東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会総会及び実技研修会 

 

５ 

 

5/13～6/10の木曜日 

5/30(土) 

 

 

5/13～6/10の木曜日 

 

 

5/16～9/19の日曜日 

 

 

5月下旬 

 

【野田総合】 

からだサポート体幹体操教室(5 回) 

普通救命講習会 

 

【関宿総合】 

ピラティス体験教室（5 回） 

 

【春 風 館】 

剣道教室（13 回） 

 

【野 田 市】 

第１回スポーツ推進審議会 

 

６ 

 

6/16～7/14の水曜日 

 

 

6/5～7/4の土・日曜日 

6/20(日) 

 

 

6/6(日) 

6/19(土) 

6月下旬 

 

 

6/4(金)～5(土) 

6/27(日) 

【野田総合】 

バランスコンディショニング教室(5 回)  

 

【春 風 館】 

弓道教室（10 回） 

ＡＥＤ講習会 

 

【野 田 市】 

生涯スポーツ推進事業（剣道） 

手づくりフェスティバル 

地区運動会補助金交付説明会 

 

【そ の 他】 

関東スポーツ推進委員研究大会（長野県長野市） 

東葛スポレク祭室内軽スポーツ（流山市） 
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月 日 事  業  内  容 

７ 

 

7/3(土) 

7/26(月)～30(金)の平日 

 

 

7/25(日) 

 

 

7/3～9/4の土曜日 

 

【野田総合】 

総合公園水泳場オープン 

学童水泳教室（午前の部・午後の部）（5 回） 

 

【関宿総合】 

普通救命講習会 

 

【春 風 館】 

杖道教室（10 回） 

 

８ 

 

未定 

 

 

未定 

 

【野田総合】 

バトミントン教室（6 回） 

 

【そ の 他】 

千葉県民体育大会夏季大会 

 

９ 

 

9/5(日) 

未定 

9/4～10/23の土曜日 

9/24～11/12の金曜日 

 

 

9/2～9/30の木曜日 

 

 

9/26(日) 

 

 

9/12(日) 

9/25(土)～10/5(火) 

 

【野田総合】 

総合公園水泳場最終日 

カヌー教室（5 回） 

姿勢改善ヨガ教室（8 回） 

太極拳教室初心者教室（8 回） 

 

【関宿総合】 

フラダンス体験教室（5 回） 

 

【春 風 館】 

少年剣道大会 

 

【そ の 他】 

東葛スポレク祭室内軽スポーツ（我孫子市） 

国民体育大会（三重県） 
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10/14～11/11の木曜日 

 

 

未定 

10/31(日) 

 

 

10/16(土) 

10/23(土)～25(月) 

未定 

【野田総合】 

スクエア・ステップ教室（5 回） 

 

【野 田 市】 

健康づくりフェスティバル 

野田むらさきの里ふれあいウオーク 

 

【そ の 他】 

東葛飾地方中学校駅伝競走大会（松戸市→野田市） 

全国障害者スポーツ大会（三重県） 

千葉県民体育大会秋季大会 
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11/10～12/8の水曜日 

 

 

11/9～12/7の火曜日 

【野田総合】 

バランスコンディショニング教室(5 回)  

 

【関宿総合】 

ズンバ体験教室（５回） 
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月 日 事  業  内  容 

11/21(日) 

 

 

11/21(日) 

 

 

11/18(木)～11/19(金) 

 

普通救命講習会 

 

【野 田 市】 

市民駅伝競走大会 

 

【そ の 他】 

全国スポーツ推進委員研究協議会（佐賀県佐賀市） 

 

12 

 

12/5(日) 

 

 

12/上旬 

 

 

12/4(土) 

12/4(土) 

未定 

【野田総合】 

普通救命講習会 

 

【野 田 市】 

行事予約調整会議 

 

【そ の 他】 

スポーツの集い（興風会館） 

東葛飾地区ウォーキング＆ポールウォーキング（鎌ヶ谷市） 

千葉県スポーツ推進委員研究大会（八千代市） 

 

１ 

 

1/24(月)～1/30(日) 

【そ の 他】 

国民体育大会冬季大会（栃木県：ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ競技） 

 

２ 

 

2/10～3/10の木曜日 

 

 

2月上旬 

 

 

2/17(木)～2/20(日) 

【関宿総合】 

パワーヨガ体験教室（5 回） 

 

【野 田 市】 

第２回スポーツ推進審議会 

 

【そ の 他】 

国民体育大会冬季大会（秋田県：スキー競技） 

 

３ 

 

未定 

 

【そ の 他】 

千葉県民体育大会冬季大会 

 

 

【野田総合】総合公園指定管理者主催 

【関宿総合】関宿総合公園指定管理者主催 

【春 風 館】春風館道場指定管理者主催 

【野 田 市】野田市主催 

【そ の 他】上記以外が主催 



議事３ 

 

第２次野田市スポーツ推進計画の進捗状況について 

 

令和２年度の第２次野田市スポーツ推進計画の進捗状況になります。 

（別添資料１ページから１８ページ） 

 「第２次野田市スポーツ推進計画」の令和２年度の進捗状況（取組内容）に

ついて、令和２年１２月末現在の取組内容をご報告するものです。 

 表の左側から、基本目標の具体的な内容、令和元年度取組内容、令和２年度

取組内容、市役所該当課となっております。 

 なお、令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

のため、多くの教室、大会、研修会等が中止となっております。 

 

※「第２次野田市スポーツ推進計画」について 

 「第２次野田市スポーツ推進計画」は、平成２３年８月に施行されたスポ 

ーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の第１０条第１項に基づき、国の「ス 

ポーツ基本計画」及び県の「体育・スポーツ推進計画」を参酌し、策定され 

た「野田市スポーツ推進計画」（平成２５年度）を改訂し、「第２次野田市ス 

ポーツ推進計画」として平成３０年３月に策定したものです。計画期間は、 

平成３０年度から令和４年度までの５年間となっております。 

計画の基本目標の①は、「市民一人ひとりのライフステージや目的に応じた

スポーツ活動の推進」として、総合公園、関宿総合公園、春風館道場及びそ

の他スポーツ施設の充実により、利用者数の増加を図ろうとするものです。

スポーツを通じて全ての市民が幸福で豊かな生活を営むことができる社会を

創出するためには、市民一人ひとりのライフステージや目的に応じたスポー

ツ活動に参加できるようにすることが大切であるとしております。 

基本目標の②は、「スポーツ環境の整備」として、スポーツ教室参加者の増

加を図るものです。市民が自らスポーツ教室やイベント等に参加することが

出来る機会を提供すると共に、活動する施設の整備を積極的に行っていく必

要があります。スポーツへの参加を促進するため、市、教育委員会や指定管

理者等によるスポーツ教室、健康教室、イベント等の充実、及び初心者向け

の教室を開催することによって、スポーツ参加者の拡大を図るとしておりま

す。 
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基本目標③は、「市内のスポーツ選手の競技力の向上」として、県民大会の

成績の向上を図るものです。競技力の向上は、個人の目的達成だけではなく、   

地域のスポーツ振興に寄与するものであるから、競技団体に参加する団体・個

人を支援する必要があるとしております。 

基本目標④４は、「スポーツを通じた地域の活性化」として、市内運動会及

び各地区スポーツ行事の参加者数の増加を図るものです。市内の各地域で行わ

れている地区運動会やレクリエーションイベント、またスポーツ少年団や少年

野球等についても参加者数が下がっており、気軽に運動に取り組むことができ

る環境づくりや、スポーツの推進と観光ＰＲにも力を入れ、地域活性化につな

げていく必要があるとしております。 
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（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

・運動や体力向上に関する資料を幼稚園に配布し、幼稚園における体力づく
りの啓発（指導課）

・運動や体力向上に関する資料を幼稚園に配布し、幼稚園における体力づく
りの啓発（指導課）

指導課

・学童保育における遊び（運動）は、自発的、自主的に行われるものであ
り、子どもにとって認識や感情、主体性等の諸能力が統合化される他に代え
がたい不可欠な活動であることから、指導員は遊び（運動）の重要性を理解
し、指導に当たるように努めている。（児童家庭課）

・学童保育における遊び（運動）は、自発的、自主的に行われるものであ
り、子どもにとって認識や感情、主体性等の諸能力が統合化される他に代え
がたい不可欠な活動であることから、指導員は遊び（運動）の重要性を理解
し、指導に当たるように努めている。（児童家庭課）

児童家庭課

‣色々な遊びの中で十分に体を動かし進んで戸外で遊ぶよう、様々な活動に親
しみ、楽しんで取り組めるよう啓発している。（保育課）

・色々な遊びの中で十分に体を動かし進んで戸外で遊ぶよう、様々な活動に
親しみ、楽しんで取り組めるよう啓発している。（保育課）

保育課

・幼稚園、保育園向け情報等があれば、情報を提供（指導課） ・幼稚園、保育園向け情報等があれば、情報を提供（指導課） 指導課

・学童保育における遊び（運動）は、安全面に配慮しながら子どもが自ら危
険を回避できるようにしていくとともに、子どもの発達段階に応じた主体的
な遊びが可能となるよう指導に努めている。（児童家庭課）

・学童保育における遊び（運動）は、安全面に配慮しながら子どもが自ら危
険を回避できるようにしていくとともに、子どもの発達段階に応じた主体的
な遊びが可能となるよう指導に努めている。（児童家庭課）

児童家庭課

公園等の維持管理
・市内234箇所（約194.7ha）の公園等の維持管理を適切に行なうことによ
り、幼児の体力作りの場を提供した。（みどりと水のまちづくり課）

・市内236箇所（約194.7ha）の公園等の維持管理を適切に行なうことによ
り、幼児の体力作りの場を提供した。（みどりと水のまちづくり課）

みどりと水のま
ちづくり課

・親子参加による親子体操教室（中央・山崎・うめさと・七光台・谷吉）、
ビーチボールバレー（山崎）、フリスビー（谷吉）、サーキットであそぼう
（中央）、ディスクゴルフ（山崎）、ボッチャ（山崎）、風船リフティング
（中央）、音楽リズム（谷吉）、スラックライン（山崎）、フラフープじゃ
んけん（中央）、スポーツゲームセット（中央）、ストラックアウト（うめ
さと）、ダーツ（七光台）、巧技台（七光台）、なわとび（谷吉・七光
台）、ロディー（七光台）、あなたのジャンプ力は?（関宿）、シュートゲー
ム（山崎）を開催。（児童家庭課）

・親子参加による親子体操教室（中央・山崎・うめさと・七光台・谷吉・関
宿）、バドミントン（七光台）、ボッチャ（山崎）、輪なげ大会（谷吉）、
サーキット（中央）、ボーリング（谷吉・中央）、グラウンドゴルフ（山
崎）、ダブルダッチ（山崎）を開催。（児童家庭課）

児童家庭課

・家庭教育学級幼児コースあすなろで「親子で楽しく音楽遊び」(関宿中央　
参加人数20人）、ひのき教室で「小運動会」(関宿中央　参加人数38人）、
「親子運動遊び」(関宿中央　参加人数24人）（生涯学習課（公民館））

(コロナ対策で事業を縮小したため、該当なし）
生涯学習課（公
民館）

・青少年柔剣道大会を開催（青少年課） ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課）

青少年課

野田市青少年柔剣道大会

・２才からの青空野球教室in野田市総合公園野球場（野田市の魅力発信事
業）
２才から６才までを学年年齢別に３クラスに分け、各クラス土日を含め計１
４回の野球教室を実施した。（魅力推進課）

野球教室は、令和元年度の単年事業のため、今年度は、実施していない。
（魅力推進課）

魅力推進課

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

（１）市民一人ひとりのライフステージや目的に応じたスポーツ活動の推進(基本目標)

①幼児期における体力づくりの促進

(

具
体
的
施
策

)

幼児期における運動の重要性の啓発

幼稚園、保育所における遊びの指導

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援

1



第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進
・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）

・地区運動会開催地区への補助金の交付、野田むらさきの里ふれあいウオー
ク（ウオーキング大会）の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

               　  野田むらさきの里ふれあいウォーク

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」への参加

・スポーツ庁による「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」は、全小学校
の５年生と全中学校の２年生を対象として、４月～７月に実施した。今後、
文部科学省のホームページに結果が掲載され、野田市小中体連の会議の場で
各校に野田市の現状を伝達（指導課）

・スポーツ庁による「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」は、例年、全
小学校の５年生と全中学校の２年生を対象として、４月～７月に実施されて
いるが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止になった。各学校
で時期や内容は違うが、独自に体力テストを実施した。（指導課）

指導課

運動能力証の交付を受けることの奨励
・中学校は７月までに新体力テストを実施した。小学校は11月に新体力テス
トを実施した。今後、運動能力証を該当児童生徒に配布を予定。（指導課）

・例年、中学校は７月、小学校は11月に新体力テストを実施するが、今年度
は新型コロナウイルス感染症の影響で中止になった。（指導課） 指導課

小中学校体育連盟主催各種大会の活性化

・次の各種大会を開催した。（指導課）
６月・中学校運動部市内大会（１１種目）
 　 ・市内小学校陸上競技大会
　 （男子優勝：中央小　女子優勝：宮崎小　総合優勝：宮崎小）
　 ・市内中学校陸上競技大会
　　　（男子優勝：南部中　女子優勝：南部中　総合優勝：南部中）
10月 ・小学校ミニバスケットボール大会・サッカー大会
　　　（ﾐﾆﾊﾞｽ大会優勝：山崎小・宮崎小・北部小・岩木小・関宿中央小）　
　　　（サッカー大会：優勝：山崎小・南部小・清水台小・岩木小・
　　　　関宿中央小）
12月 ・野田市中学校駅伝競走大会
　　　　（男子優勝：北部中　女子優勝：北部中）

・今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、例年行われている中学校運
動部市内大会、小学校ミニバスケットボール大会・サッカー大会、野田市中
学校駅伝競走大会は中止となった。（指導課）
・各大会の代替として、中学校は７月に８種目（野球、ソフトボール、バ
レーボール、卓球、バスケットボール、ソフトテニス、サッカー、バトミン
トン）、８月に陸上競技が行われた。小学校は１０月、１１月に陸上競技
（３回に分けて実施）、１１月、１２月にサッカー、ミニバスケットボール
が行われた。（４回に分けて実施）なお、２月にもサッカー、ミニバスケッ
トボールが行われる予定である。（指導課）

指導課

教員の指導力の向上

・各種研修会に参加した。（指導課）
　・小中学校体育主任等研修会(３１名参加　保健体育科の資質向上）
　・中学校体育実技（柔道）指導者養成研修会
　　（３名参加　柔道の指導者養成）
　・教育事務所別体育実技講習会
　　　(12名参加 体つくり､器械運動系､体つくり運動、水泳）
　・野田市武道指導者講習会(剣道３名　柔道５名参加　実技研修）
　・野田市小中体連研修会(市内小中学校体育主任参加　研修会参加）

・例年行われている研修等は新型コロナウイルス感染症の影響で中止になっ
た。代替として野田市武道指導者講習会等の研修会は資料を送付し、授業を
行う上での注意事項を周知した。（指導課）
・小中学校体育連盟が主催する各専門部長会議に参加し、熱中症や新型コロ
ナウイルス感染症の予防、対策等の助言を行った。（指導課）

指導課

教員の障がい者スポーツに関する理解の向上
・障害者スポーツに関する講習会等、情報があれば提供（指導課） ・障害者スポーツに関する講習会、オリンピック・パラリンピック等、情報

があれば提供（指導課） 指導課

武道指導への対応

・柔道講師４名、剣道講師２名を各校の武道の授業に派遣した。（指導課）
・各種資料を配布した。（指導の方向性・安全面の確認）
・武道指導者講習会を開催した。　
　　第１回講習会（４月）各校の授業内容確認・安全面の確認
　　第２回講習会（４月）３名参加　剣道実技講習
　　第３回講習会（４月）５名参加　柔道実技講習

・柔道講師３名、剣道講師２名を各校の武道の授業に派遣した。（指導課）
・各種資料を配布した。（指導の方向性・安全面の確認）
・例年行っていた武道指導者講習会は新型コロナウイルス感染症の影響で中
止し、資料を送付し、授業を行う上での注意事項を周知した。（指導課）

指導課

　　　　　　剣道実技講習　　　　　　　　　　柔道実技講習

(

具
体
的
施
策

)

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援

②学校体育及び学齢期におけるスポーツ活動の充実

(

具
体
的
施
策

)
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

社会体育指導員及び地域人材の活用

・武道講師６名を採用した。（指導課）
　・剣道講師２名を４校に派遣
　・柔道講師４名を７校に派遣
・外部指導者を活用した。（市内小中学校で１９名活用）

・武道講師５名を採用した。（指導課）
　・剣道講師２名を４校に派遣
　・柔道講師３名を７校に派遣
・外部指導者を活用した。（市内小中学校で８名活用）

指導課

技術講習会の開催

・小中学校体育主任等研修会(３１名参加　保健体育科の資質向上）(指導課)
・中学校体育実技（柔道）指導者講習会（５名参加　柔道の指導力向上）
・中学校体育実技（柔道）指導者認定・指導者養成講習会
　 （１名参加　柔道の指導者養成）
・教育事務所別体育実技講習会
　　(12名参加 体つくり､器械運動系､体つくり運動、球技・柔道・保健）
・野田市教育研究会(市内小中学校体育主任参加　授業参観）
・野田市小中体連研修会(市内小中学校体育主任参加　研究授業）
・野田市武道指導者講習会
　　第１回講習会（４月）各校の授業内容確認・安全面の確認
　　第２回講習会（４月）３名参加　剣道実技講習
　　第３回講習会（４月）５名参加　柔道実技講習

・例年行われている研修、技術講習会等は新型コロナウイルス感染症の影響
で中止になった。代替として野田市武道指導者講習会等の研修会は資料を送
付し、授業を行う上での注意事項を周知した。（指導課）
・小中学校体育連盟が主催する各専門部長会議に参加し、熱中症や新型コロ
ナウイルス感染症の予防、対策等の助言を行った。（指導課）
・野田市教育研究会(授業参観）
・野田市小中体連専門部長会議(各部活動専門部長参加） 指導課

多様なニーズに応える運動部活動
・各学校の実情により実施（指導課） ・各学校の実情により実施（指導課）

指導課

学校体育における安全性の確保
・体育的活動や部活動中の事故防止についての注意喚起文書を配布
（指導課）

・体育的活動や部活動中の事故防止についての注意喚起文書を配布
（指導課）

指導課

障がいのある児童生徒への取組
・学校の実情に応じて、授業や体育活動等に個別に対応（指導課） ・学校の実情に応じて、授業や体育活動等に個別に対応（指導課）

指導課

学校体育施設の充実
・木間ケ瀬小学校プールライン改修工事を実施（教育総務課） 第二中学校防球ネット設置工事を実施（教育総務課）

第二中学校鉄棒設置工事を実施（教育総務課） 教育総務課

施設の計画的改修

・総合公園陸上競技場改修工事、総合公園体育館トレーニング室空調機交換
工事、総合公園浄化槽設備改修工事、総合公園庭球場時計設置工事、総合公
園体育館バスケットゴール板修繕、総合公園駐車場区画線補修工事、総合公
園プレイロット階段補修工事、総合公園スケートボードパーク床修繕工事、
総合公園体育館大体育室遮光カーテン購入、関宿総合公園フットサル場移設
工事、関宿総合公園駐車場舗装修繕工事、関宿総合公園体育館冷温水発生器
付帯設備修繕、関宿総合公園体育館電動ロールブラインド修繕、福田体育館
耐震診断業務委託、川間体育館ガラス修繕、福田運動場野球場一塁側フェン
ス修繕工事、福田運動場屋外トイレ修繕工事、福田運動場庭球場フェンス修
繕工事、福田運動場庭球場フェンス補強工事、岩名調整池庭球場人工芝修繕
工事、関宿少年野球場外周フェンス補修工事、関宿少年野球場外周舗装補修
工事、南部地区スポーツ広場散水栓設置工事、南部地区スポーツ広場防砂
ネット修繕（スポーツ推進課）

・総合公園園路舗装修繕、総合公園高圧ケーブル等改修工事（9月9日～1月29
日）、総合公園庭球場人工芝改修工事（12月1日～3月15日）、関宿総合公園
体育館受水槽電極及びパイロット管交換工事、福田体育館誘導灯改修工事、
関宿少年野球場水飲み台修繕工事（12月1日～1月29日）（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

・青少年相談員が、ビーチボールバレー大会に参加（青少年課） ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課）
青少年課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、大会開催を支援
・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付、野田むらさきの里ふれあいウオー
ク（ウオーキング大会）の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

オープンサタデークラブ活動の充実

・柔道、剣道、ティーボール、バドミントン、ミニバス、スナッグゴルフ、
バレーボール、ソフトテニスの８種目を1８会場で実施（青少年課）

・新型コロナウィルス感染症の影響により、年度途中の10月から、柔道、剣
道、パドルテニス、バドミントン、ミニバス、スナッグゴルフ、ソフトテニ
スの７種目を1２会場で実施。（青少年課）

青少年課

        オープンサタデークラブ　           ミニバスケットボール

子ども館における遊びの充実

・ビーチボールバレー大会（中央・山崎・うめさと・関宿・七光台・谷
吉）、ビーチボールバレー（中央・谷吉・七光台・うめさと・山崎）、ポン
ポンキャッチ（関宿）、フラフープ（中央・七光台・関宿）、フラフープ大
会（うめさと）、卓球をしよう（七光台）、卓球大会（七光台）、卓球リフ
ティング（うめさと・谷吉）、運動会（学童との交流）（七光台・山崎）、
バドミントン（うめさと）、ドッヂビー（七光台）、ジャンプ力（谷吉）、
グラウンドゴルフ（七光台・山崎）、ボーリング（谷吉）、ロープジャンプ
（七光台）、座り輪投げ（谷吉）、ボッチャ（山崎）、なわとび世界一周
（山崎）、ダブルダッチ（山崎）（児童家庭課）

・ビーチボールバレー大会（中央・山崎・うめさと・関宿・七光台・谷吉）
はコロナウィルス感染症予防のため中止。（児童家庭課）
・シュートゲーム（谷吉）、フラフープ（中央・七光台・山崎・うめさ
と）、ジャンプ力測定（谷吉）、ドッジビー（七光台）、卓球リフティング
をしよう（うめさと）、バスケットシュート大会（谷吉・うめさと）、ゴム
跳び（関宿）、なわとび（関宿・谷吉・うめさと）、クリスマスツリーチャ
レンジ（中央）・縄とび世界一周（谷吉）を開催。（児童家庭課）

児童家庭課

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)

地域におけるスポーツ活動参加機会の充実
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・親子参加による親子体操教室（中央・山崎・うめさと・七光台・谷吉）、
ビーチボールバレー（山崎）、フリスビー（谷吉）、サーキットであそぼう
（中央）、ディスクゴルフ（山崎）、ボッチャ（山崎）、風船リフティング
（中央）、音楽リズム（谷吉）、スラックライン（山崎）、フラフープじゃ
んけん（中央）、スポーツゲームセット（中央）、ストラックアウト（うめ
さと）、ダーツ（七光台）、巧技台（七光台）、なわとび（谷吉・七光
台）、ロディー（七光台）、あなたのジャンプ力は?（関宿）、シュートゲー
ム（山崎）を開催。（児童家庭課）【再掲】

・親子参加による親子体操教室（中央・山崎・うめさと・七光台・谷吉・関
宿）、バドミントン（七光台）、ボッチャ（山崎）、輪なげ大会（谷吉）、
サーキット（中央）、ボーリング（谷吉・中央）、グラウンドゴルフ（山
崎）、ダブルダッチ（山崎）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

・川間新星大学院で川間小・尾崎小５・６年生とのグランドゴルフ世代間交
流会（川間　参加人数237人）、川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川
間　参加人数90人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ
等）交流会（関宿中央　参加人数20人）（生涯学習課（公民館））

(コロナ対策で事業を縮小したため、該当なし）
生涯学習課（公
民館）

・青少年柔剣道大会を開催（青少年課）　【再掲】 ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課） 青少年課

猫の妙術杯剣道大会（野田市の魅力発信事業補助金）
関宿総合体育館にて、令和２年２月１１日に開催。参加人数４６０人
（魅力推進課）

・猫の妙術杯剣道大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
（魅力推進課）

魅力推進課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進　
・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催（10月）
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付、野田むらさきの里ふれあいウオー
ク（ウオーキング大会）の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・公立保育所10か所　月1回～月5回の園庭開放を実施　（保育課）
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため３月は中止

・4月～9月まで公立保育所10か所　月1回～月2回の園庭開放（自由開放の
み）を実施　（保育課）
・10月～12月まで公立保育所９カ所　月1回～月2回の園庭開放（自由開放の
み）を実施　（保育課）

保育課

小学校20校、中学校11校でバレーボール、サッカー等の利用で学校開放を実
施（学校教育課）
・小学校：屋外施設2,311回、98,153人
　　　　　屋内施設7,751回、172,562人
・中学校：屋外施設163回、8,038人
　　　　　屋内施設4,133回、58,279人

小学校20校、中学校11校でバレーボール、サッカー等の利用で学校開放を実
施（学校教育課）
・小学校：屋外施設886回、35,098人
　　　　　屋内施設2,788回、56,545人
・中学校：屋外施設48回、638人
　　　　　屋内施設1,157回、16,829人

学校教育課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし

高齢者支援課

        　ゲートボール大会　　　　　　　　ニュースポーツ大会
・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回開講、関宿会館で5月～12月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）
・太極拳講座中止
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）

人権・男女共同
参画推進課

(

具
体
的
施
策

)

学校施設、校庭、園庭開放の推進

(

具
体
的
施
策

)

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援

③社会人（職業人）のスポーツ参加の推進

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・初心者のためのスポーツ吹矢教室（中央　参加人数25人）、いきいきライ
フセミナ―で脳トレ体操（中央　参加人数76人）、婦人会員講座で童謡・懐
メロ健康体操（中央　参加人数34人）、東部長寿教室で健康自慢になろう～
認知症予防・ロコモ対策～（東部　参加者41人）、やさしく気軽にストレッ
チ講座（南部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい大学でシルバーリハビリ
体操(南部梅郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学でＮＥＷスポーツに挑戦
（南部梅郷　参加人数15人）、ウォーキングで知る地域の魅力（南部梅郷　
参加人数33人）、北部長寿大学のグラウンド・ゴルフは台風のため予備日を
含め中止、シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリンピッ
ク体験講座（川間　参加人数22人）、ＮＥＷスポーツ教室（福田　参加人数
42人）、スポーツ吹き矢教室（福田　参加人数30人）、福田長寿大学でエア
ロビクス（福田　参加人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　参
加人数21人）、福田男性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性大
学太極拳体験（福田　参加人数33人）、長寿教室「シルバーリハビリ体操」
（関宿中央　参加人数31人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ
（ボッチャ等）交流会（関宿中央　参加人数20人）、せきやど長寿大学での
シルバーリハビリ体操（関宿　参加人数32人）、二川長寿大学グラウンドゴ
ルフ交流(二川　参加人数25人)、二川公民館グラウンドゴルフ大会(二川　参
加人数68人)、ふれあいグラウンドゴルフフェスタ①（木間ケ瀬、参加人数
100人）、ふれあいグラウンドゴルフフェスタ②（木間ケ瀬、参加人数85
人）、みんなで楽しくニュースポーツ（木間ケ瀬　参加人数41人）、レディ
ス．コム．（女性講座）で太極拳（木間ケ瀬　参加人数76人）、グラウンド
ゴルフ（木間ケ瀬　参加人数76人）（生涯学習課（公民館））

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　参加人数23人）、
婦人会員講座で「健康体操～自宅でストレッチ・免疫力を上げよう～」（中
央　参加人数26人）、東部長寿教室で体力・免疫力を上げる体づくり（東部　
参加者19人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流
会（東部　参加人数14人）、市民セミナ―で「体力・免疫力アップを目指そ
う」（北部　参加人数13人）、福田すこやか大学（簡単ストレッチで体すこ
やか３８人）福田公民館グラウンドゴルフ講座77人）、・自然に親しもう！
秋の野草観察と身近なウオーキング（関宿中央　参加人数12人）、・福祉の
まちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（関宿　参加人数10
人）、ウォーキング講座（木間ケ瀬　参加人数37人）（生涯学習課（公民
館））

生涯学習課（公
民館）

・総合公園体育館で安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、姿勢改善
ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステップ教室、バランスコンディ
ショニング教室を開催、水泳場で水泳教室を開催。関宿総合公園体育館でフ
ラダンス体験教室、ピラティス体験教室、コツ骨貯筋体操体験教室、卓球体
験教室、子ども卓球体験教室、ズンバ体験教室、パワーヨガ体験教室を開
催。春風館道場で弓道教室を開催　(スポーツ推進課）

・総合公園体育館で姿勢改善ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステッ
プ教室を開催。春風館道場で弓道教室を開催　
※以下教室に関しては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止
・総合公園体育館→安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、バランス
コンディショニング教室
・水泳場→水泳教室
・関宿総合公園体育館→フラダンス体験教室、ピラティス体験教室、ズンバ
体験教室、パワーヨガ体験教室
(スポーツ推進課） スポーツ推進課

水泳教室

早朝や夜間のスポーツ教室等の開催
・関宿総合公園体育館で卓球教室を18時から、バドミントンサークルを19時
から開催 (スポーツ推進課)

・関宿総合公園体育館でバドミントンサークルを19時から開催 (スポーツ推
進課) スポーツ推進課

施設の運営改善

・総合公園野球場、庭球場、芝生広場、関宿総合公園ゲートボール場、グラ
ウンドゴルフ場、フットサル場、関宿少年野球場で7月1日から8月31日の休館
日を除く期間7時から早朝開場を実施（スポーツ推進課）

・総合公園野球場、庭球場、芝生広場、関宿総合公園ゲートボール場、グラ
ウンドゴルフ場、フットサル場、関宿少年野球場で7月1日から8月31日の休館
日を除く期間8時から早朝開場を実施（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回、関宿会館で5月～12月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再
掲】
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）【再掲】
・太極拳講座中止
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリンピック体験講座
（川間　参加人数22人）、ＮＥＷスポーツ教室（福田　参加人数42人）、ス
ポーツ吹き矢教室（福田　参加人数30人）、福田長寿大学でエアロビクス
（福田　参加人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　参加人数21
人）、福田男性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性大学太極拳
体験（福田　参加人数33人）（生涯学習課（公民館））

(コロナ対策で事業を縮小したため、該当なし）
生涯学習課（公
民館）

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催

(

具
体
的
施
策

)

身近な場所でのスポーツ活動への参加促進
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・保健センターでウォーキング講習会を年3回開催（延べ参加者：１５３名）
・まちなかウォーキングは感染症予防のため開催中止　（保健センター）

・保健センターでウォーキング講習会を年１回開催（参加者：３１名）
　3回開催予定だったが2回は感染症予防のため開催中止
・まちなかウォーキングは感染症予防のため開催中止　（保健センター）

保健センター

・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）【再掲】

・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）の開催を予定し
ていたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進
課）【再掲】

スポーツ推進課

　　　　　　　　　野田むらさきの里ふれあいウォーク

スポーツボランティア活動の機会の提供
・市内7地区（台風のため13地区は中止）において地区運動会を開催し、定年
退職を迎えた世代等が役員として活躍した。（スポーツ推進課）

・地区運動会の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

市の取組に関する情報発信の充実 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課） ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課） スポーツ推進課

市の施設情報の提供 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課） ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課） スポーツ推進課

市民のスポーツ活動情報発信の充実 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課） ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課） スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

女性対象の教室等の開催

・関宿総合公園体育館でリラックスヨガ、やさしいヨガ、フラダンス体験教
室を開催（スポーツ推進課）

・関宿総合公園体育館でリラックスヨガ、やさしいヨガを開催。
・フラダンス体験教室は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

女性が参加しやすい環境の整備

・関宿総合公園体育館でリラックスヨガ、やさしいヨガ、フラダンス体験教
室を開催（スポーツ推進課）　【再掲】

・関宿総合公園体育館でリラックスヨガ、やさしいヨガを開催。
・フラダンス体験教室は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回、関宿会館で5月～12月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再
掲】
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）【再掲】
・太極拳講座中止
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

長寿教室「シルバーリハビリ体操」（関宿中央　参加人数31人）、福祉のま
ちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（関宿中央参加人数20
人）（生涯学習課（公民館）） (コロナ対策で事業を縮小したため、該当なし）

生涯学習課（公
民館）

・サークルあさひで健康体操（東部　参加人数34人）、やさしく気軽にスト
レッチ講座（南部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい大学でシルバーリハ
ビリ体操(南部梅郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学でＮＥＷスポーツに
挑戦（南部梅郷　参加人数15人）、ウォーキングで知る地域の魅力（南部梅
郷　参加人数33人）、北部長寿大学のグラウンド・ゴルフは台風のため予備
日を含め中止、シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリン
ピック体験講座（川間　参加人数22人）、福田長寿大学でエアロビクス（福
田　参加人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　参加人数21
人）、福田男性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性大学太極拳
体験（福田　参加人数33人）、せきやど長寿大学でのシルバーリハビリ体操
（関宿　参加人数32人）　（生涯学習課（公民館））

・川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川間　参加人数113人）、自然に
親しもう！秋の野草観察と身近なウオーキング（関宿中央　参加人数12人）
（生涯学習課（公民館））

生涯学習課（公
民館）

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】

高齢者支援課

(

具
体
的
施
策

)

ウォーキングの奨励

④女性のスポーツ参加の推進

(

具
体
的
背
策

)
(

具
体
的
施
策

)

身近な場所でのスポーツ活動への参加促進
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・初心者のためのスポーツ吹矢教室（中央　参加人数25人）、婦人会員講座
で童謡・懐メロ健康体操（中央　参加人数34人）、やさしく気軽にストレッ
チ講座（南部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい大学でシルバーリハビリ
体操(南部梅郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学でＮＥＷスポーツに挑戦
（南部梅郷　参加人数15人）、ウォーキングで知る地域の魅力（南部梅郷　
参加人数33人）、シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリ
ンピック体験講座（川間　参加人数22人）、スポーツ吹き矢教室（福田　参
加人数30人）、NEWスポーツ教室（福田　参加人数　42人）、福田長寿大学で
エアロビクス（福田　参加人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　
参加人数21人）、福田男性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性
大学太極拳体験（福田　参加人数33人）、長寿教室「シルバーリハビリ体
操」（関宿中央　参加人数31人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ
（ボッチャ等）交流会（関宿中央　参加人数20人）、せきやど長寿大学での
シルバーリハビリ体操（関宿　参加人数32人）、二川長寿大学グラウンドゴ
ルフ交流(二川　参加人数25人)、二川公民館グラウンドゴルフ大会(二川　参
加人数68人)、ふれあいグラウンドゴルフフェスタ①（木間ケ瀬、参加人数
100人）、ふれあいグラウンドゴルフフェスタ②（木間ケ瀬　参加人数85
人）、みんなで楽しくニュースポーツ（木間ケ瀬、参加人数41人）、レディ
ス．コム．（女性講座）で太極拳（木間ケ瀬、参加人数76人）、グラウンド
ゴルフ（木間ケ瀬、参加人数76人）（生涯学習課（公民館））

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　参加人数23人）、
婦人会員講座で「健康体操～自宅でストレッチ・免疫力を上げよう～」（中
央　参加人数26人）、東部長寿教室で体力・免疫力を上げる体づくり（東部　
参加者19人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流
会（東部　参加人数14人）、市民セミナ―で「体力・免疫力アップを目指そ
う」（北部　参加人数13人）、自然に親しもう！秋の野草観察と身近なウ
オーキング（関宿中央　参加人数12人）、・福祉のまちづくり講座のＮＥＷ
スポーツ（ボッチャ等）交流会（関宿　参加人数10人）、ウォーキング講座
（木間ケ瀬　参加人数37人）（生涯学習課（公民館））

生涯学習課（公
民館）

・総合公園体育館で安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、姿勢改善
ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステップ教室、バランスコンディ
ショニング教室を開催、水泳場で水泳教室を開催。関宿総合公園体育館でフ
ラダンス体験教室、ピラティス体験教室、コツ骨貯筋体操体験教室、卓球体
験教室、子ども卓球体験教室、ズンバ体験教室、パワーヨガ体験教室を開
催。春風館道場で弓道教室を開催(スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園体育館で姿勢改善ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステッ
プ教室を開催。春風館道場で弓道教室を開催　
※以下教室に関しては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止
・総合公園体育館→安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、バランス
コンディショニング教室
・水泳場→水泳教室
・関宿総合公園体育館→フラダンス体験教室、ピラティス体験教室、ズンバ
体験教室、パワーヨガ体験教室
(スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

　　　 スクエアステップ教室　　　　  バランスコンディショニング教室
・川間新星大学院で川間小・尾崎小５・６年生とのグランドゴルフ世代間交
流会（川間　参加人数237人）、川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川
間　参加人数90人）（生涯学習課(公民館）

(コロナ対策で事業を縮小したため、該当なし）
生涯学習課（公
民館）

・青少年柔剣道大会を開催（青少年課）【再掲】 ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課）【再掲】 青少年課

猫の妙術杯剣道大会（野田市の魅力発信事業補助金）
関宿総合体育館にて令和２年２月１１日に開催。参加人数４６０人
（魅力推進課）【再掲】

猫の妙術杯剣道大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
（魅力推進課）【再掲】

魅力推進課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進　
・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付、野田むらさきの里ふれあいウオー
ク（ウオーキング大会）の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

子ども館における遊びの充実

・ビーチボールバレー大会（中央・山崎・うめさと・関宿・七光台・谷
吉）、ビーチボールバレー（中央・谷吉・七光台・うめさと・山崎）、ポン
ポンキャッチ（関宿）、フラフープ（中央・七光台・関宿）、フラフープ大
会（うめさと）、卓球をしよう（七光台）、卓球大会（七光台）、卓球リフ
ティング（うめさと・谷吉）、運動会（学童との交流）（七光台・山崎）、
バドミントン（うめさと）、ドッヂビー（七光台）、ジャンプ力（谷吉）、
グラウンドゴルフ（七光台・山崎）、ボーリング（谷吉）、ロープジャンプ
（七光台）、座り輪投げ（谷吉）、ボッチャ（山崎）、なわとび世界一周
（山崎）、ダブルダッチ（山崎）（児童家庭課）【再掲】

・ビーチボールバレー大会（中央・山崎・うめさと・関宿・七光台・谷吉）
はコロナウィルス感染症予防のため中止。（児童家庭課）【再掲】
・シュートゲーム（谷吉）、フラフープ（中央・七光台・山崎・うめさ
と）、ジャンプ力測定（谷吉）、ドッジビー（七光台）、卓球リフティング
をしよう（うめさと）、バスケットシュート大会（谷吉・うめさと）、ゴム
跳び（関宿）、なわとび（関宿・谷吉・うめさと）、クリスマスツリーチャ
レンジ（中央）・縄とび世界一周（谷吉）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

施設の運営改善
・総合公園野球場、庭球場、芝生広場、関宿総合公園ゲートボール場、グラ
ウンドゴルフ場、フットサル場、関宿少年野球場で7月1日から8月31日の休館
日を除く期間7時から早朝開場を実施（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園野球場、庭球場、芝生広場、関宿総合公園ゲートボール場、グラ
ウンドゴルフ場、フットサル場、関宿少年野球場で7月1日から8月31日の休館
日を除く期間7時から早朝開場を実施（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

早朝や夜間のスポーツ教室等の開催
・関宿総合公園体育館で卓球教室を18時から、バドミントンサークルを19時
から開催 (スポーツ推進課) 　【再掲】

・関宿総合公園体育館でバドミントンサークルを19時から開催 (スポーツ推
進課) 【再掲】 スポーツ推進課

・保健センターでウォーキング講習会を年3回開催（延べ参加者：１５３名）
・まちなかウォーキングは感染症予防のため開催中止　（保健センター）
【再掲】

・保健センターでウォーキング講習会を年１回開催（参加者：３１名）
　3回開催予定だったが2回は感染症予防のため開催中止
・まちなかウォーキングは感染症予防のため開催中止　（保健センター）
【再掲】

保健センター

・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催（スポー
ツ推進課）　【再掲】

・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）の開催を予定し
ていたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進
課）【再掲】

スポーツ推進課

スポーツボランティア活動の機会の提供
・市内7地区（台風のため13地区は中止）において地区運動会を開催し、定年
退職を迎えた世代等が役員として活躍した。（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

市の取組に関する情報発信の充実 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市の施設情報の提供 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市民のスポーツ活動情報発信の充実 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】

高齢者支援課

・いきいき体操（谷吉会館で5月～1月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回開講、関宿会館で5月～12月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再
掲】
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）【再掲】
・太極拳講座開講
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再掲】
・いきいき体操
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）

人権・男女共同
参画推進課

・初心者のためのスポーツ吹矢教室（中央　参加人数25人）、いきいきライ
フセミナ―で脳トレ体操（中央　参加人数76人）、婦人会員講座で童謡・懐
メロ健康体操（中央　参加人数34人）、やさしく気軽にストレッチ講座（南
部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい大学でシルバーリハビリ体操(南部梅
郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学でＮＥＷスポーツに挑戦（南部梅郷　
参加人数15人）、ウォーキングで知る地域の魅力（南部梅郷　参加人数33
人）、北部長寿大学のグラウンド・ゴルフは台風のため予備日を含め中
止、・シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリンピック体
験講座（川間　参加人数22人）、福田長寿大学でエアロビクス（福田　参加
人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　参加人数21人）、福田男
性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性大学太極拳体験（福田　
参加人数33人）、長寿教室「シルバーリハビリ体操」（関宿中央　参加人数
31人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（関
宿中央　参加人数20人）、せきやど長寿大学でのシルバーリハビリ体操（関
宿　参加人数32人）、二川長寿大学グラウンドゴルフ交流(二川　参加人数25
人)、二川公民館グラウンドゴルフ大会(二川　参加人数68人)、ふれあいグラ
ウンドゴルフフェスタ①（木間ケ瀬、参加人数100人）、ふれあいグラウンド
ゴルフフェスタ②（木間ケ瀬、参加人数85人）、みんなで楽しくニュース
ポーツ（木間ケ瀬、参加人数41人）、レディス．コム．（女性講座）で太極
拳（木間ケ瀬、参加人数76人）、グラウンドゴルフ（木間ケ瀬、参加人数76
人）（生涯学習課（公民館））【再掲】

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　参加人数23人）、
婦人会員講座で「健康体操～自宅でストレッチ・免疫力を上げよう～」（中
央　参加人数26人）、東部長寿教室で体力・免疫力を上げる体づくり（東部　
参加者19人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流
会（東部　参加人数14人）、市民セミナ―で「体力・免疫力アップを目指そ
う」（北部　参加人数13人）、自然に親しもう！秋の野草観察と身近なウ
オーキング（関宿中央　参加人数12人）、・福祉のまちづくり講座のＮＥＷ
スポーツ（ボッチャ等）交流会（関宿　参加人数10人）、ウォーキング講座
（木間ケ瀬　参加人数37人）（生涯学習課（公民館））【再掲】

生涯学習課（公
民館）

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)

ウォーキング等の奨励

⑤ 高齢者のスポーツ参加の推進

(

具
体
的
施
策

)

各種スポーツ機会の提供
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・手づくりフェスティバル（参加者289名）、グラウンド・ゴルフ大会（参加
者130名）、市民駅伝競走大会（参加者920名）を開催（スポーツ推進課）

・手づくりフェスティバル、グラウンド・ゴルフ大会、市民駅伝競走大会の
開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

・健康づくりフェスティバル（野田・関宿）にて、えだまめ体操を実施（延
べ参加者：127名）（保健センター）

・健康づくりフェスティバル（野田・関宿）は新型コロナウイルスの感染症
予防のため開催中止

保健センター

・健康づくりフェスティバルにて体力測定・健康相談コーナーを設置し、参
加を促進（参加者126名）（スポーツ推進課）

・健康づくりフェスティバルを予定していたが、新型コロナウィルス感染症
拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

高齢者団体への支援

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】

高齢者支援課

スポーツ・レクリエーション祭への参加促進
・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付を予定していたが、新型コロナウィ
ルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

東葛飾スポーツ推進連絡協議会主催事業への参加促進

・東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会が、ボッチャ、風船バレー大会を
開催（スポーツ推進課）

・東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会が、ボッチャ、風船バレー大会の
開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回開講、関宿会館で5月～1月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再
掲】
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）【再掲】
・太極拳講座中止
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

やさしく気軽にストレッチ講座（南部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい
大学でシルバーリハビリ体操(南部梅郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学
でＮＥＷスポーツに挑戦（南部梅郷　参加人数15人）、ウォーキングで知る
地域の魅力（南部梅郷　参加人数33人）、シニアのテニス講座（川間　参加
人数25人）、子どもオリンピック体験講座（川間　参加人数22人）
（生涯学習課（公民館））

・川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川間　参加人数113人）、自然に
親しもう！秋の野草観察と身近なウオーキング（関宿中央　参加人数12人）
（生涯学習課（公民館））【再掲】

生涯学習課（公
民館）

・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館）） ・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
生涯学習課（公
民館）

・スポーツ推進委員講習会として、卓球バレー講習会を開催
・ニュースポーツ体験会を開催（スポーツ推進課）

・卓球バレー講習会、ニュースポーツ体験会の開催を予定していたが、新型
コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

ニュースポーツの用具の整備
・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
【再掲】

・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
生涯学習課（公
民館）

ニュースポーツ教室の開催
・スポーツ推進委員講習会として、卓球バレー講習会を開催
・ニュースポーツ体験会を開催（スポーツ推進課）【再掲】

・卓球バレー講習会、ニュースポーツ体験会の開催を予定していたが、新型
コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

(

具
体
的
施
策

)

各種スポーツ機会の提供

健康づくりフェスティバルへの参加促進

(

具
体
的
施
策

)

身近な場所でのスポーツ活動への参加促進

ニュースポーツ指導者の養成
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

スポーツボランティア活動の機会の提供
・市内7地区（台風のため13地区は中止）において地区運動会を開催し、定年
退職を迎えた世代等が役員として活躍した。（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・川間新星大学院で川間小・尾崎小５・６年生とのグランドゴルフ世代間交
流会（川間　参加人数237人）、川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川
間　参加人数90人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ
等）交流会（関宿中央　参加人数20人）（生涯学習課（公民館））【再掲】 (コロナ対策で事業を縮小したため、該当なし）

生涯学習課（公
民館）

・青少年柔剣道大会を開催（青少年課）【再掲】 ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課）【再掲】 青少年課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進　
・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付、野田むらさきの里ふれあいウオー
ク（ウオーキング大会）の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・保健センターでウォーキング講習会を年3回開催（延べ参加者：１５３名）
・まちなかウォーキングは感染症予防のため開催中止（保健センター）　
【再掲】

・保健センターでウォーキング講習会を年１回開催（参加者：３１名）
　3回開催予定だったが2回は感染症予防のため開催中止
・まちなかウォーキングは感染症予防のため開催中止　（保健センター）
【再掲】

保健センター

・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）【再掲】

・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）の開催を予定し
ていたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進
課）【再掲】

スポーツ推進課

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】 高齢者支援課

・いきいき体操（谷吉会館で5月～1月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回開講、関宿会館で5月～12月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再
掲】
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）【再掲】
・太極拳講座開講
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再掲】
・いきいき体操
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）

人権・男女共同
参画推進課

・初心者のためのスポーツ吹矢教室（中央　参加人数25人）、いきいきライ
フセミナ―で脳トレ体操（中央　参加人数76人）、婦人会員講座で童謡・懐
メロ健康体操（中央　参加人数34人）、やさしく気軽にストレッチ講座（南
部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい大学でシルバーリハビリ体操(南部梅
郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学でＮＥＷスポーツに挑戦（南部梅郷　
参加人数15人）、ウォーキングで知る地域の魅力（南部梅郷　参加人数33
人）、シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリンピック体
験講座（川間　参加人数22人）、福田長寿大学でエアロビクス（福田　参加
人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　参加人数21人）、福田男
性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性大学太極拳体験（福田　
参加人数33人）、せきやど長寿大学でのシルバーリハビリ体操（関宿　参加
人数32人）、二川長寿大学グラウンドゴルフ交流(二川　参加人数25人)、二
川公民館グラウンドゴルフ大会(二川　参加人数68人)、ふれあいグラウンド
ゴルフフェスタ①（木間ケ瀬、参加人数100人）、ふれあいグラウンドゴルフ
フェスタ②（木間ケ瀬、参加人数85人）、みんなで楽しくニュースポーツ
（木間ケ瀬、参加人数41人）、レディス．コム．（女性講座）で太極拳（木
間ケ瀬、参加人数76人）、グラウンドゴルフ（木間ケ瀬、参加人数76人）　
（生涯学習課（公民館））【再掲】

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　参加人数23人）、
婦人会員講座で「健康体操～自宅でストレッチ・免疫力を上げよう～」（中
央　参加人数26人）、市民セミナ―で「体力・免疫力アップを目指そう」
（北部　参加人数13人）、・自然に親しもう！秋の野草観察と身近なウオー
キング（関宿中央　参加人数12人）、ウォーキング講座（木間ケ瀬　参加人
数37人）（生涯学習課（公民館））

生涯学習課（公
民館）

(

具
体
的
施
策

)

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援

ウォーキング等の奨励

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・総合公園体育館で安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、姿勢改善
ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステップ教室、バランスコンディ
ショニング教室を開催、水泳場で水泳教室を開催。関宿総合公園体育館でフ
ラダンス体験教室、ピラティス体験教室、コツ骨貯筋体操体験教室、卓球体
験教室、子ども卓球体験教室、ズンバ体験教室、パワーヨガ体験教室を開
催。春風館道場で弓道教室を開催(スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園体育館で姿勢改善ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステッ
プ教室を開催。春風館道場で弓道教室を開催　
※以下教室に関しては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止
・総合公園体育館→安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、バランス
コンディショニング教室
・水泳場→水泳教室
・関宿総合公園体育館→フラダンス体験教室、ピラティス体験教室、ズンバ
体験教室、パワーヨガ体験教室
(スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

　　　　　太極拳初心者教室　　　　　　　　　　ズンバ教室

公園等の維持管理
・市内234箇所（約194.7ha）の公園等の維持管理を適切に行なうことによ
り、幼児の体力作りの場を提供した。（みどりと水のまちづくり課）
【再掲】

・市内236箇所（約194.7ha）の公園等の維持管理を適切に行なうことによ
り、幼児の体力作りの場を提供した。（みどりと水のまちづくり課）【再
掲】

みどりと水のま
ちづくり課

市の取組に関する情報発信の充実 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市の施設情報の提供 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市民のスポーツ活動情報発信の充実 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

スポーツに対する障がいのある人のニーズの把握
・福祉のまちづくりフェスティバル（令和元年11月16日開催）の中で実施す
るパラスポーツ体験会で、参加者にアンケートを行いました。
（障がい者支援課）

・福祉のまちづくりフェスティバルにおいてパラスポーツ体験会を行う予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止となりまし
た。（障がい者支援課）

障がい者支援課

障がい者スポーツを支える人の育成

・レクリエーションやスポーツの指導員を確保するため、スポーツ指導員養
成講習会やスポーツ指導者研修会の案内ついて、関係機関へ周知を図りまし
た。（障がい者支援課）

・レクリエーションやスポーツの指導員を確保するため、スポーツ指導員養
成講習会やスポーツ指導者研修会の案内ついて、関係機関へ周知を図る予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からこれらのイベン
トが中止となったことから、周知活動はありませんでした。（障がい者支援
課）

障がい者支援課

スポーツ推進委員との連携

・東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会が、ボッチャ、風船バレー大会を
開催（スポーツ推進課）【再掲】

・東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会が、ボッチャ、風船バレー大会の
開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

・令和元年度千葉県障害者スポーツ大会（令和元年５月26日開催）への参加
を支援しました。（障がい者支援課）

・令和２年度千葉県障害者スポーツ大会への参加支援を予定していました
が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止となりまし
た。（障がい者支援課）

障がい者支援課

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館においてアンケートボックスを設
け、障がい者を含めた利用者のニーズ把握に努めた。（スポーツ推進課）

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館においてアンケートボックスを設
け、障がい者を含めた利用者のニーズ把握に努めた。（スポーツ推進課） スポーツ推進課

・第45回おひさまといっしょに（令和元年６月15日開催）の開催の支援を行
いました。（障がい者支援課）
・福祉のまちづくりフェスティバル（令和元年11月16日開催）の中でパラス
ポーツ体験会（ボッチャ・フライングディスク）を実施しました。
(障がい者支援課）

・第46回おひさまといっしょの開催の支援を予定していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止になりました。
・福祉のまちづくりフェスティバルの中でパラスポーツ体験会を予定してい
ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止となりまし
た。（障がい者支援課）

障がい者支援課

・東京２０２０オリ・パラ推進校によるパラスポーツを通じての支援学校と
の交流（指導課）

・例年行われている市内小学校、中学校による支援学校との、パラスポーツ
等の交流は新型コロナウイルス感染症の影響で中止になった。（指導課）

指導課

障がいのある児童生徒への取組
・学校の実情に応じて、授業や体育活動等に個別に対応（指導課）【再掲】 ・学校の実情に応じて、授業や体育活動等に個別に対応（指導課）【再掲】

指導課

教員の障がい者スポーツに関する理解の向上 ・障害者スポーツに関する講習会等、情報があれば提供（指導課）【再掲】 ・障害者スポーツに関する講習会等、情報があれば提供（指導課）【再掲】 指導課

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催

⑥ 障がいのある人のスポーツ参加の推進

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)

障がいのある人のスポーツ参加の促進

障がいのある人と障がいのない人との交流の拡大
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

施設の計画的改修

・総合公園陸上競技場改修工事、総合公園体育館トレーニング室空調機交換
工事、総合公園浄化槽設備改修工事、総合公園庭球場時計設置工事、総合公
園体育館バスケットゴール板修繕、総合公園駐車場区画線補修工事、総合公
園プレイロット階段補修工事、総合公園スケートボードパーク床修繕工事、
総合公園体育館大体育室遮光カーテン購入、関宿総合公園フットサル場移設
工事、関宿総合公園駐車場舗装修繕工事、関宿総合公園体育館冷温水発生器
付帯設備修繕、関宿総合公園体育館電動ロールブラインド修繕、福田体育館
耐震診断業務委託、川間体育館ガラス修繕、福田運動場野球場一塁側フェン
ス修繕工事、福田運動場屋外トイレ修繕工事、福田運動場庭球場フェンス修
繕工事、福田運動場庭球場フェンス補強工事、岩名調整池庭球場人工芝修繕
工事、関宿少年野球場外周フェンス補修工事、関宿少年野球場外周舗装補修
工事、南部地区スポーツ広場散水栓設置工事、南部地区スポーツ広場防砂
ネット修繕（スポーツ推進課）　【再掲】

・総合公園園路舗装修繕、総合公園高圧ケーブル等改修工事（9月9日～1月29
日）、総合公園庭球場人工芝改修工事（12月1日～3月15日）、関宿総合公園
体育館受水槽電極及びパイロット管交換工事、福田体育館誘導灯改修工事、
関宿少年野球場水飲み台修繕工事（12月1日～1月29日）（スポーツ推進課）
【再掲】

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

ニュースポーツ指導者の養成
・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
【再掲】

・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
生涯学習課（公
民館）

ニュースポーツの用具の整備
・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
【再掲】

・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
生涯学習課（公
民館）

ニュースポーツ教室の開催

・スポーツ推進委員講習会として、卓球バレー講習会を開催
・ニュースポーツ体験会を開催（スポーツ推進課）【再掲】 ・卓球バレー講習会、ニュースポーツ体験会の開催を予定していたが、新型

コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】
スポーツ推進課

ニュースポーツ施設の整備
・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
【再掲】

・ニュースポーツの用具の保管、貸し出し(川間）（生涯学習課（公民館））
生涯学習課（公
民館）

高齢者団体への支援

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】 高齢者支援課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】 高齢者支援課

・初心者のためのスポーツ吹矢教室（中央　参加人数25人）、いきいきライ
フセミナ―で脳トレ体操（中央　参加人数76人）、婦人会員講座で童謡・懐
メロ健康体操（中央　参加人数34人）、やさしく気軽にストレッチ講座（南
部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい大学でシルバーリハビリ体操(南部梅
郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学でＮＥＷスポーツに挑戦（南部梅郷　
参加人数15人）、ウォーキングで知る地域の魅力（南部梅郷　参加人数33
人）、シニアのテニス講座（川間　参加人数25人）、子どもオリンピック体
験講座（川間　参加人数22人）、福田長寿大学でエアロビクス（福田　参加
人数16人）、福田長寿大学でのだまめ体操（福田　参加人数21人）、福田男
性大学太極拳体験(福田　参加人数18人）、福田女性大学太極拳体験（福田　
参加人数33人）、長寿教室「シルバーリハビリ体操」（関宿中央　参加人数
31人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（関
宿中央　参加人数20人）、せきやど長寿大学でのシルバーリハビリ体操（関
宿　参加人数32人）、二川長寿大学グラウンドゴルフ交流(二川　参加人数25
人)、二川公民館グラウンドゴルフ大会(二川　参加人数68人)、ふれあいグラ
ウンドゴルフフェスタ①（木間ケ瀬、参加人数100人）、ふれあいグラウンド
ゴルフフェスタ②（木間ケ瀬、参加人数85人）、みんなで楽しくニュース
ポーツ（木間ケ瀬、参加人数41人）、レディス．コム．（女性講座）で太極
拳（木間ケ瀬、参加人数76人）、グラウンドゴルフ（木間ケ瀬、参加人数76
人）（生涯学習課（公民館））【再掲】

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　参加人数23人）、
婦人会員講座で「健康体操～自宅でストレッチ・免疫力を上げよう～」（中
央　参加人数26人）、市民セミナ―で「体力・免疫力アップを目指そう」
（北部　参加人数13人）、東部長寿教室で体力・免疫力を上げる体づくり
（東部　参加者19人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ
等）交流会（東部　参加人数14人）、・自然に親しもう！秋の野草観察と身
近なウオーキング（関宿中央　参加人数12人）、・福祉のまちづくり講座の
ＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（関宿　参加人数10人）、ウォーキン
グ講座（木間ケ瀬　参加人数37人）（生涯学習課（公民館））【再掲】

生涯学習課（公
民館）

⑦ ニュースポーツの普及

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)

（２）スポーツ環境の整備

① スポーツ教室などの拡大・充実

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

・総合公園体育館で安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、姿勢改善
ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステップ教室、バランスコンディ
ショニング教室を開催、水泳場で水泳教室を開催。関宿総合公園体育館でフ
ラダンス体験教室、ピラティス体験教室、コツ骨貯筋体操体験教室、卓球体
験教室、子ども卓球体験教室、ズンバ体験教室、パワーヨガ体験教室を開
催。春風館道場で弓道教室を開催(スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園体育館で姿勢改善ヨガ教室、太極拳初心者教室、スクエアステッ
プ教室を開催。春風館道場で弓道教室を開催　
※以下教室に関しては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止
・総合公園体育館→安眠ヨガ教室、からだサポート体幹体操教室、バランス
コンディショニング教室
・水泳場→水泳教室
・関宿総合公園体育館→フラダンス体験教室、ピラティス体験教室、ズンバ
体験教室、パワーヨガ体験教室
(スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

　　　　　　　安眠ヨガ教室　　　　　　　　子ども卓球体験教室

早朝や夜間のスポーツ教室等の開催
・関宿総合公園体育館で卓球教室を18時から、バドミントンサークルを19時
から開催 (スポーツ推進課)【再掲】

・関宿総合公園体育館でバドミントンサークルを19時から開催 (スポーツ推
進課) 【再掲】 スポーツ推進課

女性対象の教室等の開催

・関宿総合公園体育館でリラックスヨガ、やさしいヨガ、フラダンス体験教
室を開催（スポーツ推進課）【再掲】

・関宿総合公園体育館でリラックスヨガ、やさしいヨガを開催。
・フラダンス体験教室は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講、島会館で5月～1月
間に13回開講、関宿会館で5月～12月間に14回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で5月～1月間に14回開講）
・太極拳講座開講（七光台会館で5月～2月間に13回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

・ヨーガ講座中止（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・ヨーガ講座中止（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再
掲】
・ヨーガ講座、リズム講座、太極拳講座中止（七光台会館、新型コロナウイ
ルス感染防止のため）【再掲】
・太極拳講座中止
（谷吉会館、新型コロナウイルス感染防止のため）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

やさしく気軽にストレッチ講座（南部梅郷　参加人数70人）、梅郷ふれあい
大学でシルバーリハビリ体操(南部梅郷　参加人数75人）、南部梅郷女性大学
でＮＥＷスポーツに挑戦（南部梅郷　参加人数15人）、ウォーキングで知る
地域の魅力（南部梅郷　参加人数33人）、シニアのテニス講座（川間　参加
人数25人）、子どもオリンピック体験講座（川間　参加人数22人）、福田長
寿大学でのだまめ体操（福田　参加人数21人）、福田男性大学太極拳体験(福
田　参加人数18人）、福田女性大学太極拳体験（福田　参加人数33人）、せ
きやど長寿大学でのシルバーリハビリ体操（関宿　参加人数32人）　
（生涯学習課（公民館））

・川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川間　参加人数113人）、自然に
親しもう！秋の野草観察と身近なウオーキング（関宿中央　参加人数12人）
（生涯学習課（公民館））【再掲】

生涯学習課（公
民館）

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

スポーツ指導者の養成 ・スポーツ少年団各種講習会への参加を促進（スポーツ推進課）
・スポーツ少年団各種講習会が予定されていたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

スポーツ指導者養成への支援 ・スポーツ少年団の指導者に講習会費を補助（青少年課） ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため講習会中止。（青少年課） 青少年課

スポーツ推進委員の研修の充実等
・全国研究協議会、関東研究大会、千葉県研究大会、学びとつどい、拡大女
性部交流会等に参加（スポーツ推進課）

・全国研究協議会、関東研究大会、千葉県研究大会、学びとつどい、拡大女
性部交流会等への参加を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防
止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

スポーツボランティア活動の機会の提供
・市内7地区（台風のため13地区は中止）において地区運動会を開催し、定年
退職を迎えた世代等が役員として活躍した。（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会をの開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防
止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

(

具
体
的
施
策

)

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催

身近な場所でのスポーツ活動への参加促進

② スポーツを支える人材の育成

(

具
体
的
施
策

)
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

施設の計画的改修

・総合公園陸上競技場改修工事、総合公園体育館トレーニング室空調機交換
工事、総合公園浄化槽設備改修工事、総合公園庭球場時計設置工事、総合公
園体育館バスケットゴール板修繕、総合公園駐車場区画線補修工事、総合公
園プレイロット階段補修工事、総合公園スケートボードパーク床修繕工事、
総合公園体育館大体育室遮光カーテン購入、関宿総合公園フットサル場移設
工事、関宿総合公園駐車場舗装修繕工事、関宿総合公園体育館冷温水発生器
付帯設備修繕、関宿総合公園体育館電動ロールブラインド修繕、福田体育館
耐震診断業務委託、川間体育館ガラス修繕、福田運動場野球場一塁側フェン
ス修繕工事、福田運動場屋外トイレ修繕工事、福田運動場庭球場フェンス修
繕工事、福田運動場庭球場フェンス補強工事、岩名調整池庭球場人工芝修繕
工事、関宿少年野球場外周フェンス補修工事、関宿少年野球場外周舗装補修
工事、南部地区スポーツ広場散水栓設置工事、南部地区スポーツ広場防砂
ネット修繕（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園園路舗装修繕、総合公園高圧ケーブル等改修工事（9月9日～1月29
日）、総合公園庭球場人工芝改修工事（12月1日～3月15日）、関宿総合公園
体育館受水槽電極及びパイロット管交換工事、福田体育館誘導灯改修工事、
関宿少年野球場水飲み台修繕工事（12月1日～1月29日）（スポーツ推進課）
【再掲】

スポーツ推進課

施設の運営改善
・総合公園野球場、庭球場、芝生広場、関宿総合公園ゲートボール場、グラ
ウンドゴルフ場、フットサル場、関宿少年野球場で7月1日から8月31日の休館
日を除く期間7時から早朝開場を実施（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園野球場、庭球場、芝生広場、関宿総合公園ゲートボール場、グラ
ウンドゴルフ場、フットサル場、関宿少年野球場で7月1日から8月31日の休館
日を除く期間7時から早朝開場を実施（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

公園等の維持管理
・市内234箇所（約194.7ha）の公園等の維持管理を適切に行なうことによ
り、幼児の体力作りの場を提供した。（みどりと水のまちづくり課）
【再掲】

・市内236箇所（約194.7ha）の公園等の維持管理を適切に行なうことによ
り、幼児の体力作りの場を提供した。（みどりと水のまちづくり課）【再
掲】

みどりと水のま
ちづくり課

子ども館における遊びの充実

・ビーチボールバレー大会（中央・山崎・うめさと・関宿・七光台・谷
吉）、ビーチボールバレー（中央・谷吉・七光台・うめさと・山崎）、ポン
ポンキャッチ（関宿）、フラフープ（中央・七光台・関宿）、フラフープ大
会（うめさと）、卓球をしよう（七光台）、卓球大会（七光台）、卓球リフ
ティング（うめさと・谷吉）、運動会（学童との交流）（七光台・山崎）、
バドミントン（うめさと）、ドッヂビー（七光台）、ジャンプ力（谷吉）、
グラウンドゴルフ（七光台・山崎）、ボーリング（谷吉）、ロープジャンプ
（七光台）、座り輪投げ（谷吉）、ボッチャ（山崎）、なわとび世界一周
（山崎）、ダブルダッチ（山崎）（児童家庭課）【再掲】

・ビーチボールバレー大会（中央・山崎・うめさと・関宿・七光台・谷吉）
はコロナウィルス感染症予防のため中止。（児童家庭課）【再掲】
・シュートゲーム（谷吉）、フラフープ（中央・七光台・山崎・うめさ
と）、ジャンプ力測定（谷吉）、ドッジビー（七光台）、卓球リフティング
をしよう（うめさと）、バスケットシュート大会（谷吉・うめさと）、ゴム
跳び（関宿）、なわとび（関宿・谷吉・うめさと）、クリスマスツリーチャ
レンジ（中央）・縄とび世界一周（谷吉）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

・公立保育所10か所　月1回～月5回の園庭開放を実施（保育課）
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため３月は中止　【再掲】

・4月～9月まで公立保育所10か所　月1回～月2回の園庭開放（自由開放の
み）を実施　（保育課）
・10月～12月まで公立保育所９カ所　月1回～月2回の園庭開放（自由開放の
み）を実施　（保育課）【再掲】

保育課

小学校20校、中学校11校でバレーボール、サッカー等の利用で学校開放を実
施（学校教育課）　【再掲】
・小学校：屋外施設2,311回、98,153人
　　　　　屋内施設7,751回、172,562人
・中学校：屋外施設163回、8,038人
　　　　　屋内施設4,133回、58,279人

小学校20校、中学校11校でバレーボール、サッカー等の利用で学校開放を実
施（学校教育課）【再掲】
・小学校：屋外施設886回、35,098人
　　　　　屋内施設2,788回、56,545人
・中学校：屋外施設48回、638人
　　　　　屋内施設1,157回、16,829人

学校教育課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

総合型地域スポーツクラブへの参加の促進
・総合公園体育館、関宿総合公園体育館掲示板に行事ポスター、会員募集ポ
スター等を掲示（スポーツ推進課）

・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため大会等行事が中止になったた
め、今年度はポスター等の掲示はしていない。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

総合型地域スポーツクラブの認知度向上と活動の支援
・総合公園体育館、関宿総合公園体育館掲示板に行事ポスター、会員募集ポ
スター等を掲示（スポーツ推進課）【再掲】

・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため大会等行事が中止になったた
め、今年度はポスター等の掲示はしていない。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

(

具
体
的
施
策

)

学校施設、校庭、園庭開放の推進

③ スポーツ施設の充実

(

具
体
的
施
策

)

④ 身近なスポーツの場の充実

⑤ 総合型地域スポーツクラブの育成

(

具
体
的
施
策

)
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

・島会館で応急手当講習会（ＡＥＤ使用方法、心肺蘇生法）を開催(6月6日参
加者17人）
・関宿会館(関宿複合センター)で救急救護訓練（ＡＥＤ使用方法、心肺蘇生
法）を開催（3月中旬予定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・七光台会館で応急手当講習会（AED使用方法、心肺蘇生法）を開催
（人権・男女共同参画推進課）

・応急手当講習会中止（ＡＥＤ使用方法、心肺蘇生法）
（島会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・応急手当講習会中止（ＡＥＤ使用方法、心肺蘇生法）
（関宿会館、新型コロナウイルス感染防止のため）
・応急手当講習会中止（ＡＥＤ使用方法、心肺蘇生法）
（七光台会館、新型コロナウイルス感染防止のため）

人権・男女共同
参画推進課

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館、春風館道場で普通救命講習会を開
催（スポーツ推進課）

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館、春風館道場で普通救命講習会の開
催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（ス
ポーツ推進課）

スポーツ推進課

普通救命講習会

スポーツ事故・外傷・障がい等の防止知識の普及

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館、春風館道場で普通救命講習会を開
催（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館、春風館道場で普通救命講習会の開
催を予定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（ス
ポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・普通救命講習会の開催（警防課）
総合公園体育館（①5月18日 参加者21人、②6月29日 参加者26人、③12月8日 
参加者7人）、関宿総合公園体育館（①7月28日 参加者14人、②11月10日参加
者4人）、春風館道場（5月19日 参加者14人）（警防課）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、普通救命講習会の開催無し。 警防課

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館、春風館道場で普通救命講習会を開
催し、ＡＥＤの有効活用を促進（スポーツ推進課）

・総合公園体育館、関宿総合公園体育館、春風館道場で普通救命講習会を予
定していたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ
推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・体育的活動や部活動中の事故防止についての注意喚起文書を配布
（指導課）【再掲】

・体育的活動や部活動中の事故防止についての注意喚起文書を配布
（指導課）【再掲】 指導課

・みずき小学校プールサイド補修工事を実施（教育総務課） ・今年度は実施なし（教育総務課） 教育総務課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

市の取組に関する情報発信の充実 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市の施設情報の提供 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市民のスポーツ活動情報発信の充実 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

小中学校体育連盟主催各種大会の活性化

・次の各種大会を開催した。（指導課）【再掲】
６月・中学校運動部市内大会（１１種目）
 　 ・市内小学校陸上競技大会
　 （男子優勝：中央小　女子優勝：宮崎小　総合優勝：宮崎小）
　  ・市内中学校陸上競技大会
　　　（男子優勝：南部中　女子優勝：南部中　総合優勝：南部中）
10月・小学校ミニバスケットボール大会・サッカー大会
　　　（ﾐﾆﾊﾞｽ大会優勝：山崎小・宮崎小・北部小・岩木小・関宿中央小）　
　　　（サッカー大会：優勝：山崎小・南部小・清水台小・岩木小・
　　　　関宿中央小）
12月・野田市中学校駅伝競走大会
　　　　（男子優勝：北部中　女子優勝：北部中）

・今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、例年行われている中学校運
動部市内大会、小学校ミニバスケットボール大会・サッカー大会、野田市中
学校駅伝競走大会は中止となった。（指導課）【再掲】
・各大会の代替として、中学校は７月に８種目（野球、ソフトボール、バ
レーボール、卓球、バスケットボール、ソフトテニス、サッカー、バトミン
トン）、８月に陸上競技が行われた。小学校は１０月、１１月に陸上競技
（３回に分けて実施）、１１月、１２月にサッカー、ミニバスケットボール
が行われた。（４回に分けて実施）なお、２月にもサッカー、ミニバスケッ
トボールが行われる予定である。（指導課）【再掲】

指導課

県民体育大会への参加促進 ・県民体育大会派遣費補助金を交付し、参加を促進（スポーツ推進課） ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課） スポーツ推進課

⑥ スポーツにおける安全の確保

(

具
体
的
施
策

)

施設の安全管理

ＡＥＤの有効活用

学校体育における安全性の確保

⑦ スポーツに関する情報提供の充実

(

具

体

的

施

策

)

（３）市内のスポーツ選手の競技力の向上

① 大会への参加促進

(

具
体
的
施
策

)
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

スポーツ表彰制度の周知及び活用

・教育委員会表彰において、体育の振興発展について特に功績のあった者を
表彰（教育総務課）

・教育委員会表彰において、体育の振興発展について特に功績のあった者を
表彰（教育総務課） 教育総務課

全国大会等への出場に対する支援の拡充
・文化・スポーツ奨励金の交付（13団体、59人交付決定）
（スポーツ推進課）

・文化・スポーツ奨励金の交付（1人交付決定）
（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

・千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業を学校に紹介
・東京２０２０オリパラ教育推進校の指定（指導課）

・千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業を学校に紹介
・東京２０２０オリパラ教育推進校の指定（指導課）
・日本財団パラリンピックサポートセンターが行う「オンライン版『あす
チャレ！ジュニアアカデミー』」の情報提供（指導課）

指導課

・関宿総合公園体育館でTリーグプロチーム　T.T彩たまが卓球の講習会と試
合を開催（スポーツ推進課）

・新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から今年度は実施していない。
（スポーツ推進課） スポーツ推進課

スポーツ選手活用事業の活用
・千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業を学校に紹介
・東京２０２０オリパラ教育推進校の指定
（指導課）【再掲】

・千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業を学校に紹介
・東京２０２０オリパラ教育推進校の指定
（指導課）【再掲】

指導課

・千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業を学校に紹介
・東京２０２０オリパラ教育推進校の指定
（指導課）【再掲】

・千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業を学校に紹介
・東京２０２０オリパラ教育推進校の指定
（指導課）【再掲】

指導課

・関宿総合公園体育館でTリーグプロチーム　T.T彩たまが卓球の講習会と試
合を開催（スポーツ推進課）【再掲】

・新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から今年度は実施していない。
（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

生涯スポーツ推進事業の開催

・生涯スポーツ推進事業を実施し、柔道種目を紹介（スポーツ推進課） ・生涯スポーツ推進事業として剣道種目の紹介を予定していたが、新型コロ
ナウィルス感染症拡大防止のため来年度に延期（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

元アスリートの活用 ・生涯スポーツ推進事業として柔道の実技指導（スポーツ推進課）
・生涯スポーツ推進事業として剣道の実技指導を予定していたが、新型コロ
ナウィルス感染症拡大防止のため来年度に延期（スポーツ推進課） スポーツ推進課

スポーツ指導者の養成 ・スポーツ少年団各種講習会への参加を促進（スポーツ推進課）【再掲】
・スポーツ少年団各種講習会が予定されていたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

スポーツ指導者養成への支援 ・スポーツ少年団の指導者に講習会費を補助（青少年課）【再掲】 ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課）【再掲】 青少年課

スポーツ推進委員の研修の充実等
・全国研究協議会、関東研究大会、千葉県研究大会、学びとつどい、拡大女
性部交流会等に参加（スポーツ推進課）【再掲】

・全国研究協議会、関東研究大会、千葉県研究大会、学びとつどい、拡大女
性部交流会等に参加予定であったが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の
ため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

(

具
体
的
施
策

)

施設の計画的改修

・総合公園陸上競技場改修工事、総合公園体育館トレーニング室空調機交換
工事、総合公園浄化槽設備改修工事、総合公園庭球場時計設置工事、総合公
園体育館バスケットゴール板修繕、総合公園駐車場区画線補修工事、総合公
園プレイロット階段補修工事、総合公園スケートボードパーク床修繕工事、
総合公園体育館大体育室遮光カーテン購入、関宿総合公園フットサル場移設
工事、関宿総合公園駐車場舗装修繕工事、関宿総合公園体育館冷温水発生器
付帯設備修繕、関宿総合公園体育館電動ロールブラインド修繕、福田体育館
耐震診断業務委託、川間体育館ガラス修繕、福田運動場野球場一塁側フェン
ス修繕工事、福田運動場屋外トイレ修繕工事、福田運動場庭球場フェンス修
繕工事、福田運動場庭球場フェンス補強工事、岩名調整池庭球場人工芝修繕
工事、関宿少年野球場外周フェンス補修工事、関宿少年野球場外周舗装補修
工事、南部地区スポーツ広場散水栓設置工事、南部地区スポーツ広場防砂
ネット修繕（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園園路舗装修繕、総合公園高圧ケーブル等改修工事（9月9日～1月29
日）、総合公園庭球場人工芝改修工事（12月1日～3月15日）、関宿総合公園
体育館受水槽電極及びパイロット管交換工事、福田体育館誘導灯改修工事、
関宿少年野球場水飲み台修繕工事（12月1日～1月29日）（スポーツ推進課）
【再掲】

スポーツ推進課

④ スポーツ施設の充実

(

具
体
的
施
策

)

② トップアスリートと触れ合う機会の充実

(

具
体
的
施
策

)

トップアスリートと触れ合う機会の充実

トップレベルの競技観戦

③ 指導者の育成

(

具
体
的
施
策

)
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

猫の妙術杯剣道大会（野田市の魅力発信事業補助金）
関宿総合体育館にて令和２年２月１１日に開催。参加人数４６０人
（魅力推進課）【再掲】

・猫の妙術杯剣道大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
（魅力推進課）【再掲】

魅力推進課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、大会開催を支援
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付を予定していたが、新型コロナウィ
ルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

・ゲートボール大会（９月１２日　参加者４５名）、いきいきクラブ連合会
において、ニュースポーツ大会（９月３０日　参加者１９９名）、グラウン
ド・ゴルフ大会（１０月２４日　参加者１７０名）、健康づくりの日（２月
７日 参加者１５０名）を開催。（高齢者支援課）【再掲】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし【再掲】 高齢者支援課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付を予定していたが、新型コロナウィ
ルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

スポーツ推進委員による地域スポーツの推進 ・スポーツ推進委員が地区運動会で役員として参加（スポーツ推進課）
・スポーツ推進委員が地区運動会で役員として参加予定であったが、新型コ
ロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

・親子参加による親子体操教室（中央・山崎・うめさと・七光台・谷吉）、
ビーチボールバレー（山崎）、フリスビー（谷吉）、サーキットであそぼう
（中央）、ディスクゴルフ（山崎）、ボッチャ（山崎）、風船リフティング
（中央）、音楽リズム（谷吉）、スラックライン（山崎）、フラフープじゃ
んけん（中央）、スポーツゲームセット（中央）、ストラックアウト（うめ
さと）、ダーツ（七光台）、巧技台（七光台）、なわとび（谷吉・七光
台）、ロディー（七光台）、あなたのジャンプ力は?（関宿）、シュートゲー
ム（山崎）を開催。（児童家庭課）【再掲】

・親子参加による親子体操教室（中央・山崎・うめさと・七光台・谷吉・関
宿）、バドミントン（七光台）、ボッチャ（山崎）、輪なげ大会（谷吉）、
サーキット（中央）、ボーリング（谷吉・中央）、グラウンドゴルフ（山
崎）、ダブルダッチ（山崎）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

・川間新星大学院で川間小・尾崎小５・６年生とのグランドゴルフ世代間交
流会（川間　参加人数237人）、川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川
間　参加人数90人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ
等）交流会（関宿中央　参加人数20人）　（生涯学習課（公民館））
【再掲】

・福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（東部　参
加人数14人）、福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流
会（関宿　参加人数10人）（生涯学習課（公民館）） 生涯学習課（公

民館）

・青少年柔剣道大会を開催（青少年課）【再掲】 ・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（青少年課）【再掲】 青少年課

２才からの青空野球教室in野田市総合公園野球場（野田市の魅力発信事業）
２才から６才までを学年年齢別に３クラスに分け、各クラス土日を含め、計
１４回の野球教室を実施した。（魅力推進課）【再掲】

・野球教室は、令和元年度の単年事業のため、今年度は、実施していない。
（魅力推進課）【再掲】 魅力推進課

・地区運動会開催地区に補助金を交付し、幅広い市民の参加を促進　
・野田むらさきの里ふれあいウオーク（ウオーキング大会）を開催
（スポーツ推進課）【再掲】

・地区運動会開催地区への補助金の交付、野田むらさきの里ふれあいウオー
ク（ウオーキング大会）の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

（４）スポーツを通じた地域の活性化

① 地域のスポーツ大会の活性化

(

具
体
的
施
策

)

地域スポーツ活動への支援

(

具
体
的
施
策

)

地域スポーツ活動への参加促進

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年12月末現在）

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

全市的なスポーツ・レクリエーションイベントの開催
・グラウンド・ゴルフ大会（参加者130名）、市民駅伝競走大会（参加者920
名）を実施（スポーツ推進課）

・グラウンド・ゴルフ大会、市民駅伝競走大会の開催を予定していたが、新
型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

・来年度実施予定（商工観光課）
・東武鉄道㈱開催のハイキングイベントに協力の予定であったが、新型コロ
ナウイルス感染予防のため中止となった。（商工観光課）

商工観光課

11月24日（日）柏レイソル野田ホームタウンサンクスデーにて、ＪＡちば東
葛と魅力推進課と連携して来場者に対して、黒酢米（２合）とほうれん草の
セットを抽選で１００名に贈呈し農産物のＰＲを実施。（農政課）

・10月31日（土）柏レイソル野田ホームタウンサンクスデーにて、ＪＡちば
東葛と魅力推進課と連携して来場者に対して、黒酢米（２合）と枝豆のセッ
トを抽選で１００名に贈呈し農産物のＰＲを実施。（農政課）

農政課

11月24日に柏レイソル野田ホームタウンサンクスデーにて、ＪＡちば東葛及
び農政課と連携して来場者に対して、抽選で黒酢米とほうれん草を100名に配
り、野田産農産物をＰＲした。（魅力推進課）

・10月31日に三協フロンティア柏スタジアムにて、柏レイソル野田ホームタ
ウンデーを開催。JAちば東葛󠄀農業協同組合と農政課と連携し、来場者に対し
て、黒酢米と枝豆のセットを抽選で100名に贈呈し、野田産農産物をＰＲし
た。（魅力推進課）

魅力推進課

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等国際大会の活用
・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の情報提供
（スポーツ推進課）

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の情報提供
（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

市の取組に関する情報発信の充実 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市の施設情報の提供 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 ・ホームページ・市報による情報を提供（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

市民のスポーツ活動情報発信の充実 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 ・総合公園体育館・関宿総合公園体育館に掲示（スポーツ推進課）【再掲】 スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

(

具

体

的

施

策

)

各競技団体や民間事業者が主催、共催する大会開催の支援
・地元企業が各種スポーツ大会を開催し、市内で開催されるスポーツ大会を
後援（スポーツ推進課）

・市内で開催されるスポーツ大会を後援予定であったが、新型コロナウィル
ス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

（令和元年度取組内容） （令和２年度取組内容）

スポーツ団体への支援

・各小学校にスポーツ少年団団員募集チラシを配布
・まなびだよりにスポーツ少年団団員募集記事を掲載
・総合公園体育館、関宿総合公園体育館にスポーツ団体の会員募集広告を掲
載（スポーツ推進課）

・各小学校にスポーツ少年団団員募集チラシを配布
・生涯学習コミュニティ広報にスポーツ少年団団員募集記事を掲載
・総合公園体育館、関宿総合公園体育館にスポーツ団体の会員募集広告を掲
載（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

野田市体育協会加盟団体の認知度向上と活動への支援
・生涯スポーツ推進事業を実施し、柔道種目を紹介（スポーツ推進課）　
【再掲】

・生涯スポーツ推進事業として剣道種目の紹介を予定していたが、新型コロ
ナウィルス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

地域スポーツと企業・大学との連携
・地元企業が各種スポーツ大会を開催し、市内で開催されるスポーツ大会を
後援（スポーツ推進課）【再掲】

・市内で開催されるスポーツ大会を後援予定であったが、新型コロナウィル
ス感染症拡大防止のため中止。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

総合型地域スポーツクラブへの参加の促進
・総合公園体育館、関宿総合公園体育館掲示板に行事ポスター、会員募集ポ
スター等を掲示（スポーツ推進課）【再掲】

・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため大会等が中止になったため、今
年度はポスター等の掲示はしていない。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

総合型地域スポーツクラブの認知度向上と活動の支援
・総合公園体育館、関宿総合公園体育館掲示板に行事ポスター、会員募集ポ
スター等を掲示（スポーツ推進課）【再掲】

・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため大会等が中止になったため、今
年度はポスター等の掲示はしていない。（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

⑤ 地域スポーツと企業、各種団体との連携

(

具
体
的
施
策

)

② スポーツ・レクリエーションイベントの開催や情報発信による交流人口の拡大

(

具
体
的
施
策

)

商工・観光・農業部門との連携によるスポーツイベントの開催

③ スポーツに関する情報提供の充実

(

具
体
的
施
策

)

④ 全国大会等の開催支援
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