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第３期伊勢市スポーツ推進計画 令和４年度実施計画 

 

＜１．スポーツ活動の充実＞ 

基本方針 目標設定項目 現状 
目標値 

(2026年度) 

スポーツ活動

の充実 

週１回以上のスポーツ実施率 
46.6％ 

(Ｒ３年度) 

50.0％ 

(Ｒ８年度) 

市が主催するスポーツイベント等への参加数 
1,407人 

(Ｒ３年度) 

10,000人 

(Ｒ８年度) 

 

主な取り組み 令和４年度の実施計画 

総合型地域ス

ポーツクラブ 

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す。 

 ・活動支援負担金・・・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・・・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・・・・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 

 

伊勢市スポー

ツ推進委員 

スポーツ推進委員の資質向上のため、研修会等へ参加します。 

①三重県スポーツ推進委員協議会主催 

・初任者研修会・階層別研修会 

 ・実技研修会 

 ・第 63回全国スポーツ推進委員協議会研修会兼研究大会 

②南勢志摩スポーツ推進委員協議会主催 

 ・指導者研修会 

 ・体験研修会 

③第 70回東海四県スポーツ推進委員研究大会愛知大会 

④第 63回全国スポーツ推進委員研究協議会滋賀県大会 

いせスポーツ

フェスティバ

ル 

日時：令和４年 10月 10日（祝・月） 

場所：大仏山公園周辺 

内容：クイズ健康ウォーキング 

※伊勢市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 

日時：令和４年６月 19日（土） 

場所：三重交通Ｇスポーツの杜伊勢（三重県営総合競技場）陸上競技場 

※伊勢市スポーツ推進委員連絡協議会主催事業 
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ウォーキング

（市民ふれあ

いスポカルウ

ォーク） 

検温、手指消毒、少人数グループに分かれてウォークなど、感染症対策を行い、

実施します。 

第１回 令和４年５月 1日（日）開催（西豊浜町、磯町）  

第２回 令和４年６月 12日（日）開催（二見町茶屋、松下）  

第３回 令和４年９月 11日（日）開催（鹿海町、朝熊町）  

第４回 令和４年 11月６日（日）開催（一色町）      

第５回 令和５年３月 ５日（日）開催（横輪町、矢持町）  

ダンス＆体操

フェスティバ

ル 

日時：令和４年 10月 23日（日） 

場所：三重県営サンアリーナサブアリーナ 

障がい者スポ

ーツ 

①第１回インクルーシブスポーツフェスタ 

日時：令和４年５月 29日（日）  

場所：伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

②第２回インクルーシブスポーツフェスタ 

 日時：令和４年７月３１日（日） 

 場所：小俣総合体育館 

③ボッチャ交流大会 

 日時：令和４年 11月 20日（日） 

 場所：小俣総合体育館 

④障がい者野球交流大会 

 日時：令和４年 12月 10日（土）、11日（日） 

 場所：ダイムスタジアム伊勢 

 

各種大会 ・全日本社会人野球ＪＡＢＡ伊勢・松阪大会 

 日時：令和４年 10月 7日（金）～11日（火） 

 場所：ダイムスタジアム伊勢 ほか 

・野口みずき杯 2022中日三重お伊勢さんマラソン 

 日時：令和 4年 12月３日（土）、４日（日） 

場所：三重県営サンアリーナ周辺 

・都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 

 日時：令和５年３月 26日（日）～28日（火） 

 場所：市営庭球場ほか 

 

※神宮奉納全日本ソフトテニス大会は、今年度より終了 

国際交流 ・日韓少年サッカー交流事業の開催 未定 
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＜２．スポーツ関係団体の連携・強化＞ 

基本方針 目標設定項目 現状 
目標値 

(2026年度) 

スポーツ関係

団体の連携・強

化 

スポーツ協会加盟団体の総会員数とその割合 

9,198人 

7.4％ 

(Ｒ３年度) 

9,600人

8.5％ 

(Ｒ８年度) 

総合型地域スポーツクラブの会員数 
3,211人 

(Ｒ３年度) 

10,000人 

(Ｒ８年度) 

 

主な取り組み 令和４年度の実施計画 

総合型地域ス

ポーツクラブ 

①クラブアドバイザーによるクラブ訪問 ６～７月 

②各クラブの意見交換 

 ・第１回意見交換会   令和４年５月 31日 

 ・第２回意見交換会   令和５年１月予定 

 

伊勢市スポー

ツ推進委員連

絡協議会 

①ちびっこ超人選手権大会 

日時：令和４年６月 19日（土） 

場所：三重交通Ｇスポーツの杜伊勢（三重県営総合競技場）陸上競技場 

 

②いせスポーツフェスティバル 2022 

日時：令和４年 10月 10日（祝・月） 

場所：大仏山公園周辺 

内容：クイズ健康ウォーキング 

 

③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す。 

※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） 

 

伊勢市スポー

ツ少年団 

新型コロナウイルス感染症対策を講じ、スポーツ少年団行事等を開催します。 

また、定期的に専門委員会を開催し、情報共有、意見交換を行います。 

①スポ少フェスタ 2022 

 日時：令和４年５月１５日（日） 

場所：三重県営サンアリーナメインアリーナ 
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 ②スポーツ少年団交流事業 

 ・期 日 Ｒ５. ２月 

 ・場 所 三重県営サンアリーナ 

 

伊勢市スポー

ツ協会 

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す。   

＜主な事業＞ 

①ジュニア育成事業 

 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  

 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 

 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 

 指導者向けの研修会として、外部講師を招き指導者育成 

 

小学校体育部

会及び中学校

体育連盟 

 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

遣費を支援します。 

【伊勢市小学校体育部会への支援】 

 ・伊勢市指導者講習会開催 

 ・全国大会等選手派遣旅費負担金  

【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          

 ・県総合体育大会伊勢度会地区予選大会開催 

 ・伊勢市中学校スポーツ教室開催   

 ・伊勢市中学校体育大会選手派遣旅費負担金                          

 ・全国大会等選手派遣旅費負              

 ・三重県中学校体育連盟負担金 

                        

大学等 

〇皇學館大学 

①ちびっこ超人選手権 

 学生スタッフとして運営協力 

②合同体験教室 ⇒ 今年度は、新型コロナウイルスの影響により中止 

③インクルーシブスポーツフェスタ 

 学生スタッフとして運営の協力 

 

各種スポーツ

関係団体 

・市民ふれあいスポカルウォーク(H30年度から実施） 

 文化政策課と連携し、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す。 
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＜３．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 

(2026年度) 

スポーツ施設

の 利 便 性 の 

向上 

市内にある公共スポーツ施設に対する全体的

な満足度 

75.8％ 

(Ｒ３年度) 

85.8％ 

(Ｒ８年度) 

主要な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) 

80.0％ 

(Ｒ８年度) 

 

主な取り組み 令和４年度の実施計画 

施設の安全な

利用 

施設の老朽箇所及び不具合箇所の修繕、改良工事を次のとおり実施します。 

・倉田山公園野球場メインスタンドシーリング打替工事 

・小俣総合体育館非常用発電機（消防用）更新工事 

・市営庭球場管理棟トイレ改修工事 

・伊勢フットボールヴィレッジＣ・Ｄピッチ駐車場入口舗装等改修工事 

施 設 の 有 効 

活用 

観光誘客部署と連携して、各種スポーツ大会や合宿のための利用を促進し、スポ

ーツ施設を活用した地域活性化を図ります。また、施設の予約希望についても、他

の施設の空き状況を確認するなど、できる限り調整します。 

施設のあり方 

各施設の利用状況や地域性を考慮しながら、指定管理者制度の導入を含め、施設

にあった運営方法を検討します。また、既に導入済みの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については指定

管理者による運営を継続します。小俣総合体育館及び大仏山公園スポーツセンタ

ー及び北浜スポーツグラウンドについては、指定管理期間最終年度となるため、令

和５年度以降の指定管理者を選定します。 

【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感染拡大防止を図りながら、次のとおりイベント

を実施します。 

  ４月   大仏山公園トリムコース 舗装記念ウォーキング 

  ７月   健康増進教室（総合体育館） 

 1０月   大仏山公園トリムコース ウォーキングまたはランニング教室 

 １２月   健康増進教室（総合体育館） 

   ３月   健康増進教室（総合体育館） 

施設の利便性 

 現金を持ち歩かずに支払いができるキャッシュレス化が進む中、スポーツ施設

においても使用料の支払い時におけるキャッシュレス化を充実させて利便性の向

上を図る。 

 


