
施策４　スポーツ・レクリエーションの振興

基本事業１　スポーツ環境の整備・充実

体育施設等管理運
営事業（指定管理）

学校体育施設開放
事業（委託）

主要事務事業名 対象 意図 事業内容

市民 スポーツ活動に積極的に
参加する。

スポーツ・レクリエーション施設が
整備されている。

・市民
・体育施設

施設を良好に維持管理
し、利用に供する。

・施設等の使用許可に関する業務
・施設等の維持管理に関する業務

5,614

295,000

6,000

H27実績
進捗度とその理由 今後の方向性等

A
　市民体育館の耐震改修工
事の影響もあり、H28年度の
延べ利用者数はH27年度比
で8.2％の減となったが、それ
を除くと、総じて市内の体育
施設の利用者はH27年度並
みである。

A
　H28年度は、利用件数が
H27年度を下回ったが、利用
者数では約５千人上回り、広
く利用されている。

●
　施設の長寿命化や一
層の機能向上を計画的
に進める必要がある。

○
　現状の施設を適切に維
持管理しながら、利用に
供していく。

成果指標

項目 単位 H28実績 H32目標

198,273

利用件数 件 6,221

体育施設等の延べ利用者数 人 215,881

基本事業名 対象 意図
成果指標

進捗度とその理由等
項目 単位 H27実績 H28実績 H32目標

スポーツ環境の整備・充
実

スポーツ・レクリエーショ
ン施設

　安全で快適な環境が確保されて
いる。

①スポーツ・レクリエーション
施設利用者数（生涯学習課
業務取得）

②「スポーツ・レクリエーション
施設が使いやすい」と答えた
市民の割合（市民意識調査）

①人

②％

①215,881

②20.7

①198,273

②18.5

①295,000

②30.0

B
　平成28年度は、小中学校の体育館や市民体育館の耐
震化工事により供用停止期間が生じた影響で、利用者
が減少したが、おおむね良好に推移した。一方、スポー
ツ・レクリエーション施設の利便性向上に対するニーズ
は依然高く、応えきれていない状況にある。

スポーツ・レクリエーションの振興 

１ スポーツ環境の整備・充実 

２ スポーツ・レクリエーション団体の育成支援 

３ スポーツ・レクリエーション活動の推進 



市民
体育協会加盟の各
単位協会
大船渡市体育協会

・スポーツ･レクリエーショ
ン活動に参加しやすい環
境となる。
・体育活動が活発にな
る。

県民体育大会への選手派遣、市
民体育大会の開催・運営、各加盟
競技団体やスポーツ少年団の育
成・支援等

スポーツ団体数 団体 80一般財団法人大船
渡市体育協会運営
支援事業

進捗度とその理由等
項目 単位 H27実績 H28実績 H32目標

スポーツ・レクリエーショ
ン団体の育成支援

体育協会
スポーツ・レクリエーショ
ン団体

市民のスポーツ・レクリエーション
活動を支える。

①スポーツ・レクリエーション
指導者数（生涯学習課業務
取得）スポーツ推進委員

②スポーツ少年団指導者数
（生涯学習課業務取得）

①人

②人

①24

②287

①24

②285

基本事業２　スポ・レク団体の育成支援

主要事務事業名

スポーツの指導
マラソン大会など教育委員会等が
行う事業への協力
市民のスポーツ振興
東北地区スポーツ推進委員研修
会等への参加

日頃から継続してスポーツを
行っていると答えた市民の割
合（市民意識調査）

％スポーツ推進委員設
置運営事業

14.5

基本事業名 対象 意図
成果指標

対象 意図 事業内容

・市民
・イベント

・スポーツ活動に親しむ
・イベントが円滑に運営さ
れる。

進捗度とその理由 今後の方向性等
H28実績 H32目標

80

14.2

80

14.5

A
　市教育委員会をはじめ、関
係団体等と連携して効果的に
事業運営がなされている。

A
　スポーツ関係団体の尽力に
より、スポーツに親しむ機会が
確保されている。

○
　市体育協会と一体と
なってスポーツ振興に引
き続き努力していく。

○
　市内各地でスポーツに
親しむ機会の拡充を図っ
ていく。

成果指標

項目 単位 H27実績

①30

②285

A
　市内各地区において、スポーツ・レクリエーションの指
導を行う体制が安定的に維持されている。



競技人口の拡大と市民
の体力づくり促進を図る。
各種大会を安定的に運
営する。

・新春四大マラソン大会、ポートサ
イドマラソン大会、ポートサイドバ
レーボール大会の開催
・全日本学童軟式野球大会岩手
県大会への補助金交付

大会参加者数 人 4,000

対象 意図 事業内容

大会参加者

基本事業３　スポ・レク活動の推進

主要事務事業名
成果指標

進捗度とその理由 今後の方向性等
H28実績 H32目標

各種大会運営事業
（委託）

3,537 4,000 Ａ
　天候の影響などもあり、参加
者数がH27年度実績を下回っ
たが、市内外からの参加者で
それぞれ盛り上がり、交流人
口の増大に寄与した。

○
　「競技力向上、健康増
進」等、従来の成果に加
え、「交流人口拡大、経
済波及効果」などにも配
慮して取り組んでいく。

項目 単位 H27実績

A
　市及び関係団体が提供するスポーツ・レクリエーション
事業への参加者数は若干減少しているが、日常的にス
ポーツに親しむ人の割合は増加している。

基本事業名 対象 意図
成果指標

進捗度とその理由等
項目 単位 H27実績 H28実績 H32目標

スポーツ・レクリエーショ
ン活動の推進

市民 スポーツ・レクリエーション活動に
参加する機会が増える。

①市民体育大会参加者数
（生涯学習課業務取得）

②スポーツ教室参加者数（生
涯学習課業務取得）

③「日頃から継続して何かス
ポーツをしている」と答えた市
民の割合（市民意識調査）

①人

②人

③％

①1,604

②269

③24.2

①1,469

②253

③27.0

①2,000

②300

③15.0



進捗度とその理由等

①15.0

②490,000

A
　市及び関係団体等が提供するスポーツ・レクリエーショ
ン事業のほか、様々な機会を捉えて自発的にスポーツ・
レクリエーションに取り組む人が増えてきている。
　特にも近年の健康志向の高まりから、ウォーキングやラ
ンニング、ヨガなど、一人または少人数で気軽にスポー
ツ・レクリエーションに親しむ人も増えている。
　体育施設（学校施設開放を含む）の利用者数は、耐震
改修工事の影響で減少したものの、市体育協会等と連
携を密にして各種事業を効果的に開催したことにより、
市民のスポーツ・レクリエーション機会の拡充が図られ
た。
　平成28年度は国民体育大会で当市においてマラソン・
ウォーキング・グラウンドゴルフ競技が開催され、市民が
気軽にスポーツ・レクリエーションに親しむ気運の醸成に
寄与した。

＜課題＞
　・既存体育施設の老朽化を踏まえた、新規整備・長寿命化・機能向上等の計画的推進
　・スポーツ・レクリエーションの振興による交流人口の拡大や、市内への多面的な経済
　　的波及効果を目指した、関係団体等との連携推進体制の整備

対象 意図
成果指標

項目 単位 H27実績 H28実績 H32目標

☐総括

施策名

スポーツ・レクリエーショ
ンの振興

市民 生涯にわたってスポーツを楽しむ ①「日頃から継続して何かス
ポーツをしている」と答えた市
民の割合（市民意識調査）

②体育施設等の延べ利用者
数（生涯学習課業務取得）

①％

②人

①24.2

②318,174

①27.0

②315,391


