
スポーツの推進について
<第二次佐賀市スポー推進計画（2020▶2024）の概要>
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第１ 第２次スポーツ推進計画の策定にあたって
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１． 計画策定の趣旨

２． 計画の位置付け

第2次佐賀市総合計画
（2015年度〜 2024年度）

【国】第2期スポーツ基本計画
（2017年度〜 2021年度）

第2次佐賀市スポーツ推進計画

根拠・参酌

(関連計画) スポーツ施設整備基本計画

実現に向けた個別計画
佐賀県スポーツ推進計画
（2014年度〜2023年度）



３．計画の期間

3

４．計画における「スポーツ」の考え方

※スポーツの語源とされるラテン語
「deportare（デポルターレ）」‥‥‥「楽しむ」、「気晴らし」

(年度)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

第2次 総合計画

第2次スポーツ推進計画

スポーツ施設整備基本計画

【国】第2期スポーツ基本計画 2017年度〜

前期計画 後期計画



第２ スポーツ推進施策の概要
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１． スポーツを取り巻く佐賀市の現状と課題

２． スポーツ推進の方向性とめざす姿

①子どものスポーツ実施の二極化

②高齢社会の進展
③人々の価値観、ライフスタイルの多様化
④地域コミュニティの希薄化
⑤東京オリ・パラ、佐賀国スポ・全障スポ開催によるスポーツに対する機運の高まり

学校
『スポーツ』を通じた各分野との連携・協働

関係
団体 地域

住民

行政

企業

学校部活動
PTA

市体育協会・競技団体
スポーツ推進委員協議会
スポーツ少年団・レクリエーション協会
総合型地域スポーツクラブ 他

自治会・老人会
公民館・まちづくり協議会

県・健康づくり課・高齢福祉課
障がい福祉課・教育委員会
協働推進課・公民館支援課 他

職場スポーツクラブ
ジム・フィットネスクラブ



３．目標達成のための成果指標
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４．スポーツ推進の基本施策

①生涯スポーツの推進

②競技スポーツの推進

③スポーツ施設の整備と活用

成 果 目 標
基準値 目標値

2018年 2024年

日常的に（週1回以上）運動・スポーツをしている市民の割合 50.6％ 60.0％

運動やスポーツが好きな小中学生の割合 88.3％ 95.0％



＜基本施策＞

１ 生涯スポーツの推進

＜具体的施策＞

（１） ライフステージに応じたスポーツの推進

（２） スポーツを支える人材の育成・支援

（３） スポーツによる「交流」の推進



【令和２年度の取組み実績（成果）】

（１）ライフステージに応じたスポーツの推進

① 子どものスポーツ推進
スポーツ少年団活動（46団 665名）
キッズB＆Dチャレンジプロジェクト
・保育園1園、小学校2校、中学校1校 234名

まなざしスポーツレクリエーション祭（254名）
学校でのニュースポーツ出前講座
・小学校1校、中学校2校 374名

②ビジネスパーソン・女性のスポーツ推進
佐賀青年会議所例会でのニュースポーツ体験教室
・サークルジャンプ、スカットボール等5種目 約40名

子育てママのスポーツ教室
・1クール4回 全4クール実施

③ 高齢者のスポーツ推進
市老人クラブ連合会へのニュースポーツ指導

・スポーツ推進委員による指導 2回実施
高齢者対象の出前講座を公民館等実施 4回 57名



④ 障がい者のスポーツ推進
佐賀県障がい者スポーツ協会との連携
・イベント等の周知、問い合わせ対応

まなざしスポーツ・レクリエーション祭や
出前講座での障がい者スポーツの普及

⑤地域のスポーツの活動推進
まなざしスポーツ・レクリエーション祭の開催
スポーツ推進委員を中心とした

各校区におけるスポーツの普及活動
総合型地域スポーツクラブ連絡会・研修会の開催

⑥生涯学習や健康づくり等関連部局との連携

公民館事業でのスポーツ活動との連携

（公民館支援課）

乳児検診等でのスポーツイベントの広報

（健康づくり課）

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（１）ライフステージに応じたスポーツの推進



①地域スポーツに携わる人材の育成及び支援
スポーツ推進委員協議会定例研修会の実施（2回）
校区体協の役員等への研修会の開催

・第2次佐賀市スポーツ推進計画について説明

②スポーツボランティアの養成及び支援
さが桜マラソンボランティア（約3000名）
さが桜マラソン「花いっぱいプロジェクト」による沿道応援
東京2020オリンピック聖火リレーボランティアの募集

（約450名）
※さが桜マラソン2021は新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ためオンラインにて実施

③スポーツボランティアの登録推進
スポーツボランティア登録制度要綱の策定
チラシの作成及び配布
国スポ全障スポにつながる仕組みの検討

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（２）スポーツを支える人材の育成・支援



①スポーツ合宿等の積極的誘致
スポーツ合宿補助（プロ・代表等チーム含む）
・3団体へ補助金交付

スポーツキャンプ誘致・交流推進協議会の活動

②スポーツ大会やイベント開催による
交流人口の拡大

プロチームとの連携によるスポーツイベントの実施
・スポテン2020・・・来場者2300名程度

佐賀バルーナーズ、サガン鳥栖ホームゲームの
マッチスポンサー

③スポーツ情報の積極的な発信
スポーツ振興課HP/Facebook/Twitter/Instagram

東京2020オリンピック、パラリンピックの出場者・
入賞者懸垂幕作成、パブリックビューイングの実施

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（３）スポーツによる「交流」の推進



④他分野とのコラボレーションによる

スポーツの魅力発信
学校給食での事前合宿受入国料理の提供

・ニュージーランド33校36回

・フィンランド41校42回、

・タイ41校46回

⑤国際交流や経済団体等との連携
ホストタウン相手国との交流事業の実施

・ニュージーランド 久保泉小学校5年

・フィンランド 東与賀小学校6年

・タイ 久保泉小学校3年

外国人留学生とのスポーツ交流（体育協会実施事業）

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（３）スポーツによる「交流」の推進



＜基本施策＞

２ 競技スポーツの推進

＜具体的施策＞

（１） スポーツ指導者等の資質向上

（２） 競技力向上のための連携・支援



①ジュニア期のスポーツ指導者の育成・支援
少年スポーツ実態調査の実施 177クラブ対象

少年スポーツ指導者資格取得費補助金

・スポーツリーダー研修は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、今年度開催なし

・競技団体（バスケットボール）の資格取得3名

学校体育施設開放運営委員会との連携による

指導者支援

②ジュニア期のスポーツ指導者の

交流による資質向上及び保護者への啓発
指導者・保護者向け研修会の開催

・第1回 スポーツにおけるストレッチ

・第2回 佐賀市・佐賀市軟式野球連盟合同研修会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

・第3回 歯科医学・スポーツ栄養学
少年スポーツに関する相談窓口の開設 相談件数7件

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（１）スポーツ指導者等の資質向上



①アスリートの発掘・育成のための支援体制の整備
プロスポーツ連携事業

・佐賀バルーナーズ、サガン鳥栖との連携による

競技力の向上

②トップチームやアスリートによる技術指導の実施
合宿、キャンプ受入時の選手との交流事業の創出

③大会（障がい者スポーツも含む）の開催支援
市民体育大会の開催

校区対抗駅伝大会の開催

県民スポーツ大会への参加

思斉館柔剣道大会、

三瀬旗少年剣道大会

富士しゃくなげ湖ハーフマラソン

車いすバスケットボール大会

卓球バレー大会 など

※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止等の大会あり

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（２）競技力向上のための連携・支援



④全国大会等出場への支援
小中学生各種スポーツ大会等出場激励金

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大会数の減

市内の高校が全国大会等に出場する際の補助金交付

・バレーボール、ラグビーフットボール、サッカー

⑤（公財）佐賀市体育協会との連携

自主事業の実施による競技人口の拡大

各種大会へ出場する地元アスリートへの支援

⑥国スポ・全障スポ実施競技団体等との連携

大会開催に向けた機運醸成

・さが桜マラソンのイベント会場などでの啓発活動

ライフル射撃、フェンシング体験等

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（２）競技力向上のための連携・支援



＜基本施策＞

３ スポーツ施設の整備と活用

＜具体的施策＞
（１） スポーツ施設の整備・充実
（２） スポーツ施設の有効活用

富士しゃくなげ湖ボート・カヌー競技施設イメージ



①安全・安心・快適に利用できる施設の整備
市民が安全・安心・快適に利用できる施設の適切な維持管理

施設の老朽化対策、備品購入等

・健康運動センタープール設備改修など

②多様なニーズに対応できる設備の充実

利用者のニーズの把握

エクストリームスポーツ関連団体との意見交換

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（１）スポーツ施設の整備・充実

③地域ごとの特色を活かした施設の整備
久保田グラウンド改修事業（集約）

④国スポ・全障スポに対応した施設整備
富士しゃくなげ湖ボート・カヌー競技施設の整備

国スポ練習会場の整備検討

改修した久保田グラウンド

富士しゃくなげ湖



①指定管理者による管理・運営の充実
各指定管理者の管理運営による、適切な維持管理及び事業の展開

②利用しやすい施設予約システムの普及

迅速な情報発信、予約システムの周知等

【令和２年度の取組み実績（成果）】

（２）スポーツ施設の有効活用

③自主事業の充実による利用者の拡大
市民のニーズに応じたスポーツ教室の開催

④学校体育施設の有効活用

各学校体育施設開放運営委員会への委託

スポーツ用具等の整備



～ スポーツ推進のめざす姿 ～

「市民誰もが、生涯を通じてスポーツに親しむことができ、いきいきと暮らしている」

そういう姿を目指して市民のライフステージに応じた健康、体力づくりを進めるため、

“生涯を通じてスポーツに親しめる社会の実現”

“スポーツを通じた地域住民が主体となったまちづくり” に取組む。


