柱４

「スポーツ環境の整備」

施策１

人づくりの推進

ア

スポーツ指導者養成の新たなシステムの構築

イ

スポーツ指導者の有効な活用方法の検討

ウ

スポーツ指導研修会の開催等による指導者の資質向上

平成 24 年度の主な施策（計画）
【最終予算額（千円）】担当課・室・班

工程表
２４

２５

○スポーツ推進委員連合会事業補助
【2，370】社会体育
＜内訳＞
・業務管理費 1，974
・運営管理費
396

・学びと集い 2012―千葉
県スポーツ推進委員研
修会（461 名参加）
・初任者研修会（120 名参
加）
・地域スポーツ促進事業
（浦安会場）（31 名参加）
・千葉県スポーツ推進委
員研究大会（921 名参
加）
・県連合会拡大女性部交
流会（130 名参加）

・学びと集い 2013-千葉県ス
ポーツ推進委員研修会
・初任者研修会
・地域スポーツ促進事業（浦
安会場）
・千葉県スポーツ推進委員研
究大会
・県連合会拡大女性部交流
会

○生涯スポーツ指導者養成・活用事業
【916】社会体育
（千葉県社会体育公認
指導者等養成講習会）
（認定スポーツ指導者研修会）
（地域スポーツ指導者研修会）

・社会体育公認指導員養 ・今年度募集人員増
成講習会（5 日講習、1
60 名から 100 名へ。
日検定）
・社会体育公認指導者等養
・スポーツリーダー養成講 成講習会
習会（3 日講習、1 日検
6 回開催
定） ３６名参加
・認定スポーツ指導者研修
・社会体育公認指導員、
会開催(3/9)
スポーツリーダーの認定 ・地域スポーツ指導者研修
研修会。新規、更新合 会開催(9/28)
わせて１８３名
・認定スポーツ指導者、ス
ポーツ推進委員、総合
型地域スポーツクラブ員
等、指導者対象の研修
（危機管理講義、実技講
習）１０３名参加

・体育功労者等顕彰事業
【350】社会体育

・スポーツ基本法第２０条
及び教育顕彰規程に基
づき体育功労等について
表彰している。
地方体育振興功労者
１４名
社会体育優良団体
１１団体
優秀スポーツ選手
（個人）
９３名
（団体）
１８団体
（特別功賞） ６名

・スポーツ基本法第２０条及び
教育顕彰規程に基づき体育
功労等について表彰予定。

・広域ブロック研修会
（松戸市、君津市）
参加者７０名
・情報交換会１回実施。
参加者５１名
・クラマネ養成講習会
参加者４３名

・広域ブロック研修会
（県内 3 地区開催）

クラブの課題・ニ

・情報交換会開催 １回実施

ーズに応じて対応

○広域スポーツセンター事業
（広域ブロック研修会）
【180】社会体育
（クラブマネジャー養成講習会）
→

【100】社会体育
継続して事業を進めていく予定のもの
進捗状況に合わせて事業内容を展開していくもの
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２６

２７ ２８

・地方体育振興功労者・社会
体育優良団体・優秀スポーツ
選手（個人） （団体）（特別功
賞）

・クラマネ養成講習会開催

平成 25 年度主な施策の概要【予算額（千円）】担当課・室・班
○スポーツ推進委員連合会事業補助【2，370】社会体育
・文科大臣・全国連合・関東協議会・千葉県功労者選考
文科大臣表彰、全国連合表彰、関東協議会表彰、千葉県連合会表彰
・学びと集い 2013―千葉県スポーツ推進委員研修会
県内各スポーツ推進委員、各市町村生涯スポーツ担当者を対象に、地域スポーツの振興・推進
に寄与するため、軽スポーツの実技を中心に普及と指導を兼ねた研修として開催を計画していま
す。開催時期の問題など（例年 8 月開催）
、参加者の健康に配慮した開催時期変更考えていく必
要があります。
・初任者研修会
本年度は第２回目の開催で、平成 25 年 7 月 6 日（土）を予定しています。経験年数の浅いス
ポーツ推進委員を中心に「地域スポーツの推進と初任者スポーツ推進委員への期待」というテ
ーマで、講師を招聘して計画をしています。
・千葉県スポーツ推進委員研究大会
千葉県下のスポーツ推進委員と生涯スポーツ関係者が一同に会し、当面する生涯スポーツの
諸問題について研究討議し、スポーツ推進委員の資質向上を図る事業です。19 地区市の輪番で
の開催となり、本年度は市原市で 12 月 8 日（日）の開催を予定しています。
・県連合会拡大女性部交流会
女性スポーツ推進委員の活動を一層活発にする方策を研修するための事業で、年 1 回、県総
合スポーツセンター内で開催されます。本年度は 1 月 26 日（日）を予定しています。
○生涯スポーツ指導者養成・活用事業【916】社会体育
・社会体育認定指導者等養成講習会(6/9,16,22,23,30,7/7
全 6 回)
市町村における生涯スポーツ推進のため、地域におけるスポーツ指導者やスポーツ推進事業
を担当する者等の資質向上を図ります。
・認定スポーツ指導者研修会(3/9)
養成した資格取得者に対して、各種の情報を提供し社会体育指導者としての資質の向上を図
ります。
・地域スポーツ指導者研修会(9/28)
県内生涯スポーツ振興に資するために東葛飾教育事務所管内にて研修会を開催いたします。
・体育功労者等顕彰事業【350】社会体育
地方体育振興功労者及び社会体育優良団体の推薦枠の見直し，推薦母体を増やしました。
推薦母体を増やしたことにより、今まで県レベルの団体でありながら表彰されない団体も表彰
できるようになりました。
県の顕彰においても女性の表彰者がここ数年いないので、積極的に推薦していただきたい。
○広域スポーツセンター事業【280】社会体育
・広域ブロック研修会
県内 3 地区にて総合型地域スポーツクラブの定着・発展・充実を支援するためにその地区
の課題やニーズをもとにテーマを設定し、講演や参加者の情報交換会を実施いたします。
・情報交換会（クラブサミット）(7/21)
県内のクラブ関係者、市町村体育・スポーツ行政担当者、千葉県クラブマネジャー養成講
習会修了者の連携や交流を促進を目的に開催します。
・クラブマネジャー養成講習会 (11/2,17,12/1 全 3 回)
クラブの経営管理に携わる専門的な人材の育成を目的として開催します。
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柱４

「スポーツ環境の整備」

施策２

施設の再整備と有効活用

○千葉県総合スポーツセンターの再整備
ア

耐震性の向上

イ

中核的スポーツ施設としての機能を果たす再整備

○県立学校体育施設開放事業の拡充
ア

県立学校体育施設開放事業の拡充

イ

地域スポーツクラブの拠点施設に向けた取り組みの推進

平成 25 年度の主な施策（計画）
【予算額（千円）】担当課・室・班

工程表
２４

２５

･ 第 ２ 陸 上 競 技 場 ・陸上用踏切板購入

･総合スポーツセンター施設整備
走路改修工事
・射撃場管理棟補修工事
･バスケットゴール ・写真判定装置更新（東
【24,456】体育施設 購入
総）

・県立学校体育施設開放事業
・開放校として６０
・平成２６年度県立学校
【1,850】社会体育 校を指定し、開放 体育施設開放事業説明

事業を実施。
会開催
・平成２５年度県立 ・平成２６年度県立学校
学校体育施設開
体育施設開放事業実態
放事業説明会を１ 調査実施
回実施。
・開放校５７校。
・平成２５年度県立 （耐震工事のため３校減。
学校体育施設開 来年度の開放希望校あ
放事業実態調査 り）。
を実施。

→

継続して事業を進めていく予定のもの
進捗状況に合わせて事業内容を展開していくもの
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２６

２７

２８

平成 25 年度主な施策の概要【予算額（千円）
】担当課・室・班
・総合スポーツセンター施設整備【24,456】体育施設
陸上用踏切板の購入、射撃場管理棟の補修工事、写真判定装置更新（東総）等を行い、施設の環
境整備に努めます。しかしながら、多くの施設が建築後 40 年以上経過し、老朽化が進んでおり、特
に野球場や体育館等については耐震改修の実施も必要な状況になっております。
・県立学校体育施設開放事業【1,850】社会体育
県立学校体育施設開放事業では、昨年度、県立学校体育施設開放実施要綱を一部改正し、
「開放校
が開放しやすく」したことから開放校が増加しましたが、今年度は耐震工事のため、3 校減のため開
放校が 57 校となっています。
今年度は研修会の中に「総合型地域スポーツクラブの拠点施設へ向けた取組」をテーマに情報交
換する時間を設け、市町を含めた拠点確保への手立てを研究していきます。
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柱４

「スポーツ環境の整備」

施策３ システムづくりの推進
○総合型地域スポーツクラブ設立・活動への支援
ア

県民へのスポーツができる機会や場の啓発

イ

総合型クラブの設立支援によるスポーツをする場の整備

ウ

スポーツ関係団体等との連携構築

エ

スポーツ情報を共有できるシステムの構築

オ

総合型クラブ設立・活動支援助成事業等の情報提供

○地域における的確なスポーツ情報の収集と提供の充実
ア

効果的な情報提供を行うシステムの構築

イ

ホームページや広報誌等の充実と情報の共有化、ネットワーク化

○スポーツ関係団体との連携・協働
ア

横断的なスポーツ推進体制の整備

イ

スポーツ関係団体等の充実を図り、県民のスポーツライフへの支援

○スポーツ推進のための財政基盤の確立
ア

財源確保に向けた具体的な取り組みの検討

イ

助成事業等の積極的な活用

ウ

効果的な施策の実施と市町村の取り組みの推進

平成 25 年度の主な施策（計画）
【予算額（千円）
】担当課・室・班
（再掲）
・広域スポーツセンター事業
【628】社会体育

工程表
２４

２５

・広域ブロック研修会
（松戸市、君津市）
参加者７０名
・情報交換会１回実
施。参加者５１名
・クラマネ養成講習会
参加者４３名

・広域ブロック研修会
（県内 3 地区開催）
・情報交換会開催
１回実施
・クラマネ養成講習会
開催
・総合型地域スポーツ
クラブ理解のため
の啓発用リーフレッ
ト作成

・総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
【502】社会体育

２６

２７

２８

市町村の育成状況
に応じて判断

・クラブ育成支援研
修会
・クラブ間情報交換
会
・クラブ交流大会

・スポーツ振興くじ助成事業の活用の促進
【－】社会体育
・スポーツ情報提供

【－】社会体育

（再掲）
・財団法人千葉県体育協会補助事業
【7，383】競技力向上

・千葉県ホームペー
千葉県ホームページの ジもコンテンツの充
構成及びコンテンツの 実
充実
・最新情報の更新
・協会の運営及び各
協会の運営及び各種事 種事業に要する経費
業に要する経費の補助 の補助継続
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コンテンツの充実
と更新

・千葉県スポーツ推進委員連合会補助事業
【2，370】社会体育

事務局職員人件費
研修会・総会補助

・事務局職員人件費
研修会・総会補助継
続

組織の充実と強
化

・千葉県小中学校体育連盟
【3，578】学校体育

・全国中学校総体
関東ブロック大会補助

・千葉県高等学校体育連盟
【12，857】学校体育

・千葉県開催種目
（陸上・バドミントン）
・高校総体
北信越大会補助

・千葉県高等学校野球連盟
【150】学校体育
・千葉県特別支援学校体育連盟
【826】学校体育

・千葉県レクリエーション協会への支援
【－】社会体育

・日本高等学校野球
連盟が毎年開催す
る 全 国大 会に 対 し
て補助

・県大会開催事業
・日本高等学校野球連 ・全国大会派遣経費
盟が毎年開催する全 に 対 し ての 補 助 継
続
国大会に対して補助
・各種イベント・大会
・県大会開催事業
・全国大会派遣経費に における後援
対しての補助

各種イベント・大会にお
ける後援

継続して事業を進めていく予定のもの
進捗状況に合わせて事業内容を展開していくもの
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平成 25 年度主な施策の概要【予算額（千円）
】担当課・室・班
・広域スポーツセンター事業

【628】社会体育

※参照）柱４ 「スポーツ環境の整備」 施策１ 人づくりの推進
※追記）
・総合型地域スポーツクラブの認知度を向上させるため、啓発用リーフレットを作成し、
市町村や公共施設等へ配布します。
・県内のスポーツ施設設置状況や活動の様子を掲載します。
・県主催の講習会や研修会の日程等もホームページに記載します。
・総合型地域スポーツクラブ自立支援事業【502】社会体育
①クラブ育成支援講習会 ②クラブ情報交換会 ③クラブ交流大会（委託）など、総合型地域ス
ポーツクラブの自立支援及び総合型地域スポーツクラブの活動について、市町村、県民への啓発を
図っていきます。
・スポーツ情報提供【－】社会体育
アンケート結果から「県内各地で開催されるスポーツ大会やイベント等のスポーツに関する情報が十分
に提供されているか」という質問項目では、スポーツに関する情報提供の満足度は 21.4％となっていま
す。全体的に満足度が低い傾向にあることから、今後、各部署における情報の発掘及び各種媒体を活用し
た積極的な広報活動に努めます。
・公益財団法人千葉県体育協会補助事業【7，383】競技力向上
公益財団法人千葉県体育協会は、本県のスポーツ団体を総括する団体として、スポーツ精神の高揚と県
民スポーツの振興を図るため、県民の体力向上とスポーツ活動に関する事業を行っています。
・千葉県スポーツ推進委員連合会補助事業【2，370】社会体育
補助金の内、1,970 円が事務職員の人件費に充てられており、連合会事務局における事務手続きが滞り
なく推進できます。来年度からの全国連合会費徴収や平成 27 年度の関東スポーツ推進委員研究大会（千
葉大会）に向け、更に事務が煩雑になることが予想されます。
・千葉県小中学校体育連盟【3，578】学校体育
・千葉県高等学校体育連盟【12，857】学校体育

・千葉県高等学校野球連盟【150】学校体育
・千葉県特別支援学校体育連盟への共催・補助金事業 【826】学校体育
各連盟が、児童・生徒により高い水準の技能や記録に挑戦する大会を運営する中で、スポーツの楽しさ
や喜びを体験させ、豊かな学校生活を経験させる一助にするために有効でした。今後も各連盟との連携を
強化する中で、児童・生徒のよりよい成長に寄与して参ります。
・千葉県レクリエーション協会への支援【－】社会体育

各種イベント・大会等への後援を予定しています。
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