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

スポーツ指導者の養成・資質の向上（リンク A・B）

イ

表彰制度の活用（リンク D・E）
工程表

平成 30 年度の主な施策（計画）
【当初予算額（千円）】担当課・室・班

２９

３０

５/１９
６/９，１０（栃木県）
８/４
８/２６
７/８
２月（香取地区）
１１/９，１０（茨城
県）
１/２０
１２/１０

5/24
6/8, 6/9（墨田区）
8/3
8/25
7/7
8/18（東総地区）
11/15,16（鹿児島）

・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

・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

2/8
1/27

７月２３～９月１０日（６
７月２２～９月９日
回）
（６回）
２月（東京）
７月２２～９月９日
２月４日
（４回）

９月２３日（葛南）

２月３日

・初級障害者ス 10 月 27 日（東葛
ポ ー ツ 指 導 員 飾）
・障害者スポーツ教室等開催事業 養 成 講 習 会 の ・初級障害者ス
【11,875】障害者福祉推進課
開催
ポーツ指導員
・障害者スポー 養 成 講 習 会 の
リンク B と連携
ツ 指 導 者 研 修 開催
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
会の開催
ツ指導者研修
会の開催
障害者スポーツ指導者研修会の開催
地域スポーツ指導者研修会

・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）

２～３月表彰式予
定
１７名以内
１４団体以内
基準を満たすもの
優秀スポーツ選手
として１０回表彰
優秀スポーツ選手
として５年連続表
彰

・広域スポーツセンター事業
【400】生涯スポーツ

１７名以内
１４団体以内
基準を満たすもの
優秀スポーツ選手
として１０回表彰
優秀スポーツ選手
として５年連続表彰
年間６回予定

総合型地域スポーツクラブ設立育成支援

年間６回予定

研修会

５月２７～６月２５日
５月２８～６月２５
（３回）
日（３回）

クラブマネジャー養成講習会

→

２～３月表彰式予
定

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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３１

３２

３３

平成 30 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
・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 2018―千葉県スポーツ推進委員研修会
・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、平成 30 年 7 月 7 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。
・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、本年度は習志野文化ホールで 1 月 27 日（日）の開催します。
・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 2 月 8 日（土）に開催します。
○生涯スポーツ指導者養成・活用事業【910】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(7/22,29,8/5,19,26,9/9 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（2/3）
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
ります。
・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 (5/27,6/10,24 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。
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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）
平成 30 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
【131,425】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
【381,800】施設・調整

・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

工程表
２９

３０

第２陸上
競技場改
修工事

実施設計

６２校
１回実施
１回実施

武道館外
トイレ改
修工事

工事

６６校
1回
1回

・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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３１

３２

３３

平成 30 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【131,425】施設・調整
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ地や練習会場としての活用の可能
性があることから、武道館、弓道場のトイレを改修し施設環境を整備します。
○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、３１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」を開設し、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）

平成 30 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・

工程表
２９

３０

年間１回
年間６回

自立活性化支援研修会

クラブマネジャー養成講習会

年間３回

・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
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）

７回程度

年３回
年1回
ヒューマンエ
ラー研修
総合型クラブ連
絡協議会委託
事業

7 回程度

１１月１８日
１０月１３日

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

千 葉 県ス ポー ツ
情 報 セン ター と
の連携
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３１

３２

３３

・財団法人千葉県体育協会補助
事業
【7，383】競技スポーツ

協会の運営及
び各種事業に要
する経費の補助

・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

運営及び各種事
業に要する経
費

・千葉県小中学校体育連盟
事業補助金
【9,182】学校体育

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

・千葉県高等学校体育連盟
事業補助金
【12,132】学校体育

・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

全国開催四国

・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

全国開催東海

・全国高等学校野球大会派遣
事業補助金
【300】学校体育

記念大会 2 校出
場

・千葉県特別支援学校体育連盟
事業補助金
【830】学校体育

・千葉県レクリエーション協会
への支援
【－】生涯スポーツ
・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

・県大会開催事
業
・全国大会派遣
経費に対して
の補助
各種イベント・
大会における
後援

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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平成 30 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
※追記）
・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。
・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
広域ブロック研修会
総合型クラブの定着・発展・充実を支援するために、クラブや地域の課題やニーズを基に
テーマを設定し、講演や参加者の情報交換会を３回実施します。
総合型クラブ間情報交換会（クラブサミット）
（11/18）
県内の総合型クラブ関係者、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
養成講習会修了者が参加します。総合型クラブの育成・創設に係る課題点の克服に向けた実
践的な解決策を模索するとともに、総合型クラブ関係者とスポーツ行政関係者との連携及び
交流促進を目的とします。
総合型地域スポーツクラブ交流大会スポネットちば（委託事業）
県内の総合型クラブ相互の連携とクラブ関係者の親睦、交流を図るとともに、県民のスポ
ーツ体験を通して、総合型クラブの設立、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す。（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に努めます。
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。
○公益財団法人千葉県体育協会補助事業【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います。
○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
補助金の内、1,974,000 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
が滞りなく推進できます。全国連合会費徴収や平成 30 年度の関東スポーツ推進委員研究大会（東京
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、選手の発掘
や強化・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。
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