草津市のスポーツの取組についての課題
第５章
計画の実現に向けて

第１章 計画策定にあたって

○計画の推進

■計画策定の趣旨
本市では、平成２３年４月に「草津市スポーツ振興計画」を策定し、これまで様々なスポーツ振興に
かかわる取組を行ってきました。
この間、国においては、平成２３年８月にスポーツ基本法が施行され、平成２４年３月にはスポーツ
基本計画が策定されました。これを受け、滋賀県においては、平成２５年３月に滋賀県スポーツ推進計
画が策定されました。
また、平成３２年に開催される東京オリンピック・パラリンピックや、平成３３年に開催される関西
ワールドマスターズゲームズ、そして平成３６年の滋賀県での国民体育大会・全国障害者スポーツ大会
の開催を控え、市民のスポーツに対する関心や機運がますます高まってきています。
こうした草津市スポーツ振興計画策定後のスポーツを取り巻く環境の変化による新たな課題に対応す
るため、「草津市スポーツ推進計画」を策定します。
■計画の位置づけ
スポーツ基本法第１０条に基づく計画であり、さらに、滋賀県スポーツ推進計画を踏まえた計画です。
なお、計画に掲げる施策は、本市の関連計画とも整合性を保ちながら推進していきます。
■計画の期間

市内のスポーツ関係団体等で構成する「スポーツ推進協議会」を設置し、
“ALL くさつ”の体制を構築
することで、各基本方針に基づく施策の具体的な事業を効率的・効果的に取り組み、課題の解決や施策を
協働で推進します。
○計画の点検・評価、進行管理
草津市スポーツ推進審議会において、計画の施策の点検・評価を審議します。
基本方針ごとに設定した目標の達成に向けて、庁内関係部署において、施策の評価を行います。
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第２章 これまでの成果と課題

■“ＡＬＬくさつ”での取り組みイメージ

施策１：スポーツ実施率の向上と健康増進
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「体力づくり歩こう会」や「いきいき百歳体操」等のスポーツや健康づくりに関する諸事業の展開、「離乳食レスト
ラン」等の年代に応じた食育を推進することができました。
しかしながら、比較的若い世代のスポーツ実施率が低下傾向にあり、運動不足を感じている人の割合が多くなってお
り、スポーツ実施率の向上やスポーツ、健康づくり、食育に対する関心の高まりにつながる事業の展開が必要です。

施策２：子どもの体力向上とスポーツ活動の継続
「各種スポーツ教室」や「ジュニアスポーツフェスティバル」の開催等により、子どもがスポーツを好きになり、ス
ポーツを始める、きっかけづくりとなりました。
スポーツが好きな子どもが多くなり、子どものニーズが多様化してきている今後は、スポーツ活動継続のためのスポ
ーツ障害の予防と併せて、様々なスポーツができる機会を充実させていくことが必要です。
また、子どもが外遊びできる環境の整備等を検討していくことも必要です。

施策３：効率的・効果的なスポーツ事業の展開
総合型地域スポーツクラブの支援を行ったことにより、活発な活動の促進等につながりました。
また、立命館大学と連携し、小学校の体育授業への学生の参画により、小学生と学生の交流を進めてきましたが、よ
り効果的な取組とするためには、さらなる連携が必要です。
各関係団体の連携・協力を強化し、課題の解決等を協働で推進できる組織体制の構築が必要です。

施策４：スポーツ情報提供の推進
スポーツに関する情報を、市広報やホームページ等を利用して周知・啓発を行い、イベント参加者の確保やスポーツ
に対する機運や関心の高まりにつながりました。
しかしながら、多くの市民が情報を十分に入手できていない状況にあることから、市民ニーズに合った新たな情報発
信の方法を検討することが必要です。

施策５：スポーツ振興支援のための人材育成
スポーツイベントの開催にあたり、立命館大学の学生等の協力を得て、円滑なイベント運営とボランティア機会の提
供を行うことができました。
しかしながら、スポーツの指導者やボランティア等、新たな人材の育成が進んでいないことから、スポーツを支える
人材の育成、ボランティアの機会を充実させていくことが必要です。

草津市スポーツ推進計画
平成２８年３月
草津市教育委員会事務局 スポーツ保健課
滋賀県草津市草津三丁目１３番３０号
TEL： 077-561-2432 FAX： 077-561-2488

施策６：スポーツによる地域コミュニティの強化
体育振興会を中心としたスポーツイベント等の開催により、住民相互の交流や地域の活性化につながりました。
しかしながら、地域におけるスポーツイベント等の参加者の減少や担い手不足が生じてきており、住民が地域のスポ
ーツイベント等に主体的に参画し、スポーツ健康づくりが推進できる環境を整備することが必要です。

施策７：スポーツ資源の拡充と新たな運営システムの構築
社会体育施設で必要な修繕や改修を行い、より快適にスポーツができる環境を提供することができました。
しかしながら、社会体育施設の不足や老朽化を感じている市民が多いことから、施設の計画的な改修・整備を行うな
ど、誰もが快適にスポーツができる環境を整備していくことが必要です。
さらに、身近な場所でスポーツができるよう、社会体育施設や学校体育施設のほか、民間企業等と連携・協力した施
設の有効活用の検討が必要です。

第３章 基本理念と基本方針
■基本理念

■基本理念
基本理念の実現に向けて取り組む具体的な方向性を５つの「基本方針」として定め、方針に沿った施策と目標
を設定し、各主体に期待する役割や行政が果たすべき役割を明確にしたうえで、それぞれの連携・協力を強化し、
取組を行っていきます。

スポーツは、健康や体力の維持・向上を図るだけのものではありません。スポーツを通じて人と人、人と地域を
様々な形で結びつけるものであり、本市の活性化にも必要不可欠なものです。
スポーツに出会い、スポーツを実践し、スポーツにかかわるという、市民一人ひとりが健康的で、人との交流や
つながりのある豊かなスポーツライフを楽しむことのできるスポーツ文化の醸成されたまち、『みんなが スポーツ
大好きなまち くさつ』を“ＡＬＬくさつ”
（市の総力をあげてスポーツ推進に取り組む）でつくります。

１
子どもの体力向上と
スポーツ活動の推進

２
生涯スポーツ活動
の推進

３
地域コミュニティに
よるスポーツの推進

４
競技スポーツの
推進

５
スポーツ環境の
充実

第４章 施策の展開
１ 子どもの体力向上と
スポーツ活動の推進

２ 生涯スポーツ活動の推進

３ 地域コミュニティによる
スポーツの推進

４ 競技スポーツの推進

５ スポーツ環境の充実

【目標】新体力テストの成績

【目標】成人（20 歳以上）の週 1 回
30 分以上のスポーツ実施率

【目標】地域スポーツクラブ設立数

【目標】滋賀県民体育大会における
草津市の総合得点

【目標】社会体育施設ホームページ
アクセス数

現状値（平成 26 年度）

小学 5 年生

男子 53.06 点
女子 53.59 点

（参考：全国平均点男子 53.91 点 女子 55.01 点）

目標値（平成 32 年度）

54.8％
目標値（平成 32 年度）

全国平均点を上回る
（１）乳幼児・児童の運動（遊び）の推進
①遊びを通じた運動・スポーツの充実
②親子で楽しむ運動・スポーツ機会の
充実
③地域ぐるみで取り組む子どもの
運動・スポーツ機会の充実
④トップアスリートと連携した
スポーツ機会の充実
（２）学校体育の充実
①授業内容の充実と体育指導の向上
②大学と連携した学校体育の充実
（３）運動クラブ・部活動の充実
①小・中学校体育連盟の連携強化
②スポーツ関係団体や大学等と連携
した運動クラブ・部活動の支援
（４）スポーツ少年団活動の活性化
①スポーツ少年団の支援

現状値（平成 26 年度）

※4-（2）並記

（５）スポーツ障害の予防
①スポーツ障害に関する学習の推進
②スポーツ障害を防ぐ指導者の育成

65％以上

（１）身近なスポーツイベントの充実
①気軽に参加できるスポーツや
健康づくり事業の推進
②スポーツ活動機会の充実
③障害者が参加するスポーツイベントの
支援・充実
（２）スポーツを通じた健康づくりの推進
①ウオーキングの推進
②ランニングの普及
③ライフステージに応じた事業の推進
④くさつ健康はつらつ体操等の
普及・促進
（３）高齢者の健康づくりの推進
①高齢者が気軽に参加できる事業の
推進
②いきいき百歳体操等の普及・促進
（４）食育による健康づくりの推進
①子どもの食育の推進
②高齢者の食育の推進

現状値（平成 26 年度）

4 クラブ
目標値（平成 32 年度）

8 クラブ

（１）スポーツ推進委員活動の推進
①地域のスポーツ活動の推進
②地域各種団体等との連携による

現状値（平成 26 年度）

現状値（平成 26 年度）

75.00 点

36,406 アクセス

目標値（平成 32 年度）

目標値（平成 32 年度）

95.00 点

100,000 アクセス

（１）体育協会活動の活性化
①体育協会の支援
②国民体育大会に向けた競技力の向上

スポーツ活動の推進

（２）体育振興会活動の活性化
①学区単位のスポーツ活動の活性化
（３）総合型地域スポーツクラブ活動の活性化
①地域スポーツクラブ設立の支援
②総合型地域スポーツクラブの支援
（４）各種関係団体との連携強化
①各種関係団体との連携強化
（５）大学や企業等との連携強化
①大学等と連携したスポーツ活動の
推進
②企業等と連携したスポーツ活動の
推進

（２）スポーツ少年団活動の活性化
①スポーツ少年団の支援

※1-（4）並記

（３）各種大会出場者への支援
①激励金の交付
②スポーツ顕彰の実施
（４）障害者スポーツの推進
①障害者アスリートへの支援
②草津市立障害者福祉センター・
県立障害者福祉センター等との連携
による障害者スポーツの推進
（５）将来を担うアスリートの育成
①ジュニアアスリートの育成
②専門性を生かしたアスリートの育成
（６）競技大会の推進
①草津市民体育大会の開催
②各種競技大会の開催

（１）指導者の育成・ボランティア機会の充実
①指導者の育成
②体育協会との連携
③スポーツボランティアの育成
④スポーツボランティア機会の充実
（２）新たなスポーツ情報発信システムの構築
①ホームページを活用した情報発信の
充実
②各種情報メディアを活用した
情報発信の充実
（３）社会体育施設等の整備・充実
①（仮称）野村スポーツゾーンの整備
②国民体育大会・全国障害者スポーツ大会
に向けた施設の整備・充実
③施設のバリアフリー化の推進
④市民センター等の地域の身近な施設の
活用
⑤公園の整備・充実
（４）学校体育施設開放の充実
①学校体育施設開放の充実
（５）企業等管理施設の有効活用
①企業等管理施設の有効活用
（６）スポーツ観戦機会の充実
①（仮称）野村スポーツゾーン等を
生かしたスポーツイベントの推進
②近隣自治体等との連携

