
関連性の強さ

施策１ 幼児期における運動習慣の基盤づくり
（目標）○安全に生活できる運動習慣の基盤づくりを家庭と連携して推進する

（取組）○子育て世代への運動遊びの奨励 ○幼児教育アドバイザーの活用

○幼児期運動指針を踏まえた指導者（保育者等）の研修の推進

施策２ 学校体育活動の充実

（目標）○体育指導者の資質の向上を図る

○発達段階を踏まえた指導内容の明確化と指導と評価の一体化を図る

（取組）○学校体育研究大会・各種研修会開催

○学校体育研究指定校事業

○ＪＯＣ・JPCとの連携によるオリンピック・パラリンピック教育の推進

施策３ 児童生徒の体力の向上

（目標）○児童生徒の体力の向上に努める

（取組）○体力・運動能力調査の実施及び運動能力証の交付

○いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツランキングちば」の実施

施策４ 運動部活動の充実

施策５ 心身の健全な発達に向けた食育の推進

（目標）○興味関心・ニーズに応じた活動の推進を図る

（取組）○スポーツエキスパート活用事業 ○運動部活動指導者講習会

○安全で充実した運動部活動のためのガイドラインの活用

○総合型地域スポーツクラブとの連携

（目標）○発達段階を踏まえた効果的な食育を推進する

（取組）○地域における食育指導推進事業 ○「早寝早起き朝ごはん」の取組推進

○栄養教諭等を中心とした食育の推進 ○体験活動を取り入れた効果的な食育の推進

リンクA 子どもの体力向上と学校体育活動の充実

リンク A

子ども

リンクB

楽しむ

リンク C

環境
リンク D

競技力

リンク E

オリ・パラ

リンク F

地域

【遊・友スポーツランキングちば】

【ダンス研究発表会】

【学校体育研究授業】

【親子体験イベント】
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関連性の強さ

施策１ ライフステージに応じた運動・スポーツの推進

（目標）○日常生活の中での運動習慣の定着を図る

○生きがいを感じられるスポーツ環境を推進する

（取組）○健康ちば２１（第２次）の推進 ○ロコモティブシンドローム予防の啓発

○「スポーツ立県ちば推進月間」の実施 ○スポーツイベントの開催

○スポーツ環境やイベント情報の発信 ○総合型地域スポーツクラブとの連携

○全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手団派遣

○シニアスポーツの推進

施策２ 障害のある人の運動・スポーツの推進

（目標）○障害のある人がスポーツに親しみやすい環境整備を推進する

（取組）○障害者スポーツ大会等のイベント開催及び選手団派遣

○障害者スポーツ組織の整備及び競技会体験の実施

○障害者スポーツの情報発信

○スポーツ施設・用具の活用

リンクB 運動・スポーツを楽しむための健康・体力づくり

リンクB

楽しむ

リンク A

子ども

リンク D

競技力

リンク E

オリ・パラ

リンクF

地域

リンク C

環境
【スポーツ立県ちば推進月間】

【ねんりんピック】

【総合型地域スポーツクラブの取組】

【やきりスポーツフェスティバル】
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関連性の強さ

施策１ 人づくりの推進

（目標）○スポーツ指導者の養成・資質向上を図り、有効活用を推進する

（取組）○指導者養成講習会の実施 ○障害者スポーツ指導者養成の推進

○指導者が活躍できるような連携の推進 ○各種表彰制度の活用

施策２ 施設の再整備と有効活用

（目標）○安全性・バリアフリーを目指した施設・設備の整備を図る

○現有施設の有効活用を推進する

（取組）○老朽化した施設の再整備・機能向上

○県立学校体育施設の開放事業推進及び地域事業との連携

○管理運営しているスポーツ施設の情報提供

施策３ システムづくりの推進

（目標）○誰もがスポーツに親しみ、参加しやすいシステムづくりを推進する

（取組）○総合型地域スポーツクラブの未設置市町村への設置支援及び自立活性化支援・ネットワーク強化

○総合型地域スポーツクラブの障害者スポーツへの取組の推進

○スポーツ関係団体との情報共有と情報発信の推進 ○体育・スポーツ団体との連携・協同

リンクC スポーツ環境の整備

リンク A

子ども
リンクB

楽しむ

リンク C

環境

リンク D

競技力
リンク E

オリ・パラ

リンクF

地域

【スポレクフェスタ】

【スポネットちば】

【指導者養成講習会】

【学びとつどい】

【県総合スポーツセンター陸上競技場】
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関連性の強さ

施策１ 選手の発掘・育成・強化及び指導者の養成・資質向上

（目標）○個々の選手及びチームの競技力向上を推進する

（取組）○国民体育大会派遣事業 ○各種強化事業 ○指導者の養成・確保

○障害者競技スポーツの競技力向上

施策２ 競技力向上のための環境整備

（目標）○計画的に競技用具の整備を推進する

○トップチームを支援し、競技団体の強化環境を整える

（取組）○施設設備有効活用 ○競技用具の整備促進 ○トップチーム支援

○参加条件の整備

施策３ スポーツ医・科学の積極的な活用
（目標）○効果的な選手強化のためにスポーツ医・科学の活用を推進する

（取組）○測定・相談の推進 ○アスレティックトレーナー等の派遣

○多角的なコンディションサポート

施策４ 組織・調査等の充実

施策５ 競技会開催等の充実

（目標）○国体選手選考・障害者競技スポーツの組織の育成・強化活動調査事業

や競技力向上対策を行う

（取組）○競技力向上推進本部会議 ○各種担当者会議 ○国体選手選考

○各種表彰 ○広報活動

（目標）○各競技会の充実を図り、競技人口の拡大を図る

○国際スポーツ交流を充実させる

（取組）○県民体育大会の開催とサブイベント実施

○国体選手選考予選会の開催

○２０２０年東京大会や事前キャンプ等への協力

施策６ 競技スポーツの好循環
（目標）○オリンピック・パラリンピック選手を含むトップアスリート等

の能力活用を推進する

○ジュニアアスリートへの教育プログラムを実施する

（取組）○アスリートキャリア開発の推進

○ジュニアアスリートロールモデル構築事業

リンクD 競技力の向上

リンク A

子ども

リンクB

楽しむ
リンク C

環境

リンク D

競技力

リンク E

オリ・パラ

リンクF

地域

【国民体育大会開会式】

【アーチェリー】

【トップアスリート能力活用】

【ヘッドコーチ会議】
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関連性の強さ

施策１ オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援

（目標）○千葉県ゆかりの選手を一人でも多く輩出する

（取組）○海外遠征等への強化支援 ○障害者競技組織への支援体制の充実

○障害者スポーツ選手の掘り起こし

○障害者スポーツにおける競技ボランティア、介助者の養成

○オリンピック選手とパラリンピック選手の一体となった強化

施策２ スポーツを通じたネットワークの充実・拡大

（目標）○スポーツを通じた地域の活力づくりを推進する

（取組）○学校における未来に向けた「人づくり」のための取組の推進

○子どもたちとアスリートの交流

○ＪＯＣ・JPCとの連携によるオリンピック・パラリンピック教育の推進
○国際理解・国際交流の促進 ○スポーツ情報の収集と提供の充実

○スポーツボランティアの育成 ○スポーツツーリズムの推進

施策３ 誰もが参加できるみんなのスポーツの推進

（目標）○共生社会に向けたアプローチを推進する

リンクE 東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの推進

リンク A

子ども

リンクB

楽しむ
リンク C

環境

リンク D

競技力

リンク E

オリ・パラ

リンクF

地域

【強化指定証授与式】

【ウィルチェアーラグビー

国際大会の県内開催】

【レスリング競技体験】

（取組）○アスリートのキャリアやネットワークを活用した地域スポーツの推進

○スポーツを通じた障害のある子どもとない子どもとの交流・共同学習の推進

○人材（コーディネーター）の養成

【強化指定選手の国際大会での活躍】
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関連性の強さ

施策１ トップ・プロスポーツと連携した地域づくりの推進

（目標）○スポーツの価値や魅力に触れる取組を推進する

（取組）○トップ・プロスポーツ連携事業（パスポートプロジェクト・かなえ隊派遣事業）

○トップ・プロスポーツ団体との情報交換

施策２ スポーツイベントを活用した千葉の魅力発信

（目標）○千葉のポテンシャルが活かせるスポーツイベントを開催する

（取組）○ちばアクアラインマラソンの開催

○スポーツツーリズム事業の推進 ○スポーツボランティア活動の推進

○２０２０年東京大会を活用した国際交流イベントの開催

施策３ 身近なスポーツ資源と連携した地域づくりの推進

（目標）○身近なスポーツ資源の開拓・発掘や有効活用を行う

（取組）○県民体育大会の開催 とサブイベントの実施

○総合型地域スポーツクラブとの連携

○大学・民間企業と地域との連携事業 ○県立学校体育施設開放事業

○スポーツ推進委員との連携

リンクF スポーツによる地域づくりの推進

リンク A

子ども

リンクB

楽しむ
リンク C

環境

リンク D

競技力

リンク E

オリ・パラ

リンクF

地域

【ちば夢チャレンジかなえ隊】【ちばアクアラインマラソン】

【ちば夢☆チャレンジパスポート・プロジェクト】
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