Ⅴ 生涯スポーツ
１ 生涯スポーツ推進
（１）スポーツ行政の計画的な推進
本市では、「生涯スポーツ社会」の実現を目指し、平成 13 年３月に「豊田市生
涯スポーツプラン」を策定し、その後、平成 17 年４月の市町村合併等の環境変
化や子どもの体力低下等の課題を踏まえて、平成 24 年３月に「第２次豊田市生
涯スポーツプラン」を策定し、引き続き取り組んできました。
今後は、ラグビーワールドカップ 2019 や、2020 東京オリンピック・パラリ
ンピック開催が予定され、スポーツに対する市民の関心がますます高まることが
期待されます。そうした状況の中、第８次豊田市総合計画（平成 29 年３月策定）
及び第３次豊田市教育行政計画（平成 30 年３月策定）を上位計画として、国の
「第２期スポーツ基本計画」や、愛知県の「いきいきあいち スポーツプラン」
との整合性を図りながら、平成 30 年３月に策定した「第３次豊田市生涯スポー
ツプラン・行動計画」に基づき、「生涯スポーツのまち豊田」の実現を目指しま
す。
（２）重点的な取組
①子どもの体力向上に向けた取組
スポーツの楽しさを広める機会を充実させるとともに、学校、家庭、 地
域が連携してスポーツに親しめる環境の整備に取り組みます。
・こども園等でのＣＯＴの推進
・スポーツ少年団活動支援
・中学校部活動の支援
・地域スポーツクラブ教室事業への支援
②高齢者の健康づくりの推進
超 高齢社会を迎えたいま、高齢者のスポーツ習慣化を推進し、日々を健
康に 過ごすための体力増進を図ります。同時に、スポーツを通じて、健康
で充実した人生を送れるような取組を推進していきます。
・ウオーキングの推進
・コグニサイズ ※ の推進
・ラジオ体操の推進
・マレットゴルフ等の高齢者スポーツの推進
※コグニサイズ/運動と認知トレーニングを組み合わせた認知症予防の取組
③地域スポーツの推進
ウ オーキング等の気軽な運動を地域で実施することで、スポーツ実施率
の向上につなげていきます。また、スポーツを通じて地域住民がつながり、
スポ ーツの楽しさを他者と共有することで、地域住民間の絆を強め、地域
力の向上を図ります。
・地域スポーツクラブ事業の支援
・地域でのウオーキング活動の推進
・スポーツ推進委員等の活動支援
・ヘルスサポートリーダーの活動支援
・体力測定の推進
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④トップレベルのスポーツイベントの開催
国 際大会や国内最高峰の大会など、市民が観戦・観覧したいと思う魅力
的な スポーツイベントの開催や誘致に努めます。また、これらのイベント
開催 時に体験会等をするなど、スポーツ実施の向上につながる取組を進め
ます。
・豊田スタジアムでの大会の開催
・スカイホール豊田での大会の開催
・大規模大会の誘致
・大規模大会における体験会等の開催
⑤地元スポーツチーム及びアスリートの応援
市 内のスポーツチームや本市ゆかりのトップアスリートと身近に触れ合
う機 会や、選手の活躍を情報提供し、市民が地元チームやゆかりの選手の
活躍を楽しみながら応援する機運を醸成します。
・わがまちアスリートの応援と情報発信
・本市ゆかりのトップアスリート・チームの応援と情報発信
・身近なアスリートへの支援と情報発信
・グランパスホームタウン事業の実施
・MIRAIへつなぐ「夢の教室」in豊田の開催
⑥大学や企業と連携した地域スポーツクラブの強化
地域に根付いた地域スポーツクラブが、より幅広い市民に向けて、ス ポ
ーツ 機会を提供できる団体となり、活動の幅を広げられるように、各地域
スポ ーツクラブが加入する組織を設立し、大学・企業等の地元団体と連携
できる仕組みを構築します。
・（仮）スポーツクラブ連合会の設立
・（仮）スポーツクラブ連合会事業の推進
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２ （公財）豊田市体育協会
当協会は、平成２９年に策定されました第３次豊田市生涯スポーツプラン行動計画と
整合性を図りながら、
「芽ざそう スポーツのまち とよた」をモットーに、各加盟競技
団体及び地域スポーツクラブと生涯スポーツのまちを目指してスポーツ振興に取り組ん
でいます。
各種事業の実施に当たっては、豊田市が推進する『ＷＥ ＬＯＶＥ とよた』の理念
の下、スポーツが持つ可能性を広げるため、優れた人材やスポーツ施設を有するトヨタ
自動車株式会社、中京大学、株式会社豊田スタジアム、文化と観光の視点を持った豊田
商工会議所や一般社団法人ツーリズムとよたなどの諸団体と連携を深めながら、
「する、
楽しむ、支える」の視点でスポーツの振興を図ります。
主な事業

市民のニーズに合わせ
た様々なスポーツを実
施する機会と場を提供
する事業

市民にスポーツを観戦
する機会を提供する事
業

スポーツに関する環境
整備及び活動支援事業

（１）スポーツ大会等の実施
①市民総合体育大会
②市民選手権大会
③豊スタリレーマラソン ６月１日（土）
④第４０回記念豊田マラソン大会 １１月１７日（日）
⑤豊田市民駅伝＆地区対抗駅伝 未定
⑥豊田健康体操フェスティバル ２月８日（土）
⑦五ケ丘グラウンドゴルフ大会等 随時
（２）スポーツ教室等の実施
①種目別スポーツ教室（加盟団体実施教室）
②健康づくり教室など
③中京大学教室等（大学の施設、人材等と連携して行う事業）
（３）スポーツ施設管理運営
①スカイホール豊田
②豊田市運動公園
③毘森公園
④五ケ丘運動広場
⑤河川敷公園運動広場等
（１）競技会誘致事業
Ｖリーグ（女子）バレーボール 始め９事業
（２）協力事業
ラグビーワールドカップ２０１９ファンゾーン
始め１９事業
（１）助成事業
国際交流事業助成 始め１０事業
（２）スポーツ少年団育成事業
少年団カーニバル 始め２事業
（３）スポーツクラブ育成支援事業
地域スポーツ推進連携事業 始め６事業
（４）第１４回愛知県市町村対抗駅伝大会参加
（５）表彰事業
スポーツ功労者及び優秀選手の表彰

（１）広報活動事業
ホームページを活かした情報発信 始め４事業
スポーツに関する普
（２）ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ愛知・豊田開催支援
及・啓発・情報発信事業
（３）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催
に伴う機運醸成
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３

学校開放施設

学校開放とは、学校教育に支障のない範囲で、校庭、体育館その他の学校施設を利用
することができるものです。一部の学校を除き、市内の各小中学校で実施しております。
ただし、利用できる内容や種目など、実際の利用につきましては、学校の事情等により異
なる場合がありますので各学校へ、その他学校開放の制度に関することは、市スポーツ課
へお問い合わせください。

４

スポーツ施設一覧

（掲載施設：条例等で教育委員会所管施設として規定されている施設）
令和元年５月１日現在

施設名称

所在地

西部体育館

西新町 6-143

逢妻運動広場

西新町 6-133

石野運動広場

連絡先

電話番号

西部体育館

32-5541

東広瀬町舟木 1-4

石野交流館

42-1711

五ケ丘運動広場

五ケ丘 6-1

五ケ丘運動広場

88-5519

岩倉運動広場

岩倉町四ツ瀬 60

スカイホール豊田

31-0451

河合池運動広場

河合町 6-1

スポーツ課

34-6632

勘八漕艇庫

勘八町勘八 303-1

スポーツ課

34-6632

教職員会館テニスコート

保見町西古城 106

教職員会館

48-2351

東山体育センター

80-0195

古瀬間運動広場

古瀬間町鳥ケ峰 371-3 東山体育センター

80-0195

猿投コミュニティセンター

四郷町東畑 70-1

井郷交流館

45-4807

末野原運動広場

豊栄町 11-25

末野原交流館

26-6200

高岡運動広場

高岡町秋葉山 10-1

高岡コミュニティセンター

53-7771

高岡公園体育館

中田町川向 8

高岡公園体育館

54-0601

高橋運動広場

高橋町 3-100-1

高橋交流館

88-4887

スカイホール豊田

八幡町 1-20

スカイホール豊田

31-0451

豊田地域文化広場

西田町けやき 1

豊田地域文化広場

53-0671

保見運動広場

保見ケ丘 1-152

保見交流館

48-3403

保見マレットゴルフ場

広幡町中田 58-2

スポーツ課

34-6632

松平運動広場

大内町山ノ田 1-7

松平交流館

58-0073

若園運動広場

吉原町穴田１

スポーツ課

34-6632

東山体育センター、東山運動広場 宝来町 4-758-10
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施設名称

所在地

藤岡体育センター

藤岡飯野町仲ノ下 501

藤岡テニスコート

藤岡飯野町井ノ脇 401

藤岡総合グラウンド野球場

木瀬町徳万場 1151-3

藤岡運動広場

折平町松葉坂 507-3

藤岡山村広場

白川町池ノ平 1268-3

足助グラウンド

足助町真弓 5-1

連絡先

電話番号

藤岡体育センター

76-6060

石畳ふれあい広場

76-6577

足助トレーニングセンター

62-2546

足助テニスコート

足助町横枕 14-1

足助プール

足助町横枕 8

足助支所

62-0600

下山西部プール

下山田代町広見 4-2

下山支所

90-2111

旭総合体育館、旭武道場、旭弓道場

下切町平田 3014-1

旭総合体育館

68-2020

稲武夏焼グラウンド

夏焼町クルミサワ 112

豊田市シルバー人材センタ
ー稲武支所

82-3000

スカイホール豊田
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