
「スポーツが暮らしとともにあるまち」
～スポーツで　人も元気　まちも元気～

静岡県 長泉町

概要版

第2次長泉町スポーツ推進計画

計画の期間

スタート 折り返し ゴール

平成24年度
（2012年）

平成28年度
中間評価・
見直し

平成33年度
（2021年）

活動の実践
(ラジオ体操等)

活動評価
(達成状況等)

改善

プログラム作成
(具体的取組等)

リーディングプロジェクト

地域ごとの健康づくり活動組織を中心とした地域の
実情に合った健康づくり活動を支援します。

各種スポーツ教室やイベント、講習会等の企画・開催を
支援し、誰もが参加できるクラブを育てます。

ラジオ体操を町民共有のスポー
ツ活動として普及し、継続して
健康の維持・増進ができるよう
に支援します。

体力づくりや高齢者の介護予防等を目的として、誰も
が気軽に楽しくできる健康運動のプログラムを作成
し、町全体に普及します。

「運動・スポーツ実践機能」や「健康・体力診断機能」、
「相談・指導・学習機能」の充実と連携を図ります。

第2次長泉町スポーツ推進計画《概要版》平成24年3月
長泉町健康増進課 〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828
TEL:055-989-5510　FAX:055-989-5515　e-mail:zosin@nagaizumi.org

現状分析
(健康状態等)

健康相談・指導・学習機能
(運動指導、栄養指導等)

運動・スポーツ実践機能
（スポーツ活動・教室等）

健康・体力診断機能
(体力測定等)

地域健康づくり事業推進プロジェクト 健康づくり拠点施設運用プロジェクト

「ながいずみ健康わくわくクラブ」活動推進プロジェクト 健康運動推進プロジェクト

町の施設の
有効活用

町の人材の
有効活用

スポーツ
人材バンク

各種スポーツ教室の開催
スポーツ大会等の開催
交流イベント等の開催

体育協会加
盟団体等

多種目 多世代 多レベル

健康運動プログラムの作成

健康運動の普及・実践

健康運動の効果の検証・表彰

ラジオ体操による健康づくり推進プロジェクト

地域への展開 全町的展開 学校・職場等への展開
地域組織への支援、定
期的なラジオ体操の実
施　等

朝礼等におけるラジオ
体操の導入、ラジオ体
操の仲間づくり 等

定期的な「ラジオ体操
会」の開催　等



施策の体系

☆『自助・共助・公助』の視点でのスポーツ活動

スポーツや健康づくりに楽しみ
ながら参加できる機会の創出

スポーツ関係団体・
組織の育成と活動支援

スポーツ活動を支える
人材の育成と活動支援

スポーツ施設の整備と
スポーツ情報の発信

目　標 基本的施策

2

3

4

5

1-1　乳幼児のスポーツの推進
1-2　児童・生徒のスポーツの推進
1-3　成人期のスポーツの推進
1-4　高齢者のスポーツの推進
1-5　障がいのある人のスポーツの推進

2-1 楽しみながら参加できるスポーツ教室やイベント等の企画・開催
保健・栄養指導と連携した健康運動
指導士による健康運動の活性化2-2

2-3　地域におけるスポーツ活動の活性化

3-1　スポーツ関係団体活動の活性化
3-2　競技力の向上
3-3　総合型地域スポーツクラブの育成

4-1　スポーツ指導者等の育成と活動支援

4-2　スポーツボランティアの育成と活動支援

5-1　スポーツ施設の整備と充実

5-2　スポーツ情報の発信・充実

ライフステージに応じた
スポーツの推進

1
指標の内容

1-1　乳幼児のスポーツの推進

1-2　児童・生徒のスポーツの推進

現状値 目標値

―

46.4％
（平成22年）

（平成22年）

100％◆

◆

◆

→

→

→

60％

85％79.2％

小中学校の新体力テストの結果が全学年、全種目に
おいて全国平均を上回る割合

乳幼児から高齢者に至るまで、ライフステージごとに異なる多様なスポーツニーズに適切
に対応した環境づくりを推進します。

1-1-1　身体を動かす「遊び」の普及《☆親子の遊び教室の開催／☆スポーツスタート事業の推進 等》
1-1-2　遊びの場の整備・提供《☆身近な公園･広場等の整備／☆幼稚園の園庭、学校グラウンドの開放 等》

1-2-1　学校における体育活動の充実《☆保健体育授業の充実／☆外部専門家等による教員支援策の検討 等》
1-2-2　スポーツ少年団活動の活性化《☆少年団活動への参加の促進／☆指導者やサポート人材の発掘・育成 等》
1-2-3　運動部活動の活性化《☆「スポーツリーダー講座」の開催／☆「中学校部活動支援事業」の活用促進 等》
1-2-4　青少年のスポーツ活動機会の提供《☆青少年を対象としたスポーツ教室の充実 等》

1-3　成人期のスポーツの推進

1-4　高齢者のスポーツの推進

1-5　障がいのある人のスポーツの推進

1-3-1　スポーツ活動機会の提供《☆スポーツに関する教室や講習会等の充実／☆スポーツイベント等の充実 等》
1-3-2　保健活動と連携した運動指導の推進《☆住民の健康づくり活動への支援／☆運動習慣の定着への支援 等》

1-4-1　スポーツ活動機会の提供《☆スポーツ、健康・体力づくり教室の企画・開催 等》
1-4-2　保健活動と連携した運動指導の推進《☆高齢者向け運動指導の充実／☆身近な場所での教室等の開催 等》

1-5-1　スポーツ活動機会の提供《☆スポーツイベント等の充実／☆広域的スポーツ大会等への参加支援 等》
1-5-2　関係機関との連携《☆関係機関との連携　等》

週１日以上のスポーツ実施者割合（成人）

自身が「健康」または「どちらかといえば健康」と思う
人の割合（成人）

ライフステージに応じたスポーツへの取り組みライフステージに応じたスポーツへの取り組み

●自己実現形成のためのスポーツ活動　(記録の向上等)
●仲間づくりや交流のためのスポーツ活動

●健康保持増進のためのスポーツ活動

●健康・体力づくりのためのスポーツ活動
●楽しみ・気晴らしのためのスポーツ活動

●発達段階に応じたスポーツ活動

幼少期 思春期 青年期 壮年期 高齢期

地域の人々やスポーツ関係団体・組
織、行政が連携、協働し『自助・共助
・公助』のそれぞれの視点で効果的
に施策を展開し、支え合う環境づく
りを促進します。

ライフステージに応じたスポーツの推進目標 1

•ウォーキングやストレッチ、体操　等

【自助】

-1- -2-

自分でできることは自分の力で取り組む

•スポーツサークル等への参加
•地域健康づくり事業への参加
•公民館等での活動　等

【共助】
家族や地域等の周りの人と共に取り組む

•各種運動教室等への参加
•健康づくり拠点施設の活用
•ウォーキングコースの活用　等

【公助】
行政等の力を借りて取り組む



施策の体系

☆『自助・共助・公助』の視点でのスポーツ活動

スポーツや健康づくりに楽しみ
ながら参加できる機会の創出

スポーツ関係団体・
組織の育成と活動支援

スポーツ活動を支える
人材の育成と活動支援

スポーツ施設の整備と
スポーツ情報の発信
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4
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•地域健康づくり事業への参加
•公民館等での活動　等

【共助】
家族や地域等の周りの人と共に取り組む

•各種運動教室等への参加
•健康づくり拠点施設の活用
•ウォーキングコースの活用　等

【公助】
行政等の力を借りて取り組む



この１年間でスポーツ教室等に参加した人の延べ人数

各種スポーツ教室開催数

1,330人
（平成23年）

328回
（平成23年）

2,500人→

→

→

→

→

500回→

スポーツや健康づくりに楽しみながら参加
できる機会の創出

指標の内容 現状値 目標値

目標 2

スポーツクラブや同好会への加入者の割合（成人） 22.0％
（平成22年）

359人
（平成23年）

2,638人
（平成23年）

24.5％
（平成23年） 30％

30％

800人

3,000人

総合型地域スポーツクラブ会員数

体育協会加盟競技団体所属会員数
（スポーツ少年団を除く）

スポーツ少年団員数の児童数に対する割合

ながいずみ健康わくわくクラブながいずみ健康わくわくクラブ

総合型地域スポーツクラブ

「ながいずみ健康わくわくクラブ」

交流イベント 各種教室 地域活性化事業

スポーツ関係団体・組織の育成と活動支援

指標の内容 現状値 目標値

目標 3

こどもから高齢者の誰
もが参加できるクラブ

長泉町の人材、施設、
情報源を有効活用する
クラブ

長泉町のスポーツ・健
康づくりに関わる活動
を行うクラブ

様々なイベントや運動
プログラムを企画・実
施するクラブ

スポーツの楽しさを実感しながら様々なスポーツに接し、体験できる機会を提供するとともに、
地域や保健・栄養指導と連携を図りながら、住民が楽しく健康づくりを実践できるような環境
づくりを推進します。

総合型地域スポーツクラブをはじめとする関係団体・組織の育成と活動支援を推進し、運動や
スポーツ活動の基盤の強化を図ります。

2-1　楽しみながら参加できるスポーツ教室やイベント等の企画・開催

2-2　保健・栄養指導と連携した健康運動指導士による健康運動の活性化

2-3　地域におけるスポーツ活動の活性化

地域健康づくり活動の展開イメージ地域健康づくり活動の展開イメージ

水平展開
連携
情報交換等

活動支援
人材派遣等

活動協力
活動報告等

長泉町

2-1-1　スポーツ教室等の企画・開催
2-1-2　スポーツ・健康づくりイベントの開催《☆各種スポーツ大会やイベントの企画・開催・支援 等》
2-1-3　ラジオ体操の普及・啓発

3-1　スポーツ関係団体活動の活性化
3-1-1　「NPO法人長泉町体育協会」の活動支援
3-1-2　スポーツ活動団体・サークル等の活動支援

3-2　競技力の向上
3-2-1　選手（トップアスリート）の育成支援
3-2-2　全国的・広域的なスポーツ大会等への参加支援・表彰
3-2-3　トップアスリートとの交流促進

3-3　総合型地域スポーツクラブの育成
3-3-1　「ながいずみ健康わくわくクラブ」の育成
3-3-2　総合型地域スポーツクラブ等の設立支援

《☆長泉町体育協会との連携・協力／☆体育協会加盟団体の活動への支援 等》
《☆サークル等の立ち上げに対する支援／☆参加者の拡大 等》

　　　 《☆ジュニア期からの一貫した指導の充実／☆スポーツ指導者の指導力の向上 等》
　　　　　　　　　        《☆全国・広域レベルの大会への参加支援 等》
《☆トップアスリートによるスポーツ教室や講演会等の開催 等》

 《☆クラブ運営スタッフの育成／☆多彩なスポーツ教室の開催 等》
《☆新たな総合型地域スポーツクラブ等の設立支援 等》

2-2-1　地域健康づくり事業の推進
2-2-2　健康をテーマとした教室・イベント等の充実
2-2-3　ウォーキングの普及
2-2-4　健康運動の普及

2-3-1　身近にスポーツに親しむことができる環境づくり
2-3-2　地域で支える協働による健康づくり

地域健康づくり活動
（自治会等）

地域健康づくり活動
（自治会等）

地域健康づくり活動
（自治会等）

地域健康づくり活動
（自治会等）

地域健康づくり活動
（自治会等）

-3- -4-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

《☆各種スポーツ教室等の企画・開催／☆出前講座「スポーツ宅配便」事業の推進　等》

《☆「ラジオ体操・みんなの体操会」の定期的な開催／☆ラジオ体操指導者の育成 等》

《☆地域ごとの健康づくりプログラムの作成支援／☆活動の実践と評価・改善 等》
《☆住民の健康づくり活動への支援／☆運動習慣の定着への支援 等》

《☆ウォーキングコースの整備・紹介／☆ウォーキングイベント等の開催 等》
《☆運動指導者等の育成／☆健康運動プログラムの検討／☆健康運動の展開と評価・改善 等》

《☆交流イベントの充実／☆出前講座｢スポーツ宅配便｣事業の推進　等》
《☆地域ごとの健康づくりプログラムの作成支援／☆公民館等の有効活用　等》



この１年間でスポーツ教室等に参加した人の延べ人数
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（平成23年）
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→

→

→

→
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指標の内容 現状値 目標値
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-3- -4-

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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この１年間に公共スポーツ施設等を利用した
人の割合（成人）

26.0％
（平成22年）

32.8％
（平成22年）

24.4％
（平成22年）

226件
（平成23年）

上記利用者のうち「満足した人」の割合

運動やスポーツに関する情報提供が「充分である」
とする人の割合（成人）

｢健康づくり情報｣メール配信サービス登録数

多目的屋内健康施設

ミニ運動場

多目的芝生広場
（グリーンパーキング）

駐車場

長泉中央グラウンド

40％

40％

40％

500件

スポーツ施設の整備とスポーツ情報の発信

指標の内容 現状値 目標値
◆スポーツ人材バンク登録者数

スポーツ人材バンク整備イメージスポーツ人材バンク整備イメージ

スポーツへの関わり方スポーツへの関わり方
自らが身体を
動かして行う

観戦する・
応援する

指導者や審判、
ボランティア等
として参画する

紹介依頼
紹介 打合せ等

審査・登録

情報提供

指導

する

みる 支える

194人
（平成23年） 250人

指標の内容 現状値 目標値

目標 5スポーツ活動を支える人材の育成と活動支援目標４

健康づくり拠点施設整備イメージパース健康づくり拠点施設整備イメージパース

技術力や情報の共有により総合力で課題に対応できる体制の構築とスポーツボランティアや育
成した人材が、生きがいを感じながら効果的に活動できる環境づくりを推進します。

「健康づくり拠点施設」の整備と、既存施設の安全性、利便性、快適性の向上を図るための
改善を推進します。また、運動・スポーツ活動を広く周知していくための情報発信やスポー
ツニーズの把握に努めます。

4-1-1　優れたスポーツ指導者の育成と確保
4-1-2　スポーツ推進委員の活動充実
4-1-3　スポーツドクター・スポーツトレーナー等との連携
4-1-4　スポーツ人材バンクの整備・活用

4-2-1　スポーツボランティアの育成と確保
4-2-2　スポーツボランティア派遣制度の創設

          《☆指導者の育成・発掘／☆資格取得や外部講習会参加の促進 等》
《☆定期的な研修会の開催／☆スポーツ推進委員活動の充実 等》
                          《☆スポーツ医・科学の活用 等》
      《☆スポーツ人材バンクの整備／☆スポーツ指導者の活躍プロセスの確立 等》

《☆体育協会加盟団体等との連携強化／☆地域における人材の育成 等》
   《☆「スポーツボランティア派遣制度」創設の検討 等》

●自らが身体を動かして行う「する」スポーツだけ
でなく、「みる」スポーツや「支える」スポーツ等も、
スポーツ活動の一つです。

4-1　スポーツ指導者等の育成と活動支援

5-1-1　健康づくり拠点施設の整備推進
5-1-2　既存スポーツ施設の計画的な整備・改善
5-1-3　学校体育施設等の整備充実
5-1-4　公園やウォーキングコース、ハイキングコース等の紹介・環境整備
5-1-5　施設の効率的・効果的な管理運営

      《☆計画的な整備の推進／☆運動・スポーツ機能と保健指導機能の融合 等》
                《☆既存スポーツ施設の計画的な改善整備の推進 等》
《☆学校体育施設の整備充実／☆学校体育施設の計画的な整備の推進 等》
                                                          《☆身近な公園･広場等の整備 等》
           《☆施設の効率的・効果的な管理の促進／☆スポーツ施設の管理運営方法の改善 等》

5-1　スポーツ施設の整備と充実

5-2-1　効果的なスポーツ情報の発信
5-2-2　スポーツ情報内容の充実

      《☆スポーツ情報の一元化／☆スポーツ関連情報の提供 等》
《☆スポーツ大会・行事・教室等の開催情報の提供／☆スポーツ活動情報の提供 等》

5-2　スポーツ情報の発信・充実

4-2　スポーツボランティアの育成と活動支援

指導依頼者
（地域、職場、学校、サークル等）

運動・スポーツ
指導者

スポーツ
人材バンク

-5- -6-

→
→

→

→

→

◆

◇

◆

◆
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「スポーツが暮らしとともにあるまち」
～スポーツで　人も元気　まちも元気～

静岡県 長泉町

概要版

第2次長泉町スポーツ推進計画

計画の期間

スタート 折り返し ゴール

平成24年度
（2012年）

平成28年度
中間評価・
見直し

平成33年度
（2021年）

活動の実践
(ラジオ体操等)

活動評価
(達成状況等)

改善

プログラム作成
(具体的取組等)

リーディングプロジェクト

地域ごとの健康づくり活動組織を中心とした地域の
実情に合った健康づくり活動を支援します。

各種スポーツ教室やイベント、講習会等の企画・開催を
支援し、誰もが参加できるクラブを育てます。

ラジオ体操を町民共有のスポー
ツ活動として普及し、継続して
健康の維持・増進ができるよう
に支援します。

体力づくりや高齢者の介護予防等を目的として、誰も
が気軽に楽しくできる健康運動のプログラムを作成
し、町全体に普及します。

「運動・スポーツ実践機能」や「健康・体力診断機能」、
「相談・指導・学習機能」の充実と連携を図ります。

第2次長泉町スポーツ推進計画《概要版》平成24年3月
長泉町健康増進課 〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828
TEL:055-989-5510　FAX:055-989-5515　e-mail:zosin@nagaizumi.org

現状分析
(健康状態等)

健康相談・指導・学習機能
(運動指導、栄養指導等)

運動・スポーツ実践機能
（スポーツ活動・教室等）

健康・体力診断機能
(体力測定等)

地域健康づくり事業推進プロジェクト 健康づくり拠点施設運用プロジェクト

「ながいずみ健康わくわくクラブ」活動推進プロジェクト 健康運動推進プロジェクト

町の施設の
有効活用

町の人材の
有効活用

スポーツ
人材バンク

各種スポーツ教室の開催
スポーツ大会等の開催
交流イベント等の開催

体育協会加
盟団体等

種目の
多様性

世代・年齢の
多様性

技術レベルの
多様性

健康運動プログラムの作成

健康運動の普及・実践

健康運動の効果の検証・表彰

ラジオ体操による健康づくり推進プロジェクト

地域への展開 全町的展開 学校・職場等への展開
地域組織への支援、定
期的なラジオ体操の実
施　等

朝礼等におけるラジオ
体操の導入、ラジオ体
操の仲間づくり 等

定期的な「ラジオ体操
会」の開催　等




