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■スポーツ推進計画の施策一覧表
⒈行うスポーツの推進
実施項目

施策項目

数値目標

幼児期から小学校低学年までの運動習慣の確立
（1）
学校と地域における子
小中学生の運動習慣の確立
どものスポーツ機会の
充実
障がいのある子どもの運動習慣の確立

成人の週1回以上スポーツを行
う者の割合が60％以上

若者をはじめとした成人のスポーツ参加機会の拡充
障がいのある人も気軽に参加できるスポーツイベン
（2）
トの開催
ライフステージに応じ
たスポーツ活動の推進 スポーツ実施率の低い働き盛りの年齢層のスポーツ
機会の拡充
高齢者の体力つくり支援
地域が連携するスポーツ環境づくり
（3）
総合型地域スポーツクラブの周知
市民が主体的に参画す
る地域スポーツ環境の
総合型地域スポーツクラブの支援
整備

未成年者の週1回以上スポーツ
を行う者の割合が75％以上

総合型地域スポーツクラブの育成
（4）
学校と総合型地域スポ 学校のスポーツ環境整備
ーツクラブが連携した
子どものスポーツ環境 学校と総合型地域スポーツクラブの連携
の整備
ジュニア選手の発掘・育成・強化
（5）
競技力の向上を目指す
取り組みの推進
スポーツ指導者および審判員などの養成

⒉観るスポーツの推進
実施項目

施策項目

数値目標

2020年東京オリンピック・パラリンピック出場国の
キャンプ候補地として誘致活動を実施
（1）
国際大会・全国大会など カヌー競技の国際大会・全国大会誘致の検討
の開催

年1回以上競技場などに行きス
ポーツを観戦する者の割合が
40％以上

カヌー競技の全国大会の開催
Ｊリーグ親子サッカー観戦事業の実施
（2）
トップスポーツの試合
体育協会加盟団体が実施するトップ選手との交流活
観戦の推進
動への支援
平成28年１月１日
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⒊支えるスポーツの推進
実施項目
（1）
指導者の養成
（2）
ボランティアの育成

施策項目
スポーツ団体などの指導者の養成
指導者の資質向上

数値目標
年1回以上スポーツの指導やイ
ベントなどでボランティアを
行う者の割合が10％以上

スポーツイベントボランティアの活動支援
さまざまなスポーツ情報の提供

（3）
スポーツ情報の提供

施設利用の促進
施設利用者の利便性の向上

⒋スポーツ環境の整備
実施項目

施策項目
スポーツ施設大規模改修計画の推進

（1）
スポーツ環境の整備

きたよし地区公園施設環境整備
スポーツ施設・設備・備品の安全点検と更新
三好池レクリエーション施設環境整備

⒌スポーツの交流と連携
実施項目

施策項目
スポーツを通した交流・連携

（1）
スポーツの交流と連携

体育協会などの団体交流事業の支援
外国人のスポーツ推進

●皆さんのご意見をお聴かせください●
「みよし市スポーツ推進計画」
（案）に対する皆さんのご意見をお聴かせください。
詳しい内容は、みよし情報プラザ
（市役所1階）、サンネット、またはみよし市ホームページ（Shttp://
www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/）でご覧になれます。
▼

提出方法＝1月1日（祝）から2月5日（木）までに住所・氏名・電話番号を記入して、スポーツ課（総合体育
館内）
へ次のいずれかの方法で (様式は任意）
①郵便…〒470-0224
（三好町池ノ原１）②電子メール…{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp
③ファクス… N(34)6030

④直接持参
（口頭および電話での受け付けはしていません）

▼

問い合わせ＝スポーツ課（総合体育館内） ☎（32）8027 N(34)6030
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