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基本目標 １ 生涯スポーツに親しむひとを育てる 

基本方針 （１） 身近なスポーツ機会・情報の提供 

基本方針詳細 

（１）－１ 身近なスポーツ機会の提供 

 生涯スポーツを通じた健康づくりの重要性が高まりつつあるため、全ての市民が各々の関心・適性などに応じて日常的にスポーツに親しむための活動に参画できるように、また、新しくスポー

ツを始めるきっかけとなるように、身近なスポーツ機会を提供します。 

具体的施策 ① スポーツ大会・イベントの充実 

具体的内容 
 鯖江市が中心となって開催している全市的なスポーツ大会・イベントについては、より多くの市民が興味・関心を持ち、参加者、運営者、応援者、ボランティアなど様々な形で気軽に参加しや

すくなるように、その内容や運営に工夫・改善を加えます。 

具体的展開 

①つつじマラソンの開催 

②鯖江市民体育大会の見直し・充実⇒２２種目で開催しているが、各地区がより参加しやすくなる種目をとりいれたり、現行種目も見直す。（Ｈ２１ショートテニス、Ｈ２２マレットゴルフ） 

③市長杯など各種スポーツ大会の開催 

④鯖江市民スポーツふれあい事業の拡大・充実⇒１０月をスポーツ強化期間として、各地区でウォーキングなどのイベントを実施したり、総合体育館でも全市民を対象にイベントを行う。 

年度ごとの活

動実績・活動状

況 

事業主体 市スポーツ課 市体育協会 さばえスポーツクラブ 東陽スポーツクラブ 鯖江北コミュニティースポーツクラブ 

24 年度 

①つつじマラソン 

陸上競技場公認コース ２１種目 

申込人数３,７８９人、完走者数３,４

７３人 

②鯖江市民体育大会 20 種目、公開

1 競技 

③市長杯など各種スポーツ大会（体

操、ソフトボール他）全 27 大会 

④・鯖江市民スポーツふれあい事業

（総合体育館等 1.630 名、地区スポー

ツふれあい DAY 2,117 人） 

・地区体育大会 ・市民なわとび大会 

800 名 ・市民ボーリング大会 

・体育協会加盟団体 60 団体（地区体

協 10 地区、種目団体 43 団体、総合

型 3 クラブ、スポーツ推進委員、学

校体育研究部、中学校体育連盟、スポ

ーツ少年団） 

・H24 市長杯他ｽﾎﾟｰﾂ活動参加者総

数述べ 34,731 人 

①つつじマラソンでの手荷物係等の

ボランティアスタッフを派遣した。 

①給水所協力 ④なぎなた交流大会、ボウリング大

会、野球交流大会、鯖北杯フットサル

大会、スポーツクラブ共催スポーツフ

ェスタ 

25 年度 

①つつじマラソン 

陸上競技場公認コース ２１種目 

申込人数３,８８０人、完走者数３,４

７３人 

②鯖江市民体育大会 21 種目 

・鯖江市民体育大会の見直し・充実（得

点制度の見直し） 

③市長杯など各種スポーツ大会（体

操、ソフトボール他）全 27 大会 

④・鯖江市民スポーツふれあい事業

（総合体育館等 2,133 名、地区スポー

ツふれあい DAY 1,649 人） 

・地区体育大会 ・市民なわとび大会 

900 名 ・市民ボーリング大会 

・体育協会加盟団体 60 団体（地区体

協 10 地区、種目団体 43 団体、総合

①つつじマラソンでの手荷物係等の

ボランティアスタッフを派遣した。   

④間部の殿様ふるさとウォーキング

に、リスタートフレッシュアップ事業

で生まれたノルディックウォークが

初参加。総合型クラブと地区公民館の

連携が始まった。 

①給水所協力 ④なぎなた交流大会、ボウリング大

会、野球交流大会、鯖北杯フットサル

大会 
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型 3 クラブ、スポーツ推進委員、学

校体育研究部、中学校体育連盟、スポ

ーツ少年団） 

・H25 市長杯他ｽﾎﾟｰﾂ活動参加者総数

述べ 35,239 人 

26 年度 

①つつじマラソン 

陸上競技場公認コース ２１種目 

申込人数３,８５６人、完走者数３,４

８４人 

②鯖江市民体育大会 20 種目 

③市長杯など各種スポーツ大会（体

操、ソフトボール他）全 27 大会 

④・鯖江市民スポーツふれあい事業

（総合体育館等 1,902 名、地区スポー

ツふれあい DAY 1,353 人） 

・地区体育大会 ・市民なわとび大会 

800 名 

・市民ボーリング大会 

・体育協会加盟団体 61 団体（地区体

協 10 地区、種目団体 44 団体、総合

型 3 クラブ、スポーツ推進委員、学

校体育研究部、中学校体育連盟、スポ

ーツ少年団） 

・H26 市長杯他ｽﾎﾟｰﾂ活動参加者総数

述べ 35,240 人 

①つつじマラソンでの手荷物係等の

ボランティアスタッフを派遣した。   

④間部の殿様ふるさとウォーキング

に、リスタートフレッシュアップ事業

で生まれたノルディックウォークが

参加。 

①給水所協力 ④なぎなた交流大会、ボウリング大

会、野球交流大会、鯖北杯フットサル

大会、スポーツクラブ共催スポーツフ

ェスタ、ウオーキング（三国日本海ハ

イウオークに参加） 

27 年度 

①つつじマラソン 

陸上競技場公認コース ２１種目 

申込人数３,８２１人、完走者数３,４

９８人 

②鯖江市民体育大会 20 種目 

③市長杯など各種スポーツ大会（体

操、ソフトボール他）全 27 大会 

④・鯖江市民スポーツふれあい事業

（総合体育館等 2,133 名、地区スポー

ツふれあい DAY 1,649 人） 

・地区体育大会 ・市民なわとび大会 

900 名 ・市民ボーリング大会 

・大相撲鯖江場所の開催 

・体育協会加盟団体 62 団体（地区体

協 10 地区、種目団体 45 団体、総合

型 3 クラブ、スポーツ推進委員、学

校体育研究部、中学校体育連盟、スポ

ーツ少年団） 

・H27 市長杯他ｽﾎﾟｰﾂ活動参加者総数

述べ 30,697 人 

①つつじマラソンでの手荷物係等の

ボランティアスタッフを派遣した。   

①つつじマラソン開会式にてキッズ

ダンス「レガル」の子供達が国体ダン

スを披露した。 

④間部の殿様ふるさとウォーキング

に、リスタートフレッシュアップ事業

で生まれたノルディックウォークが

参加。 

①給水所協力 ④なぎなた交流大会、ボウリング大

会、野球交流大会、鯖北杯フットサル

大会、鯖北ＣＳＣスポーツフェスタ、

ウオーキング（若狭さとうみパークに

参加） 

28 年度 

①つつじマラソン 

陸上競技場公認コース ２１種目 

申込人数３,３７９人、完走者数３,０

５７人 

②鯖江市民体育大会 20 種目 

③市長杯など各種スポーツ大会（体

操、ソフトボール他）全 27 大会 

④・鯖江市民スポーツふれあい事業

①つつじマラソンでの手荷物係等の

ボランティアスタッフを派遣した。   

④間部の殿様ふるさとウォーキング

に、リスタートフレッシュアップ事業

①給水所協力 ④なぎなた交流大会、ボウリング大

会、野球交流大会、鯖北杯フットサル

大会、鯖北ＣＳＣスポーツフェスタ 
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（総合体育館等 1,716 名、地区スポー

ツふれあい DAY 1,695 人） 

・地区体育大会 

・体育協会加盟団体 62 団体（地区体

協 10 地区、種目団体 45 団体、総合

型 4 クラブ、スポーツ推進委員、学

校体育研究部、中学校体育連盟、スポ

ーツ少年団） 

で生まれたノルディックウォークが

参加。 

これまでの進捗状況のまとめ 

年々着実に人気が高まり、平成２４年

度以降は申込が３,７００人を超える

大きな大会となっている。なお、平成

２８年度に関しては、開催期日がゴー

ルデンウィーク最終日と重なったこ

と、また、総合体育館が耐震補強工事

で利用できなかったことが影響し、申

込が減少したものと考えられる。 

市より６事業（体育協会育成事業、県

民スポーツ祭参加事業、市民ふれあい

事業、村上市交流事業、各種スポーツ

大会開催事業、市民体育大会開催事業

に村監視）を一括して交付金事業とし

て体育協会が実施しており、協会の加

盟団体のほか関係団体の協力を得て、

順調に実施されている。 

つつじマラソンは毎年継続的に実施。

ふるさとウォーキングも定着してき

た。 

 上記５大会については定着したが、参

加人数、内容については検討の余地あ

り、改善策が必要。 

今後の課題 

参加者数ベースで３,０００人を超え

た平成２１年ころから、スタート時間

設定・コース設定などの技術的問題、

トイレ・参加者用駐車場の不足など、

ソフト・ハードの両面で運営上の課題

が生じており、種目やコースの設定、

会場配置等、あらかじめ時間をかけて

検討する必要がある。 

多くの事業が実施されているが、さら

に多世代、多志向を取り入れる工夫が

求められている。 

 鯖江市が中心となって開催している

全市的なスポーツ大会・イベントに参

加出来るよう、運営に工夫・改善を加

えます。 

大会参加者の増大、新規種目の大会開

催企画 

新たな具体的展開 

気候・天候に恵まれた時期に行われる

大会として定着しており、参加者の評

価もおおむね好意的であることから、

基本的な運営方針は継続しつつ、参加

者数の増加にも対応できるよう、片道

でのコース設定についても、関係者間

で可能性を検討していく。 

ニュースポーツ団体などを体育協会

の加盟団体として積極的に受け入れ、

幅広い年齢層を対象とした取り組み

に努めている。 

 今後の課題に同じ 従来、個々のサークルで開催していた

大会（たとえば柔道大会など）を、鯖

北杯として、充実を図る。 

中間評価（効果・有効性等） 
進捗状況 

の評価 
Ｂ 

今後の 

方向性の 

確認 

内容改善 
推進委員 

会の提言 

つつじマラソンについて、障害者の方でハーフを走れる実力のあるものが走れていない現状は改善すべきでは、国体を

見据えて取り組んでいくべきでは。 

 


