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第１章 計画策定の基本的な考え方  

第１節 計画策定の趣旨  

スポーツは、市民の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成及び健やかなまちづ

くりをすすめる上で不可欠なものです。  

本市では、これまで「柳井市総合計画」において、市民が、個々のライフスタイルに合わ

せて無理なくスポーツ・レクリエーション活動を楽しめるよう、多様なスポーツ・レクリエ

ーション活動の促進、スポーツ・レクリエーション施設の充実、競技スポーツの振興といっ

た適切な施策を推進し、幅広く多様なスポーツ活動の振興に取り組んできました。  

現在、スポーツは、単に心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進に寄与するだけのも

のではなく、スポーツを通じて、歴史、文化及び自然の魅力発信、地域の活性化並びにまち

づくりの推進等、様々な役割を期待されています。  

このような状況の中、国においては、平成２３年６月に公布されたスポーツ基本法に基づ

く「スポーツ基本計画」が平成２４年３月に策定されました。また、県においては、県民が

スポーツを「する、観る、支える」立場から参加した「おいでませ！山口国体・山口大会」

の開催を契機として高まった競技力や、スポーツに対する関心の高まりなどを、貴重な財産

として次代に継承し、発展させるため、今後のスポーツ推進の指針となる基本理念や基本的

施策を定めた「山口県スポーツ推進条例」が平成２４年３月に制定されました。そして、こ

の条例に基づき、今後のスポーツ推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための

「山口県スポーツ推進計画」が平成２５年３月に策定されました。  

国及び県の状況を踏まえ、本市においても、伝統的にスポーツが盛んなまちであるととも

に、輝かしい先人の偉業があり、さらに、平成２３年度に開催された「おいでませ！山口国

体・山口大会」の盛り上がりを継承すべく、今後の本市スポーツの推進と発展のため、「柳

井市スポーツ推進条例」が平成２５年６月に制定されました。今回、本市におけるスポーツ

振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「柳井市スポーツ推進計画」を策定す

ることとしました。  

この計画に基づき、市民の誰もが、それぞれの関心、適性及び健康状態等に応じて、「い

つでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツに親しむことができる元気な柳井市を実現し

ます。  
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第２節 計画の位置付け  

本計画は、スポーツ基本法第１０条の規定に基づく地方スポーツ推進計画及び柳井市スポ

ーツ推進条例第６条の規定に基づく計画として位置づけられるものであり、柳井市スポーツ

推進条例の理念を基本として、国が定めた「スポーツ基本計画」や山口県が定めた「山口県

スポーツ推進計画」等との整合性を図りながら、今後の本市におけるスポーツ振興に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項及びその他の必要事項を定めるもの

です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の期間 

本計画は、平成２７年度（２０１５年度）から平成３６年度（２０２４年度）までの１０

年間を計画の実施期間とします。なお、計画期間の中間年である平成３１年度（２０１９年

度）に計画の進捗状況等を検証し、見直しを行います。  
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第２章 本市のスポーツの現状  

第１節  一般市民の健康・スポーツライフについて  

① 健康状態について（自分の健康に自信がありますか。） 

「柳井市スポーツ活動に関する市民アンケート調査（平成25 年11 月実施）」（以下

「アンケート調査」という。）によると、健康に対する意識は、「自信がある」が8.7％、

「どちらかといえば自信がある」が37.9％となっており、ある程度以上健康であると回

答された方は、４６．６％と半数に達しておりません。 

 

② 体力について（自分の体力に自信がありますか。） 

アンケート調査によると、自分自身の体力については、「自信がある」が8.0％、「ど

ちらかといえば自信がある」が32.6％となっており、ある程度以上自信があると回答され

た方は、４０．６％と半数に達しておりません。 

 

③ 運動について（普段の生活において、運動不足であると感じますか。） 

アンケート調査によると、運動不足を「大いに感じる」が32.1％、「ある程度感じる」

が40.7％となっており、４人に３人が運動不足を感じています。 

 

32.1  40.7  22.1  3.5  1.7  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

大いに感じる ある程度感じる あまり感じない 

全く感じない 無回答 

8.0  32.6  35.0  22.2  2.2  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

自信がある どちらかといえば自信がある 

どちらかといえば自信がない 自信がない 

無回答 

8.7  37.9  32.8  17.5  3.0  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

自信がある どちらかといえば自信がある 

どちらかといえば自信がない 自信がない 

無回答 
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④ スポーツの実施について（日頃、スポーツ活動をどのくらい行っていますか。） 

アンケート調査によると、「ほとんど行っていない」が56.7％で突出しており、「ほと

んど毎日」8.8％を含め、行っていると答えた方の40.8％、を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

⑤ スポーツを行う理由について（スポーツ活動をすることでどのような効果を期待しま

すか。） 

アンケート調査によると、「ストレスが少なくなり、心の健康が増進されること」が

71.0％で最も高く、「生活習慣病（糖尿病、高血圧など）が予防できること」59.8％、

「寝たきりになる高齢者が少なくなること」31.1％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

8.8  8.6  13.0  10.4  56.7  2.4  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

ほとんど毎日 週に３回以上 週に１～２回 

月に１～３回 ほとんど行っていない 無回答 
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⑥ 今後のスポーツ活動について（今後、スポーツ活動を行いたいですか。）  

アンケート調査によると、「大いに行いたい」が15.5％、「行いたい」が46.3％で、６

割を超える方がスポーツ活動を行いたいと回答されております。具体的に行いたいスポー

ツとして、「ウォーキング」が58.1％、「ジムやスポーツ教室」が27.5％、「球技」が25.0％

と上位を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5 46.3 22.3 9.3 6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

大いに行いたい 行いたい あまり行いたくない 

行いたくない 無回答 
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⑦ スポーツ観戦について（テレビやインターネット、会場などでスポーツを観戦すること 

はありますか。） 

アンケート調査によると、「たまに観る」が42.7％で最も高く、次いで「よく観る」が37.8％

となっている。観戦したスポーツとしては、「プロ野球」、「サッカー」が多く、次いで、

「バレー」と球技の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

問12-1　主にどんな競技や試合を観戦しますか。
具体的記述 件数

「野球」を含む 511
プロ野球 341
サッカー 236
「野球」のみ 149
バレー 133
スケート 116
ゴルフ 114
高校野球 64
マラソン 58
相撲 55
駅伝 33
テニス 32
ボクシング 17
陸上 17
水泳 14
バスケットボール 13
オリンピック 12
柔道 10
剣道 8
ラグビー 8
レスリング 8
体操 7
卓球 5
プロレス 5
自転車 4
ボーリング 2
アメフト 2
格闘技 2
ウエイトトレーニング 1
ゲートボール 1
MLB 1
スノースポーツ 1
弓道 1
トレイル 1
NLB 1
登山 1
日本百名山 1
新体操 1  

 

37.8 42.7 14.9 4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

よく観る たまに観る ほとんど観ない 無回答 
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⑧ スポーツボランティア活動について（過去３年間にボランティアとしてスポーツ活動に

たずさわったことがありますか。また、今後関わりたいですか。） 

   アンケート調査によると、現在、８割を超える方が、今後についても、６割を超える方

がスポーツボランティア活動に消極的な意見を持っておられます。 

 

 

⑨ 障害のある方のスポーツ活動について（あなたは、職場や住んでいる地域で、障害のあ

る人たちのスポーツ活動が普及していると思いますか。） 

   アンケート調査によると、「思わない」「あまり思わない」が８割を超え、普及のため

に必要なこととして挙げている以下の項目について、すべての項目で７割前後の方が必要

と思われております。 

 

50.0  

46.0  

47.4 

47.9 

50.8 

20.0  

21.7  

21.6 

21.7 

21.4 

6.2  

7.5  

7.4 

5.4 

5.1 

3.5  

3.5  

2.6 

3.5 

2.4 

20.3  

21.3  

21.0  

21.4 

20.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

① 実際に行う機会が提供されること 

② 障害者スポーツについての 
情報公開 

③ 指導者の育成 

④ 公的機関等によるサポート体制の 
充実 

⑤ 障害のある人やその家族の理解 

思う やや思う あまり思わない 思わない 無回答 

以下の項目について、必要と思われますか。 

2.0  5.5  46.7  36.8  8.9  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

思う やや思う あまり思わない 思わない 無回答 

2.8  19.6  38.5  24.1  115.0.0  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

ぜひ関わりたい どちらかといえば関わりたい 

どちらかといえば関わりたくない 関わりたくない 

無回答 

9.5 83.9 6.6 

20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

ある ない 無回答 

0% 
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⑩ 総合型地域スポーツクラブについて（総合型地域スポーツクラブを知っていますか。） 

   アンケート調査によると、認知度が低く「いいえ」が８割弱となっています。 

 

 ⑪ スポーツ活動施設について（どのような場所でスポーツ活動を行っていますか。） 

アンケート調査によると、「自宅近所の道路や空き地」が39.1％で最も高く、「市内の公

共施設」31.4％、「自宅」13.3％と続いています。 

    

 

 

 

 

 

13.6 78.3 8.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=920) 

はい いいえ 無回答 
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第２節  小中学生のスポーツライフについて 

① スポーツへの愛着について（あなたはスポーツをすることが好きですか。） 

「柳井市スポーツ活動に関する市民アンケート調査（平成25 年11 月実施）」（以下「ア

ンケート調査」という。）において、小学生については小学５年生を、中学生については

中学２年生をそれぞれ対象としています。アンケート調査によると、「好き」「どちらか

といえば好き」が８割強となっています。 

 

 

② スポーツ活動について（学校での体育の授業以外にスポーツ活動をしていますか。） 

アンケート調査によると、「よくする」「たまにする」が８割程度となっており、中学生

ほど「よくする」割合が高くなっています。「よくする」「たまにする」と答えた小中学生

の活動場所として、小学生は「スポーツ少年団や学校外のクラブで」66.8％、中学生は「学

校のクラブ活動や部活動で」90.6％とそれぞれ一番となっています。また、「あまりしない」

「ほとんどしていない」と答えた小中学生のうち、「スポーツや運動が苦手だから」が半数

以上を占めています。さらに、スポーツ活動をする理由として、「スポーツや運動が好き・

楽しいから」が66.6％と最も高くなっており、スポーツや運動をしてよかった理由として、

「友だちや仲間が増えた」が68.0％と最も高くなっています。「あきらめない心が身につい

た」が35.7％と高い数字を示していることは注目に値します。 

 

61.0  19.7  9.2  8.6  1.5  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=534) 

よくする たまにする あまりしない ほとんどしない 無回答 
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③ オリンピックへの関わりについて（あなたは、７年後、東京オリンピック・パラリンピ

ックにどのように関わりたいですか。） 

アンケート調査によると、「まだわからない」と回答した方が３割を超える一方で、「選

手として参加したい」という回答も１割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 6.9 18.9 28.5 32.8 4.5 
2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

全体 ( N=534) 

選手として参加したい 

開催のお手伝いなどボランティアとして参加したい 

直接、会場で観戦したい 

テレビなどを通じて観戦したい 

まだわからない 

その他 

無回答 
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第３章 計画の基本理念と基本方針 

第１節 基本理念  

国、山口県の基本理念及び本市のスポーツを取り巻く現状と課題を踏まえ、本計画の

推進にあたり、以下のとおり基本理念を定めます。  

スポーツに親しみ、健康な柳井
ま ち

をつくりましょう 

市民の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成及び先人が築き上げた歴史と

伝統のあるスポーツのまち柳井の発展を目指します。 

第２節 基本方針  

本計画では、基本理念の実現に向け、次の５つの基本方針に基づき、スポーツ施策を

推進していきます。  

１ 生涯スポーツの推進  

市民一人ひとりの関心、適性及び健康状態等に応じて、いつでも、どこでも、いつまで

もスポーツに親しむことができる生涯スポーツを推進します。 また、健康増進及び安全確

保の推進を図るとともに、障害者スポーツの推進に取り組みます。 

２ 競技力の向上  

競技会等での選手の活躍により、市民に夢、勇気及び感動を与え、地域に活力をもたら

すことができることから、全国的な規模の競技会において優秀な成績が収められるよう、

スポーツに関する競技水準の向上を図ります。  

３ 人材の育成  

将来を担う青少年の健全育成を図るため、スポーツ活動を通して、社会性、克己心及び

フェアプレーの精神の醸成を行います。また、スポーツの指導者やボランティアなどスポ

ーツを支える人材の育成を図ります。  

４ スポーツによる地域活性化  

市民が地域スポーツ活動を主体的に協働することにより、世代間及び地域間交流を推進

します。また、柳井市のスポーツ情報を、豊かな歴史と自然をもつ本市の魅力とともに全

国に発信し、柳井市の活性化を図ります。  

５ スポーツの場の充実及び施策の推進  

スポーツに親しむ場の整備及び充実、学校施設の利用調整を図ります。また、スポーツのも

つ公共性を地域振興や他の政策課題の解決に生かしていくことを目指し、市は、各行政担当部

署が相互に連携してスポーツ推進に努めます。 
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第３節 施策体系  

１ 生涯スポーツの推進  

（１）スポーツ活動への参加促進  

（２）障害者スポーツの推進  

（３）健康増進及び安全確保の推進   

２ 競技力の向上  

（１）スポーツに関する競技水準の向上推進  

３ 人材の育成  

（１）スポーツを通じた青少年の健全育成  

（２）スポーツ指導者等の育成、活用及び連携  

４ スポーツによる地域活性化  

（１）地域交流及び情報発信の推進  

５ スポーツの場の充実及び施策の推進  

（１） スポーツ推進を図る市の責務 

（２） スポーツに関する功績の顕彰 

（３） 施設の整備及び利用の促進 
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第４章 施策推進のための具体的取組み 

 

第１節 生涯スポーツの推進  

【将来像 】 

市民誰もが、それぞれの関心、適性及び健康状態等に応じて、主体的にスポーツを楽しみ、

心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成が図られ、スポーツが市民の日々の暮らし

に定着しています。  

【目 標 】 

市民のスポーツ活動実施率（市民の週１回以上のスポーツ実施率：２０代以上対象）  

平成２５年度 ３０．４％ ⇒ 平成３６年度  ５０％  

（１）スポーツ活動への参加促進 

現状と課題 

アンケート調査（Ｐ７参照）によると、「今後、スポーツ活動を大いに行いたい」が

15.5％、「行いたい」が46.3％と、６割を超える市民がスポーツ活動に対する積極的な

意向を示しており、こうした市民に対して、それぞれのニーズに合ったスポーツ活動の

機会を増やしていくことが必要です。 

また、同調査（Ｐ７参照）では、「行いたくない」が9.3％、「あまり行いたくない」

が22.3％と３割を超える市民がスポーツ活動に対して消極的な意向を示しています。「将

来像」の実現に向けては、こうした市民に対して、スポーツへの関心を喚起し、それぞ

れの関心及び適正等に応じたスポーツ活動への参加の意欲を高めていくことが必要です。 

さらに、同調査（Ｐ６参照）で「スポーツをほとんど行っていない」と回答した人の理

由として、「きっかけがない」、「スポーツ活動が苦手・興味がない」、「一緒にスポ

ーツ活動をする仲間がいない」等が上位にあげられており、スポーツ活動への参加を促

進していくためには、興味を持って気軽にスポーツ活動に参加できる環境を整えていく

ことが必要です。  

取組の方向 

【スポーツ活動への参加機会の充実 】 

    誰もが気軽にスポーツを楽しむことができるよう、ライフスタイルやニーズ、ライフ

サイクル等に応じて、自主的に参加できるスポーツイベントを開催するとともに、体育

協会及び各種競技団体等によるスポーツ教室の開催を促進します。アンケート調査（Ｐ

７参照）によると、「今後、スポーツ活動を大いに行いたい」「行いたい」と答えた方

のうち、「ウォーキング」「ジムやスポーツ教室」「球技」等が上位を占めており、具

体的な意向が示されています。また、柳井市レクリエーション協会等の関係団体と連携
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し、健康・福祉に関するスポーツ・レクリエーション活動の推進を図ります。 

高齢者のそれぞれの体力、趣向に合せて気軽にスポーツを楽しむことができるよう、

グラウンドゴルフ、ウォーキング・ダンス等のスポーツイベントを開催する各種団体と

協働することで、生きがいづくり、仲間づくりの機会を提供します。  

また、高齢者の健康づくりや社会参加の促進を図るため、山口県健康福祉祭及び全国

健康福祉祭（ねんりんピック）等への積極的参加を促します。 

今後、子どもから高齢者、障害のある人など、誰もが「いつでも」「どこでも」「い

つまでも」幅広くスポーツを楽しむことができるよう、各地区、スポーツ団体、市及び

高齢者等本人との協働を進めます。   

  【スポーツ活動への積極的参加に向けた普及・啓発】 

  スポーツに対する関心と理解を深め、スポーツ活動への「する、観る、支える」立場

からの積極的な参加を促進するため、スポーツ推進の中核的な存在となるスポーツ推進

委員（※注）と連携して、スポーツイベントの実施やスポーツ関係情報の提供に努め、

「市広報」「市ホームページなどへのインターネット上の掲載」「新聞・広告紙への情

報掲載」「資料やチラシ」等の充実や、「友人や知人の口コミ」をとおしてスポーツ活

動への市民の参加意欲の高揚等に取り組みます。 

※注 スポーツ推進委員：市におけるスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調

整や住民に対するスポーツの実技指導、その他スポーツに関する指導及び助言を行

う者（スポーツ基本法第32 条第2 項） 

（２）障害者スポーツの推進 

現状と課題 

障害のある人もない人も区別なく、誰でも参加できて共に楽しめるスポーツに触れ合う

機会を創出し、障害のある人の自立や社会参加を促し、自主的かつ積極的にスポーツに親

しむことができる社会づくりに努めることが期待されています。  

「おいでませ！山口国体・山口大会」の開催を契機として、障害者スポーツへの関心が

高まってきました。今後も、障害者スポーツの更なる普及や発展を図るため、障害のある

人が自主的かつ主体的に参加できるスポーツ環境づくりを推進していく必要があります。 

  取組の方向 

障害のある人にスポーツに親しむ機会を多く提供できる環境づくりを促進するため、体

育の日に開催される「市民スポーツ・レクリエーション大会」も含め、障害のある人もな

い人（小学生から高齢者まで）も自然体で楽しく気軽に参加できるイベントを行います。  

また、市内で開催される障害者交流大会の情報発信及びバックアップ等を行います。 

障害者スポーツ活動の活性化を図るため、障がい者スポーツ指導員、地区スポーツ推進
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員、地域で活動する競技団体の役員及びスポーツクラブの指導者などと、スポーツ推進委

員が連携し、市及び地区における活動内容等の検討などを行う組織づくりを促進します。 

山口県障害者スポーツ協会、柳井市社会福祉協議会及び市担当部署等と連携し、各種ス

ポーツ大会への障害のある人の参加機会の拡大及び障害者スポーツの競技力向上に努めま

す。 

障害のある人がスポーツを行うためには、それを支える人材が不可欠です。 そこで、競

技団体、地区スポーツ推進協議会及び総合型地域スポーツクラブに働きかけるとともに、

「おいでませ！山口国体・山口大会」を契機に養成した指導者及びボランティア等の活用

充実と更なる人材の養成を図ります。 

（３）健康増進及び安全確保の推進 

  現状と課題 

   一人でも多くの市民が、健康の保持増進への意識向上を図り、日常的にスポーツに取り

組むことが必要です。また、手軽にできるスポーツ活動の普及・啓発を継続していくとと

もに、運動しやすい環境の整備及び運動するうえでの安全確保も必要です。 

特に、「日頃スポーツ活動をほとんどしていない」と答えた５０代を中心とした壮年期

の運動習慣の定着の促進と意識の高揚が重要です。介護予防の視点からも、加齢に伴う体

力、運動能力の低下を防止するため、社会生活に必要な運動機能の維持・向上を図るなど

積極的な取組みを進める必要があります。 

取組の方向 

 健康の保持増進及び運動するうえでの安全確保の推進への意識向上を図り、スポーツを

楽しむことで、性別及び年齢に応じた継続的実践を推進します。また、日常的に行うこと

のできる運動の種類、身近なスポーツ活動及び運動するうえでの安全確保の心得等につい

て、学校、地域及び各行政関係機関等と連携しながら性別や世代に応じた情報提供の充実

に努めます。 

各種機関の生活習慣病対策や特定健診・特定保健指導、介護予防に関連する施策・事業

の情報を今まで以上に活用するとともに、平成２４年３月策定された「柳井市健康づくり

計画」にある「家庭、地域、保育所（園）、幼稚園、学校、職域等が一体となり、健康づ

くりの共通理解をし、地域の特性を活かし、市内全域に健康づくりを推進する」健康の輪

づくり活動も活用します。 

青・壮年期については、運動のみならず就業や家事などの場面において、生活活動も含

む身体活動全体の増加や活発化を働きかけます。また、高齢期においても社会生活に必要

な運動機能を維持し、健康寿命の延伸を目指すため、幅広い予防対策に取り組めるよう、

地域・職域における指導者の育成・支援を行います。 
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第２節 競技力の向上  

【将来像 】 

本市出身の選手が、世界あるいは全国規模の大会で活躍し、多くの市民に夢や感動を与え

ています。また、全国レベルで活躍した選手が指導者として地元に貢献することにより、本

市の競技力向上及び競技人口の拡大に寄与し、高いレベルでスポーツを楽しむための好循環

が生まれています。  

【目 標 】 

全国大会への出場者数（団体含む。）  

平成２５年度 のべ９７人 ⇒平成３６年度 のべ１５０人  

（１）スポーツに関する競技水準の向上推進 

現状と課題 

昭和３３年の柳井高等学校硬式野球部の夏の甲子園優勝をはじめ、市内各校の卓球競技、

水泳競技の全国大会・国体での優勝、また、世界大会レベルでの先人の活躍、偉業及び草

の根レベルでもスポーツに積極的に取りくんできたこれまでの実績、「おいでませ！山口

国体・山口大会」を契機に整備された選手の育成・強化体制や優れた能力を有する選手・

指導者を活用し、競技力の向上に努めることが必要です。 

  取組の方向 

草の根レベルから全国・世界大会レベルまで積極的に取り組んできたこれまでの実績及

び「おいでませ！山口国体・山口大会」を契機に整備された育成・強化体制を活用し、競

技団体及びスポーツ少年団との協働、スポーツ教室を通じて、優れた資質を持つ選手の発

掘・強化に努めます。また、全国から招へいしたトップクラスの選手・指導者等による子

どもたちへのスポーツ講習会を実施し、子どもたちがトップレベルの技術に触れる機会を

提供することで、早期からスポーツの楽しみを伝え、技術力の向上を図ります。さらに、

指導を受けた子どもたちが、本市の指導者として活躍し、次代を担う子どもたちに経験や

知識を還元できるよう、指導者の育成スタイルを推進します。 

指導者の資質向上のため、市体育協会や競技団体等のスポーツ団体、学校等と連携し、

高度な専門的知識を持ち、高い指導技術を持つ優れた指導者の養成を目指し、講習会・研

修会の開催や、公認スポーツ指導者等の資格取得を推進します。 

選手のケガを防止するとともに、競技会で実力が発揮できるよう、事前のメディカルチ

ェックや体力診断等を実施するなど、適切なトレーニング方法・栄養管理等の支援体制の

推進を図ります 

選手が能力を最大限に発揮できるよう、スポーツ医・科学分野の専門家（スポーツドク
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ター（※注）等）のサポート体制を確立し、スポーツ団体や学校等が実施する選手の心身

のトレーニング方法、健康管理の改善及びスポーツ医・科学に関する研修会・講習会の開

催等の取組を支援し、競技力向上のための総合的な指導が行われるよう努めます。 

  ※注 スポーツドクター：スポーツによって発生する障害の予防と治療に携わるとともに、

選手やスポーツ指導者にトレーニングのあり方等についてアドバイスを行うスポー

ツ専門医 

 

第３節 人材の育成  

【将来像 】 

スポーツ団体、地域及び学校が相互に連携を図りながら、スポーツを推進することにより、

青少年の健全育成が図られ、社会性、克己心、フェアプレーの精神が培われています。また、

市内各所で、年齢、性別及び職業等にかかわらず、多くの市民が、スポーツ指導者その他ボ

ランティア、寄付等を通じてスポーツを支える活動を行っています。  

【目 標 】 

スポーツ少年団登録状況 （登録割合：団員数/児童数） 

平成２５年度 ３３％ ⇒平成３６年度 ５０％  

スポーツボランティアへの関わり（今後の関わり方について） 

関わりたい（どちらかといえば関わりたいも含む。） 

平成２５年度２２．４％⇒平成３６年度５０％ 

（１）スポーツを通じた青少年の健全育成 

現状と課題 

子どもたちの心身の健全な成長を促すためには、スポーツの楽しさ、意義及び価値を実

感できる場の充実等を通じて、幼少期からスポーツに親しむことが重要です。本市におい

て、子どもたちがスポーツを経験する上で重要な役割を果たしているスポーツ少年団活動、

家庭及び地域での運動充実を、スポーツ団体及び学校の連携のもと、スポーツに親しむ機

会の確保を含めて進めることが必要です。 

  取組の方向 

子どもを対象としたスポーツ教室等を行い、そこで、多くの子どもたちが、スポーツに

関心を持ち、スポーツでの喜びを味わい、スポーツの楽しみを知ることができることの一

助をスポーツ少年団の指導者に担ってもらい、スポーツ少年団の地域貢献機会を増大し、

活動を活性化します。  

幼少期からの外遊び習慣を取り入れるなど、家庭や地域で大人と子ども、子ども同士が

楽しく運動に取り組めるよう、市レクリエーション協会等と連携を図り、スポーツ・レク
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リエーション活動の機会の充実に努めます。 

スポーツ少年団活動の活性化や指導者の養成・資質の向上、スポーツ推進委員、地区ス

ポーツ推進員及び教員等の協力を通じて、子どもたちがスポーツに親しみ、運動の基礎動

作を身に付ける機会の充実・確保を図り、併せて、社会性、克己心、フェアプレーの精神

を養うなど、心身の健全な育成を図ります  

（２）スポーツ指導者等の育成、活用及び連携 

現状と課題 

アンケート調査（Ｐ９参照）によると、「今後、スポーツ活動へボランティアとしてぜ

ひ関わりたい」が2.8％、「どちらかといえば関わりたい」が19.6％と、約５人に１人が今

後スポーツボランティアに参加したいとしており、こうした市民が、継続的・積極的にボ

ランティア活動に参加できる環境づくりが必要です。また、新たなスポーツボランティア

の育成も急務となっています 

市民のニーズに応じ、生涯にわたってスポーツ活動が楽しく安全に、また効果的に行わ

れるよう、スポーツ指導者や競技会、スポーツ団体及びスポーツクラブの運営や寄付等を

通じてスポーツに対する側面支援を行う人材を育成し、有効に活用していくことが必要で

す。 

  取組の方向 

   市民が、スポーツを「する」楽しみ、「観る」楽しみ、「支える」楽しみを持って、気

軽にスポーツに取り組めるよう、市民スポーツを推進する指導者の養成講習会等を計画的

に開催するなど、多様な人材の育成を図ります。 

   本市スポーツの連絡調整及び推進を担う市スポーツ推進委員及び地区スポーツ推進員

の資質の向上を図るとともに、スポーツ指導者やスポーツボランティアとスポーツ推進委

員等の連携・協働を促進するため、合同講習会の開催等の取組を支援します。 

   スポーツボランティア活動への参加が促進されるよう、県と連携してスポーツボランテ

ィア登録制度の効果的な活用を図ります。また、ホームページ等を通じて、スポーツボラ

ンティアの活動情報の提供を行います。 

   これからのスポーツボランティアを育成するため、学校、行政関係機関及び民間企業と

連携し、若者から団塊の世代を含めた幅広い層の市民にスポーツボランティアの体験をす

る機会を設けること等により、スポーツボランティア活動の普及啓発を図ります。 

 

 

第４節 スポーツによる地域活性化  

【将来像 】 
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スポーツ団体、地域、学校及び総合型地域スポーツクラブ等の連携のもと、様々なスポ

ーツの楽しみを広く伝えるスポーツイベントが開催され、観光との結びつきにより、本市

の豊かな歴史と自然に親しまれる多くの人々との交流が生まれ、地域の活性化が図られて

います。 また、地区イベントに、他地区等からの参加者及びイベントサポーターが集まり、

市内に、地区や市を超えた大きなスポーツの輪ができています。 

【目 標 】 

主要大会等の参加者数(市主催)  

平成２５年度 のべ４，５００人⇒ 平成３６年度 のべ６，０００人 

（１）地域交流及び情報発信の推進 

現状と課題 

スポーツを「する」楽しみ、「観る」楽しみ、「支える」楽しみを広く伝えるためには、

魅力あるスポーツイベントの開催とともに、スポーツコンベンション（スポーツによる町

おこし）による地域活性化を図る必要があります。また、地区イベントの楽しさを伝えそ

の広がりを促すため、地域、スポーツ推進員、スポーツ団体、学校及び総合型地域スポー

ツクラブ等の活動の活性化及び連携の推進を図ることが必要です。 

  取組の方向 

既存スポーツイベントについて創意工夫を施し、さらに魅力あるものとして市民に受け

入れられ愛されるよう努め、参加者の広がりを促し、地域の交流を活発化させます。 

「する」スポーツを楽しむ市民等が素晴らしい景観の中で躍動し、「観る」スポーツを

楽しむ市民等が自然の中で声援を送り、「支える」スポーツを楽しむ市民等が柳井独自の

食や文化でおもてなしをする、そのような魅力ある新たなスポーツイベントについて研究

し、観光関係サイド主導のもと、スポーツを通じて地域の魅力を発信し地域活性化を図り

ます。 

宿泊を伴うスポーツ合宿を実施する団体等を支援し、交流人口拡大による経済効果の波

及を図ります。 

スポーツを通じた地区交流活動の促進と地区活性化を図るため、各地区地元開催イベン

ト等を、「我がまちイベント」と捉え、他地区、スポーツ推進員、スポーツ団体、学校及

び総合型地域スポーツクラブ等の連携により、市あげてのイベントに成熟するよう支援し

ます。 

また、これまで推進してきた「我がまちスポーツ」の成果を発展させ、体育協会加盟団

体の種目の競技人口増につながる諸施策を行うことにより、スポーツを「する・観る・支

える」参加者の増加に伴う地域活性化の取組みの支援を行います。 

地域住民のスポーツへの参加機会が増え、世代を超えた交流が生まれ、地域住民の交流
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が活性化するという効果が期待される「総合型地域スポーツクラブ」において、地域にお

けるスポーツ振興並びに地域活性化のため、総合型地域スポーツクラブの役割・効果、活

動を広く市民に周知し、運営充実及び新規メニュー確立等の新たな取組みの支援を行いま

す。 

スポーツを楽しむために、知識をいつでも容易に得ることができ、より多くの市民等が

スポーツに対する興味や理解が深まるよう、市報やホームページを有効に活用し、スポー

ツについての情報を広く発信します。 

 

第５節 スポーツの場の充実及び施策の推進 

【将来像 】 

スポーツ施設及び設備が充実し、誰もがいつでも身近で気軽にスポーツを楽しむことが

できる環境が整い、スポーツ施設が健康の保持増進やスポーツ交流の場となっています。

市は、障害者スポーツや高齢者スポーツといった福祉行政担当部署、予防医療等の健康ス

ポーツといった保健行政担当部署等と連携し、いつまでも健康的で楽しくスポーツに親し

むことができる環境を整備しており、また、市民の努力と成果を公表、賞賛することで、

市民にスポーツに関する意欲を喚起しています。 

【目 標 】 

体育施設の年間利用者数  

平成２５年度 のべ３８０，０００人 ⇒ 平成３６年度 のべ４３０，０００人  

（１）スポーツ推進を図る市の責務 

現状と課題 

市は、市役所内の他の部署と連携し、市民が単にスポーツを楽しめれば良いのではなく、

スポーツの持つ公共性を地域振興や他の政策課題解決に生かしていくことが求められてい

ます。 

  取組の方向 

今日のスポーツという政策分野が、従来の行政組織の枠に収まらないものであることか

ら、障害者や高齢者を担当する福祉行政、予防医療等の健康を担当する保健行政や魅力あ

る風土や景観を紹介する観光行政等と、各行政担当部署が相互に連携してスポーツの推進

に努めます。 

（２）スポーツに関する功績の顕彰 

現状と課題 

スポーツに対する関心とスポーツを行う意欲を高めるため、スポーツに関する功績を挙

げた者の顕彰の充実拡充を行う必要があります。 
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  取組の方向 

柳井市出身者を含む市民と本市に在勤・在学されている選手、指導者及び団体の全国大

会・国際大会での活躍のみならず、地域のスポーツ大会やレクリエーション活動の実施を

永年にわたって支えた個人・団体や、市内の各種競技の競技力向上や普及に貢献した個人・

団体に対しても顕彰を行います。 

（３）施設の整備及び利用の促進 

現状と課題 

現代社会において、スポーツに親しむにはその活動の場である施設が不可欠です。特に、

スポーツ施設の経営について、民間業者の参入（指定管理者制度を除く。）がほとんどな

い本市では、自治体の公共サービスとしてのスポーツ施設の整備が重要となっております。 

  取組の方向 

誰もがいつでも気軽に体育施設を利用し、スポーツを親しむには、施設及び設備の充実

が必要となります。老朽化が目立つ本市の体育施設を、安全で使い勝手の良い施設として

維持するために、耐震化やバリアフリー化はもちろん、今後の本市におけるスポーツ推進

のため、施設管理計画の作成を検討し、長期的視点でスポーツ施設の改修整備を進めます。 

休日等に、グラウンドや体育館などの学校体育施設を、地域の住民が利用しやすくする

ために、市・学校・地域が連携して、開放の時間帯や施設の利用調整などがさらに進むよ

う取り組みます。 

学校体育施設を含む市内の体育施設の利活用を一層進めるため、施設の利用状況やスポ

ーツ大会等の各種スポーツ情報を、インターネットを活用して提供し、公共スポーツ施設

のネットワーク化に取り組みます。 

市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境を提供するため、財政上の措

置を確保します。  


