
令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 空知 施設
北海道立青少年
体験活動支援

施設ネイパル砂川
チャレンジキャンプ

運動・レクリエーションを通して、参加者
の親睦を図る。

10月4日（月）～5日（火）
北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル砂川

小中学生

2 空知 施設
北海道立青少年
体験活動支援

施設ネイパル砂川
クイズラリー

グループで協力して問題を解きながら楽
しく体を動かす。

10月23日（土）
北海道立青少年
体験活動支援施設
ネイパル深川

小学１～６年生

3 空知 美唄市 美唄市教育委員会
JACOT

コーディネーション道場
運動の学習能力や潜在的能力を引き出
す子供向け運動教室。

10月4日（月）から
12月20日（月）まで
毎週月曜日

美唄市立中央小学校
美唄市立東小学校

小学生

4 空知 美唄市 美唄市教育委員会
体力つくり教室
（走り方）

子供たちの体力向上を図るため、走り方
を教わる教室。

10月12日（火）から
12月21日（火）まで
毎週火曜日

※11月23日（火）を除く

美唄市体育センター 小学生から中学生まで

5 空知 美唄市 美唄市教育委員会
体力つくり教室

（体幹）
子供たちの体力向上を図るため、体幹ト
レーニングを教わる教室。

10月12日（火）から
12月21日（火）まで
毎週火曜日

※11月23日（火）を除く

美唄市体育センター 小学生から高校生まで

6 空知 美唄市 美唄市教育委員会
体力つくり教室
（エアロビクス）

子供を含めた市民の体力向上を図るた
め、エアロビクスを行う教室。

10月12日（火）から
12月21日（火）まで
毎週火曜日

※11月23日（火）を除く

美唄市体育センター 小学生以上

7 空知 美唄市 美唄市教育委員会 キッズダンス教室
リズム運動の体験を通して、個や集団で
表現する事の楽しさなど、スポーツ活動
への意欲を高める教室。

8月17日（火）から
11月2日（火）まで
毎週火曜日

美唄市体育センター 小学生

8 空知 歌志内市 歌志内学園 スポーツフェスティバル
５～９年生の縦割り班８チーム＋教員
チームの９チーム編成でキンボールのほ
か児童生徒会企画種目を実施。

１１月２６日（金） 歌志内学園体育館 ５～９年生

9 空知 栗山町
栗山町立
角田小学校

なわとびチャレンジ
～目指せ自己ベスト～

20秒、40秒、60秒部門の中から、自分で
チャレンジする時間を決め、跳ぶ回数の
自己ベストを図る。

10月19日～11月19日 栗山町立角田小学校 小学生

10 空知 由仁町 由仁町教育委員会
第13回ゆっくり
由仁ウォーキング

ウォーキング 10月10日（日） 文化交流館前広場 町内在住または在職の方

11 空知 浦臼町 浦臼町教育委員会 子供たちの体力向上教室
外部講師による体を使った運動及び実技
指導、体力測定等。

10月1日（金）、10月7日
（木）、10月14日（木）、
10月21日（木）

浦臼町農村センター 小学生

12 空知 北竜町 北竜町教育委員会
親子パークゴルフ教室・
レッツゴーパークゴルフ

大会

パークゴルフ大会・パークゴルフ教室・子
ども体験遊びリンピックの実施。

10月3日（日）
北竜町ひまわり
パークゴルフ場

町民

13 空知 沼田町

沼田町、沼田町
教育委員会、
沼田町スポーツ
推進委員会

沼田町明日萌・
ほたるの里ウォーキング

自然に親しみ、それぞれの体力に合った
コースを歩くことで健康作りを促進する。
8.5km、4.5km、2.5kmコースから選ぶこと
ができる。

10月3日（日） 沼田町市街近辺

小学校４年生以上の
健康と体力に自信のある方
※小学校３年生以下は、

保護者同伴

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 軟式野球
10月2日（土）
～30日（土）

美香保公園野球場他 一般

2 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 フェンシング 10月3日（日） 厚別区体育館 小学生～一般

3 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 パークゴルフ 10月5日（火） 八剣山パークゴルフ場 一般

4 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ボート 10月9日（土） 茨戸川ボートコース 一般

5 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ソフトボール
10月9日（土）
～10日（日）

天使大学中沼グラウンド 一般混合・女子

6 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ボクシング 10月16日（土） 北区体育館 小学生～一般

7 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 クレー射撃 10月17日（日） 栗山国際クレー射撃場 札幌クレー射撃協会員

8 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 アーチェリー 10月17日（日） 月寒体育館 小学生～一般

9 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 自転車 10月17日（日） モエレ沼公園 幼児～一般

10 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 少林寺拳法 10月17日（日） 東区体育館 幼児～一般

11 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 相撲 10月23日（土） 北ガスアリーナ札幌46 幼児～一般

12 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 なぎなた 10月23日（土） 北ガスアリーナ札幌46 中学生～一般

13 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 サッカー
10月24日（日）、

31日（日）
石狩スポーツ広場サッカー場 一般女性・女子

14 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ソフトボール 10月30日（土） 天使大学中沼グラウンド 中学女子

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



15 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ミニバレー 10月31日（日） 南区体育館 一般

16 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ハンドボール
11月3日（水・祝）

～7日（日）
厚別中学校他 中学生

17 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 ボウリング 11月3日（水・祝） 厚別パークボウル 小学生～一般

18 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協会

札幌市民スポーツ大会 クライミングコンペ 11月7日（日） 北海道科学大学 小学生～一般

19 石狩 札幌市

（一財）札幌市ス
ポーツ協会、札幌
市スポーツ少年団
他

冬季スポーツサマージャン
プ交流大会

スキージャンプの体験会 10月2日（土） 荒井山ジャンプ競技場 小学1～3年生

20 石狩 札幌市

（一財）札幌市ス
ポーツ協会、札幌
市スポーツ少年団
他

札幌市スポーツ少年団剣
道交流大会

少年団剣道大会 10月3日（日） 白石区体育館
令和3年度札幌市スポーツ少
年団登録団員

21 石狩 札幌市

（一財）札幌市ス
ポーツ協会、札幌
市スポーツ少年団
他

春季野球交流大会 少年団野球大会 ～10月9日（土） 太陽球場他
令和3年度札幌市スポーツ少
年団登録団員

22 石狩 札幌市

（一財）札幌市ス
ポーツ協会、札幌
市スポーツ少年団
他

札幌市スポーツ少年団バド
ミントン交流大会（秋季）

少年団バドミントン大会 10月9日（土） 豊平区体育館
令和3年度札幌市スポーツ少
年団登録団員

23 石狩 札幌市
（一財）札幌市ス
ポーツ協会、北翔
大学

運動遊び　い・ろ・は
子どもの体力を向上させるための
運動プログラムを提供

10月1日（金）
～3月31日（木）

北区、東区、清田区、西区、
手稲区体育館、

中島体育センター
幼児、小学校低学年

24 石狩 札幌市
（一財）札幌市ス
ポーツ協会

平岸テニストーナメント 硬式テニス大会
10月13日（水）、

23日（土）、24日（日）
平岸庭球場 一般

25 石狩 札幌市

札幌市、札幌陸上
協会、札幌市ス
ポーツ推進委員
会、読売新聞北海
道支社、報知新聞
社、（一財）札幌市
スポーツ協会

札幌マラソン2021 ONLINE
CHALLENGE

バーチャルマラソン大会
10月15日（金）

～10月31日（日）
指定なし

年齢制限なし、スマートフォンを
おもちの方で走行に必要なＧＰ
Ｓトレーニングアプリ「ＴＡＴＴＡ」
をインストールできる方※お子
様でも保護者のサポートを受け
ての参加可能

26 石狩 札幌市
札幌市、（一財）札
幌市スポーツ協
会、

車いすテニス体験会 車いすテニスの体験会 10月17日（日） 平岸庭球場 小学生～一般

27 石狩 札幌市
（一財）札幌市ス
ポーツ協会

Jr.フットサル交流戦（U-10） U-10フットサル交流大会
10月23日（土）、
11月3日（水・祝）

宮の沢屋内競技場
西区・手稲区のチーム
小学4年生以下
※理由によっては5年生も可

28 石狩 札幌市
（一財）札幌市ス
ポーツ協会

宮の沢親子フットサルフェ
スタ

大人と子どもが参加できる独自ルールの
フットサルイベント

11月3日（水・祝） 宮の沢屋内競技場
上記フットサル交流戦に参加し
ているチームの親子



29 石狩 札幌市
（一財）札幌市ス
ポーツ協会

スケートオープニング無料
開放

冬期営業のスケートリンクオープンに
合わせた無料開放

11月3日（水・祝） 美香保体育館

30 石狩 江別市 江別市教育委員会 「朝運動プログラム」
小学校低学年に基礎的な運動能力を
定着させる教室

１１月２４日（水） 北光小学校 北光小低学年児童

31 石狩 江別市 江別市教育委員会 「朝運動プログラム」
小学校低学年に基礎的な運動能力を
定着させる教室

１１月２５日（木） いずみ野小学校 いずみ野小低学年児童

32 石狩 江別市 江別市教育委員会 「朝運動プログラム」
小学校低学年に基礎的な運動能力を
定着させる教室

１２月２日（木） 第一小学校 第一小低学年児童

33 石狩 江別市 江別市教育委員会 「朝運動プログラム」
小学校低学年に基礎的な運動能力を
定着させる教室

１２月８日（水） 江別太小学校 江別太小低学年児童

34 石狩 江別市 江別市教育委員会 「朝運動プログラム」
小学校低学年に基礎的な運動能力を
定着させる教室

１２月１５日（水） 大麻東小学校 大麻東小低学年児童

35 石狩 江別市
江別市立

豊幌小学校
走れ！豊幌！ 10分間持久走 6月～10月（課業日） 豊幌小学校グラウンド 豊幌小学校児童

36 石狩 江別市
江別市立

豊幌小学校
跳べ！豊幌！ 大縄跳び 11月～12月（課業日） 豊幌小学校体育館 豊幌小学校児童

37 石狩 江別市
江別市

野幌若葉小学校
パワーアップタイム（第２期）

期間を決め、体力テストの重点種目につ
いて体育などで取り組んでいく。

10月１８日～１１月２６日 江別市立野幌若葉小学校 小学校１～６年生

38 石狩 江別市
江別市

野幌若葉小学校
なわとび検定

「なわとび検定合格カード」を活用し、１級
～１２級までクリアしていく。（どさんこ元
気アップチャレンジにつなげる）

10月１８日～２月２５日 江別市立野幌若葉小学校 小学校１～６年生

39 石狩 江別市
江別市立

大麻小学校
短縄3分間チャレンジ

自分の目標に向かって、休み時間や体
育の授業の時間などに練習し、体力の向
上をめざす。

10月～11月 江別市立大麻小学校 小学生

40 石狩 江別市
江別市立

江別第一中学校
一中祭 長縄跳び跳び学級対抗競技（3分間） 10月２日（土） 江別第一中学校グラウンド 中学生

41 石狩 千歳市
（公財）

千歳市体育協会
キッズチャレンジ

(4歳児)
幼児期に必要な運動を通して、スポーツ
の楽しさを学ぶ教室

10月５日（火）、7日
（木）、12日（火）、

14日（木）

千歳市
スポーツセンター

４歳児

42 石狩 千歳市
（公財）

千歳市体育協会
ジュニア卓球 シェイクハンドによる子供のための教室

10月26日(火)、
28日(木)、29日(金)、

11月４日（木）、５日（金）

千歳市
スポーツセンター

小学１～６年生

43 石狩 石狩市
保健福祉部

スポーツ健康課
ウオー９の日
錦秋ウオーク

市役所玄関から東茨戸方面を行って戻っ
てくる約６キロのウオーキング

10月19日（火） 石狩市内 全世代参加可能



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 後志 赤井川村 赤井川村教育委員会 歩こう会
村道等を無理のない速さで歩きながら、
運動不足やストレス解消を図る。

10月3日（日） 村内
およそ9kmを歩ききれる人で
あれば年齢は問わない

2 後志 赤井川村 赤井川村教育委員会 羽球教室
バドミントンの基本的な技術の習得と
ルールの理解を図る。

10月4日(月).7日(木)
14日(木)

村体育館 小学３年～一般

3 後志 赤井川村 赤井川村教育委員会
軽スポーツ（ペタンク）

の集い

日頃の運動不足やストレス解消を目的に
年齢を問わず誰でも取り組める軽スポー
ツを実施する。

10月16日（土） カルデラ公園 小学３年～一般

4 後志 赤井川村 赤井川村教育委員会
村内ソフトバレーボール

大会
ソフトバレーボールを通して村民のス
ポーツ活動の推進や健康増進を図る。

11月24日(水） 村体育館 高校生以上

5 後志 真狩村 真狩村教育委員会 村内小学生卓球大会 個人戦及び団体戦 10月中旬 真狩高校体育館 小学生

6 後志 真狩村 真狩村教育委員会 真狩村体力テスト 体力テスト １１月下旬 真狩高校体育館 小学生～一般

7 後志 黒松内町 黒松内町教育委員会 町民交流運動会 多世代を交えた種目競技を行う。 １１月 黒松内町総合体育館 町民

8 後志 島牧村 島牧村教育委員会 島牧村ボッチャ大会

誰でも気軽に楽しめるニュースポーツ
(ボッチャ)を通して地域住民の健康に対
する意識高揚を図るとともに、住民同士
の交流を促す。

10月3日（日） 若者総合スポーツセンター 小学生以上の全村民

9 後志 小樽市 小樽市教育委員会 市民歩こう運動
参加者の体力に応じて３グループに分か
れ、銭函駅～銭函豊足神社まで約９kmを
歩く。

10月3日（日） 小樽市銭函地区 小樽市民　先着40名

10 後志 小樽市
（一財）アールビーズ
スポーツ財団

オクトーバー
ラン＆ウォーク

スマートフォンアプリをインストールし、期
間内におけるランニングの総距離若しく
はウォーキングの総歩数又はその両方
で競い合う。

10月1日（金）～31日（日） なし 小樽市民

11 後志 小樽市 小樽市教育委員会 小学生水泳教室
小学生１・２年生コース
小学生３年生以上コース

10月16日（水）～3月5日
（土）

フィットネスクラブ
ソプラティコ小樽

市内の小学生　各クラス30名

12 後志 小樽市 小樽市教育委員会 球技教室
フットサル、バレーボール、タグラグビー、
バスケットボールの教室を２日ずつ開催。
１種目（２日）から参加可。

10月2・6・9・13・16・23
日、11月1・15日

小樽市総合体育館
市内の小学生　20名

※タグラグビー、バスケット
ボールは4年生以上

13 後志 小樽市 小樽市教育委員会 ラケット種目教室
卓球、バドミントン、テニスの初心者向け
教室を２日ずつ開催。１種目（２日）から
参加可。

11月6・20・27日、12月
4・11・12日

小樽市総合体育館 市内の小学4～6年生　20名

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 胆振 伊達市
伊達市スポーツ
少年団本部

スポーツ少年団体育祭 中止 10月10日（日） 伊達市総合体育館 小学生

2 胆振 伊達市
伊達市スポーツ
少年団本部

スポーツ少年団体力テスト 体力テスト７項目 11月20日（土） 伊達市総合体育館 小学生

3 胆振 壮瞥町 教育委員会
秋期キッズスポーツクラブ

保育所の部
週１回ボール運動などのスポーツ活動を
行う

11月～12月 壮瞥町子どもセンター 保育園、幼稚園年中・年長者

4 胆振 壮瞥町 教育委員会
秋期キッズスポーツクラブ

小学生の部
週１回ボール運動などのスポーツ活動を
行う

11月6日（土）～12月 壮瞥町子どもセンター 小学１・２年生

5 胆振 壮瞥町
NPO法人そうべつ
地遊スポーツクラブ

ジュニアスポーツクラブ 週１回放課後にスポーツ活動を行う 7月～　毎週水曜日 壮瞥小学校体育館・グラウンド 小学３年生～６年生

6 胆振 壮瞥町
NPO法人そうべつ
地遊スポーツクラブ

アスリートクラブ
小学生から中校生を対象にした陸上
クラブ

毎週月・水・金 壮瞥中学校グラウンド・体育館 小学４年生～中学生

7 胆振 厚真町 厚真町
第21回健康ふれあい

マラソン大会
マラソン大会（５ｋｍの部、３ｋｍの部） 10月10日（日）

厚真町本郷かしわ公園野球場
周辺

小中学生
一般町民

8 胆振 安平町
安平町体力づくり
推進協議会

秋の安平山登山と
ウォーキング

追分の各地区からスタートして安平山登
山口に集合後、安平山登山。（町内の追
分以外の地区の方も参加可能）

10月23日（土） 追分地区各所～安平山 全町民

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 日高 日高町 日高町教育委員会 日高町民マラソン大会
　小学生２km・３km、親子2km
　中学生以上一般５km

10月10日（日）
門別総合町民センター

周辺特設オース
小学生、中学生

一般、幼児

2 日高 日高町 日高町教育委員会 沙流川サイクリング サイクリングを通し、地域自然体験をする
９月　５日（日）
９月２６日（日）

新光町生活館（日高町）から
沙流川親水公園（平取町）往復

30km
小学生及び保護者

3 日高 平取町 平取町体育連盟 町民マラソン大会
年代別に距離を設定し、
指定されたコースを走る記録会

コロナウイルス感染症
の影響により中止

本町親水公園広場 町民（幼児～壮年）

4 日高 新冠町 新冠小学校 クロスカントリー
校内にクロスカントリーコースを設定し、
休み時間などに体力作りを行う

１０月まで 新冠小学校 小学生

5 日高 新冠町 新冠小学校 マラソン
学年ごとにマラソンコースを設定し、体育
の時間や自由時間に取り組んでいるほ
か、記録会も行っている。

１０月まで 新冠小学校 小学生

6 日高 新冠町 新冠小学校 なわとび
縄跳びの技を書いたカードを配布し、体
育授業開始時に技に挑戦をする

10月から 新冠小学校 小学生

7 日高 新冠町 朝日小学校 なわとび
体育館に縄跳びを設置し、２０分間休み
などで児童が自主的に体力作りに取り組
んでいる。

通年 朝日小学校 小学生

8 日高 新冠町 朝日小学校 マラソン
学年ごとにマラソンコースを設定し、体育
の時間や自由時間に取り組んでいるほ
か、記録会も行っている。

８～１０月 朝日小学校 小学生

9 日高 新冠町 朝日小学校 スケート
体育の時間や自由時間に取り組んでい
るほか、全学年が集まり発表会も実施。

１～２月 朝日小学校 小学生

10 日高 新冠町 新冠中学校 なわとび
体育の授業で縄跳びを使用した体力作り
に取り組んでいる。

通年 新冠中学校 中学生

11 日高 新冠町 新冠中学校 体力づくり
新体力テストの内容を全学年で取り組
み、課題を見つけ強化する取り組みを進
めている。

通年 新冠中学校 中学生

12 日高 新冠町
認定こども園

ド・レ・ミ
マラソン

各クラスの自主活動の中でマラソンの取
り組みをしている。

通年 認定こども園　　ド・レ・ミ 園児

13 日高 新冠町
認定こども園

ド・レ・ミ
なわとび

クラスごとに体力づくりの一環としてなわ
とびに取り組み、おゆうぎ会で保護者に
取り組みの成果を発表している。

通年 認定こども園　　ド・レ・ミ 園児

14 日高 新ひだか町
新ひだか町
教育委員会

第３期かけっこ教室
運動の基礎となるかけっこ教室
３期は「なげる」がテーマ

11月10、17、
24日（計３回）

静内体育館 小学１～３年生

15 日高 様似町 様似町教育委員会 第４５ 回アヒルロードレース マラソン １０月3 日（日） スポーツセンター前 幼児から小学生

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 渡島 北斗市
北斗市
北斗市スポーツ協
会

第１６回
市民スポーツの集い

マラソン、ミニバレー、テニス、野球、ゲー
トボールを一般市民を交えて実施する。

10月10日（日） 北斗市総合体育館　ほか 市民

2 渡島 北斗市
北斗市スポーツク
ラブ

第１５回
少年少女ドッチボール大会

ドッチボールを通し敏捷性と社会性を養
い地域を超えた交流を目的として実施す
る。

11月23日（火・祝） 北斗市総合体育館 小学３年生～６年生

3 渡島 松前町 松前町教育委員会
松前城下マラソン大会＆
ヘルシーウォーキング大会

マラソン（８部門）及びウォーキングを実
施する。

10月9日（土）
松前中学校グラウンド、町道松
前公園連絡線及び松前公園内
道路

小学１年生以上の男女

4 渡島 森町 森町体育協会
オニウシ公園周回マラソン
大会

町内在住の児童の体力づくりのためのマ
ラソン競技を実施する。

10月23日（土） オニウシ公園 小学生

5 渡島 八雲町

八雲町教育委員会
八雲町陸上競技協
会

町民スポーツフェスティバ
ル兼ロードレース大会 各区分決められた距離を走る。 10月9日(土)

八雲町遊楽部川河川敷ウッド
チップランニングコース

小学１年生以上の男女

6 渡島 八雲町 八雲町教育委員会

子どもスポーツ教室
「みんなであそぼう！」 運動発達に必要な基本の動きを取り入れ

た「運動あそび」を実施する。

10月23日(土)
※R4.3月まで毎月第4土

曜日開催
八雲町総合体育館 小学１年生～３年生

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 檜山 せたな町 せたな町教育委員会 キッズ運動教室
基礎運動能力を高める運動の実施する。
（足が速くなるトレーニングや逆上がりの
トレーニング等）

10月16日（土）、
23日（土）、30日（土）、

11月6日（土）
せたな町民体育館 幼児（年少～年長まで）

2 檜山 上ノ国町 上ノ国町教育委員会 第44回　町民なわとび大会
（個人の部）時間前回し跳び、時間後回し
跳び、連続あや跳び
（団体の部）団体跳び

11月6日（土） 上ノ国町スポーツセンター 町内在住の全住民

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 上川 士別市 士別市教育委員会
第３９回市民クロスカント

リー大会
クロスカントリーコースを走る 10月3日(日)

士別市陸上競技場
周辺コース

小学生、中学生、一般

1 上川 名寄市
Ｎスポーツ
コミッション

ＮＳＣ街なか運動会
30ｍ走、リレー、ランニングバイク走、
買い物競争

10月3日(日) 名寄市内商店街 幼児～大人

2 上川 名寄市
Ｎスポーツ
コミッション

街なかウォーキング
2.5㎞または5㎞のコースでノルディック
ウォーキング、ウォーキングを行う。

10月10日(日) なよろ健康の森 小学生～大人

3 上川 鷹栖町
たかす総合型地域
スポーツクラブ設立

準備委員会

おやこで楽しく運動あそび
体験

「走る」「投げる」「跳ぶ」など、
年齢に応じた運動遊びを体験

10月24日（日） 鷹栖町総合体育館 鷹栖町民

4 上川 鷹栖町
鷹栖町スポーツ
少年団連絡協議会

スポチャンピック 軽スポーツ交流 10月30日（土） 鷹栖町総合体育館 小学生

5 上川 東神楽町
東神楽町
教育委員会

チャレンジデー 1日15分以上の運動を奨励 10月27日(水) 町内 東神楽町民

6 上川 東神楽町
東神楽町
教育委員会

体力づくり強化週間 体育施設の無料開放
10月21日（木）-31日

（日）
町内体育施設 東神楽町民

7 上川 愛別町 愛別町公民館
チャレンジ元気塾

（ニュースポーツ体験）
ボッチャ　等 10月9日（土） B&G海洋センター 小学生

8 上川 愛別町
チャレンジデー
実行委員会

チャレンジデー2021
パークゴルフ、ボッチャ、
ミニバレー　等

10月27日（水） B&G海洋センター　等 愛別町民

9 上川 愛別町 愛別町公民館
チャレンジ元気塾

（チャレンジランキング
大会）

ぞうきんがけ２０m走　等 11月13日（土） B&G海洋センター 小学生

10 上川 上川町 上川町教育委員会 基礎体力養成教室
少年期に様々な運動を経験することに
より、基礎体力に寄与する

11月1日～11月30日
（予定）

上川町総合体育館 小学生

11 上川 南富良野町
南富良野町
教育委員会

体力向上プロジェクト バレーボール 10月4日（月）～6日（水） 各小学校体育館 小学生

12 上川 南富良野町
南富良野町
教育委員会

体力向上プロジェクト バスケットボール
10月25日（月）～27日

（水）
各小学校体育館 小学生

13 上川 剣淵町
剣淵町チャレンジ
デー実行委員会

ボッチャ体験
パラリンピック種目である「ボッチャ」を
体験する

10月27日（水） 剣淵町民センター（予定） 剣淵町民

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容
実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名

取組（事業）

14 上川 下川町 下川町公民館 もりさんぽ
町有林内の散歩を通して、血圧降下や
自律神経を整え、健康増進を図る取組

10月16日(土) 町有林 一般

15 上川 中川町

公益財団法人北海道
スポーツ協会

なかがわスポーツ
くらぶ

2021チャレンジクラブ
タグラグビー、ディスクゴルフ、バドミントン、
陸上、スキーをスケジュールに沿って
１日１競技小学生にスポーツを体験させる

10月3日（日）～11月22
日（月）計４回

生涯学習センターちゃいむ 小学生



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 留萌 苫前町
苫前町ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ
実行委員会

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ2021
15分間以上継続して、運動・スポーツを
行う。

10月27日（水） 町内全域
苫前町民
（在勤・在学者含む）

2 留萌 小平町 小平町立鬼鹿小学校 体力づくり
児童一人一人の跳び方の向上を目指し、
回数や新しい跳び方を習得する。

11月８日（月）～
11月30日（火）

小平町立鬼鹿小学校 小学生

3 留萌 苫前町 北海道教育委員会 60秒なわとびチャレンジ
体育の授業や休み時間に各学級毎に
60秒間で前回し跳びの回数を競う。

０月１日（水）～
10月１日（金）

古丹別小学校体育館 小学生（全校児童）

4 留萌 苫前町 北海道教育委員会
どさん子元気アップ
チャレンジ

90秒間で前回しの回数を競う。

第Ⅰ期：８月17日（火）～
10月31日（日）
第Ⅱ期：11月１日（月）～
1月31日（月）

苫前町立苫前小学校 小学生（１～６年）

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 宗谷 稚内市 稚内市教育委員会 体力しらべ隊
反復横跳び、長座体前屈、握力、20ｍ
シャトルラン　など

10月17日（日） 稚内市緑体育館 小学生以上

2 宗谷 猿払村 猿払村教育委員会 バランスボール＆ヨガ教室
講師を招き、バランスボールやヨガなどの
簡単なストレッチを行う。

10月14日（木） 猿払村農村環境改善センター 猿払村民

3 宗谷 枝幸町
ＮＰＯ法人枝幸三
笠山スポーツクラブ
（通称エムスク）

ＪＯＹ☆すぽ2021 スポーツイベント祭り 未定 枝幸町総合体育館 枝幸町民

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 オホーツク 北見市
道立青少年体験
活動支援施設
ネイパル北見

遊びマイスター① 鬼ごっこなど、日本の昔の遊びを体験する。 11月6日(土)～7日(日)
道立青少年体験活動支援施設

ネイパル北見
小学生

2 オホーツク 北見市
道立青少年体験
活動支援施設
ネイパル北見

遊びマイスター② 鬼ごっこなど、日本の昔の遊びを体験する。 11月13日(土)～14日(日)
道立青少年体験活動支援施設

ネイパル北見
小学生

3 オホーツク 北見市
道立青少年体験
活動支援施設
ネイパル北見

遊びマイスター③ 鬼ごっこなど、日本の昔の遊びを体験する。 11月20日(土)～21日(日)
道立青少年体験活動支援施設

ネイパル北見
小学生

4 オホーツク 斜里町
斜里町教育委員会
スポーツ推進委員会

おはようランニング
1.5km2.5㎞の2コース

毎週土曜午前6:30～全6回
8月28日（土）
～10月2日（土）

町民公園ほか 幼児から大人まで

5 オホーツク 斜里町 斜里町教育委員会 わんぱく教室
跳び箱を通して、運動基礎能力の向上を
図る。

10月14日（木） はまなす保育園 幼児

6 オホーツク 清里町 清里町教育委員会
子ども塾「わんぱくジュニア

クラブ第１回」
スポーツ塾 10月中（未定） 未定 小学生

7 オホーツク 佐呂間町 佐呂間町教育委員会 スポーツチャレンジDAY

体を動かして楽しめるプログラム4種（新
聞紙バランス対決・ストラックアウト・足踏
みチャレンジ・バランスディスクチャレン
ジ）

10月10日（日）
佐呂間町武道館・温水プール
「スター」

町内の小学生

8 オホーツク 佐呂間町 佐呂間町教育委員会 さろま健康ウォーキング
ウォーキングレッスン、ウォーキング（2.5ｋ
ｍコース・2kmコース）

10月10日（日）
佐呂間町武道館・温水プール
「スター」武道館　集合

全町民

9 オホーツク 雄武町 雄武町教育委員会 キッズアスリート教室（仮）
地元高校陸上部協力のもと、トラック種目
やフィールド種目の体験を行う。

10月23日（木）
北海道雄武高等学校

グラウンド
小学生

10 オホーツク 紋別市
ＮＰＯ法人

紋別市体育協会
キンボール教室

キンボールの技術向上とルールについて
学ぶ。

10月2・9・16・23・30日
（土曜日）

紋別市スポーツセンター 小学生～大人

11 オホーツク 紋別市
ＮＰＯ法人

紋別市体育協会
バルシューレ教室

ボールを使った運動プログラムを通じ、体
を自然に動かしながらスポーツの楽しさ
を知る。

10月7・14・21・28日
（木曜日）

紋別市運動公園自由広場 年中～小学3年生

12 オホーツク 紋別市
ＮＰＯ法人

紋別市体育協会
護身術教室 危険から身を守る知識と技術を学ぶ。

10月1・8・15・22・29日
（金曜日）

紋別市スポーツセンター 小学生～大人

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



13 オホーツク 紋別市
ＮＰＯ法人

紋別市体育協会
サッカー・

フットサル教室
コンサドーレ北海道スポーツクラブスクー
ルコーチによるサッカー・フットサル教室

10月1・8・15・22・29日
11月5・12・19日
（金曜日）

10月6・13・20・27日
11月10・17・24日
（水曜日）

紋別市運動公園自由広場 年長～小学4年生

14 オホーツク 紋別市
ＮＰＯ法人

紋別市体育協会
フラダンス

ケイキ（こども）教室

ハワイアンミュージックに合わせ幼少期
に必要な運動器をしっかり動かして綺麗
な姿勢と体力の向上を図る。

10月7・14・21・28日
11月11・18・25日
（木曜日）

紋別市スポーツセンター 3歳～小学4年生（女子）

15 オホーツク 紋別市
ＮＰＯ法人

紋別市体育協会
姿勢改善

ストレッチポール教室

歪みが生じた体を、ポールでストレッチを
行いながら、姿勢改善と正しい
姿勢を維持する。

10月6・13・20・27日
11月10・17・24日
（水曜日）

紋別市スポーツセンター 小学4年生～75歳

16 オホーツク 北見市 北見市教育委員会 キッズスポーツ教室
「走る」「跳ぶ」「投げる」といったスポーツ
の基本動作、「体さばき」と「調整力」を身
に付け、基礎体力を培う。

10月中
（全8回のうち10月開催

は4回）
北見市立体育センター

幼稚園、保育園→「年長組」
小学生→「1年生」

17 オホーツク 北見市 北見市教育委員会 コアラくらぶ 運動あそび、講話
10月1日～10月29日
毎週金曜　全5回

北見市立体育センター １～5歳児及び保護者

18 オホーツク 北見市 北見市教育委員会
Jr.アスリートチャレンジ

アカデミー
様々なスポーツ（15種目程度）を体験
する。

10月～11月上旬
（全24回のうち10月～
11月上旬は8回）

北見市立体育センター 小学2～3年生

19 オホーツク 網走市 網走市教育委員会 こどもスポーツチャレンジ 毎月様々なスポーツを体験する。
10月7日（木）
11月4日（木）

網走市総合体育館 小学3年生～6年生



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 十勝 士幌町
士幌町パークゴル
フ協会

「町民スポーツの集い」
パークゴルフ

パークゴルフ大会
10月9日（土）

※新型コロナウイルス感染
状況により中止の場合あり

士幌町総合運動公園
れいわパークゴルフ場

全町民

2 十勝 士幌町 士幌町教育委員会
「町民スポーツの集い」
駅伝大会

駅伝大会
～小中学生及び一般の部に分かれタイ
ムを競う

10月9日（土）
※新型コロナウイルス感染
状況により中止の場合あり

士幌町総合運動公園
陸上競技場

小学生以上

3 十勝 士幌町
士幌町陸上競技協
会

「町民スポーツの集い」
タイムトライアル

短距離記録会
～小学１・２年生60m 小学3年生以上
100m

10月9日（土）
※新型コロナウイルス感染
状況により中止の場合あり

士幌町総合運動公園
陸上競技場

小学生以上

4 十勝 広尾町
広尾町スポーツ
少年団本部

秋季少年団
スポーツテスト会

立ち幅跳びや上体起こし等を行い、
運動能力を確認し体力向上を目指す。

11月中旬
※実施検討中

広尾町青少年研修センター 小学生

5 十勝 浦幌町 浦幌町教育委員会 親子で元気「たいそう教室」
幼児のからだづくりや、親子で楽しく
遊ぶ。

10月９日（土） 浦幌町総合スポーツセンター 幼児と保護者

6 十勝 陸別町 陸別町教育委員会 町民体力測定会
6種目（握力、上体起こし、長座体前屈、
反復横跳び、立ち幅跳び、20ｍシャトルラ
ン）

10月18日（月）予定 陸別中学校体育館
町内在住で、令和3年4月1日
現在で満20歳以上64歳以下

7 十勝 帯広市 帯広教育委員会
2021フードバレーとかち
マラソン on the WEB

スマートフォンアプリを使ったオンラインに
よる「集まらないマラソン大会」

10月1日（金）～
10月31日（日）

場所問わず 小学生～一般

8 十勝 帯広市 帯広教育委員会
2021帯広市スポーツ
フェスティバル

各種スポーツイベントを開催するほか
10/10（日）は競技実施期間を除き、一部
体育施設の無料開放を行う。

10月10日（日）ほか 帯広市内各スポーツ施設 幼児～一般

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 釧路 釧路管内 釧路教育局
釧路管内どさん子元気

アップチャレンジ

各学校の「１校１実践」の取組の充実を図
るとともに、体力向上の特色ある取組を
広く発信する。

7月1日(木)
～12月17日(金)

管内小学校・中学校・義務教育
学校・特別支援学校

（小・中学部）

管内小学校・中学校・義務教育
学校・特別支援学校（小・中学

部）の児童生徒

2 釧路 釧路市
釧路市スポーツ

少年団
スポーツ交流会

ソーシャルディスタンスを保ったACP（爆
弾ゲーム等）などの交流を通じて、仲間
意識の向上と団活動の活性化を図る。

10月30日（土） 湿原の風アリーナ釧路 幼児、小学生

3 釧路 釧路町 釧路町教育委員会 町民体力テスト
スポーツ庁が定める新体力テストを実施
する。

10月10日（日）
※例年はスポーツの日

釧路町総合体育館 小学生以上

4 釧路 釧路町
釧路町運動公園

指定管理者
無料開放

多くの方にスポーツを楽しんでもらうた
め、スポーツ施設を無料開放する。

10月10日（日）
釧路町総合体育館
釧路町温水プール

指定なし

5 釧路 釧路町
釧路町スポーツ

少年団本部

釧路湿原ライオンズ
クラブ杯兼本部長杯

少年野球大会

釧路町内の野球少年団の交流と競技力
の向上を目指した競技大会

10月 釧路町野球場 少年団

6 釧路 釧路町
釧路町スポーツ

少年団本部
本部長杯

バレーボール大会
釧路管内のバレーボール少年団の交流
と競技力の向上を目指した競技大会

10月 釧路町総合体育館 少年団

7 釧路 厚岸町 厚岸町教育委員会
町民ファミリー
マラソン大会

1.5㎞、3㎞、4㎞のコース別にマラソン
する。

10月10日（日） 厚岸町宮園公園 町内在住者

8 釧路 浜中町 浜中町教育委員会 町民マラソン大会
参加対象ごとに2ｋｍ、3ｋｍ、6ｋｍを
走る。

10月2日(土） 霧多布総合体育館 小学生、中学生、一般

9 釧路 浜中町 浜中町教育委員会 浜中町民体育祭
バレーボール、ソフトボール、バスケット
ボール等の主管団体で定める競技方法

10～11月 浜中町内体育施設 浜中町住民

10 釧路 標茶町
標茶町スポーツ

協会（地域
スポーツ協会）

ファミリーマラソン
それぞれの体力に合わせて、1㎞・2㎞・3
㎞・4㎞・5㎞マラソンを行う。

10月 2日(土)
10月 9日(土)
10月10日(日)

塘路地区、磯分内地区、標茶市
街地区、虹別地区、

沼幌地区、阿歴内地区
（※地区ごとに実施日が異なる）

標茶町民

11 釧路 弟子屈町
弟子屈町

教育委員会
ジュニアアスリート

コンディショニング教室

トレーニング指導、スポーツ選手相談、ケ
ガの予防につながる体幹トレーニングの
実施

6月27日（日）
10月23日（土）

摩周観光文化センター
小学生、中学生、

高校生、一般

12 釧路 白糠町 白糠町剣道同好会 剣道大会
少年団活動における団員の指導及び交
流試合

10月8日（金） 白糠町立庶路学園 小学生、中学生

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）



令和３年度「どさん子体力アップ強調月間」における体力向上の取組

名称 内容

1 根室 別海町
（一財）別海町
地域振興財団

BETSUKAIチャレンジクラブ 陸上競技に挑戦 10月9日（日） 別海町町民体育館 小学生

2 根室 別海町
（一財）別海町
地域振興財団

BETSUKAIチャレンジクラブ 空手に挑戦 10月23日（土） 別海町町民体育館 小学生

3 根室 別海町
別海町総合

スポーツセンター
ニュースポーツ体験会

ニュースポーツ体験（モルック・スラックラ
イン・スポーツ吹き矢・フロアカーリングに
挑戦）

10月31日（日） 別海町町民体育館 小学生～大人

4 根室 標津町 標津町教育委員会 子ども元気アップ大作戦
運動遊び（走る、飛び、投げるなどの基本
動作が中心）

10/7(木)、19(火)、
26(火)、11/4(木)、
9(木)、16(火)

標津こども園 園児

5 根室 標津町 標津町教育委員会 子ども元気アップ大作戦
運動遊び（走る、飛び、投げるなどの基本
動作が中心）

10/12(火)、22(金)、
11/11(木)、24(水)

川北こども園 園児

6 根室 標津町 標津スポーツクラブ スポーツ体験教室
走る、飛び、投げるなどの基本動作を中
心とした運動教室

10/11(月)、25(月)、
11/8(月)、29(月)

総合体育館 小・中学生

7 根室 標津町 標津スポーツクラブ ふれあいスポーツデー 子ども縁日、ストラックアウトなど 10/24(日) 総合体育館外 幼児～高齢者

8 根室 標津町 標津スポーツクラブ 歴史探訪ウォーニック
町内の歴史遺産を学芸員の説明を聞き
ながら訪ね標津の歴史に触れるまち歩き

11/6(土) 標津町内 幼児～高齢者

9 根室 標津町
標津スポーツクラブ
標津町防犯協会

防犯子供スポーツまつり カレーライスウォークラリー 11/6(土) 標津町内 幼児～高齢者

10 根室 標津町
標津スポーツクラブ
標津町スポーツ
少年団本部

スポーツ少年団
レクリェーションカーニバル

障がい児者スポーツ(ボッチャなど)の体
験

11/20(土) 川北体育館 小学生～一般

実施日（期間） 会場 参加対象者№ 主　催管内 市町村名
取組（事業）


