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24101 学校スポーツの充実        （教育委員会） 

24102 地域スポーツの活性化       （地域連携部） 

（主担当部局：地域連携部） 

 

県民の皆さんとめざす姿 

子どもたちが、学校や地域で主体的に運動やスポーツに取り組み、いきいきと活動しています。 

  県民の皆さんが、スポーツを「する」「みる」「支える」といったさまざまな関わりをとおして、健康で

生きがいのある生活を営むとともに、人と人、地域と地域との絆づくりが進み、地域に活力が生まれてい

ます。 

 

平成 27 年度末での到達目標 

学校スポーツが充実することによって、子どもたちが運動に親しむ習慣を身につけ、体力が向上してい

ます。 

また、地域に総合型地域スポーツクラブが定着することによって、より多くの方がスポーツに取り組む

ようになっています。 

 

県民指標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

成人の週１回
以上の運動・ス
ポーツ実施率 

 55.0% 56.5% 
 

58.0% 60.0% 

53.7% 54.5%    

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

e-モニターを活用した調査において、1 週間に 1 回以上、運動やスポーツ（ウォーキング、
ランニング、水泳、テニス、バレーボールなど）を実施している県民（成人）の割合 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 27 年度には、県民の６割が週に１回以上、運動やスポーツに取り組むようになることを
目指しており、前年度（H25 年度）目標値の 1.5％増を目標値として設定しました。 

 

活動指標      

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

24101 学校ス
ポ ー ツ の 充 実
（教育委員会） 

新体力テストの
総合評価が
「A」・「B」・「C」
の子どもたちの
割合 

 74.0% 76.0% 

 

78.0％ 80.0% 

71.9% 70.6%    

24102 地域ス
ポーツの活性化
（地域連携部ス
ポーツ推進局） 

総合型地域スポ
ーツクラブの会
員数 

 
24,750
人 

25,000
人 

 

25,250
人 

25,500
人 

24,216
人(22 年度) 

27,005
人 

   

 

   

       

     

２４１ 学校スポーツと地域スポ

ーツの推進 



進捗状況（現状と課題） 

・本県の子どもたちの体力は、小学校において全国より低い状況が続いています。新体力テストを毎年継

続して実施している小学校の割合が低いことから、新体力テストの継続実施と結果の有効活用を促進し、

子どもたちの体力向上を図る必要があります。 

・子どもたちが、体育の授業を通して体を動かす楽しさや喜びを味わい、運動が好きになるよう、体育担

当教員を対象とした研修内容をさらに充実させる必要があります。 

・運動部活動が子どもたちの学校生活を充実させ、体力の向上と心身の成長に大きな役割を果たせるよう、

引き続き外部指導者の活用を進めるとともに、適切かつ効果的な部活動運営ができる指導者の育成を図

る必要があります。 

・平成 30 年の全国高等学校総合体育大会の開催に向けて、早期に開催種目ならびに会場地を決定すると

ともに、競技力向上に取り組む必要があります。 

・平成 30 年の全国高等学校総合体育大会や平成 33 年の国民体育大会の開催に加えて、平成 32 年の東京

オリンピック・パラリンピックの開催が決定されました。こうした機会にスポーツの持つ力を県民全体

で共有しスポーツ推進の理念や取組指針を明らかにするため「スポーツ推進条例（仮称）」を制定し、

スポーツによる人づくり、地域づくりにつなげる必要があります。併せて、スポーツ推進を図るための

財源の確保に取り組む必要があります。 

・地域におけるスポーツ活動を進めるため、「総合型地域スポーツクラブ」が県内に 63 クラブ創設されて

います。これらのクラブの育成を通じて、本県で開催が予定されている大規模スポーツ大会への関心を

高め成功に導くため、県民の皆さんがスポーツを「する」「みる」「支える」といった関わりが持てるよ

うな環境づくりをしていく必要があります。 

・県民の皆さんがスポーツを「支える」といった関わりが持てるように「みえのスポーツ応援隊」（スポ

ーツボランティアバンク）の募集を行っています。今後は、県内のスポーツイベント等での活用を図り、

スポーツを支える人材育成とともに、こうした取組が、今後本県で開催される国民体育大会などの大規

模大会を支えることになるよう取り組む必要があります。 

 

平成 26 年度の取組方向 

 

・体力向上推進アドバイザーが小学校を訪問し、各校の実態把握および指導・助言、新体力テストの継続

実施による結果の有効活用、子どもたちの生活習慣に目を向けた指導などを行います。さらに、子ども

たちが朝食摂取を含めた食の大切さを知り、基本的な生活習慣を身につけるなど、体力向上に向けた総

合的な取組を行います。 

・子どもたちが体育の授業を通して、「動く・学ぶ・できる・集う」という４つの喜びを味わい、自ら運

動に親しむ習慣を身につけられるよう、体育担当教員を対象とした講習会を充実し、魅力ある体育の授

業を目指して、授業の工夫改善を推進します。 

・生徒の多様なニーズに応えるため、中学校・高等学校の運動部活動に、地域のスポーツ人材を外部指導

者として派遣するとともに、体罰の防止を含めた適切かつ効果的な運動部活動の指導が行われるよう、

教員や外部指導者を対象とした講習会を開催し、運動部活動の充実を図ります。 

・平成 30 年の全国高等学校総合体育大会の開催に向けて、三重県高等学校体育連盟等と連携しながら、

開催地の決定に向けた市町等との調整を進めるとともに、中学校及び高等学校運動部活動における選手

強化に取り組みます。 

 

 

・「スポーツ推進条例（仮称）」の制定にあたっては、三重県スポーツ推進審議会、県議会をはじめ関係の

皆さんと協議しながら取り組みます。また、スポーツを推進するための財源確保に取り組みます。 

教育委員会    
 

地域連携部    
 



・総合型地域スポーツクラブを充実させるために、広域スポーツセンターを中心に指導者の育成やクラブ

アドバイザー等をクラブに派遣するなど、市町や関係団体と連携を図りながら取り組みます。 

・スポーツを支える人材育成の取組として、ボランティアリーダーの育成など「みえのスポーツ応援隊」

の充実を図ります。また、スポーツには地域の活性化を図ることができる等の多面的な効果が期待でき

ることから、市町や関係団体と連携し、スポーツイベントの充実に向けた取組を行います。 

 

主な事業 

 

 

●（新）平成 30年度全国高等学校総合体育大会開催準備事業 

【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

 予算額：(25)  － 千円 → (26) ３７，４４２千円 

事業概要：平成 30年度全国高等学校総合体育大会の開催準備を、県が主体となってより円滑かつ効果 

的に進めるため、東海４県、県内市町をはじめとする多様な主体と協働・連携しながら、全 

県的な取組となるよう気運の醸成を図ります。 

また、県外のトップコーチやトップチームを招聘し、県内の中学校・高等学校の合同強化 

練習会等を通した一貫した指導を推進することによって、平成 30年度の大会で主力となる 

現在の中学生の競技力向上と指導者の育成を図ります。 

 

●子どもの体力向上総合推進事業【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

   予算額：(25) １４，４８３千円 → (26) １１，５６３千円 

   事業概要：体力向上推進アドバイザーが県内の小学校を訪問し、新体力テストの継続実施と体力向上

に向けた指導・助言を行うとともに、高校生等が体力向上サポーターとして小学生の運動

を支援するなどにより、子どもの運動習慣、生活習慣、食習慣を総合的に形成する学校の

取組を推進します。 

        また、学識経験者、医師、保護者、学校関係者等からなる「子どもの体力向上推進会議」

を開催し、子どもの体力向上と生活習慣改善に向けた取組を推進します。 

 

●学校体育充実事業【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

   予算額：(25) ７，６５６千円 → (26) ８，１０４千円 

   事業概要：学校における体育・保健に関する指導を充実するため、小･中・高・特別支援学校の体育担

当教員を対象に講習会等を開催し、教員の指導力向上を図ります。 

また、中学校における武道・ダンスの必修化に伴う課題を解決するため、専門性を有する

地域の人材を外部指導者として中学校に派遣し、安全に配慮した効果的な武道・ダンスの

授業が行われるよう学校の取組を支援します。 

 

●運動部活動充実事業【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

   予算額：(25) ２５，１４９千円 → (26) ３４，１０８千円 

   事業概要：中学校及び高等学校の運動部活動に、地域のスポーツ人材を外部指導者として派遣し、指

導の充実を図ります。 

また、部活動顧問や外部指導者を対象とした研修会を開催し、体罰の防止と効率的かつ効

果的な部活動運営を目指して、指導者の資質及び指導力の向上を図ります。 

 

 

教育委員会    
部 



 

 

●（一部新）スポーツ環境づくり推進事業【基本事業名：24102  地域スポーツの活性化】 

予算額：(25) １，７６０千円 → (26) ３，４８２千円 

事業概要：三重県スポーツ推進条例（仮称）の制定及びスポーツ推進に関わる基本計画の策定に向け、 

三重県スポーツ推進審議会や県議会をはじめ、様々な関係の皆さんのご意見を踏まえながら、 

取組を進めます。 

 

●広域スポーツセンター事業【基本事業名：24102  地域スポーツの活性化】 

予算額：(25) １０，３１９千円 → (26) ９，８７０千円 

事業概要：総合型地域スポーツクラブの課題解決に向けて、広域スポーツセンターを中心に指導者の育

成やクラブアドバイザー等をクラブに派遣するなど、市町や関係団体と連携して取り組みま

す。 

 

●みえのスポーツ応援事業【基本事業名：24102  地域スポーツの活性化】 

予算額：(25) ３，４９４千円 → (26) ２，１２９千円 

事業概要：みえのスポーツ応援隊（スポーツボランティアバンク）の普及啓発・育成及び各種スポーツ

イベント等での活用を促進するとともに、ボランティアリーダーの育成などの充実を図り、

県民が広くスポーツを支える人材の育成に取り組みます。 

 

●みえのスポーツ地域づくり推進事業【基本事業名：24102  地域スポーツの活性化】 

予算額：(25) ２，９４４千円 → (26) １，９１８千円 

事業概要：スポーツによる地域の活性化を図るため、市町が実施するスポーツコミッションの取組にア 

ドバイザーの派遣を行うとともに、スポーツイベント等に対するメディカルサポート及び県

内トップチームの選手を派遣するなど、市町の取組に対し支援を行います。 

 

●（新）大規模イベント調査事業【基本事業名：24102  地域スポーツの活性化】 

   予算額：(25)  － 千円 → (26) ７３３千円 

   事業概要：スポーツをとおした地域の活性化を図るため、オリンピックのキャンプ地の誘致等、県内 

で開催・誘致する大規模イベントの実施方法について検討します。 

地域連携部 


