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交流・連携・協働の推進

スポーツを通じた
人が輝く元気とやまの創造

第２期 元気とやまスポーツプラン

Ⅳ 基本施策

Ⅰ 目指す姿 スポーツで創る、笑顔・ひと・未来・元気とやま

Ⅲ 基本方針 スポーツによる交流・連携・協働の推進

Ⅱ 目　　標 スポーツで輝く社会の実現  ースポーツを楽しみ、健康で活力ある社会の実現ー 

参考 
指標 

・成人の週１回以上のスポーツ実施率
・スポーツイベント（県スポーツフェスタ、
　ウォーキングカップ）参加者数

·· 50％程度

····· 100,000人

　県民がそれぞれの興味、関心、ライフステージ
に応じて、スポーツを「する・みる・ささえる」
活動に参画し、一生涯にわたって主体的にスポー
ツを楽しむことができる環境の充実

県民がスポーツに親しむことが
できる環境の充実

基本施策

1
施 策 目 標

１　スポーツ参加の機会づくりの推進
　（１）気軽にスポーツに参加できる機会の充実
　　　●スポーツイベントの充実   
　　　●子育て世代のスポーツ活動の推進　
　　　●働き盛り世代のスポーツ活動の推進
　　　●女性のスポーツ活動の推進 
　（２）地域におけるスポーツ活動の推進
　　　●スポーツ関係団体等のスポーツ教室の充実
　　　●身近な地域でのスポーツ活動の推進
　（３）障害者スポーツの推進
　　　●障害者のスポーツ活動の機会充実
　　　●障害者スポーツの普及
　（４）スポーツを通じた健康増進
　　　●手軽にできる運動やスポーツの普及・啓発
　　　●高齢者のスポーツ活動の推進
　（５）スポーツ情報の効果的な提供
　　　●スポーツ情報ネットワークの充実
　　　●スポーツ情報の積極的・効果的な提供

２　スポーツ施設の機能の充実と学校体育施設開
放の促進

　（１）県営スポーツ施設の機能の充実と活用の促進
　　　●施設設備・機能等の充実　　
　（２）武道館機能を有する多目的施設の整備
　　　●武道の振興・競技力の向上
　　　●日常的・冬季のスポーツの場となる施設整備
　　　●スポーツイベントや文化イベントの開催による地域

の活性化
　（３）学校体育施設の有効活用の促進
　　　●施設開放の促進
３　スポーツ活動を支える組織の充実と交流・連

携・協働の推進
　（１）スポーツ関係団体等の育成と支援
　　　●スポーツ関係団体の育成と支援　
　　　●総合型クラブの質的充実
　　　●コンプライアンスの推進
　（２）スポーツ関係団体・学校･企業等の交流・連携・

協働の推進
　　　●スポーツ関係団体等による推進体制の整備
　　　●派遣スポーツ主事による県と市町村の連携の推進

具体的方策

参考 
指標 

・全国体力・運動能力調査における体力合計点

・体力向上シート「みんなでチャレンジ3015」の
　目標点に到達した小学生の割合

································································· 全国上位

·················· 98％

　生涯にわたりスポーツに親しむ契機となる学校
体育・スポーツ活動の充実による、運動やスポー
ツに積極的に取り組む子どもの育成

たくましい子どもの育成と
学校体育・スポーツの充実

基本施策

2
施 策 目 標

１  運動好きな子どもの育成と体力向上の取組の
推進

　（１）学校等における体力向上の取組の推進
　　　●子どもの体力等の調査・分析・考察
　　　●「元気っ子育成計画」の推進
　　　●「みんなでチャレンジ 3015」の積極的な活用
　（２）望ましい生活習慣を身につけ積極的に運動やス

ポーツに取り組む子どもの育成
　　　●子どものスポーツ機会の充実
　　　●幼児期から中学生期までの運動習慣の定着
　　　●望ましい生活習慣や食習慣の定着

２  学校における体育・スポーツ活動の充実
　（１）地域と連携した学校体育・スポーツ活動の推進
　　　●地域のスポーツ人材の活用を推進する体制の整備
　（２）教員の指導力の向上
　　　●個に応じた指導力の向上
　　　●学習指導要領に対応した研修会等の充実
　（３）少子化等に対応した運動部活動の推進
　　　●スポーツエキスパート派遣事業の充実　
　　　●スーパーコーチ派遣事業の充実
　　　●合同運動部活動の支援　
　　　●専門的な指導力をもつ教員・部活動指導員の配置
　（４）指導手引き等を活用した合理的かつ効率的・効

果的な運動部活動の推進
　　　●合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進
　　　●科学的トレーニングの積極的な導入
　　　●体と心の状態等正しい知識を得た指導の充実

３  体力向上や運動習慣等に関する啓発活動の展開
　（１）子どもの体力向上に関する情報提供
　　　●子どもの体力向上に関する積極的な情報提供
　　　●子どもの体力向上を推進する気運の醸成
　（２）体力テストや運動の記録を競い合う体力ランキ

ングの実施
　　　●インターネット等を活用した体力ランキングの実施
　　　●体力ランキング上位校等の顕彰

具体的方策

参考 
指標 

・国体、全国高校総体、全中大会等における
　上位入賞数
・オリンピック競技大会（夏季・冬季）に
　出場する本県選手数

················································ 48以上

····························· 10人以上

　トップアスリートの育成を目指した強化体制の
構築による、全国や世界の檜舞台で活躍できる選
手の育成

全国や世界の檜舞台で活躍
できる選手の育成

基本施策

3
施 策 目 標

１  トップアスリートの育成を目指した強化施策
の推進

　（１）一貫指導体制の推進
　　　●ジュニア選手の育成・強化
　　　●地域スポーツクラブ等と連携した一貫指導体制の環

境整備　
　（２）トップアスリートの育成 
　　　●県スポーツアドバイザーの設置による競技力向上
　　　●国体での活躍が期待できる競技等の重点強化
　　　●障害者スポーツにおけるトップアスリートの活動支

援
　　　●県民の関心の高い競技の重点強化
　　　●コンプライアンスの推進

２  競技力の向上を目指した強化拠点の整備推進
　（１）県総合体育センターや西部体育センターの強化

拠点の整備
　　　●県総合体育センター・西部体育センターを競技力向

上の中核拠点とする体制づくりの推進
　　　●県総合体育センターの機能をフル活用した競技力向

上
　（２）競技別強化拠点の確立
　　　●競技別強化拠点での重点強化
　　　●強化の拠点となる高校への支援の検討

３  トップアスリートを県民総ぐるみで支援する
体制の推進

　（１）トップアスリートを応援する気運の醸成と支援
活動の推進

　　　●トップアスリートとの交流の促進  
　　　●県民スポーツ応援団活動の推進
　　　●元気とやまスポーツ応援基金によるトップアスリー

トの活動支援 
　　　●トップアスリートを支援する財源の確保
　（２）広報活動の促進
　　　●マスメディアやホームページ等を活用した県民への

積極的な情報提供

具体的方策

参考 
指標 

・日本スポーツ協会に登録している公認スポーツ
　指導者数
・日本障がい者スポーツ協会が定める「障害者スポ
　ーツ指導員」資格の取得者数（累計）

················································· 3,000人

········ 925人

　 県民のスポーツ活動の充実に欠かせない質の高
い指導者やボランティア等の育成と、その人材の
効果的な活用

スポーツを支える人材の
育成と活用

基本施策

4
施 策 目 標

１  スポーツに関わる多様な人材の育成と活用の
推進

　（１）スポーツのすそ野を拡大する指導者の育成
　　　●地域のスポーツ指導者の資質向上
　　　●県スポーツ推進委員協議会の活動推進
　　　●総合型クラブのクラブマネージャー等の資質向上
　　　●障害者スポーツ指導者の資質向上
　　　●パスネットとやまの活用と内容の充実
　（２）国際大会等で活躍したトップアスリートの活

用の推進
　　　●ジュニア選手の育成・強化や子どもの体力向上事

業への積極的活用
　（３）スポーツボランティアの活用の推進　
　　　●スポーツボランティア活動の普及啓発　
　　　●ボランティア活動の機会づくり

２  競技力の向上を担う指導者と国レベルの強
化拠点との連携強化

　（１）スポーツ医・科学的サポートの充実
　　　●トップレベルのトレーニング指導ができる指導者

の育成・活用
　　　●練習拠点における指導者の育成強化
　　　●コンプライアンスの推進
　（２）国立スポーツ科学センター（JISS）やナショナ

ルトレーニングセンター (NTC) との連携強化
　　　●指導者の資質向上と資格取得の推進

３  スポーツ活動の顕彰の充実     　
　（１）国際大会等で活躍した富山のアスリートを称え

る顕彰の充実
　　　●アスリート等の顕彰の充実
　（２）県民の多様なスポーツ活動を称える顕彰の充

実
　　　●「元気とやまスポーツ大賞」の充実

具体的方策

参考 
指標 

・県内プロスポーツチーム（バスケットボール、サッカー、
　野球）のホームゲーム年間観客総数　 
・富山マラソンにおける海外枠の充足率

···· 160,000人

······································································ 100％

　本県の豊かな自然やスポーツ施設等を活用し、
国内外からの交流人口の拡大と活力に満ちた地域
づくり

スポーツを通じた地域の活性化
基本施策

5
施 策 目 標

１  地域を活性化させるスポーツイベント等の
推進

　（１）本県の魅力を活かしたスポーツイベントの開催
　　　●富山マラソンの充実
　　　●ウォーキングイベントによる地域活性化
　　　●関係機関等と連携したスポーツイベントの企画・

誘致
　（２）武道館機能を有する多目的施設を活用した地

域の活性化
　　　●武道の振興・競技力の向上
　　　●日常的・冬季のスポーツの場となる施設整備
　　　●スポーツイベントや文化イベントの開催による地

域の活性化
　（３）スポーツを通じた交流の促進
　　　●スポーツ合宿、全国規模スポーツ大会の誘致
　　　●各種大会等による国際交流の推進
　　　●スポーツ教室や大会、ボランティアなどの参加機

会の充実

２　「みるスポーツ」の機会づくりの推進
　（１）トップアスリートのパフォーマンスをみる機

会の推進
　　　●地元チームを応援する環境づくり　　
　　　●トップアスリートのパフォーマンスを身近にみる

機会づくりの推進
　（２）プロスポーツ等と連携したスポーツの魅力の発信
　　　●プロスポーツチーム等の地域貢献活動の推進　
　　　●トップスポーツクラブと企業等の連携・協力体制

の整備

３　スポーツ情報の発信
　（１）スポーツ観戦の魅力やスポーツイベント等の

発信
　　　●スポーツ大会やイベントの魅力等の情報提供
　　　●「みるスポーツ」の機会づくりの推進 

具体的方策

計画年度　令和２年度（2020年）～令和11年度（2029年）


