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単語 説明

IoT

ICT

【あ】

D O C U M E N T 用語集

様々な「モノ」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕
組み。Internet of Thingsの略称。

元気はつらつ
チャレンジカード

【か】 仙台市内のプール、体育館、武道館等を個人利用する65歳以上の方または豊齢カード
（旧豊齢手帳）の交付を受けた方で希望者を対象に配布しているポイントカード。利用回
数に応じて施設使用料が無料になる。
利用の詳細は、P46仙台スポーツ情報ナビHPを参照。

コト消費 魅力的なサービスや空間設計等によりデザインされた「時間」を顧客が消費すること。

シビックプライド
【さ】

都市に対する市民の誇りのこと。

スポーツコミッション
せんだい

多様なスポーツイベントの開催にあたり、実務的な支援や仙台の魅力を伝えるための
様々なサポートを行うため設立された官民一体の組織。

仙台スポーツ
トワイライト・パス

夕方5時以降限定の市内スポーツ施設（トレーニング室・プール等）利用定期券のこと。
市外在住者も利用可能。
利用の詳細は、P46仙台スポーツ情報ナビHPを参照。

スポーツナビゲーション
せんだい

スポーツ施設に関する総合案内窓口。スポーツ施設利用を含めたスポーツ全般に関す
るさまざまな情報を発信している。

仙台スポーツ情報ナビ 公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団が運営している情報サイト。仙台市のスポー
ツ情報、各施設・体育館のスケジュールやイベント情報等、幅広く掲載している。

Information and Communication Technologyの略称。「情報通信技術」と訳され、
情報・通信に関連する技術一般の総称。

eスポーツ
電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲー
ム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。electronic 
sportsの略称。

インクルーシブスポーツ
共生的な社会の実現に向けて、障害の有無や程度にかかわらず、多様な人々が共に実施
できるスポーツのこと。

AI
人口知能、特に知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術。Art ific ia l  
Intelligenceの略称。

SNS
Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイ
トの会員制サービスのこと。
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単語 説明

【た】

せんだいスポーツ
ボランティアステーション

スポーツボランティアの募集・登録、スポーツイベントのボランティア情報の発信、スキ
ルアップのための研修会や各種講演会を開催している。既存スポーツボランティア団体
や、今後活動を希望する人への支援を通じ、多くの人が積極的にスポーツボランティア
活動に関われるよう支援を行っている。

ドクターコースプログラム 仙台市医師会派遣のスポーツドクターと仙台市体育館のスポーツ指導員が、「自分に適
した運動」を測定・診断し、アドバイスするプログラム。

【は】
バリアフリー

障害のある方、高齢者、妊婦や子ども連れの人をはじめとした全ての方々が社会生活を
していく上でバリアとなるものを除去し、新しいバリアを作らない共生社会の実現に向
けた概念であり、物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対
処するという考え方。

VR 仮想現実。Virtual Realityの略称。コンピューターによって作られた仮想的な世界を、
あたかも現実世界のように体感できる技術。

プレイリーダー あそび場で子どもと関わる専門スタッフのこと。

【ま】
マイタウンスポーツデー

10 月「スポーツの日」に市スポーツ施設を無料開放し、各区スポーツ・レクリエーション
祭の開催をはじめニュースポーツ・レクリエーションスポーツ体験会、体力測定等を実施
している。

【や】 ユニバーサルデザイン 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう、あらか
じめ都市や生活環境をデザインするという考え方。また、そうしたデザインのこと。

マイタウンスポーツ協会

各区のスポーツ関係団体（学区民体育振興会・スポーツ協会・スポーツ推進委員・レクリ
エーション協会等）が、区民の健康増進、地域間交流、地域スポーツの活性化のために設
立。スポーツの日のスポーツイベント「マイタウンスポーツデー」の開催や、区民まつりへ
の参加などを通して、区におけるマイタウンスポーツ活動の中心として、活動している。

せんだいTube
仙台市公式動画チャンネル。仙台市の魅力や市政に関するさまざまな情報を配信してい
る。

せんだいのびすくナビ
子育てに関するさまざまな行政サービス、施設情報、イベント情報など、子育てに役立つ
情報を発信している仙台での子育てを応援する情報サイト。アプリ版もあり、スマート
フォン等からもアクセス可能。

総合型地域スポーツクラブ

地域の方々が中心となって運営し、子どもから高齢者まで自分の体力や技術・技能レベ
ルに応じて、生涯にわたり楽しく継続的にスポーツ活動を行うことができる会費制の多
種目・多世代型のスポーツクラブ。仙台市には令和4年3月現在、13の総合型地域ス
ポーツクラブが設立されている。
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D O C U M E N T 市内のスポーツ施設
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区 名　称 施設機能 競技場等の規模

【
青
葉
区
】

川内庭球場 砂入り人工芝10面

葛岡温水プール（ＴＡＣ葛岡
ウォーターパーク）
※令和2年4月1日より施設命名権導入

水の森温水プール（ＴＡＣ水の森
ウォーターパーク）
※令和2年4月1日より施設命名権導入

宮城広瀬総合運動場（仙台環境
開発スポーツパーク宮城広瀬）
※平成25年6月15日より施設命名権導
入

青葉山公園庭球場

評定河原球場・庭球場

桜ケ丘公園野球場・庭球場

西花苑公園野球場

広瀬川仲ノ瀬緑地運動広場

広瀬川牛越緑地運動広場

青葉体育館（本山製作所青葉
アリーナ）・仙台市武道館（本山
製作所仙台市武道館）
※令和2年4月1日より施設命名権導入

競技場、トレーニング室、柔道場、剣
道場、弓道場　等

競技場：1,900㎡
トレーニング室：252.96㎡
柔道場：492.37㎡
剣道場：492.82㎡
弓道場：588㎡6人立（射場99㎡）
巻きわら室：46㎡

温水プール、幼児プール、ウォー
タースライダー、ジャグジー、採暖室

温水プール：25m7コース（水深1.2～
1.4ｍ）
幼児プール：曲玉型42.8㎡（水深0.5
ｍ）

温水プール、児童プール、幼児プー
ル（共にすべり台あり）、採暖室

温水プール：25m7コース（水深1.1～
1.3ｍ）
児童プール、幼児プール：長円形約
126㎡（中央に区画）
児童プール：水深0.6ｍ、幼児プール水
深0.4ｍ

体育館、野球場（硬式・準硬式・軟式
野球、リトルリーグ）、グラウンド、テ
ニスコート：砂入り人口芝3面、温水
プール、幼児プール（すべり台あ
り)、採暖室

競技場：1,044.07㎡
野球場：レフト92ｍ、センター120ｍ、
ライト92ｍ（12,482㎡）
グラウンド：レフト側約140ｍ、ライト側
約100ｍ（12,403㎡）
温水プール：25m5コース

野球場：1面（硬式・準硬式・軟式野
球、リトルリーグ、ソフトボール用）、
庭球場：砂入り人工芝4面

野球場：レフト９２ｍ、センター１０７ｍ、
ライト９２ｍ

野球場：1面（軟式野球、リトルリー
グ、ソフトボール用）、庭球場：全天候
4面

野球場：レフト90ｍ、センター100ｍ、
ライト90ｍ

1面（軟式野球（小学生以下）、リト
ルリーグ、ソフトボール用）

レフト70ｍ、センター79ｍ、ライト70
ｍ

1面（軟式野球、ソフトボール、キッ
クベースボール、少年サッカー
（ゴールなし）、フットサル（ゴールな
し）、ラクロス、ゲートボール用）

レフト85ｍ、センター70ｍ、ライト60
ｍ

レフト98ｍ、センター95ｍ、ライト67
ｍ

1面（軟式野球・ソフトボール・キック
ベースボール・サッカー・ラクロス・
フットサル・ゲートボール用）

クレーコート6面（硬式用）クレー
コート16面（軟式用）

NO.
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2
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D O C U M E N T 市内のスポーツ施設

【
宮
城
野
区
】

新田東総合運動場（元気フィー
ルド仙台）

出花体育館

仙台市陸上競技場（弘進ゴムア
スリートパーク仙台）
※平成29年4月1日より施設命名権導
入

高砂庭球場

鶴ケ谷温水プール（ＴＡＣ鶴ケ谷
ウォーターパーク）
※令和2年4月1日より施設命名権導入

海岸公園野球場・庭球場

競技場、会議室 競技場：約760㎡

陸上競技場、ウォーミングアップ場
(補助練習場)

陸上競技場：36,530㎡、400m8
レーン(全天候舗装)、フィールド(天然
芝)、室内雨天練習場(100m5レーン)
ウォーミングアップ場(補助練習場)：
130m7レーン(全天候舗装)

温水プール、幼児プール、採暖室 温水プール：25m5コース（水深1.1～
1.3ｍ）
幼児プール：長円形63㎡（水深0.45
ｍ）

野球場：6面（第1～4は軟式野球、
リトルリーグ、ソフトボール用、第5・
6は軟式野球［小学生以下］・ソフト
ボール用）、庭球場：砂入り人工芝5
面　全天候5面

第1～4： レフト９１ｍ、センター１１５
ｍ、ライト９１ｍ
第5・6：レフト６８ｍ、センター６８ｍ、ラ
イト６８ｍ

全天候2面

メインアリーナ、障害者アリーナ、多
目的室、サウンドテーブルテニス室、
会議室、幼児体育室、温水プール、
幼児プール、ウォータースライ
ダー、歩行用プール、採暖室、トレー
ニング室、市民球場：硬式・準硬式・
軟式野球、リトルソフトボール、アー
チェリー場、ボルダリング室、スケー
トボードパーク、スケートボードフ
ラットパーク

メインアリーナ：1,996.50㎡
障害者アリーナ：1,103.93㎡
多目的室：約240㎡
サウンドテーブルテニス室：約36㎡
温水プール：25m5コース（水深1.1
～1.2ｍ）
トレーニング室：223㎡
市民球場：両翼 100ｍ、センター 
122ｍ（13,500㎡）
アーチェリー場：50ｍ（30ｍにも対
応）10レーン（52㎡）
ボルダリング室：高さ 5ｍ幅13ｍ

区 名　称 施設機能 競技場等の規模

1面（軟式野球、リトルリーグ、ソフト
ボール用）

レフト100ｍ、センター100m、ライト
１００ｍ

1面（軟式野球、リトルリーグ、ソフト
ボール用）

レフト９８ｍ、センター９８ｍ、ライト９８
ｍ

1面（サッカー、キックベースボー
ル、フットサル、ラクロス、ゲートボー
ル用）

64ｍ×100ｍ

扇町一丁目公園野球場

日の出町公園野球場

扇町四丁目公園運動広場

12

13

14

15

16

17

18

NO.

19

20
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区 名　称 施設機能 競技場等の規模

競技場、小体育室、トレーニング室、
会議室

競技場：1,655．50㎡
小体育室：318．60㎡
トレーニング室：128．80㎡

野球場：軟式野球、リトルリーグ、ソ
フトボール、キックベースボール用、
庭球場：砂入り人工芝7面、温水
プール、幼児プール、採暖室、ゲート
ボール場2面

野球場：レフト９１ｍ、センター１０９ｍ、
ライト９１ｍ（9407.5㎡）
温水プール：25ｍ7コース（水深1.2～
1.4ｍ）
幼児プール：楕円形約126㎡（水深
0.25ｍ～0.45ｍ）

グラウンド（サッカー、ラグビー等対
応）、多目的広場、クラブハウス

グラウンド：10,906.00㎡
多目的広場：3,745.00㎡
クラブハウス：351.27㎡

野球場：1面（軟式野球、ソフトボー
ル用）、庭球場：砂入り人工芝4面

野球場：レフト９０ｍ、センター９５ｍ、ラ
イト９０ｍ

1面（軟式野球、ソフトボール用） レフト９０ｍ、センター９０ｍ、ライト９０
ｍ

1面（軟式野球、ソフトボール用） レフト７５ｍ、センター８５ｍ、ライト７５
ｍ

【
若
林
区
】

【
太
白
区
】

若林体育館

今泉運動場

若林日辺グラウンド（ニッペリア） 

卸町東二丁目公園野球場・庭球場

卸町五丁目公園野球場

広瀬川若林緑地野球場

長袋グラウンド

広瀬川中河原緑地運動場

秋保体育館

運動広場：３面（A・B：軟式野球、ソ
フトボール、キックベースボール、少
年サッカー（ゴールなし）、ラクロス、
ゲートボール用、C：軟式野球（小学
生以下）、ソフトボール、キックベー
スボール、少年サッカー（ゴールな
し）、ラクロス、ゲートボール用）

運動広場A：レフト９０ｍ、センター８０
ｍ、ライト７０ｍ
運動広場B：レフト７５ｍ、センター７５
ｍ、ライト６０ｍ
運動広場Ｃ：レフト７０ｍ、センター７５
ｍ、ライト５０ｍ

第一競技場、第二競技場、温水プー
ル、採暖室、トレーニング室、軽運動
場、幼児体育室、体育室、体力測定
室、研修室、和室、会議室

第一競技場：2,642.59㎡
第二競技場：770.80㎡
温水プール：25m5コース（水深1.1～
1.3ｍ）
トレーニング室：204.08㎡
軽運動場：347.40㎡
幼児体育室：83.55㎡
体育室：108.78㎡
体力測定室：180.18㎡

競技場、小ホール、幼児プレイコー
ナー

競技場：1,005.60㎡
小ホール：64.02㎡

1面（軟式野球、リトルリーグ、ソフト
ボール、キックベースボール、サッ
カー（ゴールあり：ジュニア規格）、
フットサル（ゴールなし）、ラクロス、
ゲートボール用）

レフト約80m、ライト約110m
（9,778㎡）

仙台市体育館（カメイアリーナ
仙台）
※平成28年7月30日より施設命名権
導入

NO.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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D O C U M E N T 市内のスポーツ施設

馬場グラウンド

中田温水プール

鈎取球場

茂庭庭球場

中田中央公園庭球場・運動広場

西中田公園野球場

太白公園野球場

区 名　称 施設機能 競技場等の規模

1面（軟式野球、ソフトボール、キッ
クベースボール、少年サッカー
（ゴールなし）、フットサル、ラクロ
ス、ゲートボール用）

レフト78ｍ、センター85ｍ、ライト78
ｍ

【
太
白
区
】

富沢公園運動広場

名取川富田緑地運動広場

湯元公園野球場

3面（軟式野球、ソフトボール、リト
ルリーグ、少年サッカー（ゴールな
し）

ソフトボール規格1面（レフト75ｍ、セ
ンター75ｍ、ライト75ｍ）リトルリーグ
規格2面（レフト61ｍ、センター61ｍ、
ライト61ｍ）

1面（軟式野球、リトルリーグ、ソフト
ボール用）

レフト95ｍ、センター115ｍ、ライト
95ｍ

1面（軟式野球、ソフトボール、キッ
クベースボール用）

レフト約80ｍ、ライト約70ｍ
（5,520.70㎡）

温水プール、幼児プール、小プー
ル、採暖室、高温採暖室、トレーニン
グ室

温水プール：25m6コース（水深1.05
～1.25ｍ）
幼児プール：ひょうたん型直径それぞ
れ約6ｍ（水深0.35ｍ、0.6ｍ）
小プール：正方形33ｍ（水深0.6ｍ）
トレーニング室：214.2㎡

1面（軟式野球、リトルリーグ、ソフト
ボール、キックベースボール用）

砂入り人工芝4面

レフト90ｍ、センター100.0ｍ、ライト
90ｍ（18,184㎡）

庭球場：砂入り人工芝4面、運動広
場：サッカー、フットサル、ラグビー、
アメリカンフットボール、キックベー
スボール、ラクロス、ゲートボール
用

運動広場：106ｍ×68ｍ

1面（軟式野球、ソフトボール、キッ
クベースボール、少年サッカー
（ゴールなし）、フットサル、ゲート
ボール用）

レフト86ｍ、センター92ｍ、ライト86
ｍ

1面（軟式野球、ソフトボール用） レフト70ｍ、センター70ｍ、ライト70
ｍ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

NO.
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将監公園野球場・庭球場

長命ヶ丘公園野球場・庭球場

野球場：1面（軟式野球、ソフトボー
ル用）、庭球場：クレー2面

野球場：レフト85ｍ、センター105ｍ、
ライト85ｍ

野球場：1面（軟式野球、ソフトボー
ル用）、庭球場：クレー3面

野球場：レフト95ｍ、センター116ｍ、
ライト95ｍ

松陵公園野球場・庭球場 野球場：1面（軟式野球、ソフトボー
ル用）、庭球場：全天候2面

野球場：レフト85ｍ、センター90ｍ、ラ
イト85ｍ

寺岡中央公園野球場・庭球場

虹の丘公園野球場・庭球場

野球場：1面（軟式野球、リトルリー
グ、ソフトボール用）、庭球場：砂入り
人工芝2面

野球場：レフト90ｍ、センター110ｍ、
ライト90ｍ

野球場：1面（軟式野球、リトルリー
グ、ソフトボール用）、庭球場：砂入り
人工芝2面

野球場：レフト７０ｍ、センター７０ｍ、ラ
イト７０ｍ

区 名　称 施設機能 競技場等の規模

泉総合運動場

泉サッカー場(泉総合運動場)

泉海洋センター

北中山コミュニティグラウンド

屋内グラウンド（シェルコムせ
んだい）

根白石温水プール

競技場、武道館（柔道場・剣道場）、
弓道場、庭球場（18面）、グラウン
ド、トレーニング室、会議室、小ルー
ム、幼児体育室

競技場：1,588㎡
柔道場：491㎡
剣道場：491㎡
弓道場：射場325㎡（12人立）
庭球場：18,883㎡
グラウンド：人工芝 105ｍ68ｍ
トレーニング室：185㎡

東フィールド：天然芝105ｍ68ｍ、
西フィールド：天然芝、ハーフフィー
ルド：天然芝、クラブハウス

東フィールド：105m×68m
西フィールド：105m×68m
ハーフフィールド：52m×68m

競技場、ミーティングルーム 競技場：726.15㎡

グラウンド（サッカー(中学生以下）、
軟式野球(小学生以下)、ソフトボー
ル、グラウンド・ゴルフ用）、多目的広
場（ゲートボール、ニュースポーツ
用）、和室

グラウンド：6,920㎡
多目的広場：594㎡

グラウンド（野球（軟式、少年）、ソフ
トボール、テニス、サッカー、フットサ
ル、アメリカンフットボール、その他
ゲートボール、運動会、各種集会、
ニュースポーツ等に利用可）

13,132㎡：レフト91.5m、センター
115.82m、ライト91.5m：砂入り人
工芝

温水プール、幼児プール、採暖
室、高温採暖室、トレーニング室

温水プール：25m6コース（水深1.1～
1.3ｍ）
幼児プール：楕円形約64㎡（水深0.4
ｍ）
トレーニング室：107.31㎡

【
泉
区
】

48

49

50

51

NO.

43

44

46

47

41

42

45
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住吉台西四丁目公園庭球場

向陽台五丁目緑地庭球場

北河原公園野球場

七北田公園野球場・庭球場

七北田公園体育館

1面（硬式・準硬式・軟式野球、リト
ルリーグ、ソフトボール用）

レフト90ｍ、センター120ｍ、ライト
90ｍ

野球場：1面（軟式野球、リトルリー
グ、ソフトボール用）、庭球場：砂入り
人工芝8面練習ボード

野球場：レフト91ｍ、センター110ｍ、
ライト91ｍ

体育室（アリーナ）、研修室、トレー
ニング室

全天候2面

全天候1面

七北田公園体育館

区 名　称 施設機能 競技場等の規模

52

53

54

55

56

NO.

【
泉
区
】

D O C U M E N T 市内のスポーツ施設／審議経過
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年月日 内容

令和元年度第２回スポーツ推進審議会
市長より「仙台市スポーツ推進計画」について諮問
審議会内に検討委員会を設置

第１回検討委員会
スポーツに関する意識調査の実施について

第２回検討委員会
スポーツに関する意識調査の質問項目について

スポーツに関する意識調査の実施

審議経過

第３回検討委員会
スポーツに関する意識調査の中間報告について
本市の運動・スポーツを取り巻く現状と課題について

令和２年度第１回スポーツ推進審議会
スポーツに関する意識調査の結果について

第４回検討委員会
次期スポーツ推進計画の施策の方向性について

第５回検討委員会
次期スポーツ推進計画の骨子案について

令和３年度第１回スポーツ推進審議会
次期スポーツ推進計画の骨子案について

第６回検討委員会
次期スポーツ推進計画の中間案について

第７回検討委員会
次期スポーツ推進計画の中間案について

パブリックコメントの実施

「仙台市スポーツ推進計画」について市長に答申

令和3年度第２回スポーツ推進審議会
次期スポーツ推進計画の中間案について
次期スポーツ推進計画の中間案に関するパブリックコメントの実施について

第８回検討委員会
次期スポーツ推進計画中間案に関するパブリックコメントの実施結果について
次期スポーツ推進計画の答申案について

令和３年度第４回スポーツ推進審議会
次期スポーツ推進計画中間案に関するパブリックコメントの実施結果について
次期スポーツ推進計画の答申案について

令和元年１２月２４日

令和２年0１月２２日

令和２年0３月１７日

令和２年0６ ～７月

令和２年１１月２５日

令和２年１２月２３日

令和３年0３月２４日

令和３年0６月２５日

令和３年0８月0４日

令和３年0８月２５日

令和３年１０月0６日

令和３年１０月27日

令和３年１１月～１２月

令和4年 ３月17日

令和4年0１月１３日

令和4年0１月１９日
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D O C U M E N T 委員名簿

氏名 役職名

仲野　隆士 仙台大学　教授会長

仙台市スポーツ推進審議会委員名簿 

区分

鈴木　玲子 東北福祉大学　特任教授副会長

阿部　奈々美 アイスリンク仙台　専属インストラクター委員

石川　一博 仙台市中学校体育連盟　会長
（仙台市立鶴が丘中学校 校長）委員

岡﨑　勘造 東北学院大学　准教授委員

岡本　美佳 仙台市小学校教育研究会体育研究部会　常任委員
（仙台市立宮城野小学校 教諭）委員

草刈　惠佐雄 仙台市スポーツ協会　副理事長委員

熊谷　勇一 仙台市障害者スポーツ協会　会長委員

小池　和幸 仙台市レクリエーション協会　会長委員

今田　広志 東北電力株式会社　ソーシャルコミュニケーション部門
地域共生ユニット部長委員

斎藤　範夫 仙台市議会議員委員

佐藤　節子 宮城教育大学　教授委員

佐藤　園子 仙台市スポーツ推進委員協議会　常任理事委員

篠崎　剛 東北学院大学　教授委員

土井　豊 東北生活文化大学　名誉教授委員

堀江　新一郎 仙台市学区民体育振興会連合会　会長　委員

村松　淳司 東北大学　副理事／教授委員

吉田　尚 仙台市スポーツ少年団　本部長委員

R4.3現在（委員は50音順・敬称略）
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氏名 役職名

仲野　隆士 仙台大学　教授 ○

鈴木　玲子 東北福祉大学　特任教授 ○

泉田　和雄 市民スポーツボランティア　SV2004代表理事

岡﨑　勘造 東北学院大学　准教授 ○

○

○

○

岡本　美佳
仙台市小学校教育研究会体育研究部会　常任委員
（仙台市立宮城野小学校 教諭）

熊谷　勇一 仙台市障害者スポーツ協会　会長

佐々木　知廣 株式会社ベガルタ仙台　代表取締役社長

吉田　尚 仙台市スポーツ少年団　本部長

仙台市スポーツ推進計画検討委員会委員名簿

審議会

R4.3現在（50音順・敬称略）

仙台市スポーツ推進計画　2022-2031
令和4年4月

編集・発行

仙台市文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課
〒980-8671

仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
TEL.022-214-8889
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