
 

 

【令和３年度 スポーツ振興事業 実施報告】 

 

《市民スポーツの振興》 

１ スポーツ教室等事業 

 

「市民ひとり１スポーツ」を目標に掲げ、子どもから高齢者まで、幅広い市民が参加でき

る生涯スポーツを推進するため、ニュースポーツ教室や講習会等の開催を計画したが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、教室の中止が相次いだため、教室開催数及び参加

延べ人数は例年の半分程度となった。 

  種 目 
令和３年度 令和２年度 

予定 
回数 

実施 
回数 

参加延
べ人数 

実施 

回数 

参加延 

べ人数 

ワンバウンドふらば～るバレーボール 17回 15回 235 人 8回 85人 

〃       練習会 2回 1回 30 人 0回 0人 

ニュースポーツ教室（複数種目） 18回 6回 54 人 11回 99人 

トランポウォーク(男のﾄﾗﾝﾎﾟ含) 18回 11回 127 人 15回 140人 

ママさんスポーツ教室（託児付） 10回 7回 34 人 0回 0人 

無料体験ママさんスポーツ教室 1回 1回 28 人 1回 20人 

室内ペタンク講習会 3回 0回 0 人 0回 0人 

（新）ボッチャ講習会 3回 0回 0 人 0回 0人 

合 計 72回 41回 508 人 34回 324人 

会場  … ローズアリーナ、金谷体育センター、川根体育館、川根地区センター、 

初倉中学校、北部体育館 

 その他 … 令和２年度に実施予定であったスポーツ推進委員へのボッチャ講習会が新

型コロナウイルス感染症の影響で延期とされていたが、令和４年３月 13 日

に開催することが出来た。これにより、令和４年度からニュースポーツ教室

において、ボッチャを取り入れていく予定。 

 

２ 市主催大会 

 

  今年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、全ての大会を実施することができな

かった。 

日時 大会名 会場 参加者数 

６／６(日) みんなで歩こう！トランポウォーク ローズアリーナ  104人 

９／26(日) 市民ペタンク大会 ローズアリーナ 中止 

12／19(日) 市民ワンバウンドふらば～るバレーボール大会 ローズアリーナ   78人 

１／１（祝） みんなで走ろう！元日マラソン 

 

  

リバティ 1,770人 

 

 

 



 

 

３ ジュニアスポーツクラブ事業 

 

各競技団体のスポーツ指導者のもとで、小学生の基礎体力の向上やスポーツに親しむこ

とを目的としたスポーツ教室を実施した。（対象… 市内在住の小学校４年～６年生） 

  今年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、延期又は中止となった種目もあっ

た。 

  参加者数については、例年と比較し、大きな変動はなかった。 

  種 目 
令和３年度 令和２年度 

回数 申込人数 回数 申込人数 

陸 上   （陸上競技場）  20 回  24人 10回  28人 

水 泳   （ローズアリーナ）  20 回  32人 10回  29人 

ミニバスケットボール（三小）  14 回  23人 10回  18人 

バレーボール（五小）  13 回  27人 10回  35人 

硬式テニス前期 （伊太庭球場）  10 回  23人 
10回  28人 

硬式テニス後期 （伊太庭球場）   9回  26人 

合 計  86 回 155人 50回 137人 

                   ※公式テニスは前後期での重複者が 14名 

  申込状況 … 例年、硬式テニスに応募が集中し、希望した小学生全員が参加できない

ことがあったため、今年度は前期 10回、後期 10 回に分けて応募したこ

とで、硬式テニス希望者全員が参加することができた。 

 

４ 学校プール開放事業 

 

   今年度は、市内小学校 15 校において、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じて

プール開放事業を実施した。 

   ・市内在住の幼児・小学生・中学生のみとする利用者制限（幼児については、保護者同

伴可）） 

   ・プールの大きさに応じた人数制限 

   ・入場時に氏名・学校名・当日の体温の記入 

   ・１日２部制（午前の部 10：00～11：30、午後の部 13：30～15：00） 

   ・入場時の手指消毒、更衣室の消毒 

   (1)プール監視等業務委託料  7,602,730 円 株式会社スポーツプラザ報徳 

   (2)実施状況 

     令和３年度 令和２年度 令和元年度 

開放施設数 15 校 － 14校 

延べ開放実日数 88日間 － 96日間 

全利用者合計 12,085 人 － 13,238人 

1日あたりの利用者数 137.3 人 － 137.9人 

 

５ スポーツ競技の全国大会以上出場者に対する報奨金 

 

  スポーツ振興を図るため、スポーツの各種大会（世界大会、全国大会、国体等）に出場

するスポーツ団体及び個人に対して報奨金を交付する。 

  今年度も、新型コロナウイルスの影響により、いくつかの大会が中止されたが、令和２

年度に比べると交付した対象者は増加した。 

 (1)対象者 ・市内に居住している人 



 

 

      ・市内の学校に通学している人 

     ・市内の学校又は事業所の競技団体に所属している人 

       ・市長が特に認める者 

 (2)対象大会 ・夏季及び冬季オリンピック 

           ・世界大会 

           ・地区予選、県予選、支部予選を通過して出場する全国大会 

           ・競技団体の推薦などにより県代表として出場する全国大会 

 

 (3)交付実績 

 令和３年度 
（３月 23日現在） 

令和２年度 

 

個人 団体 個人 団体 

オリ・パラ 2 件 200,000 0件 0 0件 0 0件 0 

世界大会 0 件 0 0件 0 0件 0 0件 0 

全国大会 35 件 175,000 2件 55,000 17件 85,000 2件 70,000 

計 37 件 375,000 2件 55,000 17件 85,000 2件 70,000 

 

６ 島田市スポーツ賞表彰 

 

  各種スポーツ大会において、優秀な成績を収めた、市内在住・在学の小・中学生を対象

に、その栄誉をたたえ、表彰をする。 

  今年度は、新型コロナウイルスの影響により、いくつかの大会が中止されたが、令和２

年度に比べると受賞者は増加した。 

(1)対象者      市内に在住、在学する小・中学生(個人及び団体) 

(2)表彰基準 ①地区予選を経て全国大会に出場したもの 

 ②地区予選を経て東海地区大会に出場し、６位以内の成績を収めたもの 

 （但し、中体連東海大会においては、個人、団体ともに 10位以内とする。） 

 ③地区予選を経て県大会に出場し、３位以内の成績を収めたもの。 

 （但し、中体連県大会においては、個人、団体ともに８位以内とする。） 

 ④地区予選を経過しない県大会に出場し、優勝したもの。 

 （但し、中体連県大会においては、個人、団体ともに３位以内とする。） 

 ⑤その他、特に表彰に価する者。 

(3)表彰実績 

  

 

 

 

 

(4)表彰式 日 時：令和４年３月 16日(水) 16時から 

 会 場：プラザおおるり ホール  

                備 考：保護者は受賞者１名につき、１名まで 

 

７ 島田市スポーツ協会補助事業 

 

 ＮＰＯ法人化した島田市スポーツ協会の活動を支援するとともに、補助金を交付し、運

営に対する支援も行った。 

 
令和３年度 令和２年度 

個人 団体 個人 団体 

小学生 26人 58人 14人 36人 

中学生 34人 63人 20人 26人 

計 60人 121 人(13団体) 34人 62人(10団体) 



 

 

今年度は、オリンピック・パラリンピックが開催され、当市出身選手応援事業分として

例年よりも補助金を 3,700 千円分増額して予算措置した。新型コロナウイルスの影響に

より、パブリックビューイングが中止とするなど事業が縮小されたが、市役所、島田駅へ

の選手応援横断幕の掲出や市役所、ローズアリーナにて写真の展示を行った。 

 (1)補助金額   12,000千円  

         (内訳) 運営費         8,300千円 

 オリ・パラ応援事業 3,700千円  

 

８ その他の主な事業 

 

 (1)第 22回しずおか市町対抗駅伝競走大会  

  開 催 日：令和３年 12月４日（土） 

    コ ー ス：県庁本館前⇒草薙運動場 総距離 42.195km 全 12 区間(出場選手 12人)  

  順 位：市の部６位 ※合併後、最高順位 

      （参考 R02･･･９位 R01…７位 H30…12位 H29…15位） 

  (2)姉妹都市スポーツ少年団交流事業（島田市スポーツ少年団主催事業） 

    島田市・氷見市・大町市の３市スポーツ少年団が、スポーツを通じて交流を行う。 

    開催日：令和３年８月 13日（金）～15 日（日） 

    開催地：富山県氷見市 

    上記の予定であったが、新型コロナウイルスの影響により、令和３年度は中止とな

った。（令和４年度については、富山県氷見市で開催予定） 

  (3)野馬追いの里健康マラソン及びみらい夢こども交流事業 

       開催日：令和３年 12月４日（土）～５日（日） 

    開催地：福島県南相馬市 

    上記の予定であったが、新型コロナウイルスの影響により、令和３年度は中止とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【令和３年度 スポーツ施設事業 実施報告】 

 

《 施設予約システムの運用 》 

 

１ 施設予約システム 

 

  島田市はデジタルを活用した行政業務の効率化、市民・事業者の利便性向上を進めてい

る。令和２年度に、新型コロナウイルス感染症に係る国の臨時交付金を活用し、対面業

務削減を目的に、施設予約システムを導入した。令和３年度は、８月１日（10月使用分）

から施設予約システムを運用開始した。 

 

  【業務内容】 

○対象施設 学校屋内体育施設、夜間照明施設、社会体育施設（ローズアリーナ・横井運

動場公園・大井川緑地・金谷体育センター・かなや大井川緑地等） 

〇スケジュール  ■市内学校体育館・ナイター施設 予約システム利用説明会 

６月 15日（火）19:00～ 会場：夢づくり会館 

対象：全利用者及び利用予定者、約 200人 

■市内学校体育館・ナイター予約 地区別調整会議 ① 

７月１日（木）～７月 15日（木） 中学校区毎、全８回 

対象：定期利用予定者 

■市内学校体育館・ナイター予約 代表者会議 

12月８日（水）19:00～ 会場：市役所会議棟 

対象：地区別調整会議代表者 42人 

■市内学校体育館・ナイター予約 地区別調整会議 ② 

１月６日（木）～１月 26日（水） 中学校区毎、全８回 

対象：令和 4年度前期定期利用予定者 

■①市内学校体育館  施設予約システム 稼働（申請開始） 

８月１日（日）～ ※10月使用分～ 

 ②市内ナイター施設 施設予約システム 稼働（申請開始） 

９月１日（水）～ ※10月使用分～ 

 ③社会体育施設   施設予約システム 稼働（申請開始） 

  ・ローズアリーナ ２月１日（火）～※４月使用分～ 

  ・中央公園及び伊太庭球場 ３月１日（火）～※４月使用分～ 

・上記以外（島田球場等） ４月～※空き状況の公開 

 

《 スポーツ施設の整備 》 

 

１ 社会体育施設 

 

  各社会体育施設の施設及び備品の管理、及び、芝生等の育成管理・植栽の剪定等、常に

良好な状態に保つよう管理を実施し利用者の利便性や安全性の向上を図る。 

 

(1) 島田市北部体育館の開設 

  市立北中学校が、令和３年３月末をもって統合されたことから、跡地利用として、５

月１日より体育館を「島田市北部体育館」の名称で社会体育施設として開設した。 



 

 

  名称：島田市北部体育館 

  位置：島田市相賀 2510番地の１ 

  施設：中型フロア 745.16㎡（バスケットボールまたはバレーボール各２面） 

 

(2) 川根体育館浄化槽修繕工事 

  浄化槽の破損により汚水が漏出していることから、漏水防止の修繕工事を行った。 

【予算額】 3,982,000 円 【工事内容】浄化槽修繕工一式 

  【契約金額】3,619,000 円 【工  期】令和 3年 12月 9日～令和 4年 2月 25日 

 

２ 田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場「島田ゆめ・みらいパーク」 

 

令和元年度に完成した施設に必要な安全施設を整備した。 

 

(1) 放送設備設置工事 

  利用者の安全設備として、非常時ほかのための場内の放送設備を設置した。 

【予算額】 2,893,000 円 【工事内容】放送設備工一式（2 カ所、計 4台） 

  【契約金額】2,453,000 円 【工  期】令和 3年 12月 23日～令和 4年 2月 25日 

 

３ 横井運動場公園・大井川緑地等 

 

  島田球場及び大井川緑地、社会体育施設各施設の、施設及び備品の管理、及び芝生等の育成

管理・植栽の剪定等、常に良好な状態に保つよう管理を実施し利用者の利便性や安全性の向

上を図る。 

 

(1) 島田球場内野スタンド防水塗装工事 

  躯体の耐久性に影響のある、雨漏りに対し、防水塗装工事を行った。 

  【予算額】 35,981,000 円 【工事内容】防水塗装工 A=1,350m2 

  【契約金額】35,519,000 円 【工  期】令和 3年 11月 18日～令和 4年 2月 25日 

 

(2) マラソンコース清掃業務委託 

  スリップ事故が発生している、大井川マラソンコース内のウレタン舗装部について、

清掃作業を行った。 

  【予算額】 4,100,000 円 【業務内容】清掃業務 L=2,000ｍ・W=3.2ｍ 

  【契約金額】3,850,000 円 【工  期】令和 3年 5月 6日～7月 30日 

 

《 スポーツ施設の管理 》 

 

１ 総合スポーツセンター「ローズアリーナ」外３施設 

 

  平成 22 年の総合スポーツセンター供用開始以降、総合スポーツセンター外３施設を、

指定管理者制度により管理運営している。  

 

  【指定管理料】 65,801,600 円（令和 3年度） 

  【指定管理者】 報徳・サン・シンコーグループ 代表企業 ㈱スポーツプラザ報徳 

  【業務内容】 

・業務箇所  ・総合スポーツセンター・中央公園庭球場・中央公園親子プール 



 

 

・伊太庭球場 

・指定期間  平成 30年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 （5 年間） 

・指定管理料 329,008,000 円（5年間） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供、各施設の維持

管理（施設の管理点検、清掃、修繕） 

 

２ 田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場「島田ゆめ・みらいパーク」 

 

  令和元年度に完成した、田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場「島田ゆめ・

みらいパーク」を、「島田市田代の郷温泉」と一体的に指定管理者制度による管理運営

を行う。民間のノウハウにより、自主事業を実施するほか、利便性や利用率の向上、及

び経費の削減を図った。 

 

 【指定管理料】 ０円（令和 3年度） 

 【指定管理者】 静岡ビル保善（株） 

 【業務内容】 

・業務箇所  田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場 

（島田市伊太１番地の６） 

・指定期間  令和 3年 4月 1 日～令和 6年 3月 31日（3年間） 

・指定管理料 ０円（3年間） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供 

各施設の維持管理（施設の管理点検 芝生育成管理等 除草・立木剪

定・清掃・修繕） 

 

「島田ゆめ・みらいパーク」オープン１周年 

令和 2 年 6 月 6 日（土）にオープンした「島田ゆめ・みらいパーク」が、本年 6 月 6 

日（日）に 1周年を迎えた。 

※入場者数推計 （駐車台数による推計値） 

   令和 2年 11月 25日：入場者数推計 10 万人達成 

     令和 3年 5月 25日：入場者数推計 20 万人達成 

 

３ 横井運動場公園・大井川緑地等 

 

  令和 3年度から指定管理者制度を導入し、民間のノウハウにより、自主事業を実施する

ほか、利便性や利用率の向上、及び経費の削減を図った。 

 

  【指定管理料】 75,000,000 円（令和 3年度） 

  【指定管理者】 （株）特種東海フォレスト 

  【委託内容】 

・対象施設  ①横井運動場公園 ②大井川緑地 ③谷口スポーツ広場 ④大井川さ

くら緑地 ⑤島田市金谷体育センター ⑥かなや大井川緑地 

・指定期間  令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31日（5年間） 

但し、⑤島田市金谷体育センターのみ、令和 3 年 4月 1日～令和 5年

3 月 31日 

・指定管理料 333,500,000 円（5年間） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供 



 

 

       各施設の維持管理（施設の管理点検 芝生育成管理等 除草・立木剪 

定・清掃 簡易修繕） 

 

《 スポーツ施設の新型コロナウィルス感染拡大防止対策 》 

 

１ 使用制限 

 

  新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、「まん延防止等重点措置の適用」及び「緊

急事態宣言の発令」に伴い、市内スポーツ施設（社会体育施設・学校体育施設）におけ

る利用時間の短縮(午後８時迄)のほか、利用者の感染防止対策の徹底を呼び掛けた。 

 

  【対策の経過】 

  (1) 8月 18日(水)～8月 19日(木) 

     ・島田市に「まん延防止等重点措置の適用」 

    ・スポーツ施設の利用時間の短縮（午後 8時迄） 

    ・利用者への感染防止対策の徹底の呼び掛け。 

  (2) 8月 20日(金)～9月 12日(日) 

     ・静岡県に「緊急事態宣言の発令」 

    ・スポーツ施設の利用時間の短縮（午後 8時迄） 

    ・利用者への感染防止対策の徹底の呼び掛け。 

  (3) 9月 13日(月)～9月 30日(木) 

     ・静岡県に「緊急事態宣言の発令」の延長 

    ・スポーツ施設の利用時間の短縮（午後 8時迄） 

    ・対策は、上記(2)と同様。 

  (4) 令和 4年 1月 27 日(木)～2月 20日(日) 

     ・島田市に「まん延防止等重点措置の適用」 

    ・スポーツ施設の利用時間の短縮は無し。 

    ・期間中の利用に係る新規予約受付の停止。 

    ・利用者への感染防止対策の徹底の呼び掛け。 

  (5) 令和 4年 2月 21 日(月)～3月 6日(日) 

     ・島田市に「まん延防止等重点措置の適用」延長① 

    ・対策は、上記(4)と同様。 

  (6) 令和 4年 3月 7 日(月)～3月 21日(月・祝) 

     ・島田市に「まん延防止等重点措置の適用」延長② 

    ・対策は、上記(4)と同様。 

  ※島田ゆめ・みらいパークは、上記(1)～(6)の期間において、休場した。 

 

２ 施設整備 

 

  新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、「新型コロナウィルス感染症対応地方創

生臨時交付金」事業により、非接触体温計等の施設整備を行った。 

 

  【対策の内容】  

 (1) サーモグラフィーカメラ等購入 

   ・設置施設（数量）：ローズアリーナ（2基）、島田球場（1 基）、金谷体育センター

（1基） 



 

 

 (2) パーテーション購入 

   ・設置施設（数量）：ローズアリーナ（3箇所・計 23台） 

 

《 スポーツ施設の利用実績》 

 

１ 横井運動場公園・大井川緑地・金谷体育センター・北部体育館・川根地区 等 

 

年度 使用人数（人） 

令和２年度…① ３７７，２４５ 

令和３年度…② （見込み） ４１６，７９４ 

差（②-①） ３９，５４９ 

差（%）  １０．４８％ 

 

２ 総合スポーツセンター「ローズアリーナ」外３施設 

 

年度 使用人数（人） 

令和２年度…① ２５５，０４２ 

令和３年度…② （見込み） ２９６，７５９ 

差（②-①） ４１，７１７ 

差（%） １６．３６％ 

 

３ 学校体育館・ナイター施設 

 

年度 使用人数（人） 

令和２年度…① １７８，３７６ 

令和３年度…② （見込み） １６５，７２９ 

差（②-①） ▲１２，６４７ 

差（%） ▲７．０９％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【令和４年度 スポーツ振興事業 実施計画】 

 

《市民スポーツの振興》 

 

１ スポーツ教室等事業 

 

  「市民ひとり１スポーツ」を目標に掲げ、子どもから高齢者まで幅広い市民が参加でき

る生涯スポーツを推進するため、ニュースポーツ教室や講習会を開催する。 

  また、新たにパラリンピックで注目を集めた「ボッチャ」をニュースポーツ教室に取り

入れ、パラスポーツの普及に取り組む。 

  (1)予定回数  年間 70回 

  (2)場  所  ローズアリーナ、金谷体育センター、川根体育館、川根地区センター 

初倉中学校、北部体育館 

 (3)時  間  19 時 30分～21時 00分  

※室内ペタンク  9:30～11:00（ローズ、金体） 

※ママさん教室 19:10～20:30 

  (4)参加資格  市内に在住、在勤の一般の方 

  (5)指導者数  ３～４人(スポーツ推進委員) 

  (6)実施方法  １期ごとに参加者を募集し、参加費（１回あたり 200円で算出）を徴収する。 

   ※但し、教室以外の講習会・練習会は無料とする。 

  (7)実施計画 （種目、回数等） 

種 目 期数 回数 

ワンバウンドふらば～るバレーボール 5期 20回 

〃       練習会 1期 1回 

ニュースポーツ教室(複数種目) 4期 12回 

トランポウォーク(男のﾄﾗﾝﾎﾟ含) 4期 18回 

ママさんスポーツ教室(複数種目) 2期 10回 

室内ペタンク練習会 3期 3回 

【新】ボッチャ教室 3期 6回 

合 計 22 期 70回 

  (8)その他 新型コロナウイルスの影響により延期となっていたパラスポーツのボッ

チャ教室を令和４年度から実施していく予定。 

 

２ スポーツ大会 

 

  別紙、令和４年度大会日程のとおり 

 

 〇市主催大会 

日時 大会名 会場 

７／10(日) 
みんなで歩こう！トランポウォーク 

(参加人数を 100名に限定して規模縮小して実施する予定) 
ローズアリーナ 

９／25(日) 市民ペタンク大会       (詳細は今後検討予定) ローズアリーナ 



 

 

12／18(日) 
市民ワンバウンドふらば～るバレーボール大会 

(詳細は今後検討予定) 
ローズアリーナ 

１／１(祝) みんなで走ろう！元日マラソン (詳細は今後検討予定) リバティ 

 

〇その他のスポーツ大会 

  ・10／９(日) 県民スポーツ・レクリエーション祭 

   「ニュースポーツふれあいフェスタ 2022」＆ ｢島田パラスポーツパーク」 

    会場：ローズアリーナ 

    主催：静岡県、静岡県レクリーエーション協会 

    協力：静岡県障害者スポーツ協会 

 

３ 派遣事業 

 

  各地域や団体から、スポーツ指導員の派遣依頼があった際は、スポーツ推進委員を派遣

する。 

 

４ ジュニアスポーツクラブ事業 

 

  (1)予定回数   年間各 20回程度 

  (2)時  間   ２時間程度 

  (3)種目及び場所 陸上（陸上競技場）、水泳（ローズアリーナ）、ミニバス（三小）、 

 バレーボール（五小）、硬式テニス（伊太庭球場） 

  (4)定  員    各教室とも 30人程度 

  (5)参加資格    市内在住の小学４年～６年生 

  (6)指導者数    ４人～10人（市内競技団体に所属する講師） 

  (7)実施方法     年度初めに参加者を募集し、参加費（１期 20 回：4,000 円）を徴収す

る。 

           ※硬式テニスのみ（１期 10回：2,000円） 

   また、指導をいただいている競技団体には市から謝礼をする。 

  (8)備  考 硬式テニスは、出来るだけ希望する多くの児童に体験してもらえる

ように 10回の講座を２期(春・秋)で開催する。 

 

５ 学校プール開放事業 

 

   市内小学校 15校で、各校６日間ずつ、夏休みのプール開放を実施する予定。 

 

６ スポーツで優秀な成績を収めた方の賞揚 

 

  全国大会に出場するなど、スポーツで優秀な成績を収めた者を賞揚する。 

  ・全国大会等出場者に対する報奨金事業 

  ・小中学生に対する島田市スポーツ賞表彰事業 

 

７ スポーツ関係団体への支援 

 

  ＮＰＯ法人化した島田市スポーツ協会の活動を支援していくと共に、島田市スポーツ少



 

 

年団本部の活動を引き続き支援していく。 

８ スポーツ振興推進計画の策定 

 

  島田市のスポーツ振興については、第２次総合計画の中で、「生涯スポーツを楽しむ人

を増やす」と示している。この総合計画に位置づけたスポーツ振興施策をより体系的・計

画的・具体的に推進するため、平成 25～34年度までの 10年間を見据えた「スポーツ振興

推進計画」を策定している。 

  これは、スポーツ基本法に基づき、島田市が生涯スポーツ社会の実現、また、スポーツ

を通じたひと・まちづくりを目指すため、文部科学省が策定した「スポーツ立国戦略」、

「スポーツ基本計画」、静岡県が策定した「静岡県スポーツ推進計画」を参酌して策定し

ている。現在の計画期間は、令和４年度（2022 年）」までとなっているため、令和４年度

中に策定する。 

 

９ その他の主な事業 

 

  (1)姉妹都市スポーツ少年団交流事業（島田市スポーツ少年団主催事業） 

  島田市・氷見市・大町市の３市スポーツ少年団が、スポーツを通して交流を行う。 

開催日：未定 

   開催地：富山県氷見市 

  (2)第 23 回しずおか市町対抗駅伝競走大会 

開催日：令和４年 12月３日（土） 

   コース：県庁本館前⇒草薙運動場 総距離 42.195km  

全 12 区間(出場選手 12名)  

  (3)野馬追いの里健康マラソン 及び みらい夢こども交流事業（予定） 

開催日：令和３年 12月３日（土）、12月４日（日）予定 

宿泊先：福島県南相馬市 

   参加者数：小学生５～６人予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【令和４年度 スポーツ施設事業 実施計画】 

 

《 スポーツ施設の整備 》 

 

１ 社会体育施設 

 

  各社会体育施設の施設及び備品の管理、及び、芝生等の育成管理・植栽の剪定等、常に

良好な状態に保つよう管理を実施し利用者の利便性や安全性の向上を図る。 

 

(1) 岸スポーツ広場立入防止柵修繕工事 

  柵の老朽化により、機能が低下し、倒壊の危険性もあることから、修繕工事を行う。 

  【予算額】1,711,000 円 【工事内容】フェンス撤去・据工事 L=123ｍ（東・北面） 

   【工 期】令和 4 年 6月～令和 4年 9月（予定） 

 

２ 総合スポーツセンター「ローズアリーナ」外３施設 

 

 ローズアリーナほか３施設の施設及び備品の管常に良好な状態に保つよう管理を実施

し利用者の利便性や安全性の向上を図る。 

 

(1) 島田市総合スポーツセンター非常用発電機蓄電池取替工事 

  利用者の安全設備として、非常時の電源確保のために、発電機の経年劣化した蓄電池

の取替を行う。 

  【予算額】1,056,000 円 【工事内容】蓄電池交換 N=4個 

   【工 期】令和 4 年 5月～令和 4年 8月（予定） 

 

３ 横井運動場公園・大井川緑地等 

 

  島田球場及び大井川緑地、社会体育施設各施設の、施設及び備品の管理、及び芝生等の

育成管理・植栽の剪定等、常に良好な状態に保つよう管理を実施し利用者の利便性や安

全性の向上を図る。 

 

(1) 島田球場内野スタンド防水塗装工事（第２期工事） 

  躯体の耐久性に影響のある、雨漏りに対し、防水塗装工事を行う。令和３年度に実施

した 1,752㎡の残部分である、937㎡について工事を行う。 

  【予算額】20,977,000 円 【工事内容】防水塗装工 A=937m2 

   【工 期】令和 4 年 11月～令和 5年 2 月（予定） 

 

《 スポーツ施設の管理 》 

 

１ 総合スポーツセンター「ローズアリーナ」外３施設 

 

(1) 平成 30年 4月 1 日～令和 5年 3月 31日 （5年間） 

  平成 22 年の総合スポーツセンター供用開始以降、総合スポーツセンター外３施設を、

指定管理者制度により管理運営している。  

 



 

 

  【指定管理料】 65,801,600 円（令和 4年度） 

  【指定管理者】 報徳・サン・シンコーグループ 代表企業 ㈱スポーツプラザ報徳 

  【業務内容】 

・業務箇所  ・総合スポーツセンター・中央公園庭球場・中央公園親子プール 

・伊太庭球場 

・指定期間  平成 30年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 （5 年間） 

・指定管理料 329,008,000 円（5年間） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供、各施設の維持

管理（施設の管理点検、清掃、修繕） 

 

(2) 次期：令和 5年 4 月 1日～令和 10年 3 月 31日 （5年間 予定） 

  令和５年度以降は、総合スポーツセンター等３施設は、中央公園等の施設と一体的な管

理を行うため、今年度に次期指定管理者の選定を行う。 

 

  【スケジュール】  8月 指定管理者募集の告示 

          10 月 指定管理者選定委員会 

          11 月 候補者選定の議決 

           3月 協定書締結 

  【業務内容】 

・業務箇所  ① 総合スポーツセンター・中央公園庭球場・中央公園親子プール 

・伊太庭球場 

           ② 島田市ばらの丘公園 

           ③ 中央公園 

           ④ 中央公園ミニ鉄道施設 

・指定期間  令和 5年 4月 1 日～令和 10年 3月 31日 （5 年間 予定） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供、各施設の維持

管理（施設の管理点検、清掃、修繕、ばらの栽培及び展示 ほか） 

 

２ 田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場「島田ゆめ・みらいパーク」 

 

  令和元年度に完成し、令和 2年 6 月 6日にオープンした、田代の郷多目的スポーツ・レ

クリエーション広場「島田ゆめ・みらいパーク」を、「島田市田代の郷温泉」と一体的に

指定管理者制度による管理運営を行う。民間のノウハウにより、自主事業を実施するほ

か、利便性や利用率の向上、及び経費の削減を図る。 

 

 【指定管理料】 ０円（令和 4年度） 

 【指定管理者】 静岡ビル保善（株） 

 【業務内容】 

・業務箇所  田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場 

（島田市伊太１番地の６） 

・指定期間  令和 3年 4月 1 日～令和 6年 3月 31日（3年間） 

・指定管理料 ０円（3年間） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供 

各施設の維持管理（施設の管理点検 芝生育成管理等 除草・立木剪

定・清掃・修繕） 

 



 

 

３ 横井運動場公園・大井川緑地等 

 

  指定管理者制度による管理運営を行う。民間のノウハウにより、自主事業を実施するほ

か、利便性や利用率の向上、及び経費の削減を図る。 

 

  【指定管理料】 75,000,000 円（令和 4年度） 

  【指定管理者】 （株）特種東海フォレスト 

  【委託内容】 

・対象施設  ①横井運動場公園 ②大井川緑地 ③谷口スポーツ広場 ④大井川さ

くら緑地 ⑤島田市金谷体育センター ⑥かなや大井川緑地 

・指定期間  令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31日（5年間） 

但し、⑤島田市金谷体育センターのみ、令和 3 年 4月 1日～令和 5年

3 月 31日 

・指定管理料 333,500,000 円（5年間） 

・業務内容  施設の管理業務、利用許可、利用者へのサービス提供 

       各施設の維持管理（施設の管理点検 芝生育成管理等 除草・立木剪 

定・清掃 簡易修繕） 

 

《 施設予約システムの運用 》 

 

１ 施設予約システム 

 

  島田市はデジタルを活用した行政業務の効率化、市民・事業者の利便性向上を進めてい

る。令和２年度に、新型コロナウイルス感染症に係る国の臨時交付金を活用し、対面業

務削減を目的に、施設予約システムを導入した。令和３年８月１日（10月使用分）から

施設予約システムを運用している。また、利用者間の調整の場として「利用者調整会議」

を開催している。 

 

  【業務内容】 

○対象施設 学校屋内体育施設、夜間照明施設、社会体育施設（ローズアリーナ・横井運

動場公園・大井川緑地・金谷体育センター・かなや大井川緑地等） 

〇スケジュール ■予約システムの運用 

①市内学校体育館  施設予約システム 稼働（申請開始） 

令和３年８月１日（日）～運用中 

②市内ナイター施設 施設予約システム 稼働（申請開始） 

令和３年９月１日（水）～運用中 

③社会体育施設   施設予約システム 稼働（申請開始） 

令和４年４月１日（金）～一部運用予定 

■学校体育館・ナイター施設利用者会議 

①令和 4年度 地区別調整会議（第 1回） 

７月１日（金）～７月 20日（水） 中学校区毎、全８回 

対象：定期利用予定者 

         ②令和 4年度 利用者代表者会議（予定） 

12月８日（木）19:00   

対象：市内 42施設の調整会議の代表者 

         ③令和 4年度 地区別調整会議（第 2回） 



 

 

１月６日（金）～１月 24日（火） 中学校区毎、全８回 

対象：定期利用予定者 

 


