
 

スポーツ振興課 

 

 

 

2016 リオデジャネイロ パラリンピック「パブリックビューイング」 

 

 

社会人野球チーム「春期合宿」（田辺スポーツパーク野球場） 

 



１．活動方針 

 

市民誰もが気軽にスポーツに親しみ、健康で豊かな生活が送れるよう、それぞれの体力や年齢に応

じて、自主的、継続的にスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の実現を目指し、各種スポ

ーツ関係団体との連携のもと、スポーツ大会等の実施、スポーツレクリエーション活動の普及、次代

を担う青少年（競技者）の健全育成のためスポーツ環境の整備等に努める。 

また、スポーツの普及と発展を図るため、体育連盟・協会等関係団体との連携を強化し、スポーツ

推進委員や指導者の育成・資質向上に努める。 

さらに、「田辺スポーツパーク」及び「市立弓道場」を中心に市内体育施設の利活用を促進するた

め、県内外からのスポーツ合宿や大会を誘致し、交流人口の増加と地域の活性化に向けた取り組みを

進める一方、安心・安全にスポーツ活動が実施できるよう老朽化した施設の整備・充実を図る。 

また、合気道開祖・植芝盛平翁生誕の地として、翁の偉大な足跡と偉業について、広く、正しく、

そして永く後世に伝えていくため植芝盛平翁顕彰事業活動に努める。 

 

 

２．活動内容 

 

【１】多様なスポーツの機会の充実 

 

（１）市民の競技力向上とスポーツの振興を図るため、市民体育祭、体育の日記念行事をはじめと

するスポーツ大会等の実施及び奨励に努める。 

■田辺市民体育祭、市民スポーツレクリエーション祭実行委員会との共催により、第 41 回市

民体育祭を開催する。 

■田辺市体育連盟等が行う体育の日記念行事、第 42 回市民なわとび大会等の支援を行う。 

■田辺市体育連盟との共催により、第 44 回新春田辺長距離走大会を開催する。 

■田辺市子どもクラブ育成協議会との共催により、第 22 回田辺市民駅伝大会・第 35 回田辺市

子どもクラブ駅伝大会を開催する。 

■関西実業団駅伝競走大会、本宮秘湯めぐり駅伝、近野山間マラソン等の開催支援を行う。 

 

（２）市民が気軽にスポーツに親しむことのできる環境を充実させるため、スポーツレクリエーシ

ョン活動の普及及び奨励に努める。 

■田辺市民体育祭、市民スポーツレクリエーション祭実行委員会との共催により、第 13 回市

民スポーツレクリエーション祭を開催する。 

■田辺市スポーツ推進委員協議会と連携し、ニュースポーツ教室を開催する。 

 

（３）次代を担う青少年（競技者）の育成のため、近畿・全国規模のスポーツ大会や、スポーツ少

年団の各種大会への参加支援及びトップアスリートとの交流事業等を実施する。 

   ■田辺市ジュニア駅伝実行委員会と連携し、第 17 回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会

に参加する。 

■小学校５年生を対象としたＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」を開催する。 



■近畿・全国規模のスポーツ大会に出場するジュニアチームの支援を行う。 

■第 48 回和歌山県スポーツ少年団総合競技大会参加の支援を行う。 

■パラリンピック競技ナショナルトレーニングセンター陸上競技強化拠点施設としての指定

に伴う強化指定選手の合宿に際し、障がい者スポーツの普及と地元地域との交流事業を実施

する。 

 

 

【２】スポーツ活動等の支援 

 

（１）スポーツの普及と発展を図るため、体育連盟・協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツ

クラブなどのスポーツ関係団体の活動を支援するとともに、各団体の連携強化に努める。 

■スポーツ関係団体（下記）の活動支援と団体間の連携強化に努める。 

◇田辺市体育連盟          32 団体 

◇龍神村体育協会          ８団体 

◇中辺路地区体育協会        ７団体 

◇大塔地区体育協会         ６団体 

◇本宮町体育振興会         ９団体 

◇田辺市スポーツ少年団       43 団体 

◇総合型地域スポーツクラブ     ４団体 

※ＮＰＯ法人会津スポーツクラブ、ＥＳスポーツクラブ、龍神スポーツクラブ、 

熊野本宮スポーツクラブ 

◇田辺市スポーツ推進委員協議会    57 名（スポーツ推進委員） 

 

（２）スポーツ指導者、スポーツ推進委員のさらなる資質向上のため、研修会及び講習会の実施、

研究協議会等に参加する。 

■田辺市体育連盟、田辺市スポーツ少年団との共催により、スポーツ指導者研修会を開催する。 

■総合型地域スポーツクラブ関係者、スポーツ少年団関係者、スポーツ推進委員等のクラブマ

ネージャー養成講習会をはじめとする各種講習会・研修会等を実施する。 

■和歌山県スポーツ推進委員研究協議会に参加する。 

 

（３）安心・安全にスポーツ活動を行う環境の向上のため、研修会の開催、ＡＥＤの設置や貸出、

スポーツ安全保険の加入促進等に取り組む。 

■田辺市体育連盟、田辺市スポーツ少年団との共催により、スポーツの安全に関する研修会を

開催する。 

■スポーツ施設へのＡＥＤの設置及び大会等開催時の貸出を行う。 

◇ＡＥＤ設置施設 

設置施設：田辺スポーツパーク、田辺市体育センター、市立武道館、大塔武道館、多目的

運動施設、神島台運動場、市立弓道場、文里テニスコート 

貸 出 用：田辺スポーツパーク、各教育事務所 

■スポーツ安全保険の加入促進に取り組む。 



（４）全ての競技者の励みとするとともに、市民をあげてその功績を称えるため、スポーツ賞をは

じめとするスポーツ分野における顕彰を行う。 

■国内外のスポーツ大会に出場し、優秀な成績を収めた市民又は本市出身者に対し、第 29 回

田辺市スポーツ賞を贈る。 

 

 

【３】スポーツ施設の利用促進及び老朽化したスポーツ施設の整備・充実 

 

（１）田辺スポーツパーク及び市立弓道場を中心に市内の社会体育施設の効率的な施設管理と利用

促進に努め、利用者の拡大、競技力の向上と競技人口の拡大を図る。 

 

（２）全国規模の大会誘致や県内外からのスポーツ合宿とともに、パラリンピック競技ナショナル

トレーニングセンター陸上競技強化拠点施設としての再指定を機に、交流人口の増加と地域の活

性化に取り組む。 

 

（３）安全で快適にスポーツが出来る環境を整えるため、老朽化した市内のスポーツ施設の改修等

に努める。 

 ■田辺スポーツパーク野球場防球ネット設置（設計）、大塔体育館トイレ改修、 

文里テニスコート改修（芝張替え） 他 

 

 

【４】植芝盛平翁の顕彰 

植芝盛平翁の偉大な足跡と偉業について、広く理解され、正しく、そして永く後世に伝えてい

くため、顕彰活動や啓発活動、記念館建設に向けた取組を進める。 

■翁の故郷「田辺市」において、翁の偉業を讃え、偲び、その功績を永く後世に正しく伝承す

るとともに、国内外に発信するため、「植芝盛平翁の故郷を訪ねて」を開催する。 

■平成 20 年度に開催された「植芝盛平翁没後 40 周年記念事業・第 10 回国際合気道大会」を

一過性のものとして終わらせることなく、大会の成果を引き続き生かしていくため、熊野

本宮大社において「合気道国際奉納演武」を開催する。 

■中学校における武道教育必修化に伴う合気道授業について、指導者を派遣する等の支援を

行う。※東陽中学校、明洋中学校、新庄中学校、上秋津中学校、本宮中学校の５校で実施。 

■翁の偉大な足跡と偉業について、広く市民に理解され、正しくそして永く後世に伝えてい

くための広報啓発活動や学習機会の提供に努める。 

■翁ゆかりの友好都市である遠軽町・笠間市・綾部市との交流を深める。 

■「植芝盛平顕彰館（仮称）」の建設に向けた翁の遺品、蔵書の調査、資料の収集及び保存

等に努める。 

■その他、植芝盛平翁顕彰に資する必要な事業の実施に努める。 

  

 

 



３．委員名簿 

 

【田辺市スポーツ推進委員名簿】 

任期：平成 29 年４月１日～平成 31 年３月 31 日 

公民館区 氏名 備考 

芳養 

竹中 冬樹   

馬欠場 小夜子   

中芳養 

古谷 栄一   

吉田 昌子   

上芳養 

尾花   功   

輪玉 政人   

秋津 

野村 卓司   

山本 幸弘   

上秋津 

初山   徹   

柏木 敦代   

秋津川 

原 美代子   

北川 翔大   

万呂 

衛藤   勲   

桑原 恭子   

前田 圭佑   

三栖 

田畑 弘吉  副会長 

小川 加代子   

長野 

那須 健人   

山口 康代   

中部 

高垣 紀男   

尾前 泰子   

久保 喜美男   

西部 

湯川 富雄 会計 

大橋 江美子  女性部長 

長野   正  監事 

稲成 

小谷 正和   

荒蒔 康之   

東部 

笠松 浩至   

米田 光則   

宮原 健司   



公民館区 氏名 備考 

南部 

榎本 博文   

稲垣 善一   

押川   仁   

新庄 

數阪 祐一   

上西 由紀子  監事 

ひがし 

稲垣 和枝   

上村 隆之   

飯田 正行   

龍神 

冨田   進  会長 

久保 成美   

安達 克典 企画普及部長 

吉田 昭和  広報部長 

古久保 喜朋   

大塔 

中平 久永  副会長 

河原田 憲司   

稲田 勝浩   

竹中 実浩   

中辺路 

竹中 正收   

川﨑 五一   

坂原   滋   

土山 巨余子   

辰巳 和則   

本宮 

松葉 幸保   

内野 一心   

芝   伸一   

小原 直美   

仮屋 和成   

 

 

 

 

 

 

 



４．体育施設 

 

施設名 設置年 所在地 備考 

田辺市若もの広場 平成17年 上秋津 2255 番地の５ 

軟式野球、ソフトボール２面、サッ

カー（90ｍ×60ｍ） 

田辺市天神運動場 昭和58年 天神崎 27 番８号 ソフトボール１面、少年野球 

田辺市神島台運動場 昭和58年 神島台９番 29 号 少年野球２面、サッカー、ラグビー 

田辺市文里多目的グラ

ウンド 

平成24年 

文里二丁目 38 番地１

号 

少年野球、ソフトボール、サッカー 

田辺市文里芝グラウン

ド 

平成24年 

文里二丁目 38 番地２

号 

グラウンドゴルフ、ゲートボール 

田辺市文里運動広場 昭和56年 文里二丁目 34 番７号 

少年野球、ソフトボール、グラウン

ドゴルフ 

田辺市文里テニスコー

ト 

昭和54年 文里二丁目32番56号 砂入り人工芝３面、練習コート 

田辺市芳養テニスコー

ト 

昭和58年 芳養町 1635 番地の１ アンツーカー２面 

田辺市わかしおテニス

コート 

昭和44年 

上屋敷二丁目 17番 13

号 

ソフトテニス１面 

田辺市体育センター 昭和60年 芳養町 108 番地の４ 

バレーボール２面、バスケット２

面、バドミントン６面、ソフトバレ

ー６面、ソフトテニス１面、卓球

14 台 

田辺市長野体育館 平成元年 長野 1401 番地 

バレーボール１面、バスケット１

面、バトミントン３面 

田辺市立弓道場 平成25年 目良 42 番１号 近的 12 人射、遠的９人射 

田辺市立武道館 昭和47年 目良 44 番８号 武道全般 

田辺市目良多目的グラ

ウンド 

平成25年 目良 42 番２号 少年サッカー、グラウンドゴルフ 

田辺市もりいこいの広

場プール 

昭和54年 文里二丁目32番56号 レジャープール 

南紀田辺スポーツセン

ター 

平成26年 

上の山一丁目 23 番１

-１号 

体育館（バスケット２面、バレーボ

ール２面、バドミントン８面、ハン

ドボール１面）陸上競技場（400m

×８レーン、サッカー１面、ラグビ

ー１面）宿泊施設（定員 152 名）多

目的ホールなど 

田辺スポーツパーク野

球場 

平成27年 

上の山一丁目 23 番１

-２号 

硬式野球、軟式野球（両翼 100ｍ、

センター122ｍ） 



施設名 設置年 所在地 備考 

田辺スポーツパーク室

内練習場 

平成27年 

上の山一丁目 23 番１

-３号 

フットサル２面（33m×17m） 

田辺スポーツパークテ

ニスコート 

平成27年 

上の山一丁目 23 番１

-４号 

砂入り人工芝６面 

田辺スポーツパークサ

ブグラウンド 

昭和46年 

上の山一丁目 23 番１

-５号 

少年サッカー（65m×60m） 

田辺スポーツパーク多

目的グラウンド 

平成27年 

上の山一丁目 23 番１

-６号 

軟式野球（95m×92m）、サッカー、

陸上競技（投てき可能） 

田辺市大塔体育館 昭和54年 鮎川 2588 番地の２ 

テニス１面、バスケット１面、バレ

ーボール２面、バドミントン２面 

田辺市鮎川若もの広場 昭和49年 鮎川 1469 番地の 10 

軟式野球、ソフトボール２面、サッ

カー 

田辺市富里運動場 昭和55年 下川下 816 番地の１ 

軟式野球、ソフトボール２面、サッ

カー 

田辺市三川広場 昭和55年 谷野口 23 番地 （施設貸出休止中） 

田辺市富里体育館 昭和57年 下川下 816 番地の１ 

バレーボール１面、バドミントン１

面、卓球 

田辺市大塔武道館 平成８年 鮎川 2588 番地の２ 武道全般 

田辺市中辺路多目的グ

ラウンド 

平成15年 

中辺路町栗栖川 469

番地の 68 

軟式野球、ソフトボール２面、サッ

カー、ゲートボール 

田辺市栗栖川テニスコ

ート 

平成15年 

中辺路栗栖川 469 番

地の 68 

砂入り人口芝２面 

田辺市中辺路若もの広

場 

昭和44年 

中辺路町栗栖川 307

番地の２ 

軟式野球、ソフトボール１面 

田辺市小原テニスコー

ト 

昭和59年 

中辺路町近露 111 番

地の１ 

（施設貸出休止中） 

田辺市近野プール 昭和56年 

中辺路町近露 149 番

地 

水泳プール 25ｍ、幼児用 

田辺市二川体育館 昭和59年 

中辺路町川合 1451 番

地 

バレーボール１面、バドミントン２

面 

田辺市グリーングラウ

ンド 

平成９年 

龍神村柳瀬 1469 番地

の１ 

硬式野球、軟式野球、ソフトボール

２面 

田辺市龍神広場 昭和59年 

龍神村安井 65 番地の

１ 

軟式野球、ソフトボール２面 

田辺市安井運動場 昭和45年 龍神村安井 822 番地 少年野球、ソフトボール１面 

田辺市安井テニスコー

ト 

平成６年 龍神村安井 822 番地 砂入り人工芝３面 



施設名 設置年 所在地 備考 

田辺市多目的運動施設 平成８年 

龍神村柳瀬 1469 番地

の１ 

テニス２面、ゲートボール３面、ビ

ーチボールバレー４面 

田辺市林業者等健康増

進センター 

昭和62年 龍神村安井 822 番地 

バスケット１面、バレーボール２

面、バドミントン１面、テニス１面、

卓球３台 

田辺市安井プール 平成６年 龍神村安井 822 番地 水泳プール 25ｍ、幼児用 

田辺市湯ノ又プール 平成７年 

龍神村湯ノ又 56 番地

の１ 

水泳プール 25ｍ、幼児用 

田辺市福井プール 平成６年 龍神村福井 987 番地 水泳プール 25ｍ、幼児用 

田辺市本宮若もの広場 昭和44年 本宮町渡瀬 750 地 軟式野球、ソフトボール 

田辺市本宮体育館 昭和54年 

本宮町本宮 911 番地

の２ 

バレーボール１面、バスケット１面 

田辺市本宮プール 平成14年 

本宮町本宮 66 番地の

２ 

水泳プール 25ｍ、幼児用 

田辺市四村川体育館 昭和46年 

本宮町下湯川 479 番

地 

バレーボール１面、バドミントン１

面 

 


