
■施策

誰もが親しめる市民スポーツの充実

■目指す姿

 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。

■成果指標と目標値

■取組方針

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、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに接することのできる環境づくりに取り組みます。

佐賀市スポーツ推進計画（案） 平成２７年度（2015年度）～平成３１年度（2019年度）

日常的に（週１回以上）スポーツをしている市民の割合を平成31年度（2019年度）までに5４.5％へ引き上げる目標

第

二

次

総

合

計

画

（

案

）

資料４

成 果 指 標
単位

現在

基準値（2013）

平成25年度

将来

目標値（2019）

平成31年度

将来

目標値（2024）

平成36年度

日常的に（週に１回以上）運動・スポーツをしている市民の割合 ％
４８．５ ５４．５ ６０．０

基本的施策 具体的施策（Ｈ21～Ｈ26） 具体的施策（案）（Ｈ27～Ｈ31） H26事務事業（現状） 市民アンケート結果 障がい者アンケート結果

元気で長生き！スポーツ元気で長生き！スポーツ元気で長生き！スポーツ元気で長生き！スポーツ ・ニュースポーツ推進事業 ・週に１日以上実施している人の割合

＜生涯スポーツの推進＞＜生涯スポーツの推進＞＜生涯スポーツの推進＞＜生涯スポーツの推進＞ ・スポーツ教室開催補助事業                                          44.8%

　　・ニュースポーツの普及 ・佐賀市さわやかスポーツ・レクリエーション祭開催事業

　　・スポーツ体験教室の開催 ・スポーツ推進委員協議会の活動支援

　　・生涯学習や健康づくりとの連携 ・さが桜マラソン大会の開催

子どもへのまなざし“１００％”！スポーツ子どもへのまなざし“１００％”！スポーツ子どもへのまなざし“１００％”！スポーツ子どもへのまなざし“１００％”！スポーツ ・「子どもへのまなざし運動」との連携

＜スポーツを通した青少年の健全育成＞＜スポーツを通した青少年の健全育成＞＜スポーツを通した青少年の健全育成＞＜スポーツを通した青少年の健全育成＞ ・佐賀市スポーツ少年団の育成

　　・「子どもへのまなざし運動」との連携 ・スポーツ推進委員協議会の活動支援（再掲）

　　・子どものスポーツを取り巻く環境の整備 ・佐賀市さわやかスポーツ・レクリエーション祭開催事業（再掲）

　　・遊びの場へのスポーツ導入と支援者の育成

みんなで！スポーツみんなで！スポーツみんなで！スポーツみんなで！スポーツ ・総合型地域スポーツクラブ支援事業

＜総合型地域スポーツクラブの設立・支援＞＜総合型地域スポーツクラブの設立・支援＞＜総合型地域スポーツクラブの設立・支援＞＜総合型地域スポーツクラブの設立・支援＞ ・既存クラブとの連携

　　・モデル事業の実施

　　・既存クラブとの連携
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・週に１日以上実施している人の割合

44.8％

・1年間に行ったスポーツ

①ウォーキング 275人

②ストレッチ 82人

③ラジオ体操 79人

・ニュースポーツの認知度

したことがある 22.3％

聞いたことがある 14.8％

初めて聞いた 62.9％

・総合型地域スポーツクラブ

知っている 13.9%

・障がい者スポーツ

関心がある 38.6%

関心がない 61.4％

・週に１日以上実施している人の割合

31.1％

・1年間に行ったスポーツ（障がい者）

①ウォーキング 44人

②ストレッチ 16人

③水中歩行 12人

・ニュースポーツの認知度（障がい者）

したことがある 18.0％

聞いたことがある 14.4％

初めて聞いた 67.6％

・参加したいスポーツ行事（障がい者）

①健康・体力づくり 44.4％

②レクリエーション的行事 11.2％

③競技会（スポーツ大会） 10.2％

ささえよう！スポーツささえよう！スポーツささえよう！スポーツささえよう！スポーツ ・スポーツボランティアの登録の推進

＜スポーツボランティアの推進・支援＞＜スポーツボランティアの推進・支援＞＜スポーツボランティアの推進・支援＞＜スポーツボランティアの推進・支援＞ ・さが桜マラソン大会ボランティアの募集

　　・スポーツボランティア登録の推進

　　・スポーツボランティアとの連携

　　・ボランティア技術講習会等の開催

おしえて！スポーツおしえて！スポーツおしえて！スポーツおしえて！スポーツ ・市報・ホームページの掲載

＜スポーツ情報の充実＞＜スポーツ情報の充実＞＜スポーツ情報の充実＞＜スポーツ情報の充実＞ ・スポーツ大会結果の発信

　　・市報・ホームページの充実 ・新聞、テレビ、ラジオ等、様々な情報媒体の活用。

　　・メディアとの連携

＜スポーツ指導者の資質向上＞＜スポーツ指導者の資質向上＞＜スポーツ指導者の資質向上＞＜スポーツ指導者の資質向上＞ ・スポーツ指導者育成事業

　　・指導者講習会の開催 ・佐賀市・佐賀市スポーツ少年団指導者・保護者研修会の開催

　　・保護者のための講習会開催

＜競技団体への支援＞＜競技団体への支援＞＜競技団体への支援＞＜競技団体への支援＞ ・佐賀市体育協会への活動支援

　　・佐賀市体育協会との連携 ・スポーツ教室開催補助事業(再掲）

　　・アスリートの育成 ・佐賀市障がい者体育大会へのスポーツ推進委員の派遣

　　・スポーツ教室への支援

　　・障害者スポーツへの支援
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・スポーツの実施理由

①健康体力づくり 30.9％

②楽しみ気晴らし 17.6％

③運動不足 17.3％

・スポーツボランティア

経験あり 15.2%

経験なし 84.8％

・参加しての感想

楽しかった 40.4％

充実感・達成感 27.6％

仲間ができた 等 15.4％

・再参加の意向

また参加したい 86.0％

参加したくない 14.0％

知っている 13.9%

知らない 67.9％

・クラブに加入意思

加入・加入したい 8.3％

未加入・しない 91.7％

・スポーツの実施理由（障がい者）

①健康体力づくり 62.9％

②運動不足 37.1％

③楽しみ気晴らし 36.0％

・総合型地域スポーツクラブ（障がい者）

知っている 19.3%

知らない 80.7％

・クラブに加入意思

加入・加入したい 6.8％

未加入・しない 93.2％

・スポーツボランティアの支援

（障がい者）

受けたことがある 18.2%

受けたことがない 55.1%

・接し方・態度

満 足 96.8％

不 満 3.2％

＜各種競技大会の開催支援＞＜各種競技大会の開催支援＞＜各種競技大会の開催支援＞＜各種競技大会の開催支援＞ ・各種スポーツ大会開催補助事業

　　・大会等の支援 ・市民体育大会開催事業

・校区対抗駅伝大会

・県内一周駅伝大会の開催支援

・グラスホパー全国ジュニアテニス大会の支援

＜トップチームとの交流＞＜トップチームとの交流＞＜トップチームとの交流＞＜トップチームとの交流＞ ・スポーツ合宿誘致制度の創設

　　・交流事業の実施 ・サガン鳥栖と連携したサッカー教室の開催

＜スポーツ施設の整備＞＜スポーツ施設の整備＞＜スポーツ施設の整備＞＜スポーツ施設の整備＞ ・施設整備計画の策定

　　・バリアフリーの促進 ・施設の耐震補強等大規模改修工事

　　・小スペースの有効利用 ・バリアフリー工事

・富士しゃくなげ湖湖面利活用推進

・トレーニング機器等の整備

＜スポーツ施設の管理・運営＞＜スポーツ施設の管理・運営＞＜スポーツ施設の管理・運営＞＜スポーツ施設の管理・運営＞ ・市直営及び指定管理者による施設の管理運営

　　・新たな利用者の掘り起こし ・指定管理者制度の拡充検討

　　・指定管理者制度の拡充 ・指定管理者による初心者教室等の開催

＜学校体育施設の有効活用＞＜学校体育施設の有効活用＞＜学校体育施設の有効活用＞＜学校体育施設の有効活用＞ ・学校体育施設開放事業の実施

　　・学校体育施設開放事業の充実 ・学校体育施設の備品等の整備
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・学校体育施設

利用している 23.1%

知っている 47.6％

知らない 29.3％

・スポーツに関する情報

①テレビ 35.7％

②新聞 24.4％

③インターネット 8.9％

・スポーツに関する情報（障がい者）

①テレビ 73.8％

②新聞 48.1％

③インターネット 21.9％

・学校体育施設（障がい者）

利用している 16.2%

知っている 40.1％

知らない 43.7％

・市立のスポーツ施設に対する要望

①特になし 23.0%

②わからない 15.3％

③施設数の増加 13.6％

④利用料金の引き下げ 10.6％

⑤運動やスポーツ教室

の充実 8.4％

⑥利用手続きの簡素化 6.1％

・市立のスポーツ施設に対する要望

（障がい者）

①わからない 27.8%

②特になし 20.9％

③施設数の増加 12.3％

④バリアフリーの充実 11.2％

⑤利用料金の引き下げ 9.6％

⑥運動やスポーツ教室

の充実 8.6％

　　・学校体育施設開放事業の充実 ・学校体育施設の備品等の整備

＜施設のネットワーク化及び情報提供＞＜施設のネットワーク化及び情報提供＞＜施設のネットワーク化及び情報提供＞＜施設のネットワーク化及び情報提供＞ ・施設予約システムによる予約受付や空き状況の確認

　　・予約システムの拡充 ・市ホームページでの施設紹介
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・施設予約システム

使用している 15.4%

使ったことがない 84.6％

・施設予約システム（障がい者）

使用している 8.4%

使ったことがない 91.6％


