
令和４年度 

第１回野田市スポーツ推進審議会次第 

 

開催日時 令和４年６月３日（金）  

１４時００分～      

  会  場 野田市役所８階 大会議室 

 

 

 １ 開会 

 

 ２ 市長挨拶 

 

 ３ 会長挨拶 

 

 ４ 自己紹介 

  

 ５ 議事 

  （１） 副会長の選任について 

  （２） 令和４年度におけるスポーツ団体への補助金の交付について（諮問） 

（３） 第２次野田市スポーツ推進計画の評価について 

（４） 第３次野田市スポーツ推進計画の策定について 

（５） 令和４年度地区運動会補助金の交付について 

（６） 令和３年度のスポーツ施設の利用状況について 

 

６ その他 

  

 ７ 閉会 

 

  





2 

 

 

第２次野田市スポーツ推進計画の評価について 

 

 
１ 現計画の基本方針 

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 現計画の基本目標 

「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。 

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 

② スポーツ環境の整備 

③ 市内のスポーツ選手の競技力の向上 

④ スポーツを通じた地域の活性化 

 

 

３ 基本目標４項目の評価 

 

 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  

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。 

 

【数値目標】 

スポーツ施設（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）の利用者数の増加を図る。 

年度 基準値（平成 28 年度） 目標値（令和２年度） 目標値（令和 4 年度） 

利用者数 656,124 人 672,520 人 688,930 人 

 

【数値結果】 

 

 

 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

利用者数 656,124 人 649,024 人 668,120 人 614,998 人 300,902 人 331,358 人 

議事３ 
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【評価】 

 スポーツ施設利用者については、屋外施設が天候に左右されることもあり、平成

29 年度から令和元年度までは、微増、微減を繰り返す状態となった。 

しかしながら、令和２年に入り、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

スポーツ施設の貸出の休止や時間制限等をしたこと、トレーニングルームの利用に

ついて、年間を通して中止したことなどから、令和２年度及び令和３年度は大きく

減少した。その一方で、コロナ禍で旅行等の移動の自粛が要請されたこともあり、

屋外施設では利用者数が増加した施設もあった。 

 また、これまで実施していた事業に加え、ニュースポーツ体験会やウオーキング

大会などの新たな事業を開始したが、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染拡

大防止対策により、多くのスポーツ教室やイベントが中止となったことから、コロ

ナ禍でも自宅でできる運動の動画配信やアプリを使ったウオーキングやランニング

イベント等を開催した。 

今後のイベント等の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策を実施し

た上で開催していく必要があり、さらにはコロナ禍におけるスポーツの推進、施設

の利用について、時代に即した市民サービスの提供、質の向上に努めていく。 

 

 

基本目標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。 

  

  

0人

200,000人

400,000人

600,000人

800,000人

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

スポーツ施設利用者数

利用者数 目標値



4 

【数値目標】 

 スポーツ教室参加者の増加を図る 

年度 基準値(平成 28 年度) 目標値(令和 2 年度) 目標値(令和 4 年度) 

参加者数 3,206 人 3,370 人 3,530 人 

 

【数値結果】 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

参加者数 3,206 人 2,888 人 3,488 人 2,341 人 886 人 1,287 人 

 

 
 

【評価】 

スポーツ教室参加者について、平成29年度はやや減少したものの、平成30年度

は増加に転じ、今後伸びることを期待していたが、令和２年に入り、スポーツ施設

利用者数と同様に、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施設の休館等をし

たこと、また市及び指定管理者でも事業を中止したことなどにより、令和元年度か

ら減少し、令和２年度及び令和３年度は大きく減少した。 

今後の事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染を懸念してスポーツ教

室などの集まりを敬遠する方が出てくることが想定されることから、コロナ禍にお

けるスポーツ教室の実施方法について検討していく。 

 また、既存スポーツ施設の老朽化が進んでいることから、施設修繕の必要性を確

認し、優先順位等により計画的に修繕を実施していくことと同時に福田体育館の改

修や、旧関宿クリーンセンター跡地や遊休農地を活用してのスポーツフィールドと

しての整備を計画する。 

 引き続き、スポーツ団体の意見を伺いながら、スポーツ振興について連携して取

り組んでいく。 
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基本目標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。 

 

【数値目標】 

 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(令和 2 年度) 目標値(令和 4 年度) 

参加者数 329 人 345 人 360 人 

総合成績 12 位 11 位 10 位 

 

【数値結果】 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

参加者数 329 人 331 人 322 人 315 人 大会中止 大会中止 

総合順位 12 位 12 位 11 位 18 位 大会中止 大会中止 

 

 
 

 
 

【評価】 

 数値結果をみると、平成３０年度は順位で１１位と健闘したが、県民体育大会へ

の参加者は減少傾向にあり、令和元年度は１８位と目標を大きく下回っている。  
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競技力については、長い期間をかけ少しずつ積み上げていくことが重要であるこ

とから、平成30年度から導入しているスポーツ奨励金制度を継続し、競技力の向上

に努めていく。 

 また、東京オリンピック・パラリンピックや北京オリンピック・パラリンピック

冬季大会には、市内出身・在住のアスリートが出場したことから、市民のスポーツ

への関心を高め、参加意欲を促すため、パブリックビューイング等を検討していた

ものの、新型コロナウイルス感染症の影響により未実施となった。 

 関宿総合公園体育館においては、プロバスケットチームの千葉ジェッツによるバ

スケットスクールの開催や、卓球ＴリーグのＴＴ彩たまによる講習会や試合等も実

施しており、また、令和３年度にプロラグビーチームのＮＥＣグリーンロケッツ東

葛と市で連携協定を締結したことなどから、今後もプロチーム等との連携を強化し

ていく。 

 なお、学校関係では、小学生はサッカーやミニバスケットボール、野球などのク

ラブチームがあり、実績や経験の豊富な方が指導しているが、学校の部活動が主な

スポーツ活動となっている中学生は、種目によっては経験の少ない教員が部活動の

顧問を務めていたりと、教員の負担も大きいことが課題となっている。そのため、

特に中学校の部活動について、教育委員会と連携して質の向上に努めていく。 

 

 

基本目標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。 

  

【数値目標】 

 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(令和 2 年度) 目標値(令和 4 年度) 

参加者数 20,233人 21,240人 22,250 人 

 

【数値結果】 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

参加者数 20,233 人 19,607 人 17,181 人 3,452 人 全地区中止 全地区中止 
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【評価】 

地区運動会では、令和元年度において、多くの地区が開催を予定していた１０月

の連休に台風が上陸したことで開催中止となったほか、令和２年度及び３年度は、

新型コロナウイルス感染拡大防止により全地区が中止となった。 

地区運動会は、地域の交流の場として重要な役割が担っているが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大前から参加者数は減少傾向にあり、地域のコミュニティの希薄

化が課題であるほか、通常どおり開催してもやはり新型コロナウイルスの感染を懸

念して人が集まることを敬遠する方が出てくることも想定されることから、自治会

との連携により、有効な対策について検討をしていく。 

 また、子どもの地域活動として、スポーツ少年団や少年野球等があるが、少子化

や新型コロナウイルス感染症の影響により入団等の機会も少なくなり、チーム人数

だけでなくチーム数も減少していることから、新児童センターのオープンを契機に

子どものスポーツ活動での連携を図っていく。 

 



（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

・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） ○

県より発出された、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を行った。概ね目標は達成できたと考えている。今後
も事業を継続していく。

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）

○

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た。概ね目
標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。

児童家庭課

・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向上の啓発を図っている。(保育課） ○

自由に遊ぶ活動を充実させ、運動機能向上の啓発に努めた。概ね目標は達成で
きたと考えている。今後も事業を継続していく。 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）

○
危険箇所に関する情報を提供し、安全面に配慮した遊びを推進した。概ね目標
は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 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） ○

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た。概ね
目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。

児童家庭課

・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が向上するよう指導に努めている。(保育
課） ○

自由に遊ぶ活動を充実させ、運動機能向上の啓発に努めた。概ね目標は達成で
きたと考えている。今後も事業を継続していく。

保育課

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。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事
業を継続していく。

みどりと水のまちづくり
課

・R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により7、11、12、1月のみ事業を実
施。
・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11月に開催。（合計211人）（児童
家庭課）
・親子参加による親子体操教室（中央～3回28人・山崎～3回18人・うめさと～合
計4回109人・七光台～合計4回28人・谷吉～合計3回28人・関宿～合計3回25
人）、キッズタイム（中央～合計2回9人）、サーキット（中央～合計1回15
人）、ビーチボールバレー（七光台～合計2回33人）、ターゲット（七光台～合
計2回43人）、シュートゲーム（谷吉～合計2回11人）、とんでぴょん（関宿～合
計1回30人）、シューティングビンゴ（山崎～合計1回2人）、鈴とり（うめさと
～合計4回13人）を開催。（児童家庭課）

○

子ども館ピックについては、令和3年度に新たに開催したが、屋外イベントと
してスポーツをテーマにした遊びのコーナーを設置し感染症対策もしやすく、
盛況であった。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行い
ながら事業を継続していく。
また、子ども館内事業については、新型コロナウイルス感染症予防のため令和
2、3年度中止した時期もあったが、体力増進を目的とした遊びの提供について
は、今後も継続して実施する。 児童家庭課

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）） ○

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したものも
あったが一部のコースは実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今
後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。

生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は青少年柔剣道大会
の開催を中止したが、それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成でき
たと考えている。今後は感染症対策を行いながら、事業を継続していく。

青少年課

・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。（ＰＲ推進室） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の計画より回数を減らし、感染
症対策を講じて実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を
継続していく。 ＰＲ推進室

・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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。また、野田むら
さきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。令和４年度は
感染症対策を行いながら実施する予定。なお、令和３年度は野田むらさきの里
ふれあいウオークを中止した代わりにスマートフォンで参加できるオクトー
バーラン＆ウオークというイベントに参加した。

スポーツ推進課

 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

（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）

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況

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

①幼児期における体力づくりの促進

評価に

ついて
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

「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
の現状を伝達予定だったが、中止のため、資料配付を行った。（指導課）

○

全国的に児童・生徒の運動能力の低下が懸念されており、野田市の児童生徒も
低下傾向である。令和３年度の分析結果を全小中学校の体育主任に送付し、令
和４年度の方向性について指導を行った。概ね目標は達成できたと考えてい
る。今後も事業を継続していく。

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、小学校は12月までに新体力テストを実施した。運動能力証を該
当児童生徒に配布。（指導課）

○

運動能力証を配付すると同時に、運動能力証の交付率の推移について分析を行
い、全小中学校の体育主任へ指導を行った。概ね目標は達成できたと考えてい
る。今後も事業を継続していく。 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：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校で練習試合を一部実施。（指
導課）

○

小学校の球技大会は新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかったが、
市内小中学校陸上大会、中学校駅伝大会は感染症対策を講じた上で実施した。
概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行いながら、事業を
継続していく。

指導課

教員の指導力の向上

・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だったが、中止のため、資料配付
を行った。(指導課）

○

各種連絡会はオンラインで行い、小中体連の研修会は、体力テストの結果を分
析した資料を送付した。小中学校体育連盟が主催する各専門部長会議では、感
染症対策の徹底について助言を行った。概ね目標は達成できたと考えている。
令和４年度は、感染症対策を講じた上で、連絡会や研修の実施形態を工夫して
今後も事業を継続していく。 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） ○

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』」について、各学校に情報提供した。概ね目標は達
成できたと考えている。今後も事業を継続していく。

指導課

武道指導への対応

・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）

○

武道指導者講習会をオンラインで実施し、各学校で授業がはじまる２週間前に
は、再度打合せを行った。概ね目標は達成できたと考えている。令和４年度も
感染症対策を講じた上で、柔道講師３名、剣道講師２名で武道の授業を行って
いく。

指導課

社会体育指導員及び地域人材の活用

・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）

○

授業開始前には必ず各講師と学校の打合せを行い、感染症対策等の情報共有を
行った。概ね目標は達成できたと考えている。令和４年度も感染症対策を講じ
た上で、柔道講師３名、剣道講師２名で武道の授業を行っていく。 指導課

技術講習会の開催

・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）

○

研修会や講習会が中止になった場合は、資料を作成し、配付を行った。概ね目
標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を講じた上で、オンライン研
修等、実施形態を工夫して行っていく。

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）

○

各学校の実情に応じて実施するために、部活動についての意識調査等を実施
し、部活動指導員を４名配置した。概ね目標は達成できたと考えている。今後
も事業を継続していく。

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） ○

スポーツ庁や県からの通知文書を配布した。また研修会等では注意喚起を促し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 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）

○
ボッチャ（パラリンピックの正式種目）の道具の貸し出しを希望する学校に対
応した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 指導課

学校体育施設の充実
・学校体育館などの改修を実施しているが、今年度は実施なし（教育総務課）

○
令和３年度は実施がなかったが、今後も計画的に取り組んでいく。概ね目標は
達成したと考えている。 教育総務課

具体的施策

②学校体育及び学齢期におけるス
ポーツ活動の充実
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

施設の計画的改修

・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）

○

施設の修繕は、計画的に実施している。施設が老朽化していることから、今後
も改修計画やスポーツ推進計画でも定めて対応していく。概ね目標は達成した
と考えている。

スポーツ推進課

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、スケート教室を除き、令和２、３年
度は開催を中止したが、それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成で
きたと考えている。今後は感染症対策を行いながら、事業を継続していく。 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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。また、野田むら
さきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。令和４年度は
感染症対策を行いながら実施する予定。なお、令和３年度は野田むらさきの里
ふれあいウオークを中止した代わりにスマートフォンで参加できるオクトー
バーラン＆ウオークというイベントに参加した。

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、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）

○

令和３年度にコロナ禍で感染症対策しながら、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１４会場で
実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いな
がら、事業を継続していく。

青少年課

子ども館における遊びの充実

・R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により7、11、12、1月のみ事業を実
施。
・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～合計10回28人）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）につ
いては毎年実施していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により令和
2、3、4年度は中止した。それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成
できたと考えている。今後は感染症対策をしながら実施していくが、減少した
参加者を増やすことが課題となってくる。また子ども館内事業については、新
型コロナウイルス感染症予防のため令和2、3年度中止した時期もあったが、体
力増進を目的とした遊びの提供については、今後も継続して実施する。

児童家庭課

・R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により7、11、12、1月のみ事業を実
施。
・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11月に開催。（合計211人）（児童
家庭課）
・親子参加による親子体操教室（中央～3回28人・山崎～3回18人・うめさと～合
計4回109人・七光台～合計4回28人・谷吉～合計3回28人・関宿～合計3回25
人）、キッズタイム（中央～合計2回9人）、サーキット（中央～合計1回15
人）、ビーチボールバレー（七光台～合計2回33人）、ターゲット（七光台～合
計2回43人）、シュートゲーム（谷吉～合計2回11人）、とんでぴょん（関宿～合
計1回30人）、シューティングビンゴ（山崎～合計1回2人）、鈴とり（うめさと
～合計4回13人）を開催。（児童家庭課）

○

子ども館ピックについては、令和3年度に新たに開催したが、屋外イベントと
してスポーツをテーマにした遊びのコーナーを設置し感染症対策もしやすく、
盛況であった。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行い
ながら事業を継続していく。
また、子ども館内事業については、新型コロナウイルス感染症予防のため令和
2、3年度中止した時期もあったが、体力増進を目的とした遊びの提供について
は、今後も継続して実施する。 児童家庭課

・福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ交流会など実施していたが、コロナ対
策で事業縮小により無し（生涯学習課（公民館））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は青少年柔剣道大会
の開催を中止したが、それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成でき
たと考えている。今後は感染症対策を行いながら、事業を継続していく。 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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。また、野田むら
さきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。令和４年度は
感染症対策を行いながら実施する予定。なお、令和３年度は野田むらさきの里
ふれあいウオークを中止した代わりにスマートフォンで参加できるオクトー
バーラン＆ウオークというイベントに参加した。

スポーツ推進課

学校施設、校庭、園庭開放の推進

・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、1月21日～3月については、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）

○

新型コロナウイルス影響により事業を中止したが、概ね目標は達成できたと考
えている。園庭開放事業については新型コロナウイルス感染症対策を講じた上
で今後も継続して実施する。また、市ホームページにおける親子で楽しめるあ
そびの紹介については過去の掲載作品を閲覧可能とし、月替わりの紹介も継続
して行っていく。

保育課

親子参加、世代間交流イベントの開催、
支援

地域におけるスポーツ活動参加機会の充
実

②学校体育及び学齢期におけるス
ポーツ活動の充実
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

②学校体育及び学齢期におけるス
ポーツ活動の充実

学校施設、校庭、園庭開放の推進

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

○

令和３年度は、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
学校開放を実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継
続していく。

学校教育課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

高齢者支援課

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

人権・男女共同参画推進
課

・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））

○

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したものも
あったが一部のコースは実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今
後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。

生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、今後も毎年
実施していく。それまでは目標どおり実施しており、概ね目標は達成できたと
考えている。今後も感染症対策を行いながら継続していくが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により減った参加者をどのように増やすことかが課題となる
と考えている。

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)

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、今後も毎年
実施していく。目標としては概ね達成できたと考えている。今後も感染症対策
を行いながら事業を実施していくが、指定管理者と協議して、種目を増やすこ
とを協議したい。

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
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

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） ○

毎年、早朝開場を実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続
して実施するが、利用者の増加を図りたい。

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

人権・男女共同参画推進
課

・福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ交流会など実施していたが、コロナ対
策で事業縮小により無し（生涯学習課（公民館））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 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：１４名）
（保健センター） ○

令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる回も
あったが、それまでは目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えてい
る。今後も感染症対策を行いながら、継続して実施していく。

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）

○

野田むらさきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催し
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。今後
継続して実施する予定であることから、目標は概ね達成できたと考えている。
なお、令和３年度は野田むらさきの里ふれあいウオークを中止した代わりにス
マートフォンで参加できるオクトーバーラン＆ウオークというイベントに参加
した。

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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。

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）

△

野田市のホームページや市報のほか、総合公園や関宿総合公園にポスター等を
掲示し、周知しているが、一元的な管理と総合的な案内についてが課題であ
り、ＳＮＳを利用した情報発信と併せて検討する必要がある。 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）

○

総合公園や関宿総合公園の指定管理者の事業も施設にポスター掲示や、ホーム
ページや市報に掲載し、情報提供した。施設予約システムも導入し、内容の改
善をしている。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続して実施す
る。

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のほか、スポーツ協会でパンフ
レットを作成してもらい、各団体を紹介できるようになった。今後はさらに
ホームページやＳＮＳを活用し、競技結果等の情報提供を積極的に行う必要が
ある。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、以前は予定
どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行
いながら、事業を継続していく。なお、新型コロナウイルス感染症により減っ
た参加者を増やすことが課題となってくる。

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、以前は予定
どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行
いながら、事業を継続していく。なお、新型コロナウイルス感染症により減っ
た参加者を増やすことが課題となってくる。

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

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

人権・男女共同参画推進
課

具体的施策

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
③社会人（職業人）のスポーツ参加
の推進
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

・福祉のまちづくり講座のＮＥＷスポーツ交流会など実施していたが、コロナ対
策で事業縮小により無し（生涯学習課（公民館））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 生涯学習課（公民館）

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

高齢者支援課

・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））

○

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したものも
あったが一部のコースは実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今
後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。

生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、今後も毎年
実施していく。それまでは目標どおり実施しており、概ね目標は達成できたと
考えている。今後も感染症対策を行いながら継続していくが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により減った参加者をどのように増やすことかが課題となる
と考えている。

スポーツ推進課

・北部長寿大学でのグラウンド・ゴルフ交流など実施していたが、コロナ対策で
事業縮小により無し（生涯学習課（公民館））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は青少年柔剣道大会
の開催を中止したが、それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成でき
たと考えている。今後は感染症対策を行いながら、事業を継続していく。 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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。また、野田むら
さきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。令和４年度は
感染症対策を行いながら実施する予定。なお、令和３年度は野田むらさきの里
ふれあいウオークを中止した代わりにスマートフォンで参加できるオクトー
バーラン＆ウオークというイベントに参加した。

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

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

④女性のスポーツ参加の推進
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

子ども館における遊びの充実

・R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により7、11、12、1月のみ事業を実
施。
・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～合計10回28人）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）につ
いては毎年実施していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により令和
2、3、4年度は中止した。それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成
できたと考えている。今後は感染症対策をしながら実施していくが、減少した
参加者を増やすことが課題となってくる。また子ども館内事業については、新
型コロナウイルス感染症予防のため令和2、3年度中止した時期もあったが、体
力増進を目的とした遊びの提供については、今後も継続して実施する。

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） ○

毎年、早朝開場を実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続
して実施するが、利用者の増加を図りたい。

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)

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、予定どおり
実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も毎年実施していく。種
目については、指定管理者と再度協議したい。

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：１４名）
（保健センター） ○

令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる回も
あったが、それまでは目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えてい
る。今後も感染症対策を行いながら、継続して実施していく。

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）

○

野田むらさきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催し
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。今後
継続して実施する予定であることから、目標は概ね達成できたと考えている。
なお、令和３年度は野田むらさきの里ふれあいウオークを中止した代わりにス
マートフォンで参加できるオクトーバーラン＆ウオークというイベントに参加
した。

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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。

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）

△

野田市のホームページや市報のほか、総合公園や関宿総合公園にポスター等を
掲示し、周知しているが、一元的な管理と総合的な案内についてが課題であ
り、ＳＮＳを利用した情報発信と併せて検討する必要がある。 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）

○

総合公園や関宿総合公園の指定管理者の事業も施設にポスター掲示や、ホーム
ページや市報に掲載し、情報提供した。施設予約システムも導入し、内容の改
善をしている。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続して実施す
る。

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のほか、スポーツ協会でパンフ
レットを作成してもらい、各団体を紹介できるようになった。今後はさらに
ホームページやＳＮＳを活用し、競技結果等の情報提供を積極的に行う必要が
ある。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

高齢者支援課

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

人権・男女共同参画推進
課

具体的施策

ウォーキング等の奨励

各種スポーツ機会の提供

④女性のスポーツ参加の推進

⑤高齢者のスポーツ参加の推進
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

・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「Ｎ
ＥＷスポーツ交流会」（二川　参加人数23人）（生涯学習課（公民館）

○

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したものも
あったが一部のコースは実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今
後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。

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）

□

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は３事業とも中止。
市民駅伝については、令和４年度は開催予定であり、継続して実施する。手作
りフェスティバルは、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、参加団体減で
主催者が廃止を決定。グラウンドゴルフ大会は、関宿総合公園指定管理者によ
り開催することで事業を継続して実施する。

スポーツ推進課

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度の健康づくりフェス
ティバルは中止となった。それまでは予定どおり実施できた。目標は概ね達成
できたと考えている。今後も継続していくが、新型コロナウイルス感染症の関
係から、開催方法については見直しを検討したい。

保健センター

・健康づくりフェスティバル（体力測定）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） □

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止した。今後は
開催方法の見直しを検討する。

スポーツ推進課

高齢者団体への支援

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。

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、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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、以前
は予定どおり実施した。概ね目標は達成したと考えている。今後も事業を継続
していく。

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

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の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。

生涯学習課（公民館）

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））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、少なかったが、一定の利用があっ
た。概ね目的は達成できたと考えている。今後も継続して実施していく。

生涯学習課（公民館）

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

身近な場所でのスポーツ活動への参加促
進

⑤高齢者のスポーツ参加の推進
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

ニュースポーツ指導者の養成

・ニュースポーツ指導者講習を予定していたが、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） □

平成３０年度より指導者講習会を開催したが、新型コロナウイルス感染症の影
響により、令和２、３年度は中止した。今後は指導者講習会の方法を見直し予
定。

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））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、少なかったが、一定の利用があっ
た。概ね目的は達成できたと考えている。今後も継続して実施していく。 生涯学習課（公民館）

ニュースポーツ教室の開催

・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）

○

平成３０年度よりニュースポーツ教室を開催した。新型コロナウイルス感染症
の影響により、令和２、３年度は中止したが、今後も継続して実施する。概ね
目標は達成できたと考えている。 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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。 スポーツ推進課

・グラウンド・ゴルフ交流など実施していたが、コロナ対策で事業縮小により無
し（生涯学習課（公民館））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は青少年柔剣道大会
の開催を中止したが、それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成でき
たと考えている。今後は感染症対策を行いながら、事業を継続していく。 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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。また、野田むら
さきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。令和４年度は
感染症対策を行いながら実施する予定。なお、令和３年度は野田むらさきの里
ふれあいウオークを中止した代わりにスマートフォンで参加できるオクトー
バーラン＆ウオークというイベントに参加した。

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：１４名）
（保健センター）

○

令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる回も
あったが、それまでは目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えてい
る。今後も感染症対策を行いながら、継続して実施していく。 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）

○

野田むらさきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催し
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。今後
継続して実施する予定であることから、目標は概ね達成できたと考えている。
なお、令和３年度は野田むらさきの里ふれあいウオークを中止した代わりにス
マートフォンで参加できるオクトーバーラン＆ウオークというイベントに参加
した。

スポーツ推進課

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

高齢者支援課

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

人権・男女共同参画推進
課

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

スポーツ教室の充実及び初心者向け教室
の開催

⑤高齢者のスポーツ参加の推進
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

・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））

○

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したものも
あったが一部のコースは実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今
後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。

生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、今後も毎年
実施していく。それまでは目標どおり実施しており、概ね目標は達成できたと
考えている。今後も感染症対策を行いながら継続していくが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により減った参加者をどのように増やすことかが課題となる
と考えている。

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） ○

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。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事
業を継続していく。

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）

△

野田市のホームページや市報のほか、総合公園や関宿総合公園にポスター等を
掲示し、周知しているが、一元的な管理と総合的な案内についてが課題であ
り、ＳＮＳを利用した情報発信と併せて検討する必要がある。 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）

○

総合公園や関宿総合公園の指定管理者の事業も施設にポスター掲示や、ホーム
ページや市報に掲載し、情報提供した。施設予約システムも導入し、内容の改
善をしている。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続して実施す
る。

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のほか、スポーツ協会でパンフ
レットを作成してもらい、各団体を紹介できるようになった。今後はさらに
ホームページやＳＮＳを活用し、競技結果等の情報提供を積極的に行う必要が
ある。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、福祉のまちづくりフェスティバル
が、令和２、３年度は中止となっているが、それまでは予定通り実施した。概
ね目標は達成できたと考えている。令和４年度は感染症対策を行いながら、の
だ市民活動ふれあいフェスティバル２０２２の中で実施する予定である。

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、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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、開催が流動的であったが、概ね目標
は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。

障がい者支援課

具体的施策

⑥障がいのある人のスポーツ参加の
推進

⑤高齢者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
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、以前
は予定どおり実施した。概ね目標は達成したと考えている。今後も事業を継続
していく。 スポーツ推進課

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は千葉県障害者ス
ポーツ大会が中止となった。それまでは予定どおり実施した。概ね目標は達成
できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。 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） ○

今後も継続していくと同時に、計画策定の中で、障がい者団体等の意見を確認
していく。

スポーツ推進課

・おひさまといっしょに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）

△

おひさまといっしょにの開催については、令和２，３年度は中止となり、令和
４年度も中止となった。今までの実施方法では不安が残るため、実施方法が課
題となっている。そのため、目標は達成とはならないと考えている。今後は実
施方法から検討していく。 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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、それ
までは実施していた。概ね目標は達成できた。今後も感染症対策を行いながら
事業を継続していく。

指導課

・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）） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 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）

○
ボッチャ（パラリンピックの正式種目）の道具の貸し出しを希望する学校に対
応した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 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）

○
オリンピック、パラリンピックに関する文書や情報を各学校へ提供した。概ね
目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 指導課

施設の計画的改修

・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）

○

施設の修繕は、計画的に実施している。施設が老朽化していることから、今後
も改修計画やスポーツ推進計画でも定めて対応していく。概ね目標は達成した
と考えている。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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））

○
新型コロナウイルス感染症の影響により、少なかったが、一定の利用があっ
た。概ね目的は達成できたと考えている。今後も継続して実施していく。 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））

○
新型コロナウイルス感染症の影響により、少なかったが、一定の利用があっ
た。概ね目的は達成できたと考えている。今後も継続して実施していく。 生涯学習課（公民館）

ニュースポーツ教室の開催

・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） ○

平成３０年度よりニュースポーツ教室を開催した。新型コロナウイルス感染症
の影響により、令和２、３年度は中止したが、今後も継続して実施する。概ね
目標は達成できたと考えている。

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））

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、少なかったが、一定の利用があっ
た。概ね目的は達成できたと考えている。今後も継続して実施していく。 生涯学習課（公民館）

高齢者団体への支援

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

高齢者支援課

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

⑦ニュースポーツの普及

⑥障がいのある人のスポーツ参加の
推進
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

高齢者支援課

・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））

○

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したものも
あったが一部のコースは実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今
後は感染症対策を行いながら事業を継続していく。

生涯学習課（公民館）

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、今後も毎年
実施していく。それまでは目標どおり実施しており、概ね目標は達成できたと
考えている。今後も感染症対策を行いながら継続していくが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により減った参加者をどのように増やすことかが課題となる
と考えている。

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)

○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、今後も毎年
実施していく。目標としては概ね達成できたと考えている。今後も感染症対策
を行いながら事業を実施していくが、指定管理者と協議して、種目を増やすこ
とを協議したい。

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない時期もあったが、以前は予定
どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行
いながら、事業を継続していく。なお、新型コロナウイルス感染症により減っ
た参加者を増やすことが課題となってくる。

スポーツ推進課

・ヨーガ講座開催　　（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・リズム体操講座開催（七光台会館で11月～1月間に5回開講）
・太極拳講座開催　　（七光台会館で11月～12月間に3回開講）
・太極拳講座開催　　（谷吉会館で11月～1月間に3回開講）
・いきいき体操開催　（谷吉会館で11月～1月間に7回開講）
・ヨーガ講座開催　　（島会館で11月～1月間に10回開講）
・ヨーガ講座開催　　（関宿会館で11月～1月間に5回開講）
（人権・男女共同参画推進課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、スポーツ教
室等が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。

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95人）、川間新星大
学院で健康体操（川間　参加人数62人）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。

生涯学習課（公民館）

（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

身近な場所でのスポーツ活動への参加促
進

①スポーツ教室などの拡大・充実
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証

スポーツ指導者の養成

・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） ○

スポーツ少年団に対し、講習会を参加するよう案内した。概ね目標は達成した
と考えている。今後も継続して実施する。 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）

○
スポーツ少年団の指導者に講習会費を補助を予定どおり実施した。概ね目標は
達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、今後
も継続して実施する。

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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

施設の計画的改修

・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）

○

施設の修繕は、計画的に実施している。施設が老朽化していることから、今後
も改修計画やスポーツ推進計画でも定めて対応していく。概ね目標は達成した
と考えている。

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） ○

毎年、早朝開場を実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続
して実施するが、利用者の増加を図りたい。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事
業を継続していく。

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

・R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により7、11、12、1月のみ事業を実
施。
・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～合計10回28人）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）につ
いては毎年実施していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により令和
2、3、4年度は中止した。それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成
できたと考えている。今後は感染症対策をしながら実施していくが、減少した
参加者を増やすことが課題となってくる。また子ども館内事業については、新
型コロナウイルス感染症予防のため令和2、3年度中止した時期もあったが、体
力増進を目的とした遊びの提供については、今後も継続して実施する。

児童家庭課

・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、1月21日～3月については、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）

○

新型コロナウイルス影響により事業を中止したが、概ね目標は達成できたと考
えている。園庭開放事業については新型コロナウイルス感染症対策を講じた上
で今後も継続して実施する。また、市ホームページにおける親子で楽しめるあ
そびの紹介については過去の掲載作品を閲覧可能とし、月替わりの紹介も継続
して行っていく。

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1,140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

○

令和３年度は、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
学校開放を実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継
続していく。

学校教育課

具体的施策

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

学校施設、校庭、園庭開放の推進

具体的施策

具体的施策

20



 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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）

○

今後も継続して支援していくとともに、スポーツ推進計画の見直しの中で他の
方法を統合型地域スポーツクラブ等と協議したい。

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）

○

今後も継続して支援していくとともに、スポーツ推進計画の見直しの中で他の
方法を統合型地域スポーツクラブ等と協議したい。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２、３年度については、応急手当講
習会が予定した回数を実施できなかったが、以前は目標どおり実施できた。概
ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症対策を行いながら継続して実
施する。 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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、以前
は実施しており、概ね目標達成。今後も継続して実施する。

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、以前
は実施しており、概ね目標達成。今後も継続して実施する。

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回数が減
少。 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は開催回数が減少し
たが、実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を
行いながら継続していく。

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、以前
は実施しており、概ね目標達成。今後も継続して実施する。

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） ○

スポーツ庁や県からの通知文書を配布した。また研修会等では注意喚起を促し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 指導課

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） ○

計画どおり実施し、予定期間内に完了した。概ね目標は達成したと考えてい
る。他校についても、今後も継続して実施する。 教育総務課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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）

△

野田市のホームページや市報のほか、総合公園や関宿総合公園にポスター等を
掲示し、周知しているが、一元的な管理と総合的な案内についてが課題であ
り、ＳＮＳを利用した情報発信と併せて検討する必要がある。 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）

○

総合公園や関宿総合公園の指定管理者の事業も施設にポスター掲示や、ホーム
ページや市報に掲載し、情報提供した。施設予約システムも導入し、内容の改
善をしている。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続して実施す
る。

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のほか、スポーツ協会でパンフ
レットを作成してもらい、各団体を紹介できるようになった。今後はさらに
ホームページやＳＮＳを活用し、競技結果等の情報提供を積極的に行う必要が
ある。

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

具体的施策

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

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
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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：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校で練習試合を一部実施。（指
導課）

○

小学校の球技大会は新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかったが、
市内小中学校陸上大会、中学校駅伝大会は感染症対策を講じた上で実施した。
概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行いながら、事業を
継続していく。

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・冬季大会が中止。
（スポーツ推進課） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度はすべての種目で中
止となったが、今後も継続して実施する。 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） ○

体育の振興発展について特に功績のあった者を表彰した。概ね目標は達成でき
たと考えている。今後も事業を継続していく。 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。（35件交付決定）
（スポーツ推進課）

○

平成31年度から制度化し、奨励金を交付し始めたが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、令和２、３年度は申請件数が大きく減少した。奨励金制度を
創設したことから、概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続する。内
容について、文化担当課と調整しながら見直しが必要か協議したい。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価検証 担当課

・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） △

千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業に市内４つの小学校が希望
したが、選考の結果、実施には至らなかった。そのため目標達成とはならな
かったと考えている。また、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』」の情報を各校に提供し
た。

指導課

・関宿体育館でＴリーグプロチームＴＴ彩たまが卓球の講習会と試合等を開催し
ていたが、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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、それ
までは実施していた。目標は概ね達成できたと考えている。他の種目等も検討
したい。 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） △

千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業に市内４つの小学校が希望
したが、選考の結果、実施には至らなかった。そのため目標達成とはならな
かったと考えている。また東京２０２０オリパラ教育推進校の清水台小学校に
て、野田市出身の戸邉直人選手を講師とした講演会を実施。実演を交えてお話
いただいた。

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）

△

千葉県が行う｢ちば夢チャレンジかなえ隊｣派遣事業に市内４つの小学校が希望
したが、選考の結果、実施には至らなかった。そのため目標達成とはならな
かったと考えている。また東京２０２０オリパラ教育推進校の清水台小学校に
て、野田市出身の戸邉直人選手を講師とした講演会を実施。実演を交えてお話
いただいた。

指導課

・関宿体育館でＴリーグプロチームＴＴ彩たまが卓球の講習会と試合等を開催し
ていたが、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）

○
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、それ
までは実施していた。目標は概ね達成できたと考えている。他の種目等も検討
したい。

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。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、それまでは概ね目標
は達成できたと考えている。今後も継続して実施する。 スポーツ推進課

（３）市内のスポーツ選手の競技力の向上

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

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
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 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

元アスリートの活用

・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。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、それまでは概ね目標
は達成できたと考えている。今後も継続して実施する。

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） ○

スポーツ少年団に対し、講習会に参加するよう案内した。概ね目標は達成した
と考えている。今後も継続して実施する。 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）

○
スポーツ少年団の指導者に講習会費の補助を予定どおり実施した。概ね目標は
達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、今後
も継続して実施する。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

④スポーツ施設の充実 施設の計画的改修

・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）

○

施設の修繕は、計画的に実施している。施設が老朽化していることから、今後
も改修計画やスポーツ推進計画でも定めて対応していく。概ね目標は達成した
と考えている。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

地域スポーツ活動への支援

・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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。

スポーツ推進課

いきいきクラブ連合会
・グラウンド・ゴルフ大会（令和4年1月14日、参加人数96人）
・ゲートボール大会（中止）
・ニュースポーツ大会（中止）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした事業あり。
（高齢者支援課）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により実施できない事業もあったが、それま
では目標どおり実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症
対策を行いながら事業を継続していく。

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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は無かったが、それ
までは実施しており、概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続して実
施する。

スポーツ推進課

・R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により7、11、12、1月のみ事業を実
施。
・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11月に開催。（合計211人）（児童
家庭課）
・親子参加による親子体操教室（中央～3回28人・山崎～3回18人・うめさと～合
計4回109人・七光台～合計4回28人・谷吉～合計3回28人・関宿～合計3回25
人）、キッズタイム（中央～合計2回9人）、サーキット（中央～合計1回15
人）、ビーチボールバレー（七光台～合計2回33人）、ターゲット（七光台～合
計2回43人）、シュートゲーム（谷吉～合計2回11人）、とんでぴょん（関宿～合
計1回30人）、シューティングビンゴ（山崎～合計1回2人）、鈴とり（うめさと
～合計4回13人）を開催。（児童家庭課）

○

子ども館ピックについては、令和3年度に新たに開催したが、屋外イベントと
してスポーツをテーマにした遊びのコーナーを設置し感染症対策もしやすく、
盛況であった。概ね目標は達成できたと考えている。今後も感染症対策を行い
ながら事業を継続していく。
また、子ども館内事業については、新型コロナウイルス感染症予防のため令和
2、3年度中止した時期もあったが、体力増進を目的とした遊びの提供について
は、今後も継続して実施する。 児童家庭課

みんなで楽しくニュースポーツ（関宿　延べ参加人数31人）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が出来なかったりしたが、以前
は目標どおり実施できた。概ね目標は達成できたと考えている。今後は感染症
対策を行いながら、事業を継続できるようにしていく。 生涯学習課（公民館）

具体的施策

具体的施策

③指導者の育成

（４）スポーツを通じた地域の活性化

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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 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業

 　　　　　　　【 □ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃止をした事業

第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

・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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は青少年柔剣道大会
の開催を中止したが、それまでは予定どおり実施できた。概ね目標は達成でき
たと考えている。今後は感染症対策を行いながら、事業を継続していく。

青少年課

・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」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。（ＰＲ推進室） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の計画より回数を減らし、感染
症対策を講じて実施した。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を
継続していく。 ＰＲ推進室

・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）

○

地区運動会補助金について、新型コロナウイルス感染症により、令和２，３年
度は実施した地区が無く、交付がなかったが、それまでは予定どおり実施し
た。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。ただ
し、参加者が減少傾向であり今後対策を検討する必要がある。また、野田むら
さきの里ふれあいウオークは、令和元年度に新しい事業として開催したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止。令和４年度は
感染症対策を行いながら実施する予定。なお、令和３年度は野田むらさきの里
ふれあいウオークを中止した代わりにスマートフォンで参加できるオクトー
バーラン＆ウオークというイベントに参加した。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は２事業とも中止。
市民駅伝については、令和４年度は開催予定であり、継続して実施する。概ね
目標は達成できたと考えている。グラウンドゴルフ大会は、関宿総合公園指定
管理者により開催することで事業を継続する。

スポーツ推進課

・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）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度はイベントが中止と
なったが、それ以前は予定どおり東武鉄道と協議しながら実施していた。概ね
目標は達成できたと考えている。今後も事業を継続していく。 ＰＲ推進室

・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、ＪＡち
ば東葛とＰＲ推進室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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、農政課は不参加となったが、それま
ではホームタウンサンクスデーを連携できていた。概ね目標は達成できたと考
えている。引き続きちば東葛農協とPR推進室と協力し実施していく。 農政課

・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。（ＰＲ推進室）

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度は観戦者数を通常よ
り減らしたが、実施はできた。概ね目標は達成できたと考えている。今後も事
業を継続していく。 ＰＲ推進室

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）

△

東京オリンピックと北京パラリンピックで野田市にゆかりのある選手の出場が
あったことから、懸垂幕を掲げたり、市報やホームページで周知した。パブ
リックビューイングなどが出来れば良かったが、新型コロナウイルス感染症の
影響により実施出来なかった。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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）

△

野田市のホームページや市報のほか、総合公園や関宿総合公園にポスター等を
掲示し、周知しているが、一元的な管理と総合的な案内についてが課題であ
り、ＳＮＳを利用した情報発信と併せて検討する必要がある。 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）

○

総合公園や関宿総合公園の指定管理者の事業も施設にポスター掲示や、ホーム
ページや市報に掲載し、情報提供した。施設予約システムも導入し、内容の改
善をしている。概ね目標は達成できたと考えている。今後も継続して実施す
る。

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のほか、スポーツ協会でパンフ
レットを作成してもらい、各団体を紹介できるようになった。今後はさらに
ホームページやＳＮＳを活用し、競技結果等の情報提供を積極的に行う必要が
ある。

スポーツ推進課

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

具体的施策

①地域のスポーツ大会の活性化
親子参加、世代間交流イベントの開催、
支援

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

24



 　　　　　　　【 ○ 】・・・ すでに目的を達成している事業、概ね順調に進んでいる事業（新型コロナの影響で中止または縮小したが、収束すれば目的が達成できる見込みの事業も含む）

 　　　　　　　【 △ 】・・・ 事業に着手したが、新型コロナウイルス感染症に関係なく、最終年度までに達成の見込みが立たない事業

 　　　　　　　【 × 】・・・ 未着手の事業
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第２次野田市スポーツ推進計画進捗状況
評価に

ついて

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証

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） ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年度はほとんど中止と
なった。それまでは実施していた。今後も継続して実施する。

スポーツ推進課

（令和３年度取組内容） 評価 評価検証 担当課

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）

○

今後も継続して実施する。

スポーツ推進課

野田市スポーツ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。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、令和２、３年度は中止したが、それまでは概ね目標
は達成できたと考えている。今後も継続して実施する。

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）

△

令和元年度に新しい事業として野田むらさきの里ふれあいウオークを開催し、
後援等をお願いした。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２、３年
度は中止したが、令和４年度は開催予定であり、また後援をお願いをする予
定。また、民間企業が主催するスマートフォンで参加できるオクトーバーラン
＆ウオークというイベントに参加したが十分ではなく、もっと幅広く活用す
る。

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） ○

今後も継続して支援していくとともに、スポーツ推進計画の見直しの中で他の
方法を統合型地域スポーツクラブ等と協議したい。 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） ○

今後も継続して支援していくとともに、スポーツ推進計画の見直しの中で他の
方法を統合型地域スポーツクラブ等と協議したい。 スポーツ推進課

具体的施策

具体的施策

⑤地域スポーツと企業、各種団体と
の連携
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第３次野田市スポーツ推進計画の策定について 

 

１ 国・県における計画書の改訂 

第３次計画の策定に当たっては、国のスポーツ推進計画及び千葉県体育・スポ

ーツ推進計画を参酌することとし、いずれも令和４年度からの新たな計画が策

定されている。その改正内容を踏まえ、野田市の状況に応じてスポーツ推進計画

を策定するものである。 

 ※国・県計画新旧対照表は、別添の参考資料２をご確認ください。 

 

（１）国：第３期スポーツ基本計画（Ｒ４～Ｒ８） 

新型コロナウイルス感染症の影響や東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の経験とともに、デジタル化や少子高齢化の進捗、働き方改革の動向や生

活環境の変化等の様々な社会環境や状況の変化を踏まえ、第２期計画の４つの

基本方針（①スポーツで「人生」が変わる、②スポーツで「社会」を変える、

③スポーツで「世界」とつながる、④スポーツで「未来」を創る）を踏襲した

上で、以下の３つの新たな視点を追加した。 

■ 新たに追加された主な事業 

・ 東京大会のスポーツレガシーの継承・発展 

・ スポーツ界におけるＤＸ（データとデジタル技術の活用による変革）の  

導入 

・ スポーツ事故・スポーツ障害の防止 

 ※国の第３期スポーツ基本計画の概要は、別添の参考資料３をご確認ください。 

  参考資料３ｰ①が簡易版。３ｰ②が概略版となります。 

・ 社会の変化や状況に応じて、既存の仕組みにとらわれずに柔軟に対応す

るというスポーツを「つくる／はぐくむ」という視点 

・ 様々な立場・背景・特性を有した人・組織が「あつまり」、「ともに」活動

し、「つながり」を感じながらスポーツに取り組める社会の実現を目指すと

いう視点 

・ 性別、年齢、障害の有無、経済的事情、地域事情等にかかわらず、全ての

人がスポーツにアクセスできるような社会の実現・機運の醸成を目指すと

いう視点 

３つの新たな視点 

議事４ 
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（２）県：第１３次千葉県体育・スポーツ推進計画（Ｒ４～Ｒ８） 

  新型コロナウイルス感染症への対応や、超高齢社会の到来、共生社会の実現

等、社会における課題やスポーツを取り巻く情勢の変化を踏まえ、「する・み

る・ささえる」スポーツの更なる推進のため、「スポーツを知る」という関わ

り方を新たに基本理念に加え、性別や年齢、障がいの有無を問わず、充実した

スポーツライフの実現を目指すこととした。 

 

 ■ 新たに追加された主な事業 

・ 地域と連携した部活動の推進 

・ 新しい生活様式でのスポーツ習慣の定着 

・ 誰もがともに楽しめるパラスポーツの推進 

・ ＩＣＴ環境の整備           

 

※千葉県の第１３次千葉県体育・スポーツ推進計画の概要は、別添の参考資料４

をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 身体を動かす楽しさやできるようになる喜びなどの「スポーツが有す

る価値の中核を知る」 

・ 健康・体力の保持増進やストレスの発散などの「スポーツの効果を知

る」 

・ 「する・みる・ささえる」スポーツにつながる「スポーツの行い方を

知る」 

・ 共生社会や地方創生・まちづくりなどの社会的な側面における「スポ

ーツの必要性を知る」 

「スポーツを知る」とは 
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２ 計画の見直しについて 

   現計画の現状と課題、その評価をベースに、国・県の計画の改訂内容や市

民アンケートの調査結果を踏まえ、必要な項目の追加、修正を行うとともに、

今年度予定している健康スポーツ文化都市宣言の内容に沿った形に見直し

を行い、計画の素案を策定する。 

現時点で予定している主な追加項目については以下のとおり。 

 

（１）スマートフォンアプリの活用 

   新しい生活様式にも対応できるようスマートフォン向けアプリを活用し

たスポーツ（運動）機会等を提供することで、市民の方の運動継続と健康維

持・増進をサポートする。 

（２）ＳＮＳ等を活用した情報発信 

   市民のスポーツへの参加意欲を促進するため、幅広いスポーツ関連情報

をＳＮＳをはじめとしたインターネットツールの活用により情報発信を検

討する。 

（３）新たな施設整備 

   旧関宿クリーンセンター跡地や遊休農地を活用したスポーツフィールド

の整備を進め、ハード・ソフトの両面からスポーツ環境の充実を図る。 

（４）施設の計画的改修 

   現有施設の有効活用を図るため、ファシリティマネジメントの考え方に

基づき福田体育館の大規模改修工事を始めとした計画的な改修計画を策定

する。また、施設の修繕については優先順位に基づき、短期的、中期的、長

期的な修繕計画を策定する。 

総合公園水泳場については、老朽化が進んでいることから、改修方法等に

ついて検討する。併せて現在利用を中止しているトレーニングルームについ

ても設備が老朽化していることから、施設の利用実態等を踏まえて今後の在

り方を検討する。 

（５）プロラグビーチームのＮＥＣグリーンロケッツ東葛との連携 

   トップアスリートと触れあう機会の充実を図るため、プロスポーツチー

ムと連携する事業として、プロラグビーチームである「ＮＥＣグリーンロケ

ッツ東葛」と令和３年度に連携協定を締結したことから、関連イベントを企

画する。 

（６）市職員による学校部活動の支援 

   市役所のスポーツ推薦職員による学校部活動への支援について検討して

いく。 
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３ 「野田市スポーツに関するアンケート調査」について 

   新たな野田市スポーツ推進計画策定の基礎資料とするため、スポーツ活

動の状況やスポーツ施設、スポーツに関する情報などについて、市民を対象

にアンケート調査を実施する。 

 

（１）調査対象者 

 市内に居住している２０歳以上の方１，０００人 

令和４年６月１日の住民基本台帳から人口比率により年齢階層別に抽出 

 

（２）調査方法 

  郵送配布・郵送回収  （参考）前回 29 年度の回収率：33.6％ 

 

（３）調査期間 

  令和４年７月６日（水）から７月２５日（月）まで（予定） 
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議事５ 

 

令和４年度地区運動会補助金の交付について 

 

① 地区運動会補助金 

野田市地区運動会補助金交付要綱に基づき、地域の住民が健康の増進及び住

民相互の交流の促進を図るため、体育、スポーツ又はレクリエーションの活動

として実施する行事に対し、事業予算のおおむね２分の１を限度として交付す

るものです。 

つきましては、今年度の補助金額について報告します。 

 

② 世帯数について 

地区内世帯数（記号イ）・・・市の市民生活課で把握している令和４年４月１日

現在の地区内の自治会等加入世帯数 

参加世帯数（記号ロ） ・・・スポーツ推進課が５月に実施した運動会参加自治

会調査の結果を反映した世帯数 

認定世帯数（記号ハ） ・・・参加世帯数の１０世帯未満の端数を切り上げた世

帯数 

 

③ 補助限度額の算定方法 

世 帯 割・・・認定世帯数（記号ハ）１世帯につき７０円 

均 等 割・・・認定世帯数に応じて加算する金額（補助限度額算定方法の②

が基準となります。） 

補助限度額・・・世帯割と均等割の２つを合算したもの 

 

④ 補助金の額 

補助対象経費の２分の１に相当する額と補助限度額とを比較して少ない方に

なります。 

 

 

※令和２年度と３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、全地区

で運動会は中止となりました。今年度につきましても、中止となる可能性が

あります。 



①世帯割 ②均等割 ③補助限度額
（円） （円） （円）

1 上町 1,300 1,300 1,300 91,000 93,000 184,000 台風により中止

2 仲町 524 524 530 37,100 79,000 116,100 台風により中止

3 下町 374 374 380 26,600 76,000 102,600 215

4 上花輪 1,273 1,273 1,280 89,600 93,000 182,600 600

5 太子堂 767 767 770 53,900 79,000 132,900 台風により中止

6 中野台 1,462 1,462 1,470 102,900 93,000 195,900 台風により中止

7 清水 2,258 2,258 2,260 158,200 110,000 268,200 台風により中止

8 東部 1,952 1,891 1,900 133,000 97,000 230,000 700

9 中根 1,984 1,925 1,930 135,100 97,000 232,100 台風により中止

10 宮崎・柳沢 1,748 183 190 13,300 76,000 89,300 193

11 南部第１ 5,730 5,207 5,210 364,700 150,000 514,700 台風により中止

12 南部第２ 1,025 761 770 53,900 79,000 132,900 308

13 北部 4,219 中止 712

14 西部 1,404 1,404 1,410 98,700 93,000 191,700 台風により中止

15 七光台 1,067 1,067 1,070 74,900 93,000 167,900 台風により中止

16 川間 3,568 3,563 3,570 249,900 136,000 385,900 台風により中止

17 福田 3,462 3,304 3,310 231,700 130,000 361,700 724

18 関宿 805 中止 0

19 二川 2,908 2,498 2,500 175,000 110,000 285,000 台風により中止

20 木間ケ瀬 3,363 2,843 2,850 199,500 115,000 314,500 台風により中止

21 新木間ケ瀬 558 558 560 39,200 79,000 118,200 台風により中止

41,751 33,162 33,260 2,328,200 1,878,000 4,206,200 3,452

ｲ 地区内世帯数とは、市で把握している令和4年4月1日現在の地区内世帯数

ﾛ 参加世帯数とは、5月に実施した運動会参加自治会調査の結果を反映した世帯数

ﾊ 認定世帯数とは参加世帯数の10世帯未満の端数を切り上げた世帯数

※世帯数には連合会未加入自治会（場合により文書配布団体）の数も含まれます。

令和元年度参加者
※令和２・３年度は

全地区中止

令和４年度地区運動会地区別補助限度額

合計

番号 地区名
ｲ 地区内
　世帯数

ﾛ 参加世帯数 ﾊ 認定世帯数

（補助限度額算定方法）

①世帯割補助金 １世帯70円×認定世帯数（参加世帯数の10世帯未満の端数は切上）

②均等割補助金 500 世帯以下 76,000 円

500 世帯超 1,000 世帯以下 79,000 円

1,000 世帯超 1,500 世帯以下 93,000 円

1,500 世帯超 2,000 世帯以下 97,000 円

2,000 世帯超 ～ 2,500 世帯以下 → 110,000 円

2,500 世帯超 ～ 3,000 世帯以下 → 115,000 円

3,000 世帯超 ～ 3,500 世帯以下 → 130,000 円

3,500 世帯超 ～ 4,000 世帯以下 → 136,000 円

4,000 世帯超 ～ 4,500 世帯以下 → 142,000 円

4,500 世帯超 150,000 円

③地区運動会補助限度額 ＝ ①世帯割補助金 ＋ ②均等割補助金
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議事６　　令和３年度のスポーツ施設の利用状況について

２・３年度比較

利用人数 利用人数 利用人数 人数前年比

1 水泳場 （開場日数） 58 38,716 （開場日数） 0 0 （開場日数） 0 0 0

2 庭球場 29,325 19,916 24,295 4,379

3 野球場 11,253 8,273 7,054 △ 1,219

4 陸上競技場 65,850 29,505 46,548 17,043

大体育室 42,494 23,110 31,263 8,153

小体育室 14,201 10,183 11,388 1,205

柔道場 5,238 3,007 4,072 1,065

剣道場 2,195 2,235 4,194 1,959

トレーニングルーム （登録者数） 4,645 34,161 （登録者数） 0 0 （登録者数） 0 0 0

会議室、控室 3,783 584 688 104

スポーツクライミングウォール （登録者数） 93 252 （登録者数） 84 174 （登録者数） 81 237 63

体育館計 102,324 39,293 51,842 12,549

6 自由大広場 5,110 5,231 5,310 79

7 芝生広場 14,193 11,666 13,824 2,158

8 スケートボードパーク 546 687 533 △ 154

267,317 114,571 149,406 34,835

○総合公園施設利用状況

元年度 ２年度 ３年度

利用件数 利用件数 利用件数

14,157 10,070 12,964

226 201 175

3,626 4,710 4,835

1,396 1,630 1,873

1,650 1,478 1,533

463 322 442

242 261 434

393 46 84

90 124 133

1,020 844 984

合　　計
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２・３年度比較

利用人数 利用人数 利用人数 人数前年比

メインアリーナ 41,957 17,741 32,196 14,455

サブアリーナ 29,546 14,118 38,298 24,180

トレーニングルーム （登録者数） 4,129 27,001 （登録者数） 0 0 （登録者数） 0 0 0

ランニングコース 12,736 4,555 3,443 △ 1,112

会議室、控室 5,103 3,448 4,189 741

体育館計 116,343 39,862 78,126 38,264

2 グラウンド・ゴルフ場 21,975 17,246 16,792 △ 454

3 フットサル場 836 1,116 1,216 100

139,154 58,224 96,134 37,910

○関宿総合公園施設利用状況

元年度 ２年度 ３年度

利用件数 利用件数 利用件数

1,136 1,185 1,607

2,167 1,546 604

― ― ―

609 411 754

3,065 3,096 2,739

92 104 144
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２・３年度比較

利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 人数前年比

1 春風館道場(武道場) 1,644 11,834 1,065 5,727 499 2,692 △ 3,035

2 春風館道場(弓道場) 752 2,913 634 2,588 744 3,231 643

3 福田体育館 1,545 15,387 1,434 12,539 1,401 12,155 △ 384

4 福田運動場野球場 256 5,619 191 4,153 174 4,473 320

5 福田運動場庭球場 767 4,923 831 5,286 827 5,076 △ 210

6 川間体育館 473 9,438 391 6,877 524 7,646 769

7 生涯スポーツ北広場 226 3,737 198 3,518 226 4,310 792

8 岩名調整池庭球場 311 1,996 329 2,132 317 2,172 40

9 関宿少年野球場 144 9,399 100 5,220 110 5,220 0

10 関宿ふれあい広場（野球） 169 31,286 126 2,456 254 5,412 2,956

11 関宿ふれあい広場（サッカー） 97 18,135 82 2,237 130 3,365 1,128

12 関宿みんなのスポーツの広場 76 3,874 70 1,022 86 2,382 1,360

13 座生川１号調節池スポーツ広場 32 816 65 1,275 43 380 △ 895

14 南部地区スポーツ広場（グラウンド） 461 67,502 416 56,281 350 20,466 △ 35,815

15 南部地区スポーツ広場（庭球場） 307 21,668 234 16,796 135 6,838 △ 9,958

7,260 208,527 6,166 128,107 5,820 85,818 △ 42,289

○野田市営体育施設利用状況

元年度 ２年度 ３年度

　合　計

施　設　名

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

利
用

人
数

春
風
館
道
場

(

武
道
場

)

春
風
館
道
場

(

弓
道
場

)

福
田
体
育
館

福
田
運
動
場
野
球
場

福
田
運
動
場
庭
球
場

川
間
体
育
館

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
北
広
場

岩
名
調
整
池
庭
球
場

関
宿
少
年
野
球
場

関
宿
ふ
れ
あ
い
広
場

（
野
球

）

関
宿
ふ
れ
あ
い
広
場

（
サ
ッ

カ
ー

）

関
宿
み
ん
な
の
ス
ポ
ー
ツ
の
広

場

座
生
川
１
号
調
節
池
ス
ポ
ー
ツ

広
場

南
部
地
区
ス
ポ
ー
ツ
広
場

（
グ

ラ
ウ
ン
ド

）

南
部
地
区
ス
ポ
ー
ツ
広
場

（
庭

球
場

）

元年度 ２年度 ３年度

 34


