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Ⅵ 平成 26年度先導事業 スポーツイベント広域展開検討事業 

東三河地域では、奥三河や三河湾の豊かな自然環境や地域特性など、豊富な地域資源

を有する中で、特色あるスポーツ大会が数多く開催されている。 

こうした状況をふまえ、広域的なスポーツイベントの新たな展開とあわせた、東三河

の魅力を感じることができる仕掛けづくりと、継続発展的なスポーツイベントが実施可

能な運営体制づくりについて事例調査をふまえた「スポーツイベント広域展開検討事業」

を実施した。主な内容は以下のとおり。 

１ 東三河ロングライドの企画 

県内外の広域ロングライドイベントの事例調査や、実際に東三河地域での試走会を実

施し、コース上の課題や、開催に向けての調整事項等を整理した。また、大会を開催す

るうえで必要な関係機関との調整やスケジュールを作成し、大会による地域振興策につ

いても検討した。 

【県内外事例調査】                   【ロングライド試走会コースマップ（H26.11.23 実施）】 

先進地事例調査  

県外 富山グランフォンド 2014（富山県） 

石見グランフォンド 2014（島根県） 

県内 渥美半島ぐる輪サイクリング 

岡崎市サイクリング大会 

【大会運営体制の検討】 

参加費 ロング 8,000 円、ミドル 7,000 円、ショート

6,000 円（合計 1,000 名程度） 

開場設営 スタート＆ゴール、エイドステーション５か所 

広告宣伝 大会パンフレット、ポスター、大会専用 WEB ペ

ージ、スポーツエントリー会員 1万名へのメー

ル配信、サイクリング専門雑誌への掲載 

スタッフ 立哨 20名、エイドステーション５名×５か所､

巡回、受付、誘導等５名、МＣ、看護師 

車両費 巡回、回収、立哨送迎等５台 

２ 「ほの国スポーツカレンダー」の作成 

東三河の各地域で実施されているスポーツ大会の連携方策として、既存スポーツ大会

をとりまとめた「ほの国スポーツカレンダー」を作成した。愛知県東三河広域観光協議

会ホームページへの掲載や、各スポーツ大会での配布など、情報発信を行う。 

【スポーツカレンダー】    【愛知県東三河広域観光協議会ＨＰ掲載（イメージ）】 
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Ⅶ 参考資料 

１ 東三河地域の主なスポーツ施設  

豊橋総合体育館 
[所 在 地] 豊橋市神野新田町字メノ割 1-3 
[開 場] 1989 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] 第１競技場面積 3,450 ㎡

[収容人員] 3,000 人

[種 目 等] バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、テニス、バド

ミントン等

[アクセス] 豊鉄バス「総合スポーツ公園」下車

[駐車台数] 410 台（豊橋総合スポーツ公園）

豊橋市綜合運動公園 陸上競技場 
[所 在 地] 豊橋市今橋町 4 番地（豊橋市綜合運動公園内）

[開 場] 1949 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] 第三種公認、青色全天候トラック一周 400ｍ８レーン、全天候フィー

ルド、直走路 145ｍ
[収容人員] 12,000 人

[種 目 等] 陸上競技全般、サッカー

[アクセス] 市内電車「豊橋公園前」下車、徒歩 10 分

[駐車台数] 200 台（豊橋市綜合運動公園）

豊橋市綜合運動公園 野球場 
[所 在 地] 豊橋市今橋町 4 番地（豊橋市綜合運動公園内）

[開 場] 1948 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] 両翼 100m、中央 116m、バックネット本塁間 18m 
[収容人員] 15,000 人

[種 目 等] 硬式野球、軟式野球、ソフトボール

[アクセス] 市内電車「豊橋公園前」下車、徒歩 10 分

[駐車台数] 200 台（豊橋市綜合運動公園）

東田球場 
[所 在 地] 豊橋市東田町 87(東田公園内) 
[開 場] 1940 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] 両翼 91ｍ、中央 110m、バックネット本塁間 18.3m 
[収容人員] 5,000 人

[種 目 等] 軟式野球、ソフトボール

[アクセス] 市内電車「競輪場前」下車、徒歩 10 分

[駐車台数] 200 台

豊橋市民球場 

[所 在 地] 豊橋市岩田町１－２(岩田運動公園内) 
[開 場] 1980 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] 両翼 93m、中央 115m、バックネット本塁間 18.5m 
[収容人員] 15,000 人

[種 目 等] 硬式野球、軟式野球、ソフトボール

[アクセス] 市内電車「運動公園前」下車、徒歩 3 分

[駐車台数] 300 台（岩田運動公園）

豊橋市民球技場 
[所 在 地] 豊橋市岩田町１－２(岩田運動公園内) 
[開 場] 1982 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] 競技場 150ｍ×85ｍ 12,750 ㎡

[収容人員] 4,000 人

[種 目 等] ラグビー、サッカー

[アクセス] 市内電車「運動公園前」下車、徒歩 3 分

[駐車台数] 300 台（岩田運動公園）
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豊橋市民庭球場 
[所 在 地] 豊橋市岩田町１－２(岩田運動公園内) 
[開 場] 1981 年

[管 理 者] 公益財団法人 豊橋市体育協会

[会場規模] コート 6 面（全天候）

[収容人員] 500 人

[種 目 等] 硬式庭球

[アクセス] 市内電車「運動公園前」下車、徒歩 3 分

[駐車台数] 300 台（岩田運動公園）

豊川市総合体育館 

豊川市野球場
[所 在 地] 豊川市諏訪１丁目７９

[開 場] 1993 年改装

[管 理 者] ハクヨプロデュースシステム・ホーメックス共同企業体

[会場規模] 両翼 91.6m、中央 116.0m、バックネット本塁間 18.5m 
[収容人員] 2,200 人（観覧席）

[種 目 等] 硬式野球、軟式野球、ソフトボール等

[アクセス] 名鉄豊川線「諏訪町駅」下車、徒歩 7分 

豊川市陸上競技場 

[所 在 地] 豊川市諏訪１丁目８０

[開 場] 2012 年改装

[管 理 者] ハクヨプロデュースシステム・ホーメックス共同企業体

[会場規模] 第３種公認、全天候トラック一周 400ｍ8 レーン、直走路 115ｍ
[収容人員] 698 人（スタンド席）

[種 目 等] 陸上競技全般、サッカー、グラウンド・ゴルフ

[アクセス] 名鉄豊川線「諏訪町駅」下車、徒歩 10分 

蒲郡市体育センター [所 在 地] 蒲郡市緑町 3 番 69 号

[開 場] 1968 年

[管 理 者] 日本環境マネジメント株式会社

[会場規模] 競技場 42m×36.2m 
[収容人員] 1,300 人

[種 目 等] バレーボール、バスケットボール、バドミントン、ハンドボー

ル、フットサル等

[アクセス] JR 東海道線・名鉄蒲郡線「蒲郡駅」下車、徒歩 15 分 

[駐車台数] 105 台

蒲郡市公園グランド（野球場） 

[所 在 地] 蒲郡市形原町桶沢２７

[開 場] 1973 年

[管 理 者] NPO 法人蒲郡アスリートコミュニケーションズ

[会場規模] 両翼 93m、中央 119m、バックネット本塁間 17.5m 
[収容人員] 6,900 人

[種 目 等] 硬式野球、軟式野球、ソフトボール

[アクセス] 名鉄蒲郡線「形原駅」下車、徒歩 15 分 

[駐車台数] 135 台

[所 在 地] 豊川市諏訪３丁目２４６

[開 場] 1990 年

[管 理 者] ハクヨプロデュースシステム・ホーメックス共同企業体

[会場規模] メインアリーナ 49.2m×36.2m 
[収容人員] 720 人

[種 目 等] バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミントン等

[アクセス] 名鉄豊川線「諏訪町駅」下車、徒歩 6 分 

[駐車台数] 90 台

豊橋競輪場 
[所 在 地] 豊橋市東田町 87 番地

[開 場] 1949 年

[管 理 者] 豊橋市

[会場規模] 60,482 ㎡、走路一周延長 400m 
[収容人員] 20,000 人

[種 目 等] 自転車競技全般

[アクセス] 市内電車「競輪場前」下車、徒歩 8 分

[駐車台数] 1,614 台
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蒲郡市公園グランド（陸上競技場） 
[所 在 地] 蒲郡市形原町桶沢２７

[開 場] 1973 年

[管 理 者] NPO 法人蒲郡アスリートコミュニケーションズ

[会場規模] シンダートラック一周 400ｍ8 レーン、直走路 100ｍ
[収容人員] 1,200 人

[種 目 等] 陸上競技全般、サッカー

[アクセス] 名鉄蒲郡線「形原駅」下車、徒歩 15 分 

[駐車台数] 135 台

豊田自動織機 海陽ヨットハーバー [所 在 地] 蒲郡市海陽町一丁目７番地

[開 場] 1993 年

[管 理 者] 公益財団法人 愛知県都市整備協会

[会場規模] 野積場（ボートヤード）ディンギー538 艇・クルーザー42 艇、レ

ンタルヨット 50 艇、係留施設（浮桟橋）延べ 40ｍ×2 か所、延べ

80ｍ×1 か所

[種 目 等] ディンギー型ヨット、クルーザー型ヨット

[アクセス] 名鉄バス「海陽ヨットハーバー」下車すぐ  

[駐車台数] 358 台

新城総合公園（野球場） 
[所 在 地] 新城市浅谷字ヒヨイタ 40 
[開 場] 1985 年

[管 理 者] 公益財団法人 愛知県都市整備協会

[会場規模] 両翼 92m、中央 120m、バックネット本塁間 19m 
[収容人員] 7,000 人

[種 目 等] 硬式野球、軟式野球、ソフトボール

[アクセス] JR 飯田線「大海駅」下車、徒歩 20 分 

[駐車台数] 554 台（新城総合公園）

新城総合公園（陸上競技場） [所 在 地] 新城市浅谷字ヒヨイタ 40 
[開 場] 1986 年

[管 理 者] 公益財団法人 愛知県都市整備協会

[会場規模] トラック一周 400ｍ８レーン、直走路 100ｍ
[収容人員] 8,200 人

[種 目 等] 陸上競技全般、サッカー等

[アクセス] JR 飯田線「大海駅」下車、徒歩 20 分 

[駐車台数] 554 台（新城総合公園）

茶臼山高原スキー場 
[所 在 地] 北設楽郡豊根村坂宇場字御所平 70-185 
[開 場] 1986 年

[管 理 者] 一般財団法人 茶臼山高原協会

[会場規模] コース総延長 2,000m、標高トップ 1,360m 標高ボトム 1,215m 
[収容人員] 5,000 人

[種 目 等] スキー、スノーボード等

[アクセス] 東名高速道路豊川 IC より約 80km（2 時間） 

[駐車台数] 1,000 台

田原市白谷海浜公園陸上競技場 
[所 在 地] 田原市白磯 5 番地

[開 場] 2001 年

[管 理 者] 田原市 指定管理－田原市白谷区

[会場規模] 第４種公認、全天候型トラック一周 400ｍ８レーン、直走路 100ｍ
[収容人員] 5,000 人

[種 目 等] 陸上競技全般、サッカー等

[アクセス] ぐるりんバス「白谷海浜公園バス停」下車、徒歩 1 分 

[駐車台数] 800 台

田原市滝頭公園野球場 
[所 在 地] 田原市田原町西滝頭 6 番地

[開 場] 1986 年

[管 理 者] 田原市 指定管理－田原市田原区

[会場規模] 両翼 91ｍ 中央 110ｍ バックネット本塁間 18.3m 
[収容人員] 600 人

[種 目 等] 硬式野球、軟式野球

[アクセス] ぐるりんバス「滝頭公園バス停」下車、徒歩 1 分 

[駐車台数] 134 台
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２ 策定経緯 

（１）平成 26 年度の東三河ビジョン協議会等の開催状況 

年月日 主な内容 

H26. 4.16 第１回 東三河ビジョン協議会 企画委員会（以下「企画委員会」）

・ 平成 26 年度主要プロジェクト推進プランの策定スケジュールに

ついて 

・ 平成 26 年度のテーマ「地域連携事業の戦略展開」に係る具体化

策（リーディングプロジェクト）の進め方について 

H26. 5. 7 第１回 企画委員会 検討ワーキング（以下「検討ワーキング」という。）

H26. 5.29 第２回 検討ワーキング 

H26. 6.24 第３回 検討ワーキング 

H26. 6.27 第２回 企画委員会 

・ 将来ビジョン及び平成 24 年度主要プロジェクト推進プラン「広

域観光の推進」の進捗状況について 

・ 平成 26 年度主要プロジェクト推進プランの骨子（案）及び先導

事業について 

H26. 7.23 第１回 東三河ビジョン協議会 

・ 将来ビジョン及び平成 24 年度主要プロジェクト推進プラン「広

域観光の推進」の進捗状況について 

・ 平成 26 年度主要プロジェクト推進プランの骨子（案）について 

H26. 9. 3 第４回 検討ワーキング 

H26.11. 7 第５回 検討ワーキング 

H26.11.28 第３回 企画委員会 

・ 平成 26 年度主要プロジェクト推進プランの中間とりまとめ(案)

について 

H26.12.22 第２回 東三河ビジョン協議会 

・ 本年度策定する主要プロジェクト推進プランの中間とりまとめ

(案)について（スポーツ大会を活かした地域振興、地域連携事業の

戦略展開） 

H27. 1.15～2.13 パブリックコメント  

・ 東三河振興ビジョン「主要プロジェクト推進プラン」中間とり

まとめに対する意見の募集 

H27. 2.20 第４回 企画委員会 

・ パブリックコメントの結果について 

・ 平成 26 年度「主要プロジェクト推進プラン」の最終とりまとめ

に向けた意見調整について 

H27. 3.18 第５回 企画委員会 

・ 本年度策定する主要プロジェクト推進プラン(案)について（スポ

ーツ大会を活かした地域振興、地域連携事業の戦略展開） 

・ 主要プロジェクト推進プランの平成 27年度テーマ(案)について 

H27. 3.25 第３回 東三河ビジョン協議会 

・ 本年度策定する主要プロジェクト推進プラン(案)について（スポ

ーツ大会を活かした地域振興、地域連携事業の戦略展開） 

・ 主要プロジェクト推進プランの平成 27年度テーマ(案)について 
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  ※参考 検討ワーキング参加機関（◎はとりまとめ役） 

・豊橋市 ・豊川市 ・蒲郡市 ・新城市 ・田原市 ・設楽町 ・東栄町 ・豊根村 

・愛知県東三河広域観光協議会 ・㈱日本旅行 ◎愛知県 

（２）パブリックコメント

推進プランの中間とりまとめに対する意見の募集(パブリックコメント)を実施した。 

募集期間 平成 27 年１月 15 日から平成 27 年２月 13 日まで 

意見募集の周知方法 

県政記者クラブ・豊橋市政記者クラブへの記者発表 

愛知県・東三河８市町村のホームページへの掲載 

東三河県庁（東三河総局）・東三河８市町村等での閲覧 

意見募集の結果 
意見の提出者数：36 人 

意見の件数：47件 


