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第１章 計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の背景 

（１） 体育・スポーツの価値 

スポーツ基本法（平成２３年制定）において、スポーツは、青少年の健全育成や、

地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造及び我が国の国

際的地位の向上等、国民生活において多面にわたる役割を果たすのもとされていま

す。 

国においては、平成２７年５月に「文部科学省設置法の一部を改正する法律案」

が成立し、スポーツ庁（同年１０月施行）が設置されました。スポーツ庁は、文部

科学省、経済産業省、厚生労働省及び外務省等の省庁間の重複を調整して効率化を

図るとともに、新たな相乗効果を生み出すことを設置の意義とし、学校体育、生涯

スポーツを含めたスポーツ施策の主要部分を担ってきた文部科学省の外局として創

設され、各省庁のスポーツ施策に関する司令塔的役割を果たしています。 

平成２５年９月には、２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、

「２０２０年東京大会」という。）の東京開催が決定し、「国際公約としてのスポー

ツによる国際貢献の実施」、「国民全体へのオリンピズムの普及」、「我が国の競技力

の向上」及び「健常者・障害者のスポーツの一体的な推進」等、開催国としての役

割を求められることとなり、「スポーツの価値」が大きく見直されようとしています。 

そのような中、本県においても、２０２０年東京大会８競技の開催や各国チーム

の事前キャンプの受入れに向けた準備が進んでいます。まさに、これを契機に誰も

がスポーツに親しみ、スポーツの「楽しさ」「喜び」を分かち合いながら共生社会の

実現を推進することが望まれます。そのためにも社会問題として超高齢社会が一層

進むことから生じる健康づくりや介護予防、障害者のスポーツにも配慮した環境の

整備等、生きがいや楽しみとしての体育・スポーツに対するニーズの多様化への対

応が必要です。これまで取り組んできたことを踏まえ、更にその成果を連携させ、

好循環につなげることで「体育・スポーツの価値」の向上を目指します。 

 

（２） 本県が進めてきた体育・スポーツ推進への取組の概要 

スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）を受けて、千葉県スポーツ振興審

議会（昭和３７年）を発足させ、第１次「千葉県体育・スポーツ振興計画」を策定

しました。その後、国・県の施策とベクトルを合わせた上で、改定を加えながら、

平成２８年度を終期とする第１１次「千葉県体育・スポーツ推進計画」（以下、「推

進計画」という。）に至るまで継続して、体育・スポーツの振興を図ってまいりま

した。 

第１１次推進計画では、「スポーツ立県ちばの実現」を目指して、「するスポーツ」・

「みるスポーツ」・「ささえるスポーツ」の推進により、「すべての県民がスポーツに

親しみスポーツの楽しさや感動を分かち合いながら、健康で活力のある生活を送り、

互いに支え合う県民の姿」を目標としました。 

この間、国際・全国規模の体育・スポーツイベントにおいては、国際千葉駅伝（昭 

和６３年から平成２６年まで）、平成２６年度全国高等学校総合体育大会（煌めく 
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青春南関東総体２０１４）、ちばアクアラインマラソン２０１２・２０１４・２０ 

１６、第２５回世界少年野球大会千葉大会（平成２７年）を開催しました。また、 

平成１４年に発足した競技力向上推進本部事業においては、「国民体育大会（以下、

「国体」という。）入賞」と「未来のアスリートの発掘・育成・強化」を目標に掲

げ、国体の男女総合成績では、平成１９年秋田国体から１０年間で９回の８位以内

入賞、女子総合成績では、平成２１年新潟国体から８年間連続入賞を果たし安定し

た競技力向上の成果を発揮しました。生涯スポーツにおいては、平成２４年度から

毎年１０月を「スポーツ立県ちば推進月間」として総合型地域スポーツクラブ交流

大会「スポネットちば」等を開催しています。また平成２６年度からは、トップ・

プロスポーツと連携した事業を開始し、県内の子どもたちと交流しています。この

ように幅の広い取組により、県民の体育・スポーツの関心は「ゆめ半島千葉国体・

千葉大会」（平成２２年）で盛り上がった機運を引継ぎ、更なる高まりを見せてい

ます。 

 

【第１１次推進計画の各柱に設定した目標値の達成度】 

柱 項目 目標 H28 実績 H27 

１ 生涯スポーツの推進 スポーツ実施率 60.0％ 45.8％ 

２ 子どもの体力向上と 

体育の充実 
新体力テスト平均点 50.0点 49.3点 

３ 競技力向上 国民体育大会順位 8位以内 7位 

４ スポーツ環境の整備 
総合型地域スポーツクラブ 

会員数 
22, 000人 21,480人 

５ スポーツを活用した 

地域の活力づくり 

スポーツイベントへの 

参画意欲率 
経年増加 71.4％ 

 

２ 計画の性格 

第１２次推進計画は、本県の体育・スポーツのあるべき姿を展望した第１１次推進計 

画のこれまでの取組の成果や現状を踏まえるとともに、スポーツ基本法（平成２３年６ 

月公布）、千葉県体育・スポーツ振興条例（平成２２年１２月制定）に基づき、県総合 

計画「新 輝け！ちば元気プラン」（平成２５年１０月策定）及び「第２期千葉県教育振 

興基本計画 新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」（平成２８年３月策定）の 

趣旨を踏まえて策定しました。 

また、各部局の施策を加味するため、総合企画部・健康福祉部・商工労働部・県土整 

備部・農林水産部及び教育庁内関係課とで構成された策定検討会議で検討し、計画に反 

映することとしました。そして千葉県スポーツ推進審議会を経て、千葉県教育委員会が 

決定したものです。 

このように関係各部局・各課と連携することで、県民・行政・スポーツ関係者（団体） 

等が本計画の目標を共有し、その実現に向けて取り組む内容を明らかにした総合的な指 

針となっています。 
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３ 計画の期間 

第１２次推進計画は、平成２９年度から平成３３年度にわたる５年間を見据えた計画 

です。 

それぞれの施策を着実に推進するとともに、進捗状況については、県教育委員会が千 

葉県スポーツ推進審議会に報告し、その意見を踏まえて、効果的な推進に努めます。 
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第２章 千葉県体育・スポーツ推進の基本的な考え方 

 

１ 千葉県体育・スポーツ推進の基本理念 

「千葉県体育・スポーツ推進計画」は、これからの本県の体育・スポーツのあるべき 

姿を展望し、「全ての県民が多面にわたるスポーツの価値を基盤にしながら、健康で活 

力ある生活を送り、互いに支え合う『スポーツ立県ちば』」の一層の推進を目指すもの 

です。 

この「スポーツ立県ちば」の一層の推進をするために、施策として 

・ リンク A「子どもの体力の向上と学校体育活動の充実」 

・ 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 C「スポーツ環境の整備」 

・ リンク D「競技力の向上」 

・ 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 F「スポーツによる地域づくりの推進」 

の６つを計画としました。 

そして、この６つの計画は、それぞれが独立して行われるものではなく、お互いに 

関連し合い連携していることから「リンク」と表記しました。 

また、本計画を策定するに当たり、第１１次推進計画を踏まえ、次の３点を特徴とし 

ています。 

（１） 超高齢社会に備えた体育・スポーツの推進 

本県の高齢化率は、平成３２年に２７．４％となる見込みです。健康の保持・

増進、体力の維持・向上のためには、子どもの頃から体育・スポーツをする習慣、

食習慣を正しく意識しなくてはならないことから、「備える」ということで継続

性を持たせています。 

（２） 障害者の体育・スポーツの推進 

全てのリンクにその内容を含めています。健常者も障害者も共に生活をする中

で、体育・スポーツを通じた共生社会を実現するための具体的な取組を行います。 

（３） オリンピック・パラリンピックのアクションとレガシー 

   千葉県ゆかりの選手を多く輩出するとともに、今後、更に盛り上がっていくオ

リンピック・パラリンピックの機運を大会終了後にどう結び付けるかが重要です。

「みる」「ささえる」側が、選手に憧れを抱き、スポーツに対する興味関心を持

つようになることで、より体育・スポーツを推進させます。 

 

２ 千葉県体育・スポーツ推進各施策の概要 ７ページから１２ページに記載 

 

 



 
 

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オリンピック教室等への協力  

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の整備をおこなう 

（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】 

【ボッチャ交流大会】 
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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・確保と適正配置 

     ○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）○計画的な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・科学を導入する 

（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  

      

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・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 

     ○国際的スポーツ交流大会を充実させる 

（取組）○県民体育大会の開催とサブイベント実施  

     ○国体予選大会の開催  

     ○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・パラリンピック等トップアスリート 

      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】 

【幕張総合高校クライミング壁】 

【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】 

-8- 

http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_4062.html
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_3429.html
http://www.irasutoya.com/2014/12/blog-post_260.html
http://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_2983.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_71.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_813.html
http://www.irasutoya.com/2015/10/blog-post_579.html
http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_71.html
http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_4299.html


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オリンピック教室等への協力  ○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）○豊かな自然環境を活かしたスポーツイベントの開催 

     ○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】 
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