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ススポポーーツツでで  元元気気ををつつくくるる  健健康康都都市市  へへききななんん  

～ 目指そう週一回 スポーツ実施率６０％ ～  

  

平成２９年度 碧南市スポーツ課事業報告 

  

第１ 基 本 方 針 

 本市の社会体育振興の基本は、第５次碧南市総合計画(2010－2020)のキャッチフレーズである「ひとのわ

で 楽しさつくる みなとまち へきなん」にふさわしい健康都市を築きあげることにある。具体的には平成

26 年度に策定したスポーツ推進計画(2015－2024)に沿って、市民の誰もが気軽に集い、楽しめる生涯スポー

ツ社会の実現を目標とする。 

市民の要望に応じた身近な施設の整備と、主体的、継続的にスポーツに親しみながら意識的な健康づくり

に取り組めるように情報の提供と指導体制の充実に努めた。 

 

第２ 施     策 

 市民一人ひとりが心身ともに健康で潤いのある日常生活を送るため、生涯スポーツ、競技スポーツ及びレ

クリエーションの普及・振興に努め、スポーツ活動の日常化を図るため以下の事業を開催し、碧南市スポー

ツ推進計画を推進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「元気ッス!運動」の推進 

１ 「す る」元気ッス！ ～スポーツをすることで、からだを元気にしましょう。～ 

 (1) スポーツをする機会の創出 

    いつでもだれでも気軽に各自の興味・関心や年齢・体力・技術に応じて継続的にスポーツに親しむ

ことができるように努めた。 

    チャレンジデー２０１７へ参加した。（７回目の参加） 

    平成２９年５月３１日（水）０時～２１時  

当日１５分以上運動した人に報告をしてもらい、人口に対する市民の運動参加率を他の自治体と競

った。 

    結果 ○碧南市 参加人数（６８，２４５人／７２，１０７人） 参加率９４．６％ 

       ●豊岡市 参加人数（６７，６６６人／８３，８９３人） 参加率８０．７％ 

碧南市スポーツ推進計画のスローガン 
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 (2) スポーツイベントや大会の開催によるスポーツ人口の拡大 

    スポーツ人口の増加につながるよう幅広い層の市民が参加できる大会を開催した。 

＜碧南市、碧南市教育委員会主催（共催）行事＞ 

NO 行    事    名 参加人数 期    日 会   場 

１ 元気ッス！キッズ運動教室 37名 
5月～2月 

第1、3土曜日 
中央小学校他 

２ 第12回全国女子軟式野球選抜交流碧南大会 8ﾁｰﾑ 5月3、4日 臨海・玉津浦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

３ 春季市民囲碁大会 36名 5月28日 文化会館 

４ チャレンジデー2017 68,245名 5月31日 市内各ｽﾎﾟｰﾂ施設 

５ 市民体力テスト 44名 6月25日 臨海体育館 

６ 第13回らくらくソフトボール大会 9ﾁｰﾑ 7月～ 玉津浦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

７ 第40回市民バドミントン選手権大会 84名 7月1日 臨海体育館 

８ 新体操競技会 38名 7月2日 臨海体育館 

９ 第43回市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会 7ﾁｰﾑ 7月3日 東部市民プラザ 

10 第65回中日杯争奪西三河優勝卓球大会 629名 8月6日 臨海体育館 

11 大型ヨット体験乗船 57名 8月6日 新川港 

12 第24回碧南市秋季市民インディアカ大会 210名 8月6日 南部市民プラザ 

13 第7回やろまいペタボード碧南大会 41ﾁｰﾑ 8月27日 臨海体育館 

14 平成29年度秋季市民総合体育大会 17種目 9月～ 臨海体育館等 

15 
愛知県ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 

西三河地区大会(野球) 
19ﾁｰﾑ 9月3日、10日 臨海公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

16 障害者グラウンド・ゴルフ大会 21名 10月7日 臨海公園ドーム 

17 第3回全国スラックラインクラス別大会 43名 11月12日 臨海公園ドーム 

18 秋季市民囲碁大会 28名 11月12日 文化会館 

19 ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」 2教室 11月22日 日進小学校 

 20 新体操発表会 303名 11月23日 臨海体育館 

21 
バレーボール 

Ｖ・チャレンジリーグⅠ女子 

1100名 

(観客) 
11月25、26日 臨海体育館 

22 
第30回碧南市・小原地区 

「海と山のスポーツ親善交歓会」 
95名 11月26日 豊田市小原地区 

23 ビーチバレー体験＆クリニックinへきなん 50人 12月2日 臨海体育館 

24 第52回へきなんマラソン 432名 12月17日 臨海公園周辺 

25 バスケットボールＷリーグ碧南大会 
700名 

(観客) 
1月13、14日 臨海体育館 

26 第15回ディスクドッヂ大会 15ﾁｰﾑ 1月21日 臨海体育館 

27 
トヨタ自動車野球部選手による野球教室 

（小・中学生対象） 

小：71名 

中：43名 
1月27日 臨海公園グラウンド 

28 第57回市民スキー大会・スキー教室 計45名 1月27、28日 白樺高原国際ｽｷｰ場 

29 第59回碧南市民卓球選手権大会 314名 2月4日 南部市民プラザ 

30 碧南小学生駅伝2018 36ﾁｰﾑ 3月4日 臨海公園 

31 第45回碧南市民駅伝大会 92ﾁｰﾑ 3月4日 市内一円 

 

 (3) スポーツや健康の情報提供による市民の意識改革 

   広報やホームページの充実に努め、多様な情報媒体の活用により、市民が身近でスポーツ活動の情

報が得られるような環境を整備した。 
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２ 「観 る」元気ッス！ ～スポーツを観ることで、心を元気にしましょう。～ 

 (1) スポーツ観戦による精神的高揚と技術的向上 

    全国大会や企業クラブチームによる試合などのより高い技術のスポーツを観戦できる機会の増加に

努めた。 

 

３ 「学 ぶ」元気ッス！ ～スポーツの基礎を学んで、頭脳を元気にしましょう。～ 

 (1) 健康づくり講座やスポーツ教室等の開催による健康運動の推進 

    初心者向けの各種スポーツ教室・講座を開催しスポーツ人口の拡大を図った。 

   スポーツ教室   

初心者や運動に親しんでいない人が手軽に参加できる教室を開催した。 

教室名 場所 曜日・時間 対象 回数 人数 

昼

間 

卓   球 臨海体育館 
水 

9:30～11:30 

15才以上 

（中学生を除く） 

４月～６月  10回 24名 

９月～１１月 10回 17名 

バドミントン 臨海体育館 
火  

9:30～11:30 

15才以上 

（中学生を除く） 

４月～５月   7回 28名 

９月～１１月  7回 23名 

水中 

ウォーキング 

水上 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

火 

13:30～14:30 
30才以上 

４月～６月  10回 19名 

９月～１１月 10回 18名 

簡単ｸﾗｼｯｸ 

ｽﾄﾚｯﾁ 
芸文ホール 

木 

10:00～11:00 
18才以上 

４月～６月  10回 63名 

９月～１２月 10回 62名 

らくらく 

アクア 
碧南ｽｲﾐﾝｸﾞ 

月 

11:00～11:45 

15才以上 

（中学生を除く） 

４月～６月  10回 12名 

９月～１１月 10回 11名 

夜 

間 

太 極 拳 
南部 

市民プラザ 

金 

19:30～21:00 
中学生以上 

４月～６月  10回 20名 

９月～１１月 10回 21名 

バドミントン 臨海体育館 
木 

19:00～21:00 
小学５年生以上 

４月～５月   7回 36名 

９月～１０月 7回 25名 

エアロビクス 芸文ホール 
水 

19:30～21:00 
中学生以上 

４月～６月  10回 27名 

９月～１２月 10回 26名 

テニス 
港湾 

テニスコート 

水金 

19:00～21:00 

15才以上 

（中学生を除く） 

４月～５月  10回 20名 

９月～１０月 10回 22名 

ソフト 

バレーボール 

南部 

市民プラザ 

水 

19:00～21:00 
小学生以上     

４月～６月  10回 26名 

９月～１１月 10回 19名 

ボクシング 

フィットネス 
臨海体育館 

木 

19:30～20:30 
小学４年生以上 

４月～６月  10回 － 

９月～１１月 10回 14名 

子 

供 

バスケット 

ボール 

新川小学校 

体育館 
18:00～20:00 小学生 

４月～７月  15回 114名 

８月～１月  15回 107名 

ジュニア 

ソフトテニス 

臨海 

テニスコート 
19:00～21:00 小学４～６年生 

４月～５月  15回 30名 

８月～１１月 15回 30名 

空      手 臨海体育館 18:30～20:00 年長、小中学生 
４月～８月  15回 21名 

９月～１月  15回 22名 

剣      道 臨海体育館 19:00～21:00 小中学生 
４月～７月  15回 12名 

９月～１２月 15回 12名 

柔      道 臨海体育館 19:00～21:00 小中学生 ４月～７月  15回 26名 
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９月～１２月 15回 26名 

水      泳 碧南ｽｲﾐﾝｸﾞ 17:15～18:15 小学生 
４月～７月  15回 30名 

９月～１２月 15回 29名 

新 体 操 臨海体育館 18:00～19:00 
年中、年長、 

小学生 

４月～７月  15回 12名 

９月～１２月 15回 18名 

陸上スポーツ 
２号地多目的 

グラウンド等 
9:30～11:30 

小学１～３年生 
４月～７月  15回 32名 

９月～１２月 15回 32名 

小学４～６年生 
４月～７月  15回 24名 

９月～１２月 15回 27名 

ヨット 新川港 9:00～12:00 小中学生 前期 10回 16名 

卓   球 臨海体育館 19:00～21:00 小学２年生以上 
４月～７月  15回 17名 

９月～１２月 15回 19名 

元気ッス！ 

キッズ運動 
中央小学校他 

9:00～ 

11:00 
小学３、４年生 

５月～９月  10回 19名 

１０月～２月 10回 18名 

 

イ トレーニング講習会の実施 

トレーニング室（臨海体育館内）利用にあたり、利用上の安全及びトレーニング効果をより高める

ために講習会を実施し、自己管理による健康の保持増進に努めた。 

     ［  開講日  ］  水曜日もしくは木曜日（午後７時～８時）：２回／月 

           土曜日もしくは日曜日（午前９時～１０時）：１回／月 

     ［  指導者  ］  スポーツ課職員１名 

     ［  内  容  ］  トレーニング方法及び器具取り扱い説明 

           トレーニングルーム利用者数 ２３,５３４名（２月末現在） 

                 ＜参考 昨年度 ２２,６７０名＞ 

 (2) 指導者の資質向上をめざした講習会・研修会の開催 

    指導者個々のレベルアップを図るため様々な技術、知識の習得をテーマとした講習会を実施した。 

 

(3) スポーツ推進委員の充足と活動機会の増加 

    各種研修会に参加し、スポーツ振興者、コーディネーターとして資質の向上を図った。 

研修会等 期 日 会  場 参加者数 

スポーツ推進委員愛知大会 ６月１７日 日本ｶﾞｲｼｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ ７名 

愛知県スポーツ推進委員研修会 ９月３０日 日進市民会館 １８名 

全国スポーツ推進委員研究協議会 １１月９日、１０日 
つくばカピオ 

（茨城県つくば市） 
５名 

西三河スポーツ推進委員実技研修会 １１月１１日 西尾市愛知こどもの国 ２１名 

東海四県スポーツ推進委員研究大会 ２月１６日、１７日 
下呂交流会館 

（岐阜県下呂市） 
１０名 
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４ 「極める」元気ッス！ ～スポーツの技術や指導方法を極めて、みんなで元気になりましょう。～ 

 (1) 市独自のスポーツ選手の育成と支援 

・スポーツ選手強化事業（碧南市体育協会委託）を行い、競技力向上を図った。 

   ・各競技団体において、主にジュニア層（小・中・高校生）を対象に実施する強化練習会や記録会に

対し、補助した。 

・スポーツ少年団加入団体への練習場所が確保できる体制を整えた。 

 

 (2) 市独自のスポーツ指導者の育成と支援 

   ・各スポーツ団体等で実施する指導者講習会を支援し、参加を促進した。 

 

 (3) 全国大会等への出場に対する奨励金制度の充実 

   ・競技力の向上及び普及を図るため、全国大会等へ出場する選手（障害者スポーツ含む）に奨励金を

支給した。 

（２月末現在） 

区分 対象者 競技種目 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・世界選手権 
個人：０ 

団体：０ 
 

国体・高校総体 
個人：５ 

団体：４ 

ヨット、ビーチバレーボール、自転車、陸上、

空手道、バドミントン 

全国大会 
個人：１７ 

団体：１２ 

レスリング、ソフトテニス、空手道、サッカ

ー・フットサル、卓球、剣道、野球、囲碁、

バレーボール、ヨット、ソフトボール、テコ

ンドー、体操、自転車、陸上、バドミントン 

東海地区大会 
個人：１０ 

団体：１ 

空手道、卓球、バレーボール、ソフトテニ

ス 、バドミントン、陸上 

その他 

（県大会成績優秀など） 

個人：９ 

団体：０ 
弓道、空手道、居合道 

 

５ 「支える」元気ッス！ ～スポーツの環境を整え、地域で支えて元気になりましょう。～ 

 （もので支える） 

(1) 日常的な健康づくりやスポーツ活動のための身近な施設の整備 

 ・臨海公園グラウンドの空調機更新を行った。 

・臨海公園テニスコートの人工芝の張替えを行った。 

・野球用グラウンド（玉津浦グラウンド・２号地多目的グラウンド・羽久手公園グラウンド）の施設

修繕を行った。 

・臨海体育館アリーナ・第二体育室床面修繕 

・２号地運動広場の再整備 
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 (2) 公共スポーツ施設や学校体育施設の効率的活用 

    グラウンド・体育館等の学校体育施設を開放し、スポーツの普及・振興を図るとともに生涯スポー

ツ推進の基盤とした。 

学校施設開放 

   ＜開放校＞  小学校７校、中学校５校、高校２校 

【種目別登録団体】                            （２月末現在） 

種目登録数 
バレー 

ボール 
卓球 

ﾊﾞｽｹｯﾄ 

ﾎﾞｰﾙ 

軟式 

野球 

ソフト 

ボール 

バドミ 

ントン 

ｻｯｶｰ・ 

ﾌｯﾄｻﾙ 

インデ

ィアカ 
体操 その他 合計 

団 体 数 16 4 16 8 2 4 16 4 4 24 98 

登録者数 321 122 306 297 32 57 2,527 54 110 451 4,277 

その他…剣道、空手道、ソフトミニバレー、ソフトバレーボール、ソフトテニス、フラダンス、 

よさこい踊り、ディスクドッヂ、マーチング 

【開放校】  小学校７校、中学校５校、高校２校              （２月末現在） 

開放校 開   放   日   時 開放施設 開放種目 回数 人数 

新川 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･体育館 

少年野球･少年ｻｯｶｰ・ 

新体操 
136 5,541 

火～土曜日 

19:00～22:00 
体育館 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・新体操・ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
197 5,458 

土曜日 

9:00～17:00 
体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ     19 243 

中央 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･体育館 

少年野球･少年ｻｯｶｰ・ 

新体操 
106 3,212 

火･水･木･日曜日 

19:00～22:00 
体育館 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・        

新体操 
117 1,898 

土曜日 

13:00～17:00 
体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 33 425 

大浜 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球･少年ｻｯｶｰ 147 6,479 

月～土曜日 

19:00～22:00 
体育館 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ 

新体操・ﾃﾞｨｽｸﾄﾞｯﾁﾞ 
352 3,424 

土曜日 

9:00～17:00 
体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 79 1,759 

棚尾 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･体育館 

少年野球･少年ｻｯｶｰ・ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
156 7,055 

月～土曜日 

19:00～22:00 
体育館 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ 

新体操・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ等 
169 3,778 

土・日曜日 

9:00～17:00 
体育館 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

ﾏｰﾁﾝｸﾞ 
21 259 

日進 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年ｻｯｶｰ 56 2,760 

火～金曜日 

19:00～22:00 
体育館 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰ・ 

ｲﾝﾃﾞｨｱｶ・ｻｯｶｰ 
92 1,155 

土・日曜日 体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・ 85 786 
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9:00～17:00 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ        

鷲塚 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球･少年ｻｯｶｰ 63 4,060 

火～土曜日 

19:00～22:00 
体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・新体操・ｻｯｶｰ 86 1,550 

土曜日 

13:00～17:00 
体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 23 503 

西端 

小学校 

土･日･祝･休業日の昼間 

9:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球･少年ｻｯｶｰ 62 2,552 

火～土曜日 

19:00～22:00 
体育館 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・よさこい踊り 59 758 

土曜日 

13:00～17:00 
体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ          12 189 

新川 

中学校 

毎日 

19:00～22:00 
体育館･     

卓球場・武道場 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ 

卓球・空手道・体操等 
439 7,060 

通年 

19:00～21:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾃﾆｽｺｰﾄ ｻｯｶｰ･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 203 8,308 

日曜日昼間（不定期） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 0 0 

中央 

中学校 

火～日曜日 

19:00～22:00 
体育館･武道場 

ｲﾝﾃﾞｨｱｶ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・ 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾌｯﾄｻﾙ等 
288 5,289 

通年 

19:00～21:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾃﾆｽｺｰﾄ ｻｯｶｰ･野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 160 7,310 

日曜日昼間（不定期） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 0 0 

南 

中学校 

毎日         

19:00～22:00 
体育館･卓球場 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・空手道等 
252 3,988 

日曜日昼間（不定期） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 0 0 

東 

中学校 

 火～日曜日 

19:00～22:00 
体育館･卓球場 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ 

ｲﾝﾃﾞｨｱｶ・剣道・体操 
302 6,729 

通年 

19:00～21:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 120 3,860 

日曜日昼間（不定期） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 0 0 

西端 

中学校 

 火～日曜日 

19:00～22:00 
体育館･卓球場 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・剣道・新体操 
392 6,106 

通年 

19:00～21:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 85 2,002 

日曜日昼間（不定期） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 0 0 

碧 高 
毎月第１日曜日       

8:00～17:00 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 少年野球 0 0 

碧工高 日曜日昼間（不定期） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｻｯｶｰ 0 0 
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（ひとで支える） 

 (3) 既存スポーツ・レクリエーション団体の充実と自主活動の推進 

    市内で活動するスポーツ・レクリエーション団体の主体的な活動を支援し、補助金を交付した。 

 碧南市体育協会                      １，８００，０００円 

へきなん総合型スポーツクラブ      １，６００，０００円 

碧南市スポーツ少年団                  ２７０，０００円 

碧南市レクリエーション協会            ２４３，０００円 

 (4) 総合型地域スポーツクラブの育成と周知 

    活動内容を広く市民に周知し、会員数の増加とクラブの安定的運営のため、多様なスポーツ教室の

活動を支援した。 

 

 (5) スポーツ交流の推進 

  ・市内地域間の積極的交流 

    スポーツを通じた地域交流や世代間交流を促進した。 

  ・市外の自治体・団体との積極的交流 

    市外のスポーツ団体や自治体との広域的なスポーツ交流を推進した。 

    第３０回碧南市・小原地区「海と山のスポーツ親善交歓会」を実施した。 

平成２９年度は碧南市が豊田市小原地区へ訪問した。 

    平成２９年１１月２６日（日）午前９時２０分～午後４時まで実施。 

    参加者 豊田市小原地区 ９５名 

        碧南市     ７３名 

 

 

・海外の都市やスポーツ団体との積極的交流 

 スポーツ振興及び国際的相互理解を深める少年スポーツの海外派遣を支援するため、補助金を交付。

平成２９年度は、碧南市サッカー協会より１９名（選手１６名、スタッフ３名）が韓国のサッカー

チームとの交流事業を実施した。 

   【制度概要】交付規程の別表に定める種目で、少年を含めた１０名以上の派遣団（３分の２は少年で

あること。）に対して、１人あたり補助対象経費の３分の２を助成する。（上限額１０万円／人） 

 

 市教育

委員会 

バレーボール

協会 

剣道連盟 ソフトテニ

ス協会 

スポーツ

推進委員 

野球連盟 

豊田市小原

地区 

６名 １６名 １９名 １５名 １５名 ２４名 

碧南市 ７名 １２名 １５名 １５名 ５名 １９名 
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ススポポーーツツでで  元元気気ををつつくくるる  健健康康都都市市  へへききななんん  

～ 目指そう週一回 スポーツ実施率６０％ ～  

  

平成３０年度 スポーツ課事業計画 

Ⅰ 基 本 方 針 

 本市の社会体育振興の基本は、第５次碧南市総合計画(2010－2020)のキャッチフレーズである「ひとのわ

で 楽しさつくる みなとまち へきなん」にふさわしい健康都市を築きあげることにある。具体的には平成

26 年度に策定したスポーツ推進計画(2015－2024)に沿って、市民の誰もが気軽に集い、楽しめる生涯スポー

ツ社会の実現を目標とする。 

市民の要望に応じた身近な施設の整備と、主体的、継続的にスポーツに親しみながら意識的な健康づくり

に取り組めるように情報の提供と指導体制の充実に努める。 

Ⅱ 施     策 

 市民一人ひとりが心身ともに健康で潤いのある日常生活を送るため、生涯スポーツ、競技スポーツ及びレ

クリエーションの普及・振興に努め、スポーツ活動の日常化を図るため以下の事業を開催し、碧南市スポー

ツ推進計画を推進する。 

 

 

 

 

 

 

「元気ッス!運動」の推進 

１ 「す る」元気ッス！ ～スポーツをすることで、からだを元気にしましょう。～ 

 (1) スポーツをする機会の創出 

    いつでもだれでも気軽に各自の興味・関心や年齢・体力・技術に応じて継続的にスポーツに親しむ

ことができるように努める。 

    チャレンジデー２０１８へ参加する。対戦相手：秋田県横手市 

 (2) スポーツイベントや大会の開催によるスポーツ人口の拡大 

    秋季市民体育大会（９月～１１月 軟式野球等１７種目）、へきなんマラソン、市民駅伝大会等を実

施する。 

２ 「観 る」元気ッス！ ～スポーツを観ることで、心を元気にしましょう。～ 

 (1) スポーツ観戦による精神的高揚と技術的向上 

    全国大会や企業クラブチームによる試合などのより高い技術のスポーツを観戦できる機会の増加に

努める。また、企業と連携を図り、東京オリンピックを意識した事業の展開を推進する。 

３ 「学 ぶ」元気ッス！ ～スポーツの基礎を学んで、頭脳を元気にしましょう。～ 

 (1) 健康づくり講座やスポーツ教室等の開催による健康運動の推進 

碧南市スポーツ推進計画のスローガン 



- 10 - 

 

    初心者向けの各種スポーツ教室・講座を開催しスポーツ人口の拡大を図る。 

  ア 昼間教室：バドミントン、水中ウォーキング、簡単クラシックストレッチ、らくらくアクア、 

卓球（硬式、ラージボール） 

  イ 夜間教室：太極拳、バドミントン、テニス、ソフトバレーボール、エアロビクス、ボクシングフィ

ットネス 

  ウ 子供教室：バスケットボール、ジュニアソフトテニス、空手、剣道、柔道、水泳、新体操、 

陸上スポーツ、ヨット、卓球、元気ッス！キッズ運動 

 (2) スポーツ推進委員の充足と活動機会の増加 

    各種研修会に参加し、スポーツ振興者、コーディネーターとして資質の向上を図る。また、地域に

おけるスポーツ活動の普及・振興を図る。 

 

４ 「極める」元気ッス！ ～スポーツの技術や指導方法を極めて、みんなで元気になりましょう。～ 

 (1) 市独自のスポーツ選手の育成と支援 

    スポーツ関係団体の助成、スポーツ選手強化事業（碧南市体育協会委託事業）としてジュニア育成

普及活動や都道府県研修記録会の実施を図る。 

 (2) 市独自のスポーツ指導者の育成と支援 

    各スポーツ団体等で実施する指導者講習会を支援し、参加を促進する。 

  (3) 全国大会等への出場に対する奨励金制度の充実 

    競技力の向上及び普及を図るため、全国大会等へ出場する選手に奨励金を支給する。 

 

５ 「支える」元気ッス！ ～スポーツの環境を整え、地域で支えて元気になりましょう。～ 

 ○もので支える 

(1) スポーツ施設の効果的な整備の促進 

    碧南緑地に、新たなスポーツの掘り起こしによるスポーツ機会の創出のため、整備を行っていたビ

ーチコートが供用開始される。ビーチコート利用者の利便性向上のため、管理棟の整備を行う。 

 (2) 安全安心にスポーツが行える環境の整備 

    利用に対する安全を確保するため、港湾スポーツセンター弓道場に防矢ネットの整備を行う。 

 ○ひとで支える 

 (2) 既存スポーツ・レクリエーション団体の充実と自主活動の推進 

    市内で活動するスポーツ・レクリエーション団体の自主的な活動支援として、補助金を交付する。 

 (3) スポーツ交流の推進 

   海外の都市やスポーツ団体との積極的交流 

    スポーツ振興及び国際的相互理解を深める少年スポーツの海外派遣を支援するため、補助金を交付

する。（平成２９年度より毎年実施） 


