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第２期伊勢市スポーツ推進計画 令和３年度取組状況 

 

＜１．市民スポーツ活動の充実＞ 

基本方針 目標設定項目 現状 
目標値 

(2021年度) 

市民スポーツ

活動の充実 

市が主催するスポーツ大会等への参加人数 
1,407人 

(Ｒ３年度実績) 

10,000人 

(Ｒ３年度) 

総合型地域スポーツクラブの会員数 
3,211人 

(Ｒ４.１現在) 

3,500人 

(Ｒ３年度) 

（１）機会の提供 

基本施策 令和３年度の取組結果 

市主催事業等

の充実 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各種イベントを中止、または内容を

変更して実施しました。 

 

①ちびっこ超人選手権大会 ⇒ 中止 

  市内の小学生を対象とし、３種競技（50 メートル走・走幅跳・ジャベリック  

ボール投）を行い、３種目の合計得点で競います。 

会場：三重交通 Gスポーツの杜伊勢 補助競技場 

  実施予定日：Ｒ3.6.27 

※令和2年度に新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となったことから、

その代替事業として、小学生スポーツチャレンジを実施しました。 

令和 3年度においても子どもたちの健康維持促進のため実施しました。 

②小学生スポーツチャレンジ！ 

市内小学生を対象とし、スポーツ推進委員が考えた運動 7 項目に取組み、そ

の結果を各自で記録した用紙を提出した児童に参加賞を配付しました。 

  実施期間：10月 

  参加児童：233名 

運動 7項目：体を伸ばす・ほぐす運動、上体起こし、踏み台昇降、なわとび、 

      ウォーキング、自由項目（２つ） 

③市民ふれあいスポカルウォーク 

  スポーツと文化を合わせたウォーキングで、地域に残る歴史・文化施設などを

巡るウォーキングです。 

  第１回 Ｒ3. 5.16開催（西豊浜町、磯町）  ⇒中止 

  第２回 Ｒ3. 6.13開催（二見町茶屋、松下）  ⇒中止 

  第３回 Ｒ3. 9.12開催（鹿海町、朝熊町）  ⇒中止 

  第４回 Ｒ3.11.14開催（高麗広地区）      ⇒149名参加 

  第５回 Ｒ4. 3. 6開催（横輪町、矢持町）  ⇒中止 
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④全日本社会人野球ＪＡＢＡ伊勢・松阪大会 

  （ダイムスタジアム伊勢/三重県営松阪野球場） 

  Ｒ3.10.29～11. 2開催   2,664名（選手、観客含む） 

 

⑤いせスポーツフェスティバル 2021 

 インクルーシブスポーツ体験会（小俣総合体育館） 

  Ｒ3.11.23開催予定 ⇒ 中止             

※インクルーシブスポーツとは、共生的な社会の実現に向けて障がいの有無

や程度に関わらず、多様な人々が共に実施できるスポーツです。 

⑥伊勢市民ダンス＆体操フェスティバル 2021 

  （三重県営サンアリーナ【サブアリーナ】） 

  Ｒ3.12.19開催   389名 

 

 

 

 

 

 

  

  



3 

 

 

⑦野口みずき杯 2021中日三重お伊勢さんマラソン 

    Ｒ3.12.4～5開催 ⇒ 中止により代替事業を実施 

             ↓ 

※野口みずきさんと一緒に走ろう！お伊勢さんオンラインマラソン 2021 

   開催期間中の累計走行距離 21.0975ｋｍ以上走った方に完走賞とお楽しみ

抽選への参加権利を贈呈しました。 

  期 間：Ｒ3.11.21 ～Ｒ3. 12.4 

  参加者：1,777名 

  完走者：1,514名 

※完走を目指そうイベント 

  日 時：Ｒ3.12.4 

  参加者：157名 

  開催場所：三重交通Ｇスポーツの杜伊勢（三重県営総合競技場） 

⑧都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 

   （市営庭球場ほか） Ｒ4.3.26～28開催  ⇒中止 

 

総合型地域ス

ポーツクラブ

の育成・強化 

①総合型地域スポーツクラブ８クラブに次のとおり支援を行いました。 

・活動支援負担金  ⇒ ８/８クラブ 

クラブ運営の安定・強化を図り、活動基盤を支援 

・教室開催負担金 ⇒ ８/８クラブ 

講師を必要とする教室を開催し、市民に広くスポーツの機会を提供するた

めの支援 

・交流会負担金  ⇒ ５/８クラブ 

市内在住、在勤、在学であれば誰でも参加でき、クラブのＰＲ、会員確保に

つなげるための支援 

②三重県と連携し、クラブアドバイザーによるクラブ訪問を行いました。 

 訪問先：いすずウキウキクラブ、厚生総合型スポーツクラブ、 

みそのスポレククラブ、ふたみふれ愛クラブ 
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③各クラブの情報共有の場を設け、意見交換を行いました。 

 ・第１回意見交換会  令和３年４月９日 

 ・第２回意見交換会  中止 

 

スポーツ推進

委員活動の充

実 

①スポーツ推進委員連絡協議会主催事業 

 ・ちびっこ超人選手権大会 ⇒ 中止 

 ・いせスポーツフェスティバル 2021 

  インクルーシブスポーツ体験会  ⇒ 中止 

  代替事業：いせロゲイニング大会 ⇒ 中止 

 ・スポーツボランティア功労者感謝状贈呈 

   伊勢市スポーツ推進委員連絡協議会の推薦を受け、スポーツ分野において

長年ボランティア活動を続け、市のスポーツ振興に寄与された方に、スポーツ

ボランティア功労者として感謝状を贈呈しました。 

  贈呈基準：地域で 20年以上スポーツ振興にかかるボランティア活動を行い、

その功績が顕著なもの(毎年 5名程度） 

       受賞者  ：５名 

 

（２）国際交流の推進 

国際交流事業

の支援 

日韓少年サッカー交流事業の開催を計画していましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止に伴い、国際交流事業は中止となりました。 
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＜２.関係団体の強化と連携強化＞ 

基本方針 目標設定項目 現状 
目標値 

(2021年度) 

関係団体の強

化と連携強化 

市の人口に対するスポーツ協会加盟団体の総

会員数の割合  

7.4％ 

(9,198人) 

(Ｒ３年度) 

8.5％ 

(10,200人) 

(Ｒ３年度) 

伊勢市スポーツ指導者バンクの登録者数 
27人 

(Ｒ2年度) 

50人 

(Ｒ３年度) 

（１）競技力の向上 

基本施策 令和３年度の取組結果 

スポーツ協会

等の強化と連

携強化 

伊勢市スポーツ協会の事業運営に対する助成支援等を行いました。   

 

＜主な事業＞ 

①ジュニア育成事業 ⇒ 15競技 

 ジュニア世代の競技人口の拡大と競技力向上 

②競技スポーツ推進事業 ⇒ 12競技 

 市民の体力及び技術向上とスポーツの普及振興 

③種目普及事業 ⇒ ７競技 

 各種スポーツを普及し、 市民の体力及び技術向上を図る 

④指導者育成事業 ⇒ １競技 

 指導者向けの研修会として、外部講師を招き指導者育成 

 

指導者の育成・

確保 

指導者バンクの充実を図るため、指導者登録バンク制度の周知及び登録者の募

集を行いました。 

＜登録者数及び登録種目数＞(R4.3月末) 

 ・登録者数   30人 

 ・登録種目数  14種目 

 

（２）障がい者スポーツの推進 

障がい者団体

及び障がい者

スポーツ団体

との連携 

・障がい者スポーツ体験会 ⇒ 中止 
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＜３.市民スポーツと関係団体との関わり＞ 

基本方針 目標設定項目 現状 
目標値 

(2021年度) 

市民スポーツ

と関係団体と

の関わり 

市内の全小学校の児童数に対するスポーツ少

年団に所属している子どもの数の割合 

16.2％ 

(976人) 

(R3.5時点) 

20.0％ 

(1,170人) 

(R3.5時点) 

（１）相互の連携 

基本施策 令和３年度の取組結果 

スポーツ少年

団との連携 

 スポ少の行事等を通じて、子どもたちの健全育成を図りました。また、定期的に

専門委員会を開催し、情報共有、意見交換を行いました。 

 

①スポーツテスト（三重県営サンアリーナ） ⇒ 中止 

②スポ少フェスタ 2021（みんなで「とこわかダンス」を踊ろう！） ⇒ 中止 

  R４.2.26開催予定 

③スポーツ少年団種目別交流事業 

 期 間  ： Ｒ3.12 ～ Ｒ4.2  

 実施種目： バドミントン・剣道・バレーボール・複合 

 参加者数：延 307名 

 

学校体育関係

部署との連携 

小・中学生の各種大会や教室の開催にあたる運営費や大会へ参加する選手の派

遣費を支援しました。 

 

①伊勢市小学校体育部会への支援 

 ・伊勢市小学校体育大会開催    ⇒ 中止 

 ・全国大会等選手派遣旅費負担金  ⇒ 中止 

②伊勢市中学校体育連盟への支援 

 ・伊勢市中学校体育大会開催    ⇒ 中止 

 ・県総合体育大会伊勢度会地区予選大会開催   ⇒ 実施 

 ・伊勢市中学校スポーツ教室開催         ⇒ 一部中止 

 ・伊勢市中学校体育大会選手派遣旅費負担金   ⇒ 中止 

 ・東海中学校総合体育大会伊勢市運営費負担金  ⇒ 実施 

・全国大会等選手派遣旅費負担金        ⇒ 実施  

 ・三重県中学校体育連盟負担金     ⇒ 実施 

 

大学との連携 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、大学側の感染症対策も鑑み、令和３年

度の皇學館大学の運動部と総合型地域スポーツクラブが連携して行うスポーツ教

室（合同体験教室）は、中止としました。 
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（２）心身の健康の保持増進 

保健福祉部局

との連携 

【文化政策課連携事業】 

・市民ふれあいスポカルウォーク(H30年度から実施） 

 従来のウォーキング事業を文化振興課と連携し、コースの中に文化的施設を組

み入れ、スポカルウォークとして歴史・文化施設を巡りながらウォーキングしまし

た。実施の際は、少人数のグループに分かれて歩く、施設説明の際は密を避けるな

ど、感染症対策を行いました。 

 

＜コース概要＞ 

第１回 R3. 5 .16開催  西豊浜町、磯町  ⇒ 中止     

    （丁塚古墳、磯神社、磯の渡し）   

第２回 R3. 6 .13開催  二見町茶屋、松下 ⇒ 中止 

    （賓日館、太江寺、蘇民の杜） 

第３回 R3. 9 .12開催  鹿海町、朝熊町 ⇒ 中止  

    （南山古墳、朝熊神社、鏡宮神社） 

第４回 R3.11. 14開催 宇治今在家町、高麗広 ⇒ 149名参加 

    （久留山威勝寺跡、小町塚経塚） 

第５回 R4. 3 .6開催  横輪町、矢持町 ⇒ 中止 

    （おがたまの木、久昌寺） 

 

【高齢・障がい福祉課連携事業】 

・障がい者野球交流大会（ダイムスタジアム伊勢） 

  R3.12.11～12開催、中止となりました。 
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＜４.スポーツ施設の利便性の向上＞ 

基本方針 目標設定項目 現状 
目標値 

(2021年度) 

スポーツ施設

の利便性の向

上 

伊勢市内にある公共スポーツ施設を利用した

ことがある大人への割合 

（大人へのアンケート調査より） 

79.4％ 

（Ｒ3年度） 

85.0％ 

（R3年度） 

スポーツ施設の稼働率【対象施設】 

伊勢フットボールヴィレッジ人工芝グラウン

ド、ダイムスタジアム伊勢、市営庭球場、小

俣総合体育館、御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター体育

館、二見グラウンド 

76.9％ 

（R2年度実績） 

80.0％ 

（R3年度） 

伊勢市内にある公共スポーツ施設に対する全

体的な満足度（大人へのアンケート調査より

「満足」「ある程度満足」の割合） 

75.8% 

（R3年度） 

30.0％ 

（R3年度） 

（１）施設の整備 

基本施策 令和３年度の取組結果 

全国大会に向

けた拠点施設

の整備 

 令和３年度国体は中止となったが、多くの団体に利用いただけるよう、適切な整

備に努めた。 

老朽化施設の

修繕と見直し 

各施設の老朽箇所及び不具合箇所の修繕、改良工事を行った。 

 

（実施済み） 

①伊勢フットボールヴィレッジ C・D防球ネット増設工事 

②御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事 

③大仏山公園スポーツセンター外周路等整備工事 

（２）施設の運営管理 

適正な管理 

①新型コロナウイルス感染防止対策 

  国及び県等からの情報収集に努め、施設での感染防止対策を周知・徹底した。 

（実施内容）消毒液の設置、非接触型体温計の設置、啓発チラシの掲示、換気、

共用部分の消毒及び座席間隔の確保等 

②情報提供の充実 

  ＨＰ、パンフレットを利用し、体育施設、新型コロナウイルス感染防止対策及

びイベント周知を行った。 

③指定管理者制度の活用 

  小俣総合体育館及び大仏山公園スポーツセンター、小俣児童体育館、北浜スポ

ーツグラウンドの指定管理者による運営を継続した。 
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【小俣総合体育館及び大仏山公園スポーツセンター指定管理者自主事業】 

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮し、中止又は予定を見直し実施し

た。 

６月   大仏山公園ウォーキング   参加者 26名 

８月   大仏山公園ウォーキング   ⇒中止 

１２月    大仏山公園ウォーキング   参加者 23名 

 ２月   健康増進教室        ⇒中止 

 ３月   健康増進教室        ⇒中止  

 

 

 

 

学校体育施設

の有効活用 

 新型コロナウイルス感染防止対策を実施しながら、旧今一色小学校、旧沼木中学

校、旧北浜中学校及び旧豊浜中学校を学校跡地として利用し、スポーツの振興を図

った。 

 また、学校体育施設開放を、27 校を総合型地域スポーツクラブへ５校を学校運

営委員会へそれぞれ委託して実施し、スポーツ振興を図った。 

 

 

  


