






































野田市スポーツ推進審議会条例 
 

平成２３年１２月２０日  
野田市条例第３１号  

改正  平成２４年７月１３日条例第１８号  
平成２８年７月２９日条例第２１号  
平成３１年３月２６日条例第６号  
令和元年９月２５日条例第１３号  

 

野田市スポーツ振興審議会設置に関する条例（昭和４８年野田市条例第３８号）の全部

を改正する。  

（設置） 

第１条  スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号。以下「法」という。）第３１条の規

定に基づき、野田市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条  審議会は、市長の諮問に応じ、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項に

ついて調査審議し、答申する。  

（１）  法第１０条第１項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。  

（２）  法第３５条の規定による補助金の交付に関すること。  

（３）  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

２  審議会は、前項の規定による答申のほか、スポーツの推進に関して、市長に意見を述

べることができる。  

（平３１条例６・一部改正）  

（組織） 

第３条  審議会は、委員１５人以内で組織する。  

（平２４条例１８・平２８条例２１・一部改正）  

（委員） 

第４条  委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

（１）  スポーツ団体を代表する者  

（２）  地域スポーツの実情に詳しい者  

（３）  公募に応じた市民  

（４）  その他市長が必要と認める者  

（平２４条例１８・平３１条例６・令元条例１３・一部改正）  

（任期） 

第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第６条  審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議） 

第７条  審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。  

２  審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  会議の議事は、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。 

別添資料①  



（委任） 

第８条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。  

附  則 

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市スポーツ振興審議会設置に

関する条例第１条の規定により設置された野田市スポーツ振興審議会（以下「旧審議会」

という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の野田市

スポーツ推進審議会条例（以下「新条例」という。）第４条の規定により野田市スポー

ツ推進審議会（以下「新審議会」という。）の委員として委嘱されたものとみなす。こ

の場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第５条第１項の

規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間

とする。 

３  この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれ、

この条例の施行の日に、新条例第６条第１項の規定により新審議会の会長又は副会長と

して選任されたものとみなす。  

附  則（平成２４年７月１３日野田市条例第１８号抄）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２４年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。  

（１）から（１０）まで  略 

（１１） 第２３条の規定  平成２６年５月１日  

附  則（平成２８年７月２９日野田市条例第２１号抄）  

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。  

（１）から（５）まで  略 

（６）  第６条の規定  平成３０年５月１日  

附  則（平成３１年３月２６日野田市条例第６号抄）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

附  則（令和元年９月２５日野田市条例第１３号抄） 

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例（野田市自転車等放

置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。）の規定に基づき附属

機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例

による改正後のそれぞれの条例（野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項に

おいて「新各条例」という。）の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命され

た者とみなす。  

３  この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又

は副会長若しくは副委員長（以下「会長等」という。）として選任されている委員につ

いては、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任され

た委員とみなす。  
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スポーツ基本法 
（平成二十三年六月二十四日）  

（法律第七十八号）  

第百七十七回通常国会  

菅（直人）内閣  

改正  平成二四年八月二二日法律第六七号  

同二六年六月二〇日同第七六号  

同二八年五月二〇日同第四七号  

同三〇年六月二〇日同第五六号  

同三〇年六月二〇日同第五七号  

スポーツ基本法をここに公布する。 

スポーツ基本法 

スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）の全部を改正する。 

目次  

前文  

第一章  総則（第一条―第八条）  

第二章  スポーツ基本計画等（第九条・第十条）  

第三章  基本的施策 

第一節  スポーツの推進のための基礎的条件の整備等（第十一条―第二十条）  

第二節  多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備（第二十一条―第二十四

条）  

第三節  競技水準の向上等（第二十五条―第二十九条）  

第四章  スポーツの推進に係る体制の整備（第三十条―第三十二条） 

第五章  国の補助等（第三十三条―第三十五条） 

附則  

スポーツは、世界共通の人類の文化である。  

スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲

得、自律心その他の精神の涵
かん

養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他

の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営

む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこと

は、全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性

等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽

しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければ

ならない。 

スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれ

と協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断

力を育む等人格の形成に大きな影響を及ぼすものである。 

また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一

体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の

再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要

な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。  

別添資料②  
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スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであ

り、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇り

と喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。これらを

通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与す

るものである。また、スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、

国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極め

て重要な役割を果たすものである。 

そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育まれ、

そのスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係

る多様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を支える好循環をもたら

すものである。 

このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑

み、スポーツ立国を実現することは、二十一世紀の我が国の発展のために不可欠な

重要課題である。 

ここに、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章  総則 

（目的） 

第一条  この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団

体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関

する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生

活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを

目的とする。 

（基本理念） 

第二条  スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であ

ることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自

主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにする

ことを旨として、推進されなければならない。  

２   スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向

上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を

及ぼすものであり、国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性

を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体（スポーツ

の振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同

じ。）、家庭及び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなけれ

ばならない。 

３   スポーツは、人々がその居住する地域において、主体的に協働することにより

身近に親しむことができるようにするとともに、これを通じて、当該地域にお
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ける全ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成さ

れるものとなるよう推進されなければならない。 

４   スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図ら

れるよう推進されなければならない。 

５   スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、

障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。  

６   スポーツは、我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。以下同

じ。）が国際競技大会（オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その

他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。）又は全国的な規模

のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツ

に関する競技水準（以下「競技水準」という。）の向上に資する諸施策相互の

有機的な連携を図りつつ、効果的に推進されなければならない。  

７   スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国

際相互理解の増進及び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければな

らない。 

８   スポーツは、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、ス

ポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、ドー

ピングの防止の重要性に対する国民の認識を深めるなど、スポーツに対する国

民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならない。  

（国の責務） 

第三条  国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポー

ツに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国

との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。 

（スポーツ団体の努力）  

第五条  スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な

役割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身

の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取

り組むよう努めるものとする。 

２   スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営の

透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作

成するよう努めるものとする。 

３   スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努め

るものとする。 

（国民の参加及び支援の促進） 
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第六条  国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活

を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、ス

ポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。  

（関係者相互の連携及び協働） 

第七条  国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者そ

の他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働す

るよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第八条  政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は

税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 

第二章  スポーツ基本計画等  

（スポーツ基本計画）  

第九条  文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、スポーツの推進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２   文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）

第八条に規定する機関をいう。以下同じ。）で政令で定めるものの意見を聴か

なければならない。 

３   文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定す

るスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。 

（地方スポーツ推進計画）  

第十条  都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十

三条第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校

における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた地

方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、

スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関す

る計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。  

２   特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴か

なければならない。 

（平二六法七六・一部改正） 

第三章  基本的施策 

第一節  スポーツの推進のための基礎的条件の整備等  

（指導者等の養成等）  
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第十一条  国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与

する人材（以下「指導者等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活用

のため、系統的な養成システムの開発又は利用への支援、研究集会又は講習会

（以下「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講ずるよう努め

なければならない。 

（スポーツ施設の整備等）  

第十二条  国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるよ

うにするとともに、競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設

（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備、利用者の需要に応じたスポー

ツ施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を

講ずるよう努めなければならない。 

２   前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の

利用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上

を図るよう努めるものとする。 

（学校施設の利用） 

第十三条  学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する国

立学校及び公立学校並びに国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。）及び地方公共団体（地方独立

行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大

学法人を含む。）が設置する幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七

号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）の設置者は、

その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般の

スポーツのための利用に供するよう努めなければならない。 

２   国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利

便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その

他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（平二四法六七・平二八法四七・一部改正）  

（スポーツ事故の防止等）  

第十四条  国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外

傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ

施設の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する

知識（スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。）の普及その他の必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。  

（スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決） 

第十五条  国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保

され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する

紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援、仲裁人等の資質の向上、紛争解決手
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続についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛争の迅速

かつ適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。  

（スポーツに関する科学的研究の推進等）  

第十六条  国は、医学、歯学、生理学、心理学、力学等のスポーツに関する諸科学

を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの研究の成果を活用して

スポーツに関する施策の効果的な推進を図るものとする。この場合において、

研究体制の整備、国、独立行政法人、大学、スポーツ団体、民間事業者等の間

の連携の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２   国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技水

準の向上を図るための調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のス

ポーツに関する国の内外の情報の収集、整理及び活用について必要な施策を講

ずるものとする。 

（学校における体育の充実） 

第十七条  国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達

に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポー

ツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、体育に

関する指導の充実、体育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポーツ施

設の整備、体育に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等

の活用その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。  

（スポーツ産業の事業者との連携等） 

第十八条  国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上でスポーツ産業の事

業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との

連携及び協力の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進） 

第十九条  国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、

スポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模の

スポーツの研究集会等の開催その他のスポーツに係る国際的な交流及び貢献を

推進するために必要な施策を講ずることにより、我が国の競技水準の向上を図

るよう努めるとともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国

際平和に寄与するよう努めなければならない。  

（顕彰） 

第二十条  国及び地方公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた

者及びスポーツの発展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。  

第二節  多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備  

（地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等） 

第二十一条  国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポ

ーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するスポーツ団体（以下

「地域スポーツクラブ」という。）が行う地域におけるスポーツの振興のため

の事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配
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置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施

設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。  

（スポーツ行事の実施及び奨励） 

第二十二条  地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運

動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努

めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう

奨励に努めなければならない。 

２  国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものと

する。  

（スポーツの日の行事）  

第二十三条  国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律

第百七十八号）第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポ

ーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚

するような行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域でそ

れぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施

されるよう、必要な施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。  

（平三〇法五七・一部改正） 

（野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励）  

第二十四条  国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生

活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他

の野外活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動（以下この条に

おいて「スポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨励するため、

野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住

民の交流の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければ

ならない。 

第三節  競技水準の向上等  

（優秀なスポーツ選手の育成等） 

第二十五条  国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団

体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポー

ツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の

活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図

る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。  

２   国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅

広く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能

の習得に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

（国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会）  

第二十六条  国民体育大会は、公益財団法人日本スポーツ協会（昭和二年八月八日

に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下同
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じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし、これらの開催

者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするもの

とする。 

２   全国障害者スポーツ大会は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（昭和四

十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立さ

れた法人をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開催する

ものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合

的に運動競技をするものとする。 

３   国は、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資す

るため、これらの開催者である公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法

人日本障がい者スポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行う

ものとする。 

（平三〇法五六・一部改正） 

（国際競技大会の招致又は開催の支援等）  

第二十七条  国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされる

よう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は

開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な

特別の措置を講ずるものとする。 

２   国は、公益財団法人日本オリンピック委員会（平成元年八月七日に財団法人日

本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。）、公益財団法人

日本障がい者スポーツ協会その他のスポーツ団体が行う国際的な規模のスポー

ツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ

団体との緊密な連絡を図るものとする。 

（平三〇法五六・一部改正） 

（企業、大学等によるスポーツへの支援）  

第二十八条  国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上で企業のスポーツ

チーム等が果たす役割の重要性に鑑み、企業、大学等によるスポーツへの支援

に必要な施策を講ずるものとする。 

（ドーピング防止活動の推進） 

第二十九条  国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従って

ドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング

機構（平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名

称で設立された法人をいう。）と連携を図りつつ、ドーピングの検査、ドーピ

ングの防止に関する教育及び啓発その他のドーピングの防止活動の実施に係る

体制の整備、国際的なドーピングの防止に関する機関等への支援その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

第四章  スポーツの推進に係る体制の整備  

（スポーツ推進会議）  
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第三十条  政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図

るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、

国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。  

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三十一条  都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推

進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議

会その他の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くこ

とができる。 

（スポーツ推進委員）  

第三十二条  市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当

該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望が

あり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行

うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するも

のとする。 

２   スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会

規則（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところに

より、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対する

スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとす

る。  

３   スポーツ推進委員は、非常勤とする。  

第五章  国の補助等 

（国の補助） 

第三十三条  国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めると

ころにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。  

一   国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であっ

て、これらの開催地の都道府県において要するもの 

二   その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に要する経費であって

特に必要と認められるもの  

２   国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費

について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。この場

合においては、私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）第十一条か

ら第十三条までの規定の適用があるものとする。 

３   国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な

意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、

予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 

（地方公共団体の補助）  

第三十四条  地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のた

めの事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。  

（審議会等への諮問等）  
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第三十五条  国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教

育関係団体（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社

会教育関係団体をいう。）であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとす

る場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で

定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体に

おけるスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係

る補助金の交付については、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制

の機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同

法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。 

附  則  抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。  

（平成二三年政令第二三一号で平成二三年八月二四日から施行）  

（スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討）  

第二条  政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及び

スポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改

革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。  

（スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第三条  この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第四条の規定により策定

されている同条第一項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条

第三項に規定するスポーツの振興に関する計画は、それぞれ改正後のスポーツ

基本法第九条又は第十条の規定により策定されたスポーツ基本計画又は地方ス

ポーツ推進計画とみなす。  

（スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条  この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第十九条第一項の規定に

より委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第三十二条第一

項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。 

――――――――――  

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成二四法律六七）抄 

（政令への委任） 

第七十三条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。 

附  則  （平成二四年八月二二日法律第六七号）  抄 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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（施行の日＝平成二七年四月一日） 

一  第二十五条及び第七十三条の規定  公布の日 

――――――――――  

附  則  （平成二六年六月二〇日法律第七六号）  抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。  

附  則  （平成二八年五月二〇日法律第四七号）  抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。  

附  則  （平成三〇年六月二〇日法律第五六号）  抄 

（施行期日） 

１  この法律は、平成三十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条第一項

の改正規定（「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除

く。）、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定（「国民体育大会」

を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。）並びに第二十七条第二項の改

正規定は、公布の日から施行する。 

附  則  （平成三〇年六月二〇日法律第五七号）  抄 

（施行期日） 

１  この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。  
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 １ 計画の策定に当たって 

 

（１）計画策定の目的 

 

平成２３年８月に施行されたスポーツ基本法の規定に基づき、野田市は国の

「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、地方の実

情に即したスポーツの推進に関する「野田市スポーツ推進計画」を平成２５年２

月に策定した。 

現計画策定時に課題とした人口減少や超高齢社会の到来、地域コミュニティの

希薄化等は、依然、課題として私たちの目の前にあり、更に深刻の度合いを増し

ている。 

スポーツは、スポーツ基本法の前文において『スポーツは、次代を担う青少年

の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同する精神、公正さと規律

を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等人格の形成に大き

な影響を及ぼすものである。 

また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の

一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社

会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進に

も重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠

である。』と謳
うた

ったように、社会の構成人たる個人のみならず、社会に有用なも

のである。 

現計画は、計画期間を平成２５年度から平成２９年度までの５年間とする計画

であり、平成２９年度で計画期間が終了することから、引き続きスポーツを推進

していくために、国の第２期スポーツ推進計画及び千葉県の第１２次千葉県体

育・スポーツ推進計画を参酌するとともに、野田市の総合計画や他の分野別計画

との整合を図りながら第２次野田市スポーツ推進計画を策定しようとするもので

ある。 
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（２）計画の位置付け 

 

  本計画は、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７

８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」を改訂し、

「第２次野田市スポーツ推進計画」として策定するものである。 

なお、本計画の策定に当たっては、野田市総合計画及び本市の他の分野別計画

と整合性を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の計画 

【スポーツ基本計画】 

計画期間：平成 29年度～平成 33年度 

 （平成２９年３月策定） 

 

【野田市総合計画】 

 計画期間：平成 28年度～平成 42年度 

（平成２７年１２月策定） 

県の関連計画 

【千葉県体育・スポーツ推進計画】 

 計画期間：平成 29年度～平成 33年度 

 （平成２９年４月策定） 

【野田市スポーツ推進計画】 

 計画期間：平成 30年度～平成 34年度 

  （平成３０年３月策定） 

野田市の関連する主な計画 

 野田市シルバープラン 

 野田市障がい者基本計画 

 野田市健康づくり推進計画２１ 

 野田市エンゼルプラン 

野田市男女共同参画計画 

 野田市都市計画マスタープラン 

 野田市行政改革大綱 
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（３）計画期間 

 

本計画の計画期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間とする。 

※ 平成３１年４月３０日の翌日から新元号となる予定です。 

 

（４）本計画における「スポーツ」の定義 

 

本計画では、「スポーツ」とは、競技スポーツや一般的なスポーツに加え、ウ

ォーキング・ストレッチ・ラジオ体操・健康づくりや体力づくりを目的とする比

較的軽い運動、シルバーリハビリ体操などの介護予防のための運動や様々なレク

リエーション、子どもの健全な成長に資する遊びを含むものとする。 

  また、スポーツに参加するということは、全ての市民が、子どもから高齢者ま

で、また、障がいの有無にかかわらず実際にスポーツに参加するということだけ

でなく、スポーツ観戦等のみるということやスポーツイベントのボランティア活

動等スポーツ活動をささえることも含む。 
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２ 計画の基本的考え方 

 

（１）本計画の基本方針 

 

 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、

市民が年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、スポーツに参加する（す

る、みる、ささえる）ことにより、体力の向上、健康増進及び人格形成を図

り、さらに、スポーツを通じて、地域の振興を目指すことができるスポーツ

環境を整えることを目指すものとする。 

 

（２）本計画の基本目標  

 

「幸福で豊かな生活を営むことができる社会」の具体的な内容を達成するため、

基本目標を次の４項目とし、それぞれの基本目標ごとに政策目標を設定し、スポ

ーツの推進に取り組むものとする。 

また、各基本目標において、一つの政策目標の数値目標を中間年度、最終年度

に設定し、計画の進捗状況を検証する。 

 

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 

 

全ての市民が、子どもから高齢者まで、また、障がいの有無にかかわら

ず、それぞれのライフステージや目的に合わせてスポーツに参加する（す

る、みる、ささえる）ことを目標とする。 

 

② スポーツ環境の整備 

 

 全ての市民が、子どもから高齢者まで、また、障がいの有無にかかわら

ず、それぞれのライフステージや目的に合わせてスポーツに参加する（す

る、みる、ささえる）ことを可能にするには、活動の拠点となる施設やス

ポーツ指導者の充実が必要である。また、スポーツに関する情報を提供し

ていく必要がある。そのため、市内のスポーツ施設の改修等を実施すると

ともに、スポーツ指導者を育成し、スポーツ情報を提供するなどハード・

ソフトの両面からスポーツ環境を整備することを目標とする。 

 

③ 市内のスポーツ選手の競技力の向上 

 

 各種大会における本市出身選手の活躍は、市民に誇りと喜び、夢と感動

を与え、市民のスポーツへの関心を高めることができることから、市内に

おいて優秀なスポーツ選手を育成すること、そして、将来は世界を舞台に

して活躍できる人材を輩出できるよう市内のスポーツ選手の競技力の向上

を目標とする。 
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④ スポーツを通じた地域の活性化 

 

 スポーツ活動を通じて、地域の絆を強化し、地域づくりに努めるととも

に、野田市のスポーツ・レジャーの情報を発信、イベントを開催すること

により、交流人口の拡大による地域の活性化を図ることを目標とする。 
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３ スポーツ推進の基本目標 

 

 （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 

 

 【数値目標】 

   

スポーツ施設の利用者数 

総合公園、関宿総合公園、春風館道場及びその他のスポーツ施設の充実により、

利用者数の増加を図る。 

 

目標値（利用状況） 

基準値（平成 28年度） 目標値（平成 32年度） 目標値（平成 34年度） 

656,124人 672,520人 688,930人 

   

 【現状と課題】 

  本計画の基本方針である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。 

幼児期は身体諸機能が著しく発達する時期であり、生涯に渡ってスポーツに参

加するには、この時期に体を動かす楽しさを体験することは重要である。 

国の平成２８年度体力運動・能力調査によると、青少年（６歳から１９歳まで）

の新体力テストの合計点がほとんどの年代で向上傾向となる一方、体力水準が高

かった昭和６０年頃と比較すると依然として低い水準であるとのことである。 

この時期は、将来のスポーツ活動の基となる体力や技術を育成すること、また、

人間力を養うことにも非常に重要な時期であり学校体育や学校外のスポーツ活動

を充実させる必要がある。 

  国、県で実施された調査によるとスポーツの参加率は、男性より女性の方が低

く、３０代から４０代まで（いわゆる職業人層）が他の年齢層に比して低くなっ

ており、野田市の調査にも同様の傾向が見受けられる。また、障がいのある人の

スポーツ参加率も低いといわれており、今後、このような層がスポーツに参加で

きるような施策を展開する必要がある。 

  さらに進んでいく高齢化社会において、高齢者のスポーツ参加は、大変重要で

あり、純粋にスポーツを楽しみたい人、健康管理や介護予防のために取り組む人

などそれぞれの目的に応じてスポーツに参加できるような環境を整備する必要が

ある。 

 

【具体的施策】 

① 幼児期における体力づくりの促進 

（幼児期における運動の重要性の啓発） 

・幼児期から体を動かした遊びに取り組む習慣や望ましい生活習慣を身に付

けさせるため、保護者がその効果を認識できるように保護者会や広報誌等を

通じて啓発を行う。 
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 (幼稚園、保育所における遊びの指導)  

・幼稚園教育要領、保育所保育指針を踏まえ、幼稚園、保育所において、遊

びの指導を通して幼児の成長や発達を促進する。 

   

 (公園等の維持管理)  

・公園等は、子どもたちが安全・安心に遊べる場として、また高齢者がラジ

オ体操などを行うレクリエーションの場として、広く一般の人が自由に休息、

散歩等の利用ができるオープンスペースであることから、公園機能の維持及

び増進が図れるよう適正な管理を行う。 

   

（親子参加、世代間交流イベントの開催、支援） 

・親子や世代間交流ができるようなイベントを開催するとともに、その開催

を支援する。 

 

② 学校体育及び学齢期におけるスポーツ活動の充実 

（「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」への参加） 

・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に参加し全国との比較や年次推

移等の分析により児童生徒の体力・運動能力の把握に努め、その向上に努め

る。 

 

平成 28年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果 ()全国順位 

 小学５年生男子 小学５年生女子 中学２年生男子 中学２年生女子 

全国 ５３．９２     ５５．５４    ４２．１３    ４９．５６    

千葉県 ５５．０４ (９) ５７．０１ (９) ４４．３５ (６) ５２．４２ (４) 

野田市 ５３．５３(２９) ５５．６０(２５) ４２．５１(２０) ５０．８６(１０) 

 ※野田市における（全国順位）は、都道府県の順位相当を当てはめたものである。 

 

（運動能力証の交付を受けることの奨励） 

・児童生徒の体力向上を図り、活力あふれる健やかな児童生徒の育成を目指

して、運動能力の優秀な児童生徒に交付される運動能力証の交付を受けるこ

とを奨励する。 

 

（小中学校体育連盟主催各種大会の活性化） 

 ・小中学校体育連盟主催で陸上競技、サッカー、野球、卓球、レスリング、

ソフトテニス等の種目の大会が開催されている。これら大会への参加は、日

頃の部活動での練習の成果の発表の場であり、また、将来、より広域的な大

会においても活躍することができる選手を発掘する機会であることから、大

会への参加促進と大会のより一層の充実を図る。その中で、より効果的な指

導方法を講習会等で研修し、また活動時間や休養日を適切に設定することで、

さらなる指導方法の充実を図る。 

 

（教員の指導力の向上） 

   ・平成３２年度から順次施行される新学習指導要領に基づく指導内容の観点

から、実技研修会の開催や授業研究会等により、教員の指導力向上を図る。 
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（教員の障がい者スポーツに関する理解の向上） 

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を好機として、障

がい者スポーツに対する関心と理解を高め、障がい者スポーツ教室や教員向

けの指導者研修会等への参加に努める。 

 

（武道指導への対応） 

   ・安全かつ効果的な指導のために、地域の指導者の積極的な活用等による指

導体制及び施設等の充実を図る。また、教員に対して講習会を開催し、指導

力向上に努める。 

 

（社会体育指導員及び地域人材の活用） 

   ・小・中学校での体育指導及び外部指導員として、社会体育指導員及び地域

人材の積極的活用を図る。 

 

（技術講習会の開催） 

   ・中学校での体育指導及び部活動指導充実のため、保健体育教員及び部活動

指導者を対象として、技術講習会等を開催し、指導者の養成及び資質の向上

を図る。 

 

（多様なニーズに応える運動部活動） 

   ・児童生徒の多様なニーズに応える運動部活動を推進するため、専門外の教

員も含めた実技研修等により、指導力の向上を図るとともに、学校と地域の

スポーツ指導者の連携を図る。 

 

（学校体育における安全性の確保） 

   ・学校の体育活動及び運動部活動を安心して行うことができるよう、安全技

術講習会等でスポーツ医・科学を活用したスポーツ事故及びスポーツ障害の

予防・早期発見に関する研修に努め、安全性の向上や事故防止等についての

教員等の知識の充実を図る。また、学校で保有しているスポーツ用具の定期

的な点検・適切な保管管理を行う。 

 

（障がいのある児童生徒への取組） 

   ・学校において、「個別の教育支援計画」を作成する等、障がいのある児童

生徒の教育ニーズに応じて、教育的支援を行う。 

 

（学校体育施設の充実） 

   ・老朽化した学校体育施設は、ファシリティマネジメントの考え方に基づき

計画的に整備を図る。また、改修に当たっては、バリアフリー化を図る。 

   

（施設の計画的改修） 

・現有施設の有効活用を図り、ファシリティマネジメントの考え方に基づき

計画的に改修を行う。なお、改修に当たっては、バリアフリー化に努める。 
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（地域におけるスポーツ活動参加機会の充実） 

・地域では、子ども会やスポーツ少年団、スカウトなど、子どもがスポーツ

に親しむ機会を提供する団体が数多くある。これら団体の活動を支援して、

地域における子どものスポーツ活動参加機会の充実を図る。 

   

（オープンサタデークラブ活動の充実） 

・子どもたちが休日の第１・第３土曜日に体験しているオープンサタデーク

ラブのスポーツ種目の充実と参加促進を図る。 

 

  （子ども館における遊びの充実） 

・子どもが遊びによって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情

緒を豊かにすることができるよう、各子ども館における遊びの充実を図る。

また、全ての子どもたちが集い、遊びを通して学べる中核的な児童館を中央

地区に整備する。 

 

（親子参加、世代間交流イベントの開催、支援） 

・親子や世代間交流ができるようなイベントを開催するとともに、その開催

を支援する。 

 

  （学校施設、校庭、園庭開放の推進） 

現在、学校教育上支障のない範囲で、学校施設、校庭及び園庭を地域のイ

ベントやスポーツ活動のために開放しており、今後も開放を推進する。 

 

③ 社会人（職業人）のスポーツ参加の推進 

（スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催） 

・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、イベント等の充実を図る。さらに、市民から要望

の多い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。 

 

（早朝や夜間のスポーツ教室等の開催） 

・市営スポーツ施設において、早朝や夜間のスポーツ教室等を開催し、市民

のスポーツ参加を促進する。 

 

（施設の運営改善） 

・それぞれのライフステージにおける様々な生活パターンに対応するため、

施設の早朝開館や開館時間の延長など運営方法の改善を行う。 

 

（身近な場所でのスポーツ活動への参加促進） 

・スポーツができる身近な施設である公民館や福祉会館等において、健康・

体力づくりのための教室やニュースポーツの教室を開設するとともに、そこ

で活動するスポーツサークルの情報を提供し、市民のスポーツ参加を促進す

る。 
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（ウォーキングの奨励） 

・年代を問わず、誰でも、どこでも継続してできるウォーキングに親しむこ

とを奨励し、ウォーキング教室やイベントを開催する。 

 

（スポーツボランティア活動の機会の提供） 

・スポーツボランティア活動等を通じて、地域社会に参加し積極的な役割を

果たすことができるよう、スポーツイベント等の様々な機会を提供するとと

もに関連するボランティアの育成を図る。 

 

（市の取組に関する情報発信の充実） 

・市民のスポーツ参加を促進するために、市の開催する各種スポーツに関す

る教室やイベントの情報を一元的に管理し、市のホームページで発信する。 

 

（市の施設情報の提供） 

・公共スポーツ施設の利用情報を市のホームページにおいて一元的に管理し、

総合的に案内できるようにするとともに、インターネットを利用した施設予

約システムの定着と改善を行い、施設利用の利便性の向上を図る。 

 

（市民のスポーツ活動情報発信の充実） 

・市のホームページにおいて、市民のスポーツ活動状況や競技結果等の情報

提供を積極的に行い、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツに参加する

市民の拡大を図る。 

 

④ 女性のスポーツ参加の推進 

（女性対象の教室等の開催） 

・女性のライフステージや目的に応じ、そのニーズに合ったスポーツ機会を

提供する。 

 

（女性が参加しやすい環境の整備） 

・女性がスポーツに参加しやすくなるような、ソフト面、ハード面での環境

整備を図る。 

 

（身近な場所でのスポーツ活動への参加促進） 

・スポーツができる身近な施設である公民館や福祉会館等において、健康・

体力づくりのための教室やニュースポーツの教室を開設するとともに、そこ

で活動するスポーツサークルの情報を提供することによって、市民のスポー

ツ参加を促進する。 

 

（スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催） 

・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、イベント等の充実を図る。さらに、市民から要望

の多い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。 
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（親子参加、世代間交流イベントの開催、支援） 

・親子や世代間交流ができるようなイベントを開催するとともに、その開催

を支援する。 

   

（子ども館における遊びの充実） 

・子どもが遊びによって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情

緒を豊かにすることができるよう、各子ども館における遊びの充実を図る。

また、全ての子どもたちが集い、遊びを通して学べる中核的な児童館を中央

地区に整備する。 
 

（施設の運営改善） 

・それぞれのライフステージにおける様々な生活パターンに対応するため、

施設の早朝開館や開館時間の延長など運営方法の改善を行う。 

 

（早朝や夜間のスポーツ教室等の開催） 

・市営スポーツ施設において、早朝や夜間のスポーツ教室等を開催し、市民

のスポーツ参加を促進する。 

 

（ウォーキング等の奨励） 

・年代を問わず、誰でも、どこでも継続してできるウォーキングに親しむこ

とを奨励し、ウォーキング教室やイベントを開催する。 

 

（スポーツボランティア活動の機会の提供） 

・スポーツボランティア活動等を通じて、地域社会に参加し積極的な役割を

果たすことができるよう、スポーツイベント等の様々な機会を提供するとと

もに関連するボランティアの育成を図る。 

 

（市の取組に関する情報発信の充実） 

・市民のスポーツ参加を促進するために、市の開催する各種スポーツに関す

る教室やイベントの情報を一元的に管理し、市のホームページで発信する。 

 

（市の施設情報の提供） 

・公共スポーツ施設の利用情報を市のホームページにおいて一元的に管理し、

総合的に案内できるようにするとともに、インターネットを利用した施設予

約システムの定着と改善を行い、施設利用の利便性の向上を図る。 

 

（市民のスポーツ活動情報発信の充実） 

・市のホームページにおいて、市民のスポーツ活動状況や競技結果等の情報

提供を積極的に行い、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツに参加する

市民の拡大を図る。 
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⑤ 高齢者のスポーツ参加の推進 

（各種スポーツ機会の提供） 

・高齢者それぞれの体力や運動能力、目的に合わせたスポーツ機会や健康・

体力づくり、介護予防のためのスポーツ機会の提供を図るとともに、家庭で

も無理なくできるスポーツ活動の情報提供に努める。 

 

（健康づくりフェスティバルへの参加促進） 

・毎年、１０月に保健センターで開催している健康づくりフェスティバルに

おいて体力測定及び適切な運動指導等を実施している。自分の体力を確認し、

自分に合った運動方法を見つけることができる機会であることから積極的な

参加促進を図る。 

 

（高齢者団体への支援） 

・高齢者団体によるグラウンド・ゴルフ大会、ゲートボール大会の開催やそ

の会場の整備に対する支援を行う。 

 

（スポーツ・レクリエーション祭への参加促進） 

・教育委員会で主催しているスポーツ・レクリエーション祭の種目をシニア

世代でも参加できるような種目を実施していく。 

 

（東葛飾スポーツ推進連絡協議会主催事業への参加促進） 

・野田市・流山市・我孫子市及び鎌ケ谷市のスポーツ推進委員で構成してい

る東葛飾スポーツ推進連絡協議会で実施している東葛飾地区スポーツ・レク

リエーション祭への参加促進を図る。 

 

（身近な場所でのスポーツ活動への参加促進） 

・スポーツができる身近な施設である公民館や福祉会館等において、健康・

体力づくりのための教室やニュースポーツの教室を開設するとともに、そこ

で活動するスポーツサークルの情報を提供することによって、市民のスポー

ツ参加を促進する。 

 

（ニュースポーツ指導者の養成） 

・ニュースポーツの指導者を養成し、ニュースポーツの普及を図る。 

 

（ニュースポーツの用具の整備） 

・ニュースポーツの用具を整備し、公民館などの身近な場所で取り組める体

制づくりをする。 

 

（ニュースポーツ教室の開催） 

・スポーツ推進委員連絡協議会による初心者向けのニュースポーツ教室の開

催を支援する。 
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（スポーツボランティア活動の機会の提供） 

・スポーツボランティア活動等を通じて、地域社会に参加し積極的な役割を

果たすことができるよう、スポーツイベント等の様々な機会を提供するとと

もに関連するボランティアの育成を図る。 

 

（親子参加、世代間交流イベントの開催、支援） 

・親子や世代間交流ができるようなイベントを開催するとともに、その開催

を支援する。 

 

（ウォーキング等の奨励） 

・年代を問わず、誰でも、どこでも継続してできるウォーキングに親しむこ

とを奨励し、ウォーキング教室やイベントを開催する。 

 

（スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催） 

・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、イベント等の充実を図る。さらに、市民から要望

の多い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。 

 

（公園等の維持管理） 

・公園等は、子どもたちが安全・安心に遊べる場として、また高齢者がラジ

オ体操などを行うレクリエーションの場として、広く一般の人が自由に休息、

散歩等の利用ができるオープンスペースであることから、公園機能の維持及

び増進が図れるよう適正な管理を行う。 

 

（市の取組に関する情報発信の充実） 

・市民のスポーツ参加を促進するために、市の開催する各種スポーツに関す

る教室やイベントの情報を一元的に管理し、市のホームページで発信する。 

 

（市の施設情報の提供） 

・公共スポーツ施設の利用情報を市のホームページにおいて一元的に管理し、

総合的に案内できるようにするとともに、インターネットを利用した施設予

約システムの定着と改善を行い、施設利用の利便性の向上を図る。 

 

（市民のスポーツ活動情報発信の充実） 

・市のホームページにおいて、市民のスポーツ活動状況や競技結果等の情報

提供を積極的に行い、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツに参加する

市民の拡大を図る。 

 

⑥ 障がいのある人のスポーツ参加の推進 

（スポーツに対する障がいのある人のニーズの把握） 

・障がいのある人のスポーツに対するニーズを把握する。 
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  （障がい者スポーツを支える人の育成） 

   ・障がい者スポーツの指導員とボランティアの養成を促進する。 

 

  （スポーツ推進委員との連携） 

・障がい者団体・施設等とスポーツ推進委員等が互いに協力し、障がい者ス

ポーツの普及と障がいのある人のスポーツ人口の拡大を図る。 

 

  （障がいのある人のスポーツ参加の促進） 

・スポーツ関係団体や障がい者団体と連携、協力し、障がいの特性にかかわ

らずスポーツ大会等に積極的に参加できるような環境づくりに努める。 

 

（障がいのある人と障がいのない人との交流の拡大） 

・障がいのある人と障がいのない人とのスポーツを通じた交流を支援し、障

がいのない人の障がい者スポーツに関する理解を深める。 

 

（障がいのある児童生徒への取組） 

・学校において、「個別の教育支援計画」を作成する等、障がいのある児童

生徒の教育ニーズに応じて、教育的支援を行う。 

 

（教員の障がい者スポーツに関する理解の向上)  

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を好機として、障

がい者スポーツに対する関心と理解を高め、障がい者スポーツ教室や教員向

けの指導者研修会等への参加に努める。 

 

（施設の計画的改修） 

・現有施設の有効活用を図り、ファシリティマネジメントの考え方に基づき

計画的に改修を行う。なお、改修に当たっては、バリアフリー化に努める。 

 

⑦ ニュースポーツの普及 

（ニュースポーツ指導者の養成） 

・ニュースポーツの指導者を養成し、ニュースポーツの普及を図る。 

 

（ニュースポーツの用具の整備） 

・ニュースポーツの用具を整備し、公民館などの身近な場所で取り組める体

制づくりをする。 

 

（ニュースポーツ教室の開催） 

・スポーツ推進委員連絡協議会による初心者向けのニュースポーツ教室の開

催を支援する。 

   

（ニュースポーツ施設の整備） 

・子どもから高齢者まで一緒に楽しむことができるパークゴルフ場の整備を

検討する。 
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（高齢者団体への支援） 

・高齢者団体によるグラウンド・ゴルフ大会、ゲートボール大会の開催やそ

の会場の整備に対する支援を行う。 

 

（２）スポーツ環境の整備 

 

【数値目標】 

   

スポーツ教室参加者数 

 スポーツ教室参加者の増加を図る 

 

 基準値(平成 28年度) 目標値(平成 32年度) 目標値(平成 34年度) 

参加者数 3,206人 3,370人 3,530人 

  

【現状と課題】 

  市民の誰もが生涯にわたりスポーツ活動を行っていくためには、スポーツ環境

の整備・充実が求められている。そのため、市民がそれぞれのライフステージや

目的に応じたスポーツに参加できる環境を整備するには、参加する機会、活動す

る施設の提供が重要である。市民自らスポーツ教室やイベント等への参加する機

会の提供と、活動する施設の整備を積極的に行っていくとともに、市民の自発的

な取組を支援する。特に、指導者やスポーツイベントを支援するボランティアの

養成は重要なことであり、関係団体と協力し、取り組む必要がある。 

  さらに、スポーツ活動とともに地域づくりを行うことが目的の総合型地域スポ

ーツクラブは、スポーツ振興のための協働のパートナーとして重要であり、支援

と連携を強める必要がある。スポーツに関する情報を市民に効果的に届けること

は、スポーツ環境の整備にとっても必要なことである。 

 

 【具体的施策】 

① スポーツ教室などの拡大・充実 

（スポーツ教室の充実及び初心者向け教室の開催） 

・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、イベント等の充実を図る。さらに、市民から要望

の多い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。 

 

（早朝や夜間のスポーツ教室等の開催） 

・市営スポーツ施設において、早朝や夜間のスポーツ教室等を開催し、市民

のスポーツ参加を促進する。 

 

（女性対象の教室等の開催） 

・女性のライフステージや目的に応じ、そのニーズに合ったスポーツ機会を

提供する。 
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（身近な場所でのスポーツ活動への参加促進） 

・スポーツができる身近な施設である公民館や福祉会館等において、健康・

体力づくりのための教室やニュースポーツの教室を開設するとともに、そこ

で活動するスポーツサークルの情報を提供することによって、市民のスポー

ツ参加を促進する。 

 

② スポーツを支える人材の育成 

（スポーツ指導者の養成)  

・スポーツを行う目的によって、スポーツ指導者に望むことは多種多様であ

るため、目的に合わせた指導ができるよう、人材の育成を行い、指導者が活

躍できる機会を提供する。 

 

（スポーツ指導者養成への支援） 

   ・スポーツ団体によるスポーツ指導者の養成及び資質の向上を図るため、講

習会やスポーツ指導者養成事業等の取組を支援する。 

 

（スポーツ推進委員の研修の充実等） 

   ・スポーツ推進委員が、地域でのスポーツ指導者として活躍や新たな役割に

対応できるよう研修等の充実を図るとともに、ニュースポーツ等の促進を通

し認知度の向上を図り、活躍の場を広げる。 

 

（スポーツボランティア活動の機会の提供） 

・スポーツボランティア活動等を通じて、地域社会に参加し積極的な役割を

果たすことができるよう、スポーツイベント等の様々な機会を提供するとと

もに関連するボランティアの育成を図る。 

 

③ スポーツ施設の充実 

（施設の計画的改修) 

・現有施設の有効活用を図り、ファシリティマネジメントの考え方に基づき

計画的に改修を行う。なお、改修に当たっては、バリアフリー化に努める。 

 

（施設の運営改善） 

・それぞれのライフステージにおける様々な生活パターンに対応するため、

施設の早朝開館や開館時間の延長など運営方法の改善を行う。 

 

④ 身近なスポーツの場の充実 

（公園等の維持管理） 

・公園等は、子どもたちが安全・安心に遊べる場として、また高齢者がラジ

オ体操などを行うレクリエーションの場として、広く一般の人が自由に休息、

散歩等の利用ができるオープンスペースであることから、公園機能の維持及

び増進が図れるよう適正な管理を行う。 
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（子ども館における遊びの充実） 

・子どもが遊びによって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情

緒を豊かにすることができるよう、各子ども館における遊びの充実を図る。

また、全ての子どもたちが集い、遊びを通して学べる中核的な児童館を中央

地区に整備する。 

 

（学校施設、校庭、園庭開放の推進） 

・現在、学校教育上支障のない範囲で、学校施設、校庭及び園庭を地域のイ

ベントやスポーツ活動のために開放しており、今後も開放を推進する。 

 

⑤ 総合型地域スポーツクラブの育成 

（総合型地域スポーツクラブへの参加の促進） 

・子どもから高齢者、また、スポーツや文化的活動に至るまで、多彩なメニ

ューをそろえて活動している総合型地域スポーツクラブの活動への参加を促

進する。 

 

（総合型地域スポーツクラブの認知度向上と活動の支援） 

・市内唯一の総合型地域スポーツクラブであるのだスポレクファミリークラ

ブの育成を図るため、当該クラブの認知度を高め、参加者を拡大するための

情報を広く提供し、運営に対する支援を行う。また、新たな総合型地域スポ

ーツクラブの立ち上げについて要望があった場合は、積極的に支援する。 

 

⑥ スポーツにおける安全の確保 

（施設の安全管理） 

・各競技者が競技中に施設管理上の不備で事故等が発生しないよう施設管理

の徹底を図る。 

 

（スポーツ事故・外傷・障がい等の防止知識の普及） 

・スポーツ施設管理者、スポーツ団体等に対して、スポーツ事故・外傷・障

がい等の防止知識を積極的に習得するよう促し、それを実践するための取組

を支援する。また、スポーツに関する保険制度について普及を促すなどして、

事故対応の意識の啓発を促進する。 

 

（ＡＥＤの有効活用） 

・スポーツ施設等に設置したＡＥＤの適切な管理を行い、施設管理者やスポ

ーツ団体が、不測の事態において速やかにＡＥＤを使用できるよう、研修等

を支援する。 

 

（学校体育における安全性の確保） 

   ・学校の体育活動及び運動部活動を安心して行うことができるよう、安全技

術講習会等でスポーツ医・科学を活用したスポーツ事故及びスポーツ障害の

予防・早期発見に関する研修に努め、安全性の向上や事故防止等についての

教員等の知識の充実を図る。また、学校で保有しているスポーツ用具の定期

的な点検・適切な保管管理に関する啓発を図る。 
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⑦ スポーツに関する情報提供の充実 

（市の取組に関する情報発信の充実） 

・市民のスポーツ参加を促進するために、市の開催する各種スポーツに関す

る教室やイベントの情報を一元的に管理し、市のホームページで発信する。 

 

（市の施設情報の提供） 

・公共スポーツ施設の利用情報を市のホームページにおいて一元的に管理し、

総合的に案内できるようにするとともに、インターネットを利用した施設予

約システムの定着と改善を行い、施設利用の利便性の向上を図る。 

 

（市民のスポーツ活動情報発信の充実)  

・市のホームページにおいて、市民のスポーツ活動状況や競技結果等の情報

提供を積極的に行い、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツに参加する

市民の拡大を図る。 

 

（３）市内のスポーツ選手の競技力の向上 

 

【数値目標】 

 

  県民体育大会成績 

  県民体育大会の成績の向上を図る 

 

   

男女総合 基準値(平成 28年度) 目標値(平成 32年度) 目標値(平成 34年度) 

参加者数 329人 345人 360人 

総合成績 12位 11位 10位 

 

 【現状と課題】 

  競技スポーツに参加する選手にとって優秀な成績を収めることは、目標でもあ

り励みでもある。 

また、その選手の活躍は、他の市民にとって誇りや大きな目標となる。本市に

ゆかりのある選手が、全国大会やオリンピックなどの世界大会で活躍することは、

多くの市民に夢や感動を与えるだけでなく、スポーツへの関心を高め、参加意欲

を促し、する人だけではなく、みる人、ささえる人の増加につながる。このよう

に、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。市内の競技スポーツ団体や競技スポーツに参加する小中学生の

競技力の向上に努める必要があるとともに競技大会に参加する団体・個人を支援

する必要がある。 

  そのためにトップアスリートと触れ合う機会の充実や指導者の指導技術の向上

を図る。   
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 【具体的施策】 

① 大会への参加促進 

（小中学校体育連盟主催各種大会の活性化） 

・小中学校体育連盟主催で陸上競技、サッカー、野球、卓球、レスリング、

ソフトテニス等の種目の大会が開催されている。これら大会への参加は、日

頃の部活動での練習の成果の発表の場であり、また、将来、より広域的な大

会においても活躍することができる選手を発掘する機会であることから、大

会への参加促進と大会のより一層の充実を図る。その中で、より効果的な指

導方法を講習会等で研修し、また活動時間や休養日を適切に設定することで、

さらなる指導方法の充実を図る。 

 

（県民体育大会への参加促進） 

・県民大会に参加することで日頃の練習の成果を確認するとともに、次のス

テップへ飛躍するきっかけになるため、県民大会への積極的な参加を促進す

る。 

    

（スポーツ表彰制度の周知及び活用) 

   ・各種スポーツ大会等における成績優良者や指導者に対する教育委員会表彰

を実施するとともに、その成果を広く周知することによって、スポーツ参加

者の意欲を高め、スポーツへの市民の関心を高める。 

 

（全国大会等への出場に対する支援の拡充) 

   ・全国大会等へ参加する児童生徒への補助を実施するとともに県民体育大会

参加者への支援を行う。また、新たに奨励金制度を創設する。 

 

② トップアスリートと触れ合う機会の充実 

（トップアスリートと触れ合う機会の充実) 

・トップアスリートとの触れ合いの機会を提供し、子どもたちに実体験に基

づく講義や実技を行い、夢を持つ大切さや技術の向上を図る。また、市民の

スポーツのレベルアップが図られるよう、様々な種目のアスリートの招へい

に努める。 

 

（スポーツ選手活用事業の活用） 

・市内小中学校児童生徒に対し、生涯にわたってスポーツに楽しむ基礎を培

うため、トップアスリートと触れ合う機会を設定し、積極的にスポーツ選手

によるスポーツ教室の開催を進める。 

 

（トップレベルの競技観戦） 

・技術力向上や自分自身の目標設定のため、地元出身の選手が出場する大会

などの情報を提供し、トップレベルの試合を観戦することを奨励する。 

 

（生涯スポーツ推進事業の開催） 

・野田市体育協会との共催により、元トップアスリートやオリンピアンを招

へいし、市民等へその技術力や指導方法の技術的な指導を行う。 
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③ 指導者の育成 

（元アスリートの活用） 

・元トップアスリートのセカンドキャリアを活用し、スポーツ教室や指導者

の育成事業等を開催する。 

 

（スポーツ指導者の養成)  

・スポーツを行う目的によって、スポーツ指導者に望むことは多種多様であ

るため、目的に合わせた指導ができるよう、人材の育成を行い、指導者が活

躍できる機会を提供する。 

 

（スポーツ指導者養成への支援） 

・スポーツ団体によるスポーツ指導者の養成及び資質の向上を図るための講

習会やスポーツ指導者養成事業等の取組を支援する。 

 

（スポーツ推進委員の研修の充実等） 

・スポーツ推進委員が、地域でのスポーツ指導者としての活躍や新たな役割

に対応できるよう研修等の充実を図るとともに、ニュースポーツ等の促進を

通し認知度の向上を図り、活躍の場を広げる。 

 

④ スポーツ施設の充実 

（施設の計画的改修)  

・現有施設の有効活用を図り、ファシリティマネジメントの考え方に基づき

計画的に改修を行う。なお、改修に当たっては、バリアフリー化に努める。 

 

 

 （４）スポーツを通じた地域の活性化 

 

【数値目標】 

 

  市内運動会等参加者数 

  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。 

 

各地区運動会等 基準値(平成 28年度) 目標値(平成 32年度) 目標値(平成 34年度) 

参加者数 20,233人 21,240人 22,250人 

 

 【現状と課題】 

  少子高齢化の進展や核家族化等による家族構成の変化に伴い、地域社会のつな

がりの希薄化や相互扶助の低下傾向にある。 

野田市の将来人口は、平成４２年に約１５万２千人と想定されており、また、

６５歳以上の高齢化率は、平成２２年と比し１１．７ポイント増の３３．６パー

セントと見込んでいる。 
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現在、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へ

の参加者数も工夫を凝らし、子どもから大人まで参加できるようなメニューで実

施しても減少傾向にあるのが現状となっている。 

また、スポーツ少年団や少年野球についても生活様式の多様化や少子化により

参加者数が下がっており、地域で一緒に活動する子どもたちを増やしていくため

のきっかけづくりの場を設けることや、気軽に運動に取り組むことができる環境

づくりが必要である。 

  本市には、多くの歴史や文化資源が存在することから、市の魅力発信のため、

市内外を問わず、スポーツ情報を広く提供し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。 

 

 【具体的施策】 

 

① 地域のスポーツ大会の活性化 

（地域スポーツ活動への支援） 

・近隣住民とのコミュニケーションの醸成を図ることは、地域の防災対策、

地域住民との絆を生むことから各地域で開催している地区運動会やスポー

ツ・レクリエーション等のスポーツイベントの支援を図る。 

 

（地域スポーツ活動への参加促進） 

・市民が比較的身近なところで近所の方々と参加することができるのが、地

区運動会等地域で開催されるスポーツイベントである。情報発信を支援する

ことなどにより、地域コミュニティづくりのきっかけにもなる地域スポーツ

大会への幅広い市民の参加を促進する。 

 

（スポーツ推進委員による地域スポーツの推進) 

・スポーツ推進委員は、地域におけるスポーツ振興の中心的役割が期待され

ていることから、各地域におけるスポーツ推進委員の役割を周知し、地域に

おけるスポーツの指導及び普及の推進を図る。 

 

（親子参加、世代間交流イベントの開催、支援） 

・親子や世代間交流ができるようなイベントを開催するとともに、その開催

を支援する。 

 

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 

（全市的なスポーツ・レクリエーションイベントの開催） 

・全市的なスポーツ・レクリエーションイベントを開催することにより、市

民のスポーツに関する意識を高めることにより、「する市民、みる市民、さ

さえる市民」の増大を図る。 
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（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） 

・市内の商工・観光・農業部門と連携して、野田市の魅力を発信できるよう

なスポーツイベントを開催することによって交流人口を拡大し地域の活性化

を図る。 

 

（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） 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会が２０２０年に開催される。

そのような国際大会等の開催に当たっては、その大会の関心度の高さを活用

して市民がスポーツに関心が持つことができるような取組を行う。 

 

③ スポーツに関する情報提供の充実 

（市の取組に関する情報発信の充実)  

・市民のスポーツ参加を促進するために、市の開催する各種スポーツに関す

る教室やイベントの情報を一元的に管理し、市のホームページで発信する。 

 

（市の施設情報の提供)  

・公共スポーツ施設の利用情報を市のホームページにおいて一元的に管理し、

総合的に案内できるようにするとともに、インターネットを利用した施設予

約システムの定着と改善をし、施設利用の利便性の向上を図る。 

 

（市民のスポーツ活動情報発信の充実)  

・市のホームページにおいて、市民のスポーツ活動状況や競技結果等の情報

提供を積極的に行い、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツに参加する

市民の拡大を図る。 

 

④ 全国大会等の開催支援 

（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） 

・市民等が各種競技スポーツに触れ、感動を味わう機会を拡大し、地域活性

化に資するために、各競技団体や民間事業者が主催・共催する全国レベルの

大会開催の支援に努める。その際、市の観光案内や銘菓、障がい者施設等で

製作した物品等の紹介や販売を行い、地域の活性化に努める。 

 

⑤ 地域スポーツと企業、各種団体との連携 

（スポーツ団体への支援） 

・各スポーツ団体における会員数の減少や、指導者の不足等の問題を解消す

るため、幅広い啓発活動や情報の提供体制の充実を目指す。 

 

（野田市体育協会加盟団体の認知度向上と活動への支援） 

・野田市体育協会には、２８種目のスポーツ団体が加盟し活動をしている。

種目によっては、新規に会員が集まらず会員の高齢化が進んでいる場合も見

受けられるため、積極的な広報活動等により会員の加入を促進し、更に加盟

団体の活動を支援する。 
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（地域スポーツと企業・大学との連携） 

・スポーツを地域振興に積極的に活用するため、スポーツ団体だけでなく、

地元企業や大学との連携・協働を促進する。 

    

（総合型地域スポーツクラブへの参加の促進） 

・子どもから高齢者、また、スポーツや文化的活動に至るまで、多彩なメニ

ューをそろえて活動している総合型地域スポーツクラブの活動への参加を促

進する。 

 

（総合型地域スポーツクラブの認知度向上と活動の支援） 

・市内唯一の総合型地域スポーツクラブであるのだスポレクファミリークラ

ブの育成を図るため、当該クラブの認知度を高め、参加者を拡大するための

情報を広く提供し、運営に対する支援を行う。また、新たな総合型地域スポ

ーツクラブの立ち上げについて要望があった場合は、積極的に支援する。 

 

４ 本計画を進めるに当たって 

 

 （１）計画実現に向けた一体的推進 

 

本計画の目標を達成するために、市民や行政だけではなく、地域の様々なスポ

ーツ関係機関や団体等が互いの役割を補完し協働しながらスポーツを推進する。

このような観点から、野田市、学校並びに野田市体育協会、野田市小中学校体育

連盟、野田市レクリエーション協会等のスポーツ団体及び民間事業者その他の関

係者が連携・協働して野田市のスポーツの推進に取り組んでいく必要がある。 

また、市の各部署で行われている事業が、総合的・計画的かつ効率的・効果的

に行われるよう、各部署の横断的連携を図る。 

 

 （２）計画の進捗状況の検証と計画の見直し 

 

  本計画を実施し、野田市におけるスポーツを推進するために、計画の進捗状況

について、学識経験者や学校関係者、スポーツ推進委員などから成るスポーツ推

進審議会へ報告し、意見を聴取しながら検証し、改善を図る。 

また、社会情勢やスポーツに関する状況変化にも注意を払い、市域におけるス

ポーツの推進の実現のための方策を検討していく。 

























































































































































（令和２年度取組内容） （令和３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）

・室内外で体を動かし自由に遊ぶ活動を充実させることで、様々な活動に親
しみ、楽しんで取り組みながら運動機能の向上を図っている。(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）

・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

・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）

・子ども館ピック（屋外イベント：シューティングビンゴ・フリスビー工
作・フライングフリスビー・グラウンドゴルフ）を実施。（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）、キッズタイム（中央）、サーキット（中央）、ビーチボールバレー
（七光台）、ターゲット（七光台）、シュートゲーム（谷吉）、とんでぴょ
ん（関宿）を開催。（児童家庭課）

児童家庭課

(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）） 家庭教育学級幼児コースで「みんな集まれ！親子で楽しくエアロビクス」
（中央　参加人数20人）、家庭教育学級幼児コース「ひのき」で「小運動
会」（関宿中央　※新型コロナウィルス感染症対策のため中止。）
（生涯学習課（公民館））

生涯学習課（公
民館）

・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） ・青少年柔剣道大会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止。（青少年課） 青少年課

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）

・野田市の魅力発信事業の補助金交付対象事業として採択された「１才から
６才対象の親子で楽しむボール遊び運動教室」を、10月30日に野田市総合公
園野球場で実施し、合計49人の子どもが参加した。（魅力推進課）

魅力推進課

・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）

・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

（令和２年度取組内容） （令和３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、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）

・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する予定である。（指導課）

指導課

運動能力証の交付を受けることの奨励
・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）

・中学校は７月、小学校は12月まで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予定である。（指導課） 指導課

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３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

②学校体育及び学齢期におけるスポーツ活動の充実

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

(

具
体
的
施
策

)
(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

小中学校体育連盟主催各種大会の活性化

・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ったが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、ミニバスケットボールは中止となった。（指導課）

・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：清水台小　女子優勝：東部小　総合優勝：清水台小）
　 　 ・市内中学校陸上競技大会
　　　（男子優勝：岩名中　女子優勝：南部中　総合優勝：南部中）
12月  ・野田市中学校駅伝競走大会
　　　　（男子優勝：南部中　女子優勝：南部中）
・10月に行われる予定であった小学校ミニバスケットボール大会・サッカー
大会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、多数の学校が集まる大
会は難しいと判断し、中止となった。代替措置として近隣２校で練習試合
行っていく予定である。（指導課）

指導課

教員の指導力の向上

・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）

・武道指導連絡会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラ
インで行い、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、新型コロナウイル
ス感染症の予防等、大会の運営方法についての助言を行った。（指導課）
・２月に行われる小中学校体育主任等研修会に参加し、保健体育科の資質向
上、児童生徒の体力向上に向けての助言を行う予定である。(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、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）

・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）

・柔道講師２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）
・武道指導者講習会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラ
インで実施し、授業を行う上での注意事項を周知した。（指導課）【再掲】 指導課

社会体育指導員及び地域人材の活用

・武道講師５名を採用した。
　・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）

・武道講師４名を採用した。
　・剣道講師２名を４校に派遣
　・柔道講師２名を７校に派遣
・部活動指導員を活用した。（市内小中学校で４名活用）（指導課）

指導課

技術講習会の開催

・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。
・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）

・小中学校体育主任等研修会（中止し、資料配付のみ。）
・野田市武道指導者講習会（中止し、資料配付のみ。）
・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）
・中学校体育実技（柔道）指導者講習会、教育事務所別体育実技講習会技術
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。（指導課）

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
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）

今年度は実施なし（教育総務課）
教育総務課

施設の計画的改修

・総合公園園路舗装修繕（9月18日～9月30日）、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）、総合公園陸上競技場写真判定装置修繕（1月5日～2月26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（4月21日～6月30日）、福
田体育館誘導灯改修工事（8月26日～10月15日）、関宿少年野球場水飲み台修
繕工事（12月2日～1月29日）を実施。（スポーツ推進課）

・総合公園スケートボードパーク改修工事（9月30日～1月31日）、総合公園
陸上競技場屋内消火栓設備改修工事（9月1日～10月31日）、総合公園汚水処
理施設流量計設置工事（9月29日～11月30日）、福田運動場地下水配管敷設替
工事（9月11日～11月30日）、岩名調整池庭球場人工芝修繕工事（8月13日～9
月30日）、春風館道場腰壁板張替工事（10月18日～3月31日）を実施。
（スポーツ推進課）

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。（青少年課） ・青少年相談員がスケート教室を開催。（参加者４１名）
・青少年相談員がビーチバレーボール大会、歩け歩け大会、腕相撲大会の開
催を予定していたが、新型コロナウイ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】

・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

地域におけるスポーツ活動参加機会の充実

(

具
体
的
施
策

)
(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

オープンサタデークラブ活動の充実

・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）

・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１４会場で実施。（青少年課）

青少年課

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）
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）

・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）
・卓球リフティングをしよう（谷吉）を開催。（児童家庭課）

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）【再掲】

・子ども館ピック（屋外イベント：シューティングビンゴ・フリスビー工
作・フライングフリスビー・グラウンドゴルフ）を実施。（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）、キッズタイム（中央）、サーキット（中央）、ビーチボールバレー
（七光台）、ターゲット（七光台）、シュートゲーム（谷吉）、とんでぴょ
ん（関宿）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

(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））
【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））
【再掲】 生涯学習課（公

民館）

・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） ・青少年柔剣道大会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡
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）

・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】

・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

・7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～1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。
　なお4月～6月につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染予防のた
め中止。　（保育課）

・7月、10～12月は公立保育所9か所　月1回～月2回の園庭開放（自由開放の
み）を実施。　
　なお、4月～6月、8月及び9月につきましては、新型コロナウイルス感染症
の感染予防のため中止。代替策として、市ホームページにおいて親子で一緒
に遊び楽しめることを、市内保育所等が月替わりで紹介した。
（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1,363回、55,770人
　　　　　屋内施設3,552回、83,352人
・中学校：屋外施設49回、678人
　　　　　屋内施設1,380回、25,063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1,140回、39,762人
　　　　　屋内施設2,420回、52,886人
・中学校：屋外施設4回、630人
　　　　　屋内施設479回、9,627人

学校教育課

親子参加、世代間交流イベントの開催、支援

(

具
体
的
施
策

)

学校施設、校庭、園庭開放の推進

(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし。 ・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）

高齢者支援課

・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。）
・いきいき体操中止（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）

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

人権・男女共同
参画推進課

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　延べ参加人数42
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）、東部長寿教室で免疫力アップストレッチ（東
部　参加人数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）、姿勢と歩き方の健康づくり講座（川
間　延べ参加人数87人）、家庭教育学級　家族でできる免疫ＵＰヨーガ（川
間　参加人数19人）、福田すこやか大学（簡単ストレッチで体すこやか 参加
人数38人）、福田公民館グラウンドゴルフ講座　延べ参加人数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　延べ参加人数37人）
（生涯学習課（公民館））

・婦人会員講座で「ウォーキング講座　歩くことから始める健康生活」（中
央　※新型コロナ感染症対策のため中止）、いきいきライフセミナー「自宅
でもできる！音楽に合わせたゆっくりストレッチ」（中央　※新型コロナ
ウィルス感染症対策のため中止）、東部長寿教室で免疫力を上げる体づくり
（東部　参加人数9人）、ニュースポーツを体験しよう！ボッチャ、バッ
ゴー、卓球バレー、カローリング（東部　延べ参加人数30人）、健康づくり
講座で「ゆっくり体を動かしてみよう」（南部梅郷　参加人数13人）、福祉
のまちづくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（南部梅郷　参加
人数16人）「超初心者グラウンドゴルフ講座」（川間　延べ参加人数108
人）、「私の健幸習慣」（福田　延べ参加人数29人）、長寿教室で「健康体
操で免疫力アップ！」（関宿中央　※新型コロナ感染症対策のため中止）、
みんなで楽しくニュースポーツ（関宿　延べ参加人数31人）、二川はつらつ
大学「足腰を弱らせないためのお家でできる簡単体操」（二川　参加人数19
人）、二川さわやか教室「ＮＥＷスポーツを体験」（二川　参加人数14
人）、福祉のまちづくり講座「ＮＥＷスポーツ交流会」（二川　参加人数23
人）、ウォーキング講座（木間ケ瀬　参加人数35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、太極拳初心者教室（参加人数：延141人）、スクエアス
テップ教室（参加人数：延103人）、姿勢改善ヨガ教室（参加人数：延249
人）を開催。関宿総合公園体育館で、卓球教室（参加人数：延2,709人）、ら
くらく健康体操（参加人数：延237人）、各種ヨガ教室（参加人数：延1,446
人）、ミニテニスサークル（参加人数：延417人）、新しい健康気功教室（参
加人数：延302人）、ズンバ教室（参加人数：延7人）、千葉ジェッツ・バス
ケットスクール（参加人数：581人）、千葉ジェッツ・チアダンス教室（参加
人数：延24人）を開催。春風館道場で、剣道教室（参加人数：延123人）、弓
道教室（参加人数：延99人）、杖道教室（参加人数：延120人）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→からだサポート体幹体操教室、水泳教室、安眠ヨガ教
室、バランスコンディショニング教室
・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）

・総合公園体育館で、からだサポート体幹体操教室（参加人数：延90人）、
太極拳初心者教室（参加人数：延191人）、スクエアステップ教室（参加人
数：延59人）、バドミントン教室（参加人数：延73人）姿勢改善ヨガ教室
（参加人数：延164人）、エアロビクス教室（参加人数：延151人）、バラン
スコンディショニング教室（参加人数：延53人）を開催。関宿総合公園体育
館で、卓球教室（参加人数：延2,560人）、らくらく健康体操（参加人数：延
303人）、各種ヨガ教室（参加人数：延2,010人）、ミニテニスサークル（参
加人数：延113人）、新しい健康気功教室（参加人数：延366人）、千葉
ジェッツ・バスケットスクール（参加人数：330人）、千葉ジェッツ・チアダ
ンス教室（参加人数：0人）、大人対象のバスケットボール教室（参加人数：
延51人）を開催。春風館道場で、剣道教室（参加人数：延75人）、弓道教室
（参加人数：延211人）、杖道教室（参加人数：延86人）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→水泳教室、安眠ヨガ教室
・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

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、7時から早朝開場を実施。（スポーツ推進課）

スポーツ推進課

③社会人（職業人）のスポーツ参加の推進

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

)
(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

・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。）
・いきいき体操中止（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）【再掲】

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

(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））
【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））
【再掲】

生涯学習課（公
民館）

・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）

・保健センターでウォーキング講習会を年1回開催。（参加者：１４名）
（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）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】

・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
・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）

・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２年度取組内容） （令和３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）

・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】

・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。）
・いきいき体操中止（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）【再掲】

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

(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））
【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））
【再掲】

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））

・川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川間　参加人数95人）、川間新
星大学院で健康体操（川間　参加人数62人） 生涯学習課（公

民館）

・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】 ・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【再掲】

高齢者支援課

④女性のスポーツ参加の推進

身近な場所でのスポーツ活動への参加促進

ウォーキングの奨励

(

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

(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　延べ参加人数42
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）、東部長寿教室で免疫力アップストレッチ（東
部　参加人数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）、姿勢と歩き方の健康づくり講座（川
間　延べ参加人数87人）、家庭教育学級　家族でできる免疫ＵＰヨーガ（川
間　参加人数19人）、福田長寿大学で「室内レクリエーション講座」（福田　
参加人数32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　延
べ参加人数37人）（生涯学習課（公民館））

・婦人会員講座で「ウォーキング講座　歩くことから始める健康生活」（中
央　※新型コロナ感染症対策のため中止）、いきいきライフセミナー「自宅
でもできる！音楽に合わせたゆっくりストレッチ」（中央　※新型コロナ
ウィルス感染症対策のため中止）、東部長寿教室で免疫力を上げる体づくり
（東部　参加者9人）、ニュースポーツを体験しよう！ボッチャ、バッゴー、
卓球バレー、カローリング（東部　延べ参加人数30人）、健康づくり講座で
「ゆっくり体を動かしてみよう」（南部梅郷　参加人数13人）、福祉のまち
づくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（南部梅郷　参加人数16
人）、健康体操でリフレッシュ（北部　参加人数5人）、「超初心者グラウン
ドゴルフ講座」（川間　延べ参加人数108人）、福田長寿大学で「室内レクリ
エーション講座」（福田　参加人数32人）、二川はつらつ大学「足腰を弱ら
せないためのお家でできる簡単体操」（二川　参加人数19人）、二川さわや
か教室「ＮＥＷスポーツを体験」（二川　参加人数14人）、福祉のまちづく
り講座「ＮＥＷスポーツ交流会」（二川　参加人数23人）、ウォーキング講
座（木間ケ瀬　延べ参加人数35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、太極拳初心者教室（参加人数：延141人）、スクエアス
テップ教室（参加人数：延103人）、姿勢改善ヨガ教室（参加人数：延249
人）を開催。関宿総合公園体育館で、卓球教室（参加人数：延2,709人）、ら
くらく健康体操（参加人数：延237人）、各種ヨガ教室（参加人数：延1,446
人）、ミニテニスサークル（参加人数：延417人）、新しい健康気功教室（参
加人数：延302人）、ズンバ教室（参加人数：延7人）、千葉ジェッツ・バス
ケットスクール（参加人数：581人）、千葉ジェッツ・チアダンス教室（参加
人数：延24人）を開催。春風館道場で、剣道教室（延123人）、弓道教室（参
加人数：延99人）、杖道教室（延120人）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→からだサポート体幹体操教室、水泳教室、安眠ヨガ教
室、バランスコンディショニング教室
・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】

・総合公園体育館で、からだサポート体幹体操教室（参加人数：延90人）、
太極拳初心者教室（参加人数：延191人）、スクエアステップ教室（参加人
数：延59人）、バドミントン教室（参加人数：延73人）姿勢改善ヨガ教室
（参加人数：延164人）、エアロビクス教室（参加人数：延151人）、バラン
スコンディショニング教室（参加人数：延53人）を開催。関宿総合公園体育
館で、卓球教室（参加人数：延2,560人）、らくらく健康体操（参加人数：延
303人）、各種ヨガ教室（参加人数：延2,010人）、ミニテニスサークル（参
加人数：延113人）、新しい健康気功教室（参加人数：延366人）、千葉
ジェッツ・バスケットスクール（参加人数：330人）、千葉ジェッツ・チアダ
ンス教室（参加人数：0人）、大人対象のバスケットボール教室（参加人数：
延51人）を開催。春風館道場で、剣道教室（参加人数：延75人）、弓道教室
（参加人数：延211人）、杖道教室（参加人数：延86人）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→水泳教室、安眠ヨガ教室
・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

(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））
【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））
【再掲】

生涯学習課（公
民館）

・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】 ・青少年柔剣道大会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡
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】

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】

・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）
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】

・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】
・卓球リフティングをしよう（谷吉）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

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

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

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

(

具
体
的
施
策

)
(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

・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】

・保健センターでウォーキング講習会を年1回開催。（参加者：１４名）
（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）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】

・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
・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】

・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２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

・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）
【再掲】

・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【再掲】

高齢者支援課

・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。）
・いきいき体操中止（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）【再掲】

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　延べ参加人数42
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）、東部長寿教室で免疫力アップストレッチ（東
部　参加人数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　延べ参加人数37人）（生涯学習課（公民館））【再掲】

・婦人会員講座で「ウォーキング講座　歩くことから始める健康生活」（中
央　※新型コロナ感染症対策のため中止）、いきいきライフセミナー「自宅
でもできる！音楽に合わせたゆっくりストレッチ」（中央　※新型コロナ
ウィルス感染症対策のため中止）、東部長寿教室で免疫力を上げる体づくり
（東部　参加人数9人）、ニュースポーツを体験しよう！ボッチャ、バッ
ゴー、卓球バレー、カローリング（東部　延べ参加人数30人）、健康づくり
講座で「ゆっくり体を動かしてみよう」（南部梅郷　参加人数13人）、福祉
のまちづくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（南部梅郷　参加
人数16人）、長寿大学で「いつまでも健康に過ごそう・ウォーキングを楽し
む」（北部　参加人数24名）、福田長寿大学で「室内レクリエーション講
座」（福田　参加人数32人）、みんなで楽しくニュースポーツ（関宿　延べ
参加人数31人）、二川はつらつ大学「足腰を弱らせないためのお家でできる
簡単体操」（二川　参加人数19人）、二川さわやか教室「ＮＥＷスポーツを
体験」（二川　参加人数14人）、福祉のまちづくり講座「ＮＥＷスポーツ交
流会」（二川　参加人数23人）（生涯学習課（公民館）【再掲】

生涯学習課（公
民館）

・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）

・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）は新型コロナウイルスの感染症
予防のため開催中止。

・健康づくりフェスティバル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） 保健センター

・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）

・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

・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】 ・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【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】

・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

⑤ 高齢者のスポーツ参加の推進

ウォーキング等の奨励

(

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

)
(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

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、室内軽スポーツ大会（ボッ
チャ、風船バレー）の開催、ウオーキング＆ポールウオーキングを予定して
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）

・東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会が、室内軽スポーツ大会（ボッ
チャ、風船バレー）の開催、ウオーキング＆ポールウオーキングを予定して
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。）
・いきいき体操中止（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）【再掲】

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

・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】

・川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川間　参加人数95人）、川間新
星大学院で健康体操（川間　参加人数62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）

・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）

・昨年同様、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））

・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

・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】

・昨年同様、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

スポーツボランティア活動の機会の提供
・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】

・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

(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））　
　【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））　
　【再掲】

生涯学習課（公
民館）

・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】 ・青少年柔剣道大会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡
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】

・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】

・保健センターでウォーキング講習会を年1回開催。（参加者：１４名）
（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）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】

・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

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

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

)
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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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

・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】 ・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【再掲】

高齢者支援課

・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。）
・いきいき体操中止（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）【再掲】

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　延べ参加人数42
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　
延べ参加人数37人）（生涯学習課（公民館））

・婦人会員講座で「ウォーキング講座　歩くことから始める健康生活」（中
央　※新型コロナ感染症対策のため中止）、いきいきライフセミナー「自宅
でもできる！音楽に合わせたゆっくりストレッチ」（中央　※新型コロナ
ウィルス感染症対策のため中止）、東部長寿教室で免疫力を上げる体づくり
（東部　参加人数9人）、ニュースポーツを体験しよう！ボッチャ、バッ
ゴー、卓球バレー、カローリング（東部　全3回　延べ参加人数30人）、健康
づくり講座で「ゆっくり体を動かしてみよう」（南部梅郷　参加人数13
人）、福祉のまちづくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（南部
梅郷　参加人数16人）、長寿大学「いつまでも健康に過ごそう・ウォーキン
グを楽しむ」（北部　参加人数24名）、二川はつらつ大学「足腰を弱らせな
いためのお家でできる簡単体操」（二川　参加人数19人）、二川さわやか教
室「ＮＥＷスポーツを体験」（二川　参加人数14人）、福祉のまちづくり講
座「ＮＥＷスポーツ交流会」（二川　参加人数23人）、ウォーキング講座
（木間ケ瀬　延べ参加人数35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、太極拳初心者教室（参加人数：延141人）、スクエアス
テップ教室（参加人数：延103人）、姿勢改善ヨガ教室（参加人数：延249
人）を開催。関宿総合公園体育館で、卓球教室（参加人数：延2,709人）、ら
くらく健康体操（参加人数：延237人）、各種ヨガ教室（参加人数：延1,446
人）、ミニテニスサークル（参加人数：延417人）、新しい健康気功教室（参
加人数：延302人）、ズンバ教室（参加人数：延7人）、千葉ジェッツ・バス
ケットスクール（参加人数：581人）、千葉ジェッツ・チアダンス教室（参加
人数：延24人）を開催。春風館道場で、剣道教室（延123人）、弓道教室（参
加人数：延99人）、杖道教室（延120人）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→からだサポート体幹体操教室、水泳教室、安眠ヨガ教
室、バランスコンディショニング教室
・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】

・総合公園体育館で、からだサポート体幹体操教室（参加人数：延90人）、
太極拳初心者教室（参加人数：延191人）、スクエアステップ教室（参加人
数：延59人）、バドミントン教室（参加人数：延73人）姿勢改善ヨガ教室
（参加人数：延164人）、エアロビクス教室（参加人数：延151人）、バラン
スコンディショニング教室（参加人数：延53人）を開催。関宿総合公園体育
館で、卓球教室（参加人数：延2,560人）、らくらく健康体操（参加人数：延
303人）、各種ヨガ教室（参加人数：延2,010人）、ミニテニスサークル（参
加人数：延113人）、新しい健康気功教室（参加人数：延366人）、千葉
ジェッツ・バスケットスクール（参加人数：330人）、千葉ジェッツ・チアダ
ンス教室（参加人数：0人）、大人対象のバスケットボール教室（参加人数：
延51人）を開催。春風館道場で、剣道教室（参加人数：延75人）、弓道教室
（参加人数：延211人）、杖道教室（参加人数：延86人）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→水泳教室、安眠ヨガ教室
・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

公園等の維持管理

・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】

・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

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

)

9



第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

（令和２年度取組内容） （令和３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）

・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感染拡大を防止するため中止とな
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）

・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、周知を図りましたが新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、開催が流動的になっていると聞
いております。（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、室内軽スポーツ大会（ボッ
チャ、風船バレー）の開催、ウオーキング＆ポールウオーキングを予定して
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】

・東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会が、室内軽スポーツ大会（ボッ
チャ、風船バレー）の開催、ウオーキング＆ポールウオーキングを予定して
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）

令和３年度千葉県障害者スポーツ大会（5/23陸上）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状況を鑑み中止となりま
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）

・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感染拡大を防止するため中止とな
りました。（障がい者支援課）【再掲】

障がい者支援課

・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）

・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

・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））

・福祉のまちづくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（南部梅郷　
参加人数16人）、福祉のまちづくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交
流会（二川　参加人数23人）（生涯学習課（公民館））

生涯学習課（公
民館）

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

施設の計画的改修

・総合公園園路舗装修繕（9月18日～9月30日）、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）、総合公園陸上競技場写真判定装置修繕（1月5日～2月26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（4月21日～6月30日）、福
田体育館誘導灯改修工事（8月26日～10月15日）、関宿少年野球場水飲み台修
繕工事（12月2日～1月29日）を実施。（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園スケートボードパーク改修工事（9月30日～1月31日）、総合公園
陸上競技場屋内消火栓設備改修工事（9月1日～10月31日）、総合公園汚水処
理施設流量計設置工事（9月29日～11月30日）、福田運動場地下水配管敷設替
工事（9月11日～11月30日）、岩名調整池庭球場人工芝修繕工事（8月13日～9
月30日）、春風館道場腰壁板張替工事（10月18日～3月31日）を実施（スポー
ツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

⑥ 障がいのある人のスポーツ参加の推進

(

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

(

具
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的
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)
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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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

（令和２年度取組内容） （令和３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））　【再掲】

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））　【再掲】

生涯学習課（公
民館）

ニュースポーツ教室の開催

・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】

・昨年同様、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））　【再掲】

生涯学習課（公
民館）

高齢者団体への支援

・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】 ・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【再掲】

高齢者支援課

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

・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】 ・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【再掲】

高齢者支援課

・「正しい姿勢・歩き方で健康寿命を延ばそう」（中央　延べ参加人数42
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）、東部長寿教室で免疫力アップストレッチ
（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　延べ参加人数37人）（生涯学習課（公民館））【再掲】

・婦人会員講座で「ウォーキング講座　歩くことから始める健康生活」（中
央　※新型コロナ感染症対策のため中止）、いきいきライフセミナー「自宅
でもできる！音楽に合わせたゆっくりストレッチ」（中央　※新型コロナ
ウィルス感染症対策のため中止）、東部長寿教室で免疫力を上げる体づくり
（東部　参加人数9人）、ニュースポーツを体験しよう！ボッチャ、バッ
ゴー、卓球バレー、カローリング（東部　延べ参加人数30人）、健康づくり
講座で「ゆっくり体を動かしてみよう」（南部梅郷　参加人数13人）、福祉
のまちづくり講座でＮＥＷスポーツ（ボッチャ等）交流会（南部梅郷　参加
人数16人）、みんなで楽しくニュースポーツ（関宿　延べ参加人数31人）、
二川はつらつ大学「足腰を弱らせないためのお家でできる簡単体操」（二川　
参加人数19人）、二川さわやか教室「ＮＥＷスポーツを体験」（二川　参加
人数14人）、福祉のまちづくり講座「ＮＥＷスポーツ交流会」（二川　参加
人数23人）、ウォーキング講座（木間ケ瀬　延べ参加人数35人）（生涯学習
課（公民館））【再掲】

生涯学習課（公
民館）

・総合公園体育館で、太極拳初心者教室（参加人数：延141人）、スクエアス
テップ教室（参加人数：延103人）、姿勢改善ヨガ教室（参加人数：延249
人）を開催。関宿総合公園体育館で、卓球教室（参加人数：延2,709人）、ら
くらく健康体操（参加人数：延237人）、各種ヨガ教室（参加人数：延1,446
人）、ミニテニスサークル（参加人数：延417人）、新しい健康気功教室（参
加人数：延302人）、ズンバ教室（参加人数：延7人）、千葉ジェッツ・バス
ケットスクール（参加人数：581人）、千葉ジェッツ・チアダンス教室（参加
人数：延24人）を開催。春風館道場で、剣道教室（延123人）、弓道教室（参
加人数：延99人）、杖道教室（延120人）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→からだサポート体幹体操教室、水泳教室、安眠ヨガ教
室、バランスコンディショニング教室
・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】

・総合公園体育館で、からだサポート体幹体操教室（参加人数：延90人）、
太極拳初心者教室（参加人数：延191人）、スクエアステップ教室（参加人
数：延59人）、バドミントン教室（参加人数：延73人）姿勢改善ヨガ教室
（参加人数：延164人）、エアロビクス教室（参加人数：延151人）、バラン
スコンディショニング教室（参加人数：延53人）を開催。関宿総合公園体育
館で、卓球教室（参加人数：延2,560人）、らくらく健康体操（参加人数：延
303人）、各種ヨガ教室（参加人数：延2,010人）、ミニテニスサークル（参
加人数：延113人）、新しい健康気功教室（参加人数：延366人）、千葉
ジェッツ・バスケットスクール（参加人数：330人）、千葉ジェッツ・チアダ
ンス教室（参加人数：0人）、大人対象のバスケットボール教室（参加人数：
延51人）を開催。春風館道場で、剣道教室（参加人数：延75人）、弓道教室
（参加人数：延211人）、杖道教室（参加人数：延86人）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→水泳教室、安眠ヨガ教室
・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

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

⑦ ニュースポーツの普及

（２）スポーツ環境の整備

(

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

① スポーツ教室などの拡大・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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

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】

・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。）
・いきいき体操中止（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）【再掲】

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～3月間に8回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～2月間に8回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～2月間に7回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～3月間に10回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～3月間に13回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～3月間に18回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～3月間に9回開講）
（人権・男女共同参画推進課）【再掲】

人権・男女共同
参画推進課

・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】

・川間新星大学院でグランドゴルフ交流会（川間　参加人数95人）、川間新
星大学院で健康体操（川間　参加人数62人）【再掲】 生涯学習課（公

民館）

（令和２年度取組内容） （令和３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）

・スポーツ少年団各種講習会の内、スタートコーチ養成講座に3名が参加。
（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 ・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） スポーツ少年団の指導者に講習会費を補助。（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）

・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
・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】

・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

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

施設の計画的改修

・総合公園園路舗装修繕（9月18日～9月30日）、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）、総合公園陸上競技場写真判定装置修繕（1月5日～2月26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（4月21日～6月30日）、福
田体育館誘導灯改修工事（8月26日～10月15日）、関宿少年野球場水飲み台修
繕工事（12月2日～1月29日）を実施。（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園スケートボードパーク改修工事（9月30日～1月31日）、総合公園
陸上競技場屋内消火栓設備改修工事（9月1日～10月31日）、総合公園汚水処
理施設流量計設置工事（9月29日～11月30日）、福田運動場地下水配管敷設替
工事（9月11日～11月30日）、岩名調整池庭球場人工芝修繕工事（8月13日～9
月30日）、春風館道場腰壁板張替工事（10月18日～3月31日）を実施。（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２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

公園等の維持管理

・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】

・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）
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】

・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】
・卓球リフティングをしよう（谷吉）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

② スポーツを支える人材の育成

③ スポーツ施設の充実

④ 身近なスポーツの場の充実

身近な場所でのスポーツ活動への参加促進

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)

12



第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況（令和２年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

・7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～1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。
　なお4月～6月につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染予防のた
め中止。　（保育課）【再掲】

・7月、10～12月は公立保育所9か所　月1回～月2回の園庭開放（自由開放の
み）を実施。　
　なお、4月～6月、8月及び9月につきましては、新型コロナウイルス感染症
の感染予防のため中止。（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1,363回、55,770人
　　　　　屋内施設3,552回、83,352人
・中学校：屋外施設49回、678人
　　　　　屋内施設1,380回、25,063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1,140回、39,762人
　　　　　屋内施設2,420回、52,886人
・中学校：屋外施設4回、630人
　　　　　屋内施設479回、9,627人

学校教育課

（令和２年度取組内容） （令和３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
・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）

・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

・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】

・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

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

・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）

・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）
・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）
（人権・男女共同参画推進課）

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）

・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

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】

・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

・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。 ・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】

・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

・今年度は実施なし。（教育総務課） 清水台小学校プールサイド改修工事（教育総務課）
福田中学校体育館バスケットゴール修繕（教育総務課） 教育総務課

（令和２年度取組内容） （令和３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

⑤ 総合型地域スポーツクラブの育成

(

具
体
的
施
策

)

学校施設、校庭、園庭開放の推進

⑥ スポーツにおける安全の確保

⑦ スポーツに関する情報提供の充実

(

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

(

具
体
的
施
策

)
(

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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

小中学校体育連盟主催各種大会の活性化

・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ったが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、ミニバスケットボールは中止となった。（指導課）　　【再掲】

・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：清水台小　女子優勝：東部小　総合優勝：清水台小）
　 　 ・市内中学校陸上競技大会
　　　（男子優勝：岩名中　女子優勝：南部中　総合優勝：南部中）
12月  ・野田市中学校駅伝競走大会
　　　　（男子優勝：南部中　女子優勝：南部中）
・10月に行われる予定であった小学校ミニバスケットボール大会・サッカー
大会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、多数の学校が集まる大
会は難しいと判断し、中止となった。代替措置として近隣２校で練習試合
行っていく予定である。（指導課）【再掲】

指導課

県民体育大会への参加促進
・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、夏季・秋季大会が中止。（冬
季大会は一部中止。）（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、夏季・秋季・冬季大会が中
止。（スポーツ推進課） スポーツ推進課

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。（8件交付決定）
（スポーツ推進課）

・文化・スポーツ奨励金の交付。（35件交付決定）
（スポーツ推進課） スポーツ推進課

（令和２年度取組内容） （令和３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）
・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）

・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

・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）

・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

・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】

・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）

・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２年度取組内容） （令和３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）

・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】

・スポーツ少年団各種講習会の内、スタートコーチ養成講座に3名が参加。
（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
・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】 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】

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】

・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

（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

② トップアスリートと触れ合う機会の充実

(

具
体
的
施
策

)
(

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

(

具
体
的
施
策

)

③ 指導者の育成
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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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

(

具
体
的
施
策

)

施設の計画的改修

・総合公園園路舗装修繕（9月18日～9月30日）、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）、総合公園陸上競技場写真判定装置修繕（1月5日～2月26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（4月21日～6月30日）、福
田体育館誘導灯改修工事（8月26日～10月15日）、関宿少年野球場水飲み台修
繕工事（12月2日～1月29日）を実施。（スポーツ推進課）【再掲】

・総合公園スケートボードパーク改修工事（9月30日～1月31日）、総合公園
陸上競技場屋内消火栓設備改修工事（9月1日～10月31日）、総合公園汚水処
理施設流量計設置工事（9月29日～11月30日）、福田運動場地下水配管敷設替
工事（9月11日～11月30日）、岩名調整池庭球場人工芝修繕工事（8月13日～9
月30日）、春風館道場腰壁板張替工事（10月18日～3月31日）を実施。
（スポーツ推進課）【再掲】

スポーツ推進課

（令和２年度取組内容） （令和３年度取組内容）

・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】

・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】

・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

・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）
【再掲】

・いきいきクラブ連合会において、グラウンド・ゴルフ大会（１０月２２日
予定から令和４年１月１４日へ延期）、ゲートボール大会（９月予定から令
和４年２月４日へ延期）、ニュースポーツ大会（１０月予定から中止）を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各大会延期・
中止となっている。（高齢者支援課）【再掲】

高齢者支援課

・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】

・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・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】

・子ども館ピック（屋外イベント：シューティングビンゴ・フリスビー工
作・フライングフリスビー・グラウンドゴルフ）を実施。（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）、キッズタイム（中央）、サーキット（中央）、ビーチボールバレー
（七光台）、ターゲット（七光台）、シュートゲーム（谷吉）、とんでぴょ
ん（関宿）を開催。（児童家庭課）【再掲】

児童家庭課

・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））【再掲】

みんなで楽しくニュースポーツ（関宿　延べ参加人数31人）
生涯学習課（公
民館）

・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】 ・青少年柔剣道大会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止。（青少年課）【再掲】 青少年課

・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）【再掲】

・野田市の魅力発信事業の補助金交付対象事業として採択された「１才から
６才対象の親子で楽しむボール遊び運動教室」は、10月30日に野田市総合公
園野球場で実施し、合計49人の子どもが参加した。（魅力推進課）【再掲】 魅力推進課

・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）【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

（令和２年度取組内容） （令和３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、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）

・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

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

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

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)

地域スポーツ活動への支援

④ スポーツ施設の充実

（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

)
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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年度：令和３年３月末現在　令和３年度：令和３年12月末現在）

・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）

・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

・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）

・11月20日（土）柏レイソル松戸・野田ホームタウンサンクスデーにて、Ｊ
Ａ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

・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）

・11月20日に三協フロンティア柏スタジアムにて、柏レイソルホームタウン
デーを松戸市と共同で開催。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２年度取組内容） （令和３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２年度取組内容） （令和３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
・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）

・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２年度取組内容） （令和３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。
・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）

・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】

・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
・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】

・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
・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】

・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
・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】

・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

③ スポーツに関する情報提供の充実

④ 全国大会等の開催支援

⑤ 地域スポーツと企業、各種団体との連携

(

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

(

具
体
的
施
策

)
(

具
体
的
施
策

)
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