リンクＣ スポーツ環境の整備
施策１ 人づくりの推進

目標・方向性（関連性）
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
ア
イ

スポーツ指導者の養成・資質の向上（リンク A・B）
表彰制度の活用（リンク D・E）

実績・工程表

令和元年度の主な施策（計画）
【当初予算額（千円）】担当課・室・班

２９実績

３０実績

元計画

・スポーツ推進委員連合会事業
補助【2,382】生涯スポーツ
県連合会総会・理事会
関東スポーツ推進委員研究大会
千葉県功労者選考
学びと集い（各種研修会）
初任者研修会
地域スポーツ活動促進事業
全国スポーツ推進委員研究協議会
県連合会拡大女性部交流会
県スポーツ推進委員研究大会

54 名参加
163 名参加
30 名参加
372 名参加
101 名参加
101 名参加
226 名参加
146 名参加
848 名参加

65 名参加
199 名参加
25 名参加
383 名参加
140 名参加
32 名参加
133 名参加
122 名参加
855 名参加

5/22
6/7-8（大宮）
8/2
1/26
7/6
11/9（東金）
11/14-15（三重）
8/31
12/8（勝浦）

25 名参加
15 名参加
82 名参加
26 名参加

16 名参加
17 名参加
65 名参加
53 名参加

7/13,21,27,8/3,10
9/1
7/13,27,8/3,9/1
2/2
5/26

・生涯スポーツ指導者養成・活
用事業【910】生涯スポーツ
生涯スポーツ公認指導者等養成講習会
スポーツリーダー養成講習会
認定スポーツ指導者研修会
地域スポーツ指導者研修会

・障害者スポーツ教室等開催事業

【11,875】障害者福祉推進課
リンク B と連携
初級障害者スポーツ指導員養成講習
会の開催
障害者スポーツ指導者研修会の開催

・初級障害者
スポーツ指導
員養成講習会
の開催
参加者 33 名
・障害者スポ
ーツ指導者研
修会の開催
参加者 14 名

・初級障害者 ・初級障害者ス
ス ポ ー ツ 指 ポーツ指導員
導 員 養 成 講 養成講習会の
習会の開催
開催（予定）
第 1 回登録者 ・ 障 害 者 ス ポ ー
34 名
ツ指導者研修会
第 2 回登録者 の開催（予定）
35 名
・障害者スポ
ーツ指導者
研修会の開
催
参加者２０名

・生涯スポーツ功労者等顕彰事業

【375】生涯スポーツ
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
生涯スポーツ功労者
生涯スポーツ優良団体
優秀スポーツ選手（個人）
（団体）
（特別功賞）

・広域スポーツセンター事業
【400】生涯スポーツ

19 名
10 団体
118 名
24 団体
5名

19 名
10 団体
140 名
34 チーム
3名

施策３に記載

総合型地域スポーツクラブ設立育成支援

柏市（予定）

研修会
クラブマネジャー養成講習会

→

5/25,6/1,8

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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２

３

平成 30 年度主な施策の効果（成果・課題）
○スポーツ推進委員連合会事業補助【2,382】
生涯スポーツ
・文科大臣表彰、全国連合表彰、関東協議会表彰、
千葉県連合会表彰の選考会(4/20、8/3)
文部科学大臣表彰４名、全国連合表彰８名、全
国連合優良団体１団体、全国３０年勤続感謝状
１１名、関東協議会表彰１１名、千葉県功労表彰
４７名、千葉県永年勤続感謝状３１名の推薦者
を決定しました。
・初任者研修会(7/7)
本年度は、３年未満のスポーツ推進委員と事
務担当者を対象に、平成 30 年 7 月 7 日（土）に
実施しました。市町村事務担当者が毎年半数近
く代わる現状から、推進委員の育成とともに、事
務担当者の意識改革もねらいとしました。今年
度は、各市町村のスポーツ推進委員の改選期と
いうこともあり、多くの参加がありました。
・学びと集い 2018―千葉県スポーツ推進委員研
修会(8/25)
健康体操（国際武道大学 中島一郎先生）、さ
いかつぼーる（さいかつぼーる普及会）
・県連合会拡大女性部交流会(12/8)
女性スポーツ推進委員の活動を一層活発にす
るための研修会で、今年度は障がい者スポーツ
に注目し、
「ボッチャ」の講習会を実施しました。
・千葉県スポーツ推進委員研究大会(1/27)
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、当面する地域における生
涯スポーツ振興に関する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。18 地区市の輪番での開催となり、本年度
は習志野文化ホールで開催しました。
○生涯スポーツ指導者養成・活用事業【910】
生涯スポーツ
・生涯スポーツ認定指導者等養成講習会(7/22、
29、8/5、19、26、9/9 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した。
・認定スポーツ指導者研修会（2/3）
養成した資格取得者に対して、各種の情報を
提供し生涯スポーツ指導者としての資質の向上
を図りました。
・地域スポーツ指導者研修会(10/27)
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しました。

令和元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【2,382】
生涯スポーツ
・功労者選考会
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
・初任者研修会
本年度は、スポーツ推進委員の次期リーダー
候補者と事務担当者を対象に、令和元年 7 月 6
日（土）に実施します。市町村事務担当者が毎
年半数近く代わる現状から、推進委員のリーダ
ー育成とともに、事務担当者の意識改革をねら
いとし、対象者を初任者スポーツ推進委員と隔
年で変更し実施します。内容は、アンケート調
査を基にした課題別協議と実技研修を実施し
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、本年度は令和元年 8
月 31 日（土）に開催します。
・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。18 地区市の輪番で
の開催となり、本年度は勝浦市芸術文化交流セ
ンター「キュステ」で令和元年１２月８日（日）
開催します。
・学びと集い 2019―千葉県スポーツ推進委員研
修会
令和２年１月２６日（日）行われる、実技研修
会。毎年３００名を超える参加者があります。
○生涯スポーツ指導者養成・活用事業
【1,953】（うち一財 919）生涯スポーツ
・千葉県生涯スポーツ認定指導者等養成講習会
(7/13,21,27,8/3,10,9/1 全 6 回)
千葉県生涯スポーツ指導者は 6 回、千葉県ス
ポーツリーダーは指定された 4 回を受講します。
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（2/2）
養成した資格取得者に対して、各種の情報を
提供し生涯スポーツ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(5/26)
県内生涯スポーツ振興に資するために東上総
教育事務所管内にて研修会を開催します。
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○障害者スポーツ教室等開催事業【1,875】
障害者福祉推進課
多様な障害者のスポーツ活動に対応するた
め、専門的な知識を活かし、安全にスポーツ
活動の援助を行う障害者スポーツ指導員は、
平成 30 年 11 月末現在、県内で 773 名が登録
されています。県では、初級障害者スポーツ
指導員養成講習会を継続して実施しており、
平成 30 年度は 69 名が新たに登録しました。
また、日頃スポーツに接することの少ない障
害者への指導を行う者を対象に、障害者スポ
ーツ指導者研修会を継続して実施しており、
平成 30 年度は２０名が参加しました。
○生涯スポーツ功労者等顕彰事業【375】
生涯スポーツ
・生涯スポーツ振興功労者及び生涯スポーツ優
良団体の推薦枠の見直し、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。
・生涯スポーツ振興功労者において女性の表彰
者が少ないので、積極的に表彰したいと考え
ます。
○広域スポーツセンター事業【400】
生涯スポーツ
・総合型地域スポーツクラブ設立・自立活性化
支援ミニ集会
＜設立支援＞クラブ未設置地域への啓発をね
らいとし、地域住民や行政担当課を対象にクラ
ブ設立を支援するため開催します。
＜自立活性化支援＞クラブの抱える悩みや方
向性を本集会によってクラブ員、地域住民、行
政担当課が共に考えていくことをねらいで開
催します。
・クラブマネジャー養成講習会 (5/27、6/10、24
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。
・広域スポーツセンター運営協議会（3/20）
広域スポーツセンター事業の課題や計画につ
いて検討し、地域コミュニティーづくりや県民
のスポーツ活動の充実を推進します。

○障害者スポーツ教室等開催事業【1,875】
障害者福祉推進課
多様な障害者のスポーツ活動に対応するた
め、専門的な知識を活かし、安全にスポーツ活動
の援助を行う障害者スポーツ指導員の養成講習
会を実施します。
また、日頃スポーツに接することの少ない障
害者への指導を行う者を対象に、障害者スポー
ツ指導者研修会を実施します。

○生涯スポーツ功労者等顕彰事業【375】
生涯スポーツ
生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団
体の推薦枠を見直し、推薦母体を増やしまし
た。
生涯スポーツ功労者においては女性の表彰者
がここ数年少ない為、積極的に表彰したいと考
えます。

○広域スポーツセンター事業【400】
生涯スポーツ
・総合型地域スポーツクラブ設立・自立活性化
支援ミニ集会
＜設立支援＞クラブ未設置地域への啓発をね
らいとし、地域住民や行政担当課を対象にクラ
ブ設立を支援するため開催します。
＜自立活性化支援＞クラブの抱える悩みや方
向性を本集会によってクラブ員、地域住民、行
政担当課が共に考えていくことをねらいとし、
コンパクトでクラブのニーズに合った形態で
開催します。
・クラブマネジャー養成講習会
(5/25,6/1,8 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。本年度より市町村
体育・スポーツ協会にも周知しています。
・広域スポーツセンター運営協議会（2/5）
広域スポーツセンターが各総合型クラブに行
う支援策や課題や計画について検討し、地域コ
ミュニティーづくりや県民のスポーツ活動の充
実を推進します。
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リンクＣ スポーツ環境の整備

施策２

施設の再整備と有効活用

目標・方向性（関連性）
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
ア 施設・設備の整備・有効活用（リンク B・E・F）
令和元年度の主な施策（計画）
【予算額（千円）】担当課・室・班
･総合スポーツセンター施設整備費
【456,755】施設・調整

・総合スポーツセンター野球場
耐震・大規模改修事業
【2,299,000】施設・調整

実績・工程表
２９実績
第２陸上
競技場改
修工事

３０実績

元計画

武道館外
トイレ改
修工事

陸上競技場改修
工事

工事

工事

６２校
１回実施
１回実施

６６校
1回
1回

６６校
１回
１回

「千葉県ス

「千葉県ス

「千葉県スポー

ポーツお役

ポーツお役

ツお役立ちリン

立ちリンク

立ちリンク

ク集」

集」を開設

集」を更新

随時更新予定

実施設計

・県立学校体育施設開放事業
【2,000】生涯スポーツ

開放校指定校
事業説明会
実態調査実施
・管理しているスポーツ施設の情報提供
【－】体育課

→

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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２

３

平成 30 年度主な施策の効果（成果と課題）
○総合スポーツセンター施設整備費【131,425】
施設・調整

令和元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費【456,755】
施設・調整

現状は、築 40 年以上経過した施設が多数あり、 陸上競技場の第１種公認の継続に向け、走路
老朽化が進んでいることから、体育館等について 部分等の改修工事等を行います。
耐震改修工事の実施が必要な状況です。
（30 年度
は、武道館トイレ外改修工事を行いました）
○総合スポーツセンター野球場耐震・
大規模改修事業【381,800】施設・調整
老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセン
ター野球場について、耐震改修を行うとともに
施設機能を充実させるための改修を行います。
（30 年度は、工事に着手しました）

○総合スポーツセンター野球場耐震・
大規模改修事業【2,299,000】施設・調整
老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセ
ンター野球場について、耐震改修を行うととも
に 施設機能を充実させるための改修を行い
ます。
（平成３０、令和元年度は、工事）

○県立学校体育施設開放事業【2,000】
生涯スポーツ
各開放校の状況を把握し、県民のニーズに応じ
た利用体制の整備に努めました。また、障害者ス
ポーツ団体へ積極的に開放を行うこと、ＡＥＤの
設置場所や利用方法についての理解を徹底するこ
とを周知しました。
平成 30 年度の県立学校体育施設開放率は、
54.7％（87 校／159 校）でした。
（指定校 62 校、
独自開放校 24 校）
指定校 66 校の利用登録団体数は 271 団体、利
用登録人数は 13,061 人でした。
利用者のマナー及び管理日誌の未記入について
課題がありましたので、学校側と検討を重ね、引
き続き利用者へ働きかけていきます。

○県立学校体育施設開放事業【2,000】
生涯スポーツ
各開放校の課題・問題・要望等を把握し、
「開
放校が開放しやすく」
「利用者相互が利用しや
すい」環境を整備することにより開放を促進
し、地域スポーツの推進に努めます。
・地域スポーツクラブの拠点施設へ向けた取
組を推進します。
・学校側と利用者の相互理解により、施設利用
のマナーの向上に努めています。
・障害者スポーツ実施団体への積極的な開放
を推進します。

○管理しているスポーツ施設の情報提供 【－】体育課
県ホームページに「千葉県スポーツお役立ちリンク
集」を随時更新し、容易にアクセスできるように努めまし
た。

○管理しているスポーツ施設の情報提供 【－】
体育課
県ホームページに「千葉県スポーツお役立ちリン
ク集」を随時更新し、容易にアクセスできるように努
めます。
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リンクＣ

スポーツ環境の整備

施策３ システムづくりの推進

目標・方向性（関連性）
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
ア 総合型クラブに対する支援（リンク B・F）
イ 情報共有と発信の推進（リンク B・F）
ウ 体育・スポーツ関係団体との連携・協同（リンク A・F）

令和元年度の主な施策（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
【400】生涯スポーツ
運営協議会の開催
総合型クラブ設立・
自立活性化支援研修会
クラブマネジャー養成講習会
・体育・スポーツ推進事業
スポーツ立県ちば推進月間
関連事業【350】生涯スポーツ

実績・工程表
２９実績

３０実績

年間１回
茂原市、山武市（80
名参加）
君津市
（45 名参加）
１０名参加

元計画

年間１回
柏市（21 名参
加）
山武市（3 月実
施）
（12 名参加）

リンク B 施策１

作成なし

我孫子市（86 名参
加）年 1 回

事業終了

2/5
柏市（予定）
5/25,6/1,8

親子体験イベント

・総合型地域スポーツクラブ
自立活性化支援事業
【367】生涯スポーツ
ブロック研修会
情報交換会（クラブサミット）
総合型クラブ交流会
（スポネットちば）

・スポーツ振興くじ助成事業の
活用の促進【－】
生涯スポーツ

・スポーツ情報提供【－】
生涯スポーツ（再掲）

ヒューマンエラ
ー研修（61 名参
加）
総合型クラブ連
絡協議会委託事
業
（465 名参加）
諸情報を各総合型
クラブに通知

千葉県ホームペー
ジの構成及びコ
ンテンツの充実

情報交換会
（16 名参加）

11/17

総 合型ク ラブ 10/12
連 絡協議 会委
託事業
（481 名参加）
諸情報を各総 諸情報を各総合型ク
合型クラブに
ラブに通知
通知
千葉県ホームページ
千 葉 県 ホ ー ム の構成及びコンテ
ページの構成 ンツの充実
及びコンテン
ツの充実
千 葉県ス ポー
ツ 情報セ ンタ
ーとの連携
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千 葉 県 ス ポ ーツ 情
報 セ ン タ ー との 連
携

２

３

・財団法人千葉県スポーツ協会
補助事業 【7，383】
競技スポーツ
・千葉県スポーツ推進委員
連合会補助事業【2,382】
生涯スポーツ

・千葉県小中学校体育連盟事業
補助金【9,182】
学校体育

・千葉県高等学校体育連盟事業
補助金【12,132】
学校体育
・全国高等学校野球大会派遣
事業補助金【300】
学校体育

協会の運営及び
各種事業に要す
る経費の補助

運営及び各種事業
に要する経費

連 合会の 運営
及 び各種 事業
に 要する 経費
の補助

連 合 会 の 運 営及 び
各 種 事 業 に 要す る
経費の補助

研修会・総会補助
・県内大会開催
・全国中学校体育
大会派遣経費補
助
全国開催九州

・県内大会開催
・全国高校総体,
全国定通大会補助
全国開催南東北
・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

・千葉県特別支援学校体育連盟
事業補助金【830】
学校体育

・県大会開催事業

・千葉県レクリエーション協会
への支援【－】
生涯スポーツ

各種イベント・大
会における後援

全国開催四国

全国開催東海

記念大会 2 校
出場

・全国大会派遣経
費に対しての補
助

・障がい者スポーツ協会との連携
（リンク B と連携）
【－】
障害者福祉推進課・体育課

パ ラリン ピッ
ク 競技種 目選
手掘り起こし、
市 町村へ のコ
ー ディネ ータ
ー派遣等

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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パ ラ リ ン ピ ック 競
技 種 目 選 手 強化 支
援、市町村へのコー
デ ィ ネ ー タ ー派 遣
等

平成 30 年度主な施策の効果（成果・課題）

令和元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【400】
生涯スポーツ
※参照）リンク C「スポーツ環境の整備」
施策１ 人づくりの推進
・総合型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。

○広域スポーツセンター事業【400】
生涯スポーツ
※参照）リンク C「スポーツ環境の整備」
施策１ 人づくりの推進
クラブや市町村の課題を捉え、そのニーズに合
った形態での集会・研修会を開催し、設立支援・
自立活性化支援を行いました。特に総合型地域ス
ポーツクラブ情報交換会では、各クラブから事例
発表と市町村生涯スポーツ主管課からの支援の
在り方、クラブと行政の協力の在り方など、内容
を充実させました。運営委員会では、広域スポー
ツセンター事業の課題について検討し、総合型地
域スポーツクラブを中心とした地域コミュニテ
ィーづくりと県民のスポーツ活動の充実を推進
しました。
○総合型地域スポーツクラブ自立活性化支援事業
○総合型地域スポーツクラブ自立活性化支援事業
【472】生涯スポーツ
【367】生涯スポーツ
総合型地域スポーツクラブ自立活性化支援事
総合型クラブ情報交換会（11/17）
業（11/10）
県内の総合型クラブ関係者、市町村体育・スポ
総合型クラブの自立活性化支援として、柏市に
ーツ行政担当者、千葉県クラブマネジャー養成
おいて、体験会を行いました。アダプテッドスポ
講習会修了者が参加します。総合型クラブの創
ーツを中心に、2 種目の体験を行いました。
設・育成に係る課題点の克服に向けた実践的な
総合型地域クラブ間情報交換会（クラブサミッ
解決策を模索するとともに、総合型クラブ関係
ト）
（11/18）
者と スポーツ行政関係者との連携及び交流
県内の総合型クラブ関係者、市町村体育・スポ
促進を目的とします。
ーツ行政担当者、千葉県クラブマネジャー養成講
総合型地域スポーツクラブ交流大会スポネ
習会修了者の連携や交流促進を目的に開催しま
ットちば２０１９（委託事業）
した。
県内の総合型クラブ相互の連携とクラブ関
総合型地域スポーツクラブ交流大会スポネッ
係者の親睦、交流を図るとともに、県民のスポ
トちば（委託事業）
ーツ体験を通して、総合型クラブの設立、育成、
県内の総合型クラブ相互の連携とクラブ関係
発展を目指し、地域スポーツの推進へ寄与する
者の親睦、交流を図るとともに、県民のスポー
ことを目的として開催します。
ツ体験を通して、総合型地域スポーツクラブの
（１０／１２開催：第８回大会）
設立、育成、発展を目指し、地域スポーツの推進
へ寄与することを目的として開催しました。
（10/13 開催：第 7 回大会）
○スポーツ情報提供【－】生涯スポーツ
県内スポーツ関係団体のホームページと連
携するために県ホームページ内に「千葉県のス
ポーツお役立ちリンク集」としてまとめ、情報
発信に努めます。また県ホームページにアクセ
スした数の年間の合計数を指標としその数が
多くなるよう努めます。
日本スポーツ振興センターからのスポーツ
振興くじ対象事業の情報等も各総合型クラブ
に提供します。
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○公益財団法人千葉県体育協会補助事
○公益財団法人千葉県スポーツ協会補助事業
【7,383】競技スポーツ
【7,383】競技スポーツ
公益財団法人千葉県体育協会は、本県のスポ
公益財団法人千葉県スポーツ協会は、本県のス
ーツ団体を総括する団体として、スポーツ精神
ポーツ団体を総括する団体として、スポーツ精
の高揚と県民スポーツの振興を図るため、県民
神の高揚と県民スポーツの振興を図るため、県
の体力向上とスポーツ活動に関する事業を行
民の体力向上とスポーツ活動に関する事業を
います。
行います。
○千葉県スポーツ推進委員連合会補助事業
○千葉県スポーツ推進委員連合会補助事業
【2,382】生涯スポーツ
【2,382】生涯スポーツ
各市町村のスポーツ推進委員連絡協議会に
５４市町村のスポーツ推進委員連絡協議会と
アンケート調査を実施し、各市町村の推進委員
の連絡を密にし、関東スポーツ推進委員協議会
の委嘱の状況や活動の様子を把握したり、関東
（埼玉県）や全国スポーツ推進委員連合、県体
協議会や全国スポーツ推進委員連合からの情
育課からの研究大会や研修会等の情報を確実
報を各市町村に伝達したりして、市町村連絡協
に伝えます。そして、少しでも多くの方の参加
議会との連携を密にし、推進委員の資質向上に
を呼びかけ、スポーツ推進委員一人一人の資質
向けた取り組みを組織的に進めることができ
の向上と市町村連絡協議会の組織の充実に努
ました。
めていきます。

○千葉県小中学校体育連盟補助事業【18,381】
学校体育
○千葉県高等学校体育連盟補助事業【11,788】
学校体育
○全国高等学校野球大会派遣事業補助金【150】
学校体育
○千葉県特別支援学校体育連盟事業補助金
【830】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まし
た。
○千葉県レクリエーション協会への支援【－】
生涯スポーツ
各種イベント・大会等への後援を実施しま
た。
○千葉県障がい者スポーツ協会との連携【－】
障害者福祉推進課・体育課
（リンク B・E と連携）
関係競技団体と連携のもと、指導者の養成
や競技会の運営を支援します。
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○千葉県小中学校体育連盟補助事業【9,182】
学校体育
○千葉県高等学校体育連盟補助事業【12,132】
学校体育
○全国高等学校野球大会派遣事業補助金【300】
学校体育
○千葉県特別支援学校体育連盟事業補助金
【830】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ま
いります。
○千葉県レクリエーション協会への支援【－】
生涯スポーツ
各種イベント・大会等への後援を予定してい
ます。
○千葉県障がい者スポーツ協会との連携【－】
障害者福祉推進課・体育課
（リンク B・E と連携）
（一社）千葉県障がい者スポーツ協会と連携
し、東京パラリンピックに向けて、選手の強
化・支援を行うとともに、障害のある人が地域
でスポーツに親しめる環境を拡充します。

