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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨                              

 

  本市では、平成１９年度にスポーツ振興に関する基本的・総合的な計画として、「花巻 

市スポーツ振興計画」を策定し、生涯を通じて欠くことのできない文化の一つとして、ス 

ポーツの重要性を示し、多様化・高度化する市民のスポーツニーズに応え、誰もが生涯の 

それぞれの段階にわたって、生きがいや健康づくりなどの目的で気軽にスポーツを楽しむ 

ことができる環境づくりに取り組んできました。また、市民の競技スポーツへの興味関心 

を高め、競技力向上を図る取組み、さらに市民が日常的にスポーツ活動を行うスポーツ施 

設の整備充実に取り組んできました。 

平成２７年度にこの計画期間が終了したことから、この計画を引き継ぎ、今後７年間の 

スポーツ推進に関する基本計画として「花巻市スポーツ推進計画」を平成２９年度に策定 

しました。 

 

２ 計画の性格・位置づけ 

 

 (1) 本計画は、国が平成２３年６月に制定したスポーツ基本法第 10条※１に規定する地方 

  スポーツ推進計画として策定するものであり、国のスポーツ基本計画を上位計画とし、 

  本市の実情に合わせて策定するものです。 

 (2) 本計画は、「花巻市まちづくり総合計画※２」の政策目標の実現及び「花巻市教育振興基 

  本計画※３」、「健康はなまき２１プラン※４」などの関連する計画と連携する施策や事業を 

  具体的に示す個別計画です。 

 (3) 本計画は、本市におけるスポーツ推進施策を総合的・効果的に実現するために、市民 

やスポーツ関係団体、学校、企業、行政、その他関係機関が認識を共有し、連携・協働 

を図りながら地域社会全体でスポーツ推進に取り組むための指針となるものです。 

 

■ 計画の位置づけ 

 

整合性に留意 

スポーツ基本法 

国 
『スポーツ基本計画」 花巻市まちづくり総合計画 

花巻市教育振興基本計画 

花巻市スポーツ推進計画 

岩手県 いわて県民計画 
第３期アクションプラン 
岩手県スポーツ推進計画 

 

整合性に留意 

整合性に留意 

※１ 都道府県及び市町村の教育委員会は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計

画を定めるよう努めるものとする。２ 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

※２ 目指すべき将来都市像と、それを実現する政策を体系化し、総合的かつ計画的な市政運営の指針として策定したもの。 

※３ 市の教育振興の方向と目標を定め、これらを達成するための基本的な行政施策と事業を体系化・明確化するもので、花巻市ま

ちづくり総合計画の「人づくり」分野の具体的な内容を示すもの。 

※４ 市民一人ひとりが健康への意識を高め、生活習慣を見直し健康づくりに取り組んでいけるよう、分野ごとの目標を数値で示し、

達成していくための行動指針。 
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３ 計画の中間見直し 

 

  計画の策定から５年が経過し、国では平成２９年３月の「第２期スポーツ基本計画」、県

では令和元年の「岩手県スポーツ推進計画」、更には本市において令和３年３月の「第３期

花巻市教育振興基本計画」と、スポーツの推進に関する計画が策定されております。 

  また、令和３年には「２０２０東京オリンピック・パラリンピック」が開催されたほか

令和４年には岩手県初開催となる「日本スポーツマスターズ２０２２岩手大会」が予定さ

れており、スポーツに対する関心が高まっております。 

  本市でも、この機運の高まりを機会とし、社会情勢に合わせた市民のスポーツ活動を推

進するため、中間見直しを行いました。 

 

 

４ 計画の期間 

 
  本計画は、平成２９年度（2017年度）から令和５年度（2023年度）までの７年間を計画 
 期間としていましたが、令和３年３月に策定された「第３期花巻市教育振興基本計画」に 

 は子どものスポーツ振興に関する取り組みが計画されており、その内容の整合性を図ると 

 ともに目標終期を統一するため、中間見直しにより、計画期間を令和７年度（2025 年度） 

 まで延長します。 
  ただし、進捗状況や社会情勢の急激な変化などが生じた場合は、必要に応じて見直しを 
 行います。 
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第２章 目指す将来像と基本目標 

 

１ 目指す将来像（基本理念） 

  

「市民が、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しみ元気に活動するまち」 

  

 スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求に応え、精神的充足や楽しさ、喜びを

もたらすなど内在的な価値を有するとともに、青少年の健全育成や、地域社会の再生、心身

の健康の保持増進に重要な役割を果たすものであり、スポーツを通じて全ての人々が幸福で

豊かな生活を営むことができる社会の創出を目指すことが必要とされています。 

 また、スポーツは、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠であると捉えられます。 

 そうしたことから、市民が安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポー 

ツを楽しみ、また、スポーツを支える（育てる）活動に参画できる環境づくりを推進し、世代

に関わらずそれぞれのライフステージに応じ、生涯にわたって健康でいつでも、どこでも、

いつまでも気軽にスポーツに親しみ、元気な活力のあるまちを実現することを目指します。 

 

２ 基本目標 

 

 本市のスポーツ推進に向けて目指す将来像を実現するため、スポーツを「する」、「観る」、

「支える（育てる）」、「活かす」環境づくりの視点から次の基本目標を定めます。 

   

(1) 生涯スポーツの推進 

   市民の誰もが「いつでも」「どこでも」「いつまでも」ライフステージに応じて、スポ 

ーツに親しむきっかけづくりができるよう、ニュースポーツ、早起きマラソンなどの普 

及を進めるとともに、地域におけるスポーツ活動を推進し、生涯にわたってスポーツに 

親しむことができるスポーツを「する」「支える（育てる）」環境づくりを進めます。 

                                          

(2) 競技スポーツの推進 

   競技スポーツ全体の競技力向上のため、一般財団法人花巻市体育協会（以下「花巻市 

  体育協会」という。）などと連携し、専門的知識・技能を有する競技スポーツ指導者の養 

  成と各競技団体の選手強化への支援や大会参加への支援を図り、スポーツを「する」「支 

  える（育てる）」環境づくりを進めます。 

                                          

(3) 大規模スポーツ大会の開催 

   本市の高速交通網の利便性や全国有数の温泉宿泊施設、充実したスポーツ施設などの 

  地域特性を生かし、トップレベル選手の試合に身近に触れる機会を創出し、競技スポー 

  ツ全体の競技力向上を図るスポーツを「する」環境づくり、夢や目標を持つことにつな 

  がるスポーツを「観る」環境づくり、また、スポーツボランティアなどスポーツを「支 

える（育てる）」環境づくり、さらに、スポーツツーリズムなどスポーツを「活かす」環 

境づくりのため、全国規模のスポーツ大会・イベントの誘致・開催や合宿の誘致を進め 

ます。 
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境づくりのため、全国規模のスポーツ大会・イベントの誘致・開催や合宿の誘致を進め 

ます。 
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３　施策の体系

【目指す将来像】 【基本目標】

（１） ライフステージに応じたス

ポーツ活動の推進

（２） 地域におけるスポーツ活動

の推進

　３．大規模スポーツ大会 （１） スポーツ大会による交流人

　　　の開催 口の拡大推進

⑤ 広域的な連携によるスポーツ

大会・合宿の誘致推進

【基本施策】 【主な施策】

（２） スポーツツーリズムの推進

　２．競技スポーツの推進

① 企業・大学・観光関係団体との連携

④

スポーツ団体の育成支援

①

ス
ポ
ー
ツ
を
「
す
る
」
「
観
る
」
「
支
え
る

(

育
て
る
）
」
「
活
か
す
」
環
境
づ
く
り

（２） スポーツ大会参加への支援

　１．生涯スポーツの推進

（３）

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
い
つ
ま
で
も
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
み
、
元
気
に
活
動
す
る
ま
ち

①

特色あるスポーツ施設の利用促進

②

①（４） スポーツ施設の整備充実

（１） 競技力の向上

スポーツイベント・大会情報の提供・発信

①

②

③

①

②

子どものスポーツ活動の推進

若い世代や中高年世代のスポーツ推進

①

②

高齢者・障がい者スポーツの推進

早起きマラソンの推進

①

地域スポーツ指導者の養成、派遣

総合型地域スポーツクラブの育成支援

③

ニュースポーツ等の普及

② スポーツ少年団の活動支援

指導者養成や選手強化への支援 

大規模大会、合宿の誘致

ジュニアアスリートの育成支援

スポーツ大会参加への支援

スポーツ大会の開催

③ スポーツボランティアの育成・活用
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第３章 計画期間における現状と取り組む施策 

 

１．生涯スポーツの推進 

成果指標 

指  標 
平成 27年度 

（現状値） 

令和２年度 

（中間実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

日頃からスポーツに取り組んでいる 

市民（20歳以上）の割合 
４４．５％ 

４９．１％ 

(目標 56.7％) 
６５.０％ 

※ 本指標は、市民のスポーツ実施割合を示すものです。現状値はまちづくり市民アンケ

ート平成 27 年度結果、中間実績値はまちづくり市民アンケート令和２年度結果です。

目標値は、国のスポーツ基本計画における目標（令和３年に 65．0％）及び第３期花巻

市教育振興基本計画と同値としています。 

 

（１）ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

  ① 子どものスポーツ活動の推進（幼児～小中学生）  

   アア  運運動動・・遊遊びびのの推推進進（（幼幼児児）） 

    【現状・課題】 

      近年、運動する子どもとしない子どもの二極化が進んでおり、肥満傾向の子ど 

     もの増加が見られることから、幼児期からの運動の習慣化が課題となっています。 

 

    【施策】 

          ○○幼幼稚稚園園、、保保育育園園等等ででのの運運動動・・遊遊びびのの推推進進  

              子ども達の生涯にわたるスポーツや運動の欲求を引き出し、健全な心身の発 

      達を促すため、運動・遊びを工夫し、日々の保育に生かす研修に継続的に取り 

      組みます。 

  

○○運運動動・・遊遊びびにに親親ししむむ機機会会づづくくりり  

           子育て、健康、スポーツ分野が連携し、子育て教室などの場において、一般 

      社団法人スポーツリズムトレーニング協会が取り組む「スポーツリズムトレー 

      ニング」や「リズムジャンプ」運動を取り入れるなど、親子が気軽に運動・遊び 

      に親しむことができる機会づくりに努めます。 

 

     ○○幼幼児児期期のの身身体体活活動動のの促促進進  

       幼児期からさまざまな動きを身に付け、楽しく運動・遊びをすることで、運 

      動の嫌いな子どもを減らすよう、「幼児期運動指針ガイドブック」（文部科学省） 

      などにより、家庭や地域、幼稚園、保育園等などにおいて、気軽に運動・遊びに 

      親しむことができる環境づくりに努めます。 
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      イイ  子子どどもものの体体力力向向上上のの推推進進（（小小学学生生～～中中学学生生））    

    【現状・課題】 

      日常の運動が習慣化されていないことにより、体力・運動能力が低い児童生徒 

     が見られ、特に小学生の低下が著しい状況です。 

      また、文部科学省の「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」において、中 

     学校における休日の部活動の段階的な地域移行（令和５年度以降実施）などの方

向性が示されていることから、地域移行に関する対応が課題となってきます。 

 

  【施策】 

     ○○運運動動のの習習慣慣化化にによよるる体体力力・・運運動動能能力力のの向向上上  

        各小中学校において、体力テスト等の分析結果を基に児童生徒の体力の実態 

      を把握し、体育の授業改善を図るとともに、始業前や業間活動における運動の 

      励行、体育的な行事の充実のほか、地域人材を活用した体育指導の実施等によ 

      り、学校教育全体の中で児童生徒の体力向上を図る取り組みを推進します。 

        また、各種体育大会の開催等を行っている団体の活動支援を通じ、児童生徒 

      の体力及び競技技術の向上を図ります。 

 

     ○○家家庭庭とと連連携携ししたた健健ややかかなな体体づづくくりりのの推推進進  

        運動に取り組むためには、一定の体力を有していることが必要であり、その 

      ためには、「早寝・早起き」や「栄養バランスの良い食事の摂取」などが毎日の 

      生活の中で実現されていることが重要であることから、学校と家庭が連携し、 

      児童生徒の健やかな体づくりを進めていきます。 

 

      ○○子子どどももをを対対象象ににししたたススポポーーツツ機機会会のの充充実実  

       「スポーツが楽しくできる」、「スポーツを続けられる」、「いろいろなスポー 

      ツと出会う」環境づくりに向け、花巻市体育協会や総合型地域スポーツクラブ、 

      一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会などと連携し、子どもを対象と 

      したスポーツ教室の充実や「スポーツリズムトレーニング」に取り組むなど、 

      子どものスポーツの機会づくりに努めます。 

       また、中学校の部活動改革に関する国や県の動向を注視し、市内中学生の部 

      活動のあるべき姿について、教育委員会や総合型地域スポーツクラブ、市スポ 

      ーツ少年団本部など関係機関と連携して対応していきます。 

 

 

  ② 若い世代や中高年世代のスポーツの推進（高校生～中高年） 

    【現状・課題】 

      成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率（平成 24年度）は、全国平均を下回 

     っていますが、週３回以上の実施率は、全国平均を上回っています。特に若い世 

     代は、子育てや仕事を理由に運動・スポーツを実践できていない実態が見られま

す。 

 

    【施策】 

○○子子育育てて世世代代・・働働きき盛盛りり世世代代ななどどのの若若いい世世代代ののススポポーーツツのの機機会会づづくくりり  

       花巻市体育協会、花巻市スポーツ推進委員協議会などと連携し、若い世代や 

      中高年世代が参加できるスポーツ大会やスポーツ教室の開催に努めます。特に 
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      イイ  子子どどもものの体体力力向向上上のの推推進進（（小小学学生生～～中中学学生生））    

    【現状・課題】 

      日常の運動が習慣化されていないことにより、体力・運動能力が低い児童生徒 

     が見られ、特に小学生の低下が著しい状況です。 

      また、文部科学省の「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」において、中 

     学校における休日の部活動の段階的な地域移行（令和５年度以降実施）などの方

向性が示されていることから、地域移行に関する対応が課題となってきます。 

 

  【施策】 

     ○○運運動動のの習習慣慣化化にによよるる体体力力・・運運動動能能力力のの向向上上  

        各小中学校において、体力テスト等の分析結果を基に児童生徒の体力の実態 

      を把握し、体育の授業改善を図るとともに、始業前や業間活動における運動の 

      励行、体育的な行事の充実のほか、地域人材を活用した体育指導の実施等によ 

      り、学校教育全体の中で児童生徒の体力向上を図る取り組みを推進します。 

        また、各種体育大会の開催等を行っている団体の活動支援を通じ、児童生徒 

      の体力及び競技技術の向上を図ります。 

 

     ○○家家庭庭とと連連携携ししたた健健ややかかなな体体づづくくりりのの推推進進  

        運動に取り組むためには、一定の体力を有していることが必要であり、その 

      ためには、「早寝・早起き」や「栄養バランスの良い食事の摂取」などが毎日の 

      生活の中で実現されていることが重要であることから、学校と家庭が連携し、 

      児童生徒の健やかな体づくりを進めていきます。 

 

      ○○子子どどももをを対対象象ににししたたススポポーーツツ機機会会のの充充実実  

       「スポーツが楽しくできる」、「スポーツを続けられる」、「いろいろなスポー 

      ツと出会う」環境づくりに向け、花巻市体育協会や総合型地域スポーツクラブ、 

      一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会などと連携し、子どもを対象と 

      したスポーツ教室の充実や「スポーツリズムトレーニング」に取り組むなど、 

      子どものスポーツの機会づくりに努めます。 

       また、中学校の部活動改革に関する国や県の動向を注視し、市内中学生の部 

      活動のあるべき姿について、教育委員会や総合型地域スポーツクラブ、市スポ 

      ーツ少年団本部など関係機関と連携して対応していきます。 

 

 

  ② 若い世代や中高年世代のスポーツの推進（高校生～中高年） 

    【現状・課題】 

      成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率（平成 24年度）は、全国平均を下回 

     っていますが、週３回以上の実施率は、全国平均を上回っています。特に若い世 

     代は、子育てや仕事を理由に運動・スポーツを実践できていない実態が見られま

す。 

 

    【施策】 

○○子子育育てて世世代代・・働働きき盛盛りり世世代代ななどどのの若若いい世世代代ののススポポーーツツのの機機会会づづくくりり  

       花巻市体育協会、花巻市スポーツ推進委員協議会などと連携し、若い世代や 

      中高年世代が参加できるスポーツ大会やスポーツ教室の開催に努めます。特に 

 
 

      子育て世代・働き盛り世代などがスポーツにふれる機会づくりに努めるととも 

      に、早起きマラソンへの参加を促進します。 

       また、保健分野と連携し、生活習慣病の発生予防と重症化予防を目的とした 

      運動・スポーツの推進に努めます。 

 

          ○○女女性性ののススポポーーツツ参参加加機機会会のの拡拡充充  

       花巻市体育協会、花巻市スポーツ推進委員協議会などと連携し、若い世代の 

      女性ニーズに対応したスポーツ教室や子育て期にある女性が親子で気軽に参加 

      できるスポーツ教室の開催など、女性のスポーツ参加機会の拡充に努めます。 

 

 

  ③ 高齢者・障がい者スポーツの推進   

    【現状・課題】 

      高齢化社会の進展により、健康の保持増進、生きがいづくりとして、スポーツ 

     に取り組むことが期待されています。また、障がいのある人のスポーツ参加率は 

     まだ低い状況にあり、障がい者スポーツの指導者が少ないことが課題となってい 

     ます。 

 

    【施策】 

     ○○高高齢齢者者ののススポポーーツツのの機機会会づづくくりり  

       高齢者がスポーツを楽しみ、生きがいづくりにつながるよう、花巻市スポー 

      ツ推進委員協議会や保健福祉分野と連携し、高齢者の身体能力に応じたスポー 

      ツ教室の開催や指導者の派遣、ニュースポーツの普及などに努めます。 

  

     ○○障障ががいい者者ススポポーーツツのの機機会会づづくくりり  

       県など広域圏で開催する競技会やスポーツイベントについて情報発信を行う 

      とともに、障がいのある人がスポーツに参加する機会の確保に努めます。 

  

     ○○障障ががいい者者ススポポーーツツ普普及及のの環環境境づづくくりり  

       花巻市スポーツ推進委員協議会や各競技協会、関係団体と連携し、障がい者 

      スポーツ指導員の資格取得など障がい者スポーツに携わる人材を養成し、障が 

      い者スポーツが身近にできる環境づくりを進めます。 

 

（２）地域における生涯スポーツ活動の推進 

  ① 早起きマラソンの推進 

    【現状・課題】 
      早起きマラソンは、昭和５１年に市民の健康増進と体力づくりを図るため、市 

     民総参加のスポーツ活動として、４５年以上継続して実施しており、花巻市独自 

     の施策として取り組んでいます。近年、少子高齢化などの社会変化により参加者 

     は減少しており、開催会場の維持が課題となっています。 
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    【施策】 

     ○○早早起起ききママララソソンン参参加加へへのの啓啓発発  

        小中学校や花巻市早起きマラソン推進運営委員会※５と連携し、早起きマラソ 

      ンへの参加促進に努めます。 

 

      ○○新新規規会会場場設設置置をを促促進進  

       小中学校や花巻市早起きマラソン推進運営委員会と連携し、地域に早起きマ 

      ラソン会場の設置を促すよう努めます。 

 

 

  ② ニュースポーツ等の普及 

    【現状・課題】 

      誰でも気軽にできる生涯スポーツとして、ニュースポーツの普及を進めており、 

     市民参加のニュースポーツ交流大会を開催しています。 

      ゲートボール、グラウンドゴルフ、ソフトバレーボール、ペタンクは、市民の 

     認知度が高い種目となっていますが、それ以外の種目の普及が進んでいない状況 

     です。 

 

    【施策】 

     ○○ニニュューーススポポーーツツ研研修修会会・・大大会会のの実実施施  

       スポーツ推進委員及び地域スポーツ普及員、地域コミュニティ会議等と連携 

      してニュースポーツの指導研修を充実させ、地域への普及を図るとともに、 

      ニュースポーツ大会を実施し、参加者をより増やすよう努めます。 

 

     ○○ニニュューーススポポーーツツ普普及及のの環環境境づづくくりり 

       今後普及すべき新たな種目を選抜し、その種目の実施に必要な用具や実施会 

      場の整備など、新しい種目の普及に向けた環境づくりに努めます。 

 

  ③ 地域のスポーツ指導者の養成、派遣 

    【現状・課題】 

      各地区に地域スポーツ普及員を配置するとともに、花巻市地域スポーツ普及員 

     協議会を設置し、ニュースポーツの研修会の開催など、市民の自主的な生涯スポ 

     ーツ活動を支援、推進していますが、普及員の人材の養成が課題となっています。 

      また、スポーツ推進委員による、地域スポーツ行事への指導者派遣を行ってい 

     ますが、派遣可能な競技種目の拡充が課題となっています。 

 

【施策】 

     ○○ススポポーーツツ推推進進委委員員のの研研修修活活動動のの充充実実    

         市民へのスポーツ活動を推進するため、ニュースポーツなど気軽にできる運 

      動・スポーツの普及を目的とした研修活動の充実に努めます。 

 

       ○○地地域域ススポポーーツツ指指導導者者のの養養成成  

       地域スポーツ普及員などの能力向上を図るため、スポーツ推進委員との連携 

      による研修会を充実するなど、地域スポーツ指導者の養成に努めます。 

※５ 花巻市内の早起きマラソン運動の推進を目的に設置しており、各地区早起きマラソン推進委員会、市ＰＴＡ連合会、花巻市体育協

会、地域スポーツ普及員協議会、市スポーツ推進委員協議会、花巻ウオーキング協会、市小中学校長会で構成されている。 
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    【施策】 

     ○○早早起起ききママララソソンン参参加加へへのの啓啓発発  

        小中学校や花巻市早起きマラソン推進運営委員会※５と連携し、早起きマラソ 

      ンへの参加促進に努めます。 

 

      ○○新新規規会会場場設設置置をを促促進進  

       小中学校や花巻市早起きマラソン推進運営委員会と連携し、地域に早起きマ 

      ラソン会場の設置を促すよう努めます。 

 

 

  ② ニュースポーツ等の普及 

    【現状・課題】 

      誰でも気軽にできる生涯スポーツとして、ニュースポーツの普及を進めており、 

     市民参加のニュースポーツ交流大会を開催しています。 

      ゲートボール、グラウンドゴルフ、ソフトバレーボール、ペタンクは、市民の 

     認知度が高い種目となっていますが、それ以外の種目の普及が進んでいない状況 

     です。 

 

    【施策】 

     ○○ニニュューーススポポーーツツ研研修修会会・・大大会会のの実実施施  

       スポーツ推進委員及び地域スポーツ普及員、地域コミュニティ会議等と連携 

      してニュースポーツの指導研修を充実させ、地域への普及を図るとともに、 

      ニュースポーツ大会を実施し、参加者をより増やすよう努めます。 

 

     ○○ニニュューーススポポーーツツ普普及及のの環環境境づづくくりり 

       今後普及すべき新たな種目を選抜し、その種目の実施に必要な用具や実施会 

      場の整備など、新しい種目の普及に向けた環境づくりに努めます。 

 

  ③ 地域のスポーツ指導者の養成、派遣 

    【現状・課題】 

      各地区に地域スポーツ普及員を配置するとともに、花巻市地域スポーツ普及員 

     協議会を設置し、ニュースポーツの研修会の開催など、市民の自主的な生涯スポ 

     ーツ活動を支援、推進していますが、普及員の人材の養成が課題となっています。 

      また、スポーツ推進委員による、地域スポーツ行事への指導者派遣を行ってい 

     ますが、派遣可能な競技種目の拡充が課題となっています。 

 

【施策】 

     ○○ススポポーーツツ推推進進委委員員のの研研修修活活動動のの充充実実    

         市民へのスポーツ活動を推進するため、ニュースポーツなど気軽にできる運 

      動・スポーツの普及を目的とした研修活動の充実に努めます。 

 

       ○○地地域域ススポポーーツツ指指導導者者のの養養成成  

       地域スポーツ普及員などの能力向上を図るため、スポーツ推進委員との連携 

      による研修会を充実するなど、地域スポーツ指導者の養成に努めます。 

※５ 花巻市内の早起きマラソン運動の推進を目的に設置しており、各地区早起きマラソン推進委員会、市ＰＴＡ連合会、花巻市体育協

会、地域スポーツ普及員協議会、市スポーツ推進委員協議会、花巻ウオーキング協会、市小中学校長会で構成されている。 
 

（３）スポーツ団体の育成支援 

  ① 総合型地域スポーツクラブの育成支援 

    【現状・課題】 

      総合型地域スポーツクラブ※６は、多世代にわたるスポーツニーズの受皿として 

     の機能や地域に密着した多種目のスポーツ活動などを担う組織であり、市内に３ 

     団体が設立されていますが、市民への周知が広まっているとは言えない状況です。 

      また、新規クラブ設立への支援が課題となっています。 

 

    【施策】 

     ○○既既存存ククララブブへへのの支支援援  

                既存クラブが自立し、安定した運営ができるよう情報提供等により支援しま 

      す。 

       

          ○○新新規規ククララブブ設設立立のの促促進進  

        地域で多様なスポーツ活動が促進されるよう、地域スポーツ活動に取り組む 

      クラブの設立に必要な支援に努めます。 

 

  ② スポーツ少年団の活動支援 

    【現状・課題】 

      スポーツ少年団は、子どものスポーツ推進に大きく貢献していますが、スポー 

     ツ少年団に参加している市内小学５年生、６年生の学習時間が確保できていない 

     理由として、スポーツ少年団活動をあげている実態も明らかとなっており、活動 

     の長時間化などが課題となっています。また、近年の少子化の影響による団員不 

     足が課題となっています。 

 

    【施策】 

     ○○ススポポーーツツ少少年年団団指指導導者者のの確確保保  

        花巻市スポーツ少年団本部が中心となり、指導者の確保や活動環境の整備に 

      努めます。 

  

          ○○ススポポーーツツ少少年年団団活活動動（（時時間間））のの適適正正化化  

              スポーツ少年団の活動時間の適正化を促します。 

 

※６ 市民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブで、①複数のスポーツ種目が用意され、②市民の誰もが集い、それぞれが

年齢、興味・関心、体力、技術・技能レベルなどに応じて活動でき、③定期的・継続的なスポーツ活動を行い、④個々のスポーツ

ニーズに応じた指導力を有するものとされている。本市では、花巻市体育協会、Northern Rise（ノーザンライズ）、ＮＰＯ法人 Sum

はなまきの３団体が活動している。 
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（４）スポーツ施設の整備充実 

  ① 特色あるスポーツ施設の利用促進 

    【現状・課題】 

      既存のスポーツ施設については、総合体育館の第３アリーナ（アネックス）の 

     新設や日居城野陸上競技場、花巻球場の電光掲示板の改修など整備充実を図って 

     きました。 

      市内の各体育施設は、その特色を活かし十分な活用がなされているところです 

     が、経年による老朽化が進んでいる施設があり、計画的な修繕や維持管理が必要 

     な状況となっています。 

     （主な施設改修実績） 

      ・平成 29年度 東和艇庫２階の用途変更（旅館業法に基づく簡易宿所） 

      ・令和元年度  市民体育館の床改修（タラフレックス化） 

      ・令和２年度  市民プール改修、武徳殿柔剣道場天井改修 

      ・令和３年度  大迫テニスコート改修、毘沙門ドーム改修、花巻球場防水改修 

      施設の管理運営については、指定管理者制度を導入し、スポーツ施設の効率的 

     な運営と利用者への充実したサービスを図っています。 

     

    【施策】 

      ○○特特色色ああるるススポポーーツツ施施設設のの利利用用促促進進  

       総合体育館、スポーツキャンプむら、大迫体育館（クライミング施設）、石鳥 

      谷ふれあい運動公園、石鳥谷アイスアリーナ、東和Ｂ＆Ｇ海洋センターなど特 

      色のある施設は、全国的な周知を図り、大規模大会や合宿の誘致を促進し、有 

      効に活用します。 

 

      ○○施施設設のの計計画画的的改改修修・・修修繕繕及及びび新新規規整整備備  

       安全なスポーツ施設を持続的に提供し、市民が身近にスポーツに親しむこと 

      のできる環境を整備できるよう、花巻市が策定した「花巻市公共施設マネジメ 

      ント計画」やスポーツ庁が示した「スポーツ施設のストック適正化ガイドライ 

      ン」に基づき、定期的な点検を行い、老朽化や機能の低下したスポーツ施設に 

      ついては、計画的な改修及び修繕を進めるとともに、新たなスポーツ施設につ 

      いては各関係団体等から意見を伺いながら協議・検討を進めます。 

        また、障がい者や高齢者の施設利用の利便性向上を図るため、障がい者用ト 

      イレやスロープの設置など、バリアフリー化を進めます。 

 

      ○○誰誰ででもも利利用用ししややすすいい施施設設運運営営  

       小中学生、高校生、子育て世代、働き盛り世代などの若い世代や高齢者など 

      誰でも利用しやすい施設運営に努めます。 

       また、施設使用料の徴収は、普及が進んでいる電子決済の導入を進め、利便 

      性の向上を図ります。 
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（４）スポーツ施設の整備充実 

  ① 特色あるスポーツ施設の利用促進 

    【現状・課題】 

      既存のスポーツ施設については、総合体育館の第３アリーナ（アネックス）の 

     新設や日居城野陸上競技場、花巻球場の電光掲示板の改修など整備充実を図って 

     きました。 

      市内の各体育施設は、その特色を活かし十分な活用がなされているところです 

     が、経年による老朽化が進んでいる施設があり、計画的な修繕や維持管理が必要 

     な状況となっています。 

     （主な施設改修実績） 

      ・平成 29年度 東和艇庫２階の用途変更（旅館業法に基づく簡易宿所） 

      ・令和元年度  市民体育館の床改修（タラフレックス化） 

      ・令和２年度  市民プール改修、武徳殿柔剣道場天井改修 

      ・令和３年度  大迫テニスコート改修、毘沙門ドーム改修、花巻球場防水改修 

      施設の管理運営については、指定管理者制度を導入し、スポーツ施設の効率的 

     な運営と利用者への充実したサービスを図っています。 

     

    【施策】 

      ○○特特色色ああるるススポポーーツツ施施設設のの利利用用促促進進  

       総合体育館、スポーツキャンプむら、大迫体育館（クライミング施設）、石鳥 

      谷ふれあい運動公園、石鳥谷アイスアリーナ、東和Ｂ＆Ｇ海洋センターなど特 

      色のある施設は、全国的な周知を図り、大規模大会や合宿の誘致を促進し、有 

      効に活用します。 

 

      ○○施施設設のの計計画画的的改改修修・・修修繕繕及及びび新新規規整整備備  

       安全なスポーツ施設を持続的に提供し、市民が身近にスポーツに親しむこと 

      のできる環境を整備できるよう、花巻市が策定した「花巻市公共施設マネジメ 

      ント計画」やスポーツ庁が示した「スポーツ施設のストック適正化ガイドライ 

      ン」に基づき、定期的な点検を行い、老朽化や機能の低下したスポーツ施設に 

      ついては、計画的な改修及び修繕を進めるとともに、新たなスポーツ施設につ 

      いては各関係団体等から意見を伺いながら協議・検討を進めます。 

        また、障がい者や高齢者の施設利用の利便性向上を図るため、障がい者用ト 

      イレやスロープの設置など、バリアフリー化を進めます。 

 

      ○○誰誰ででもも利利用用ししややすすいい施施設設運運営営  

       小中学生、高校生、子育て世代、働き盛り世代などの若い世代や高齢者など 

      誰でも利用しやすい施設運営に努めます。 

       また、施設使用料の徴収は、普及が進んでいる電子決済の導入を進め、利便 

      性の向上を図ります。 

 

 

 

２．競技スポーツの推進 

 

成果指標 

指  標 
平成 27年度 

（現状値） 

令和２年度 

（中間実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

全国大会出場件数 １１７件 
１２件 

(目標 121件) 
１２５件 

 ※本指標は、花巻市内小中学生及び高校生、一般の全国大会の出場件数を数値目標として
設定する。（個人競技は 1人 1件、団体競技は１団体１件とした） 

 ※令和２年度実績は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う全国大会の中止の影響あり。 

 

（１）競技力の向上 

  ① 指導者養成や選手強化への支援 

    【現状・課題】 

      花巻市体育協会や各種目競技団体、花巻市スポーツ少年団本部と連携し、競技 

     スポーツ指導者養成講習会開催や著名アスリートを招聘し、国体種目の指導者ス 

     キルアップや技術指導を実施しています。国体終了後の継続した取り組みが課題 

     です。 

      また、スポーツ指導者が多忙化しており、スポーツ指導への支障が出ているた 

     め、競技力の向上に取り組むために、スポーツ指導者の育成が必要です。 

 

    【施策】 

     ○○競競技技ススポポーーツツ指指導導者者のの指指導導力力向向上上  

        花巻市体育協会、花巻市スポーツ少年団本部などと連携し、スポーツ技術の 

      習得のほか、スポーツ科学、医学、栄養学などの知識を身に付ける機会づくり

を継続的に実施し、指導力向上を図ります。 

  

          ○○トトッッププレレベベルルののススポポーーツツ大大会会開開催催支支援援    

        東北・全国規模のスポーツ大会の開催に必要な支援を行うとともに、その周 

      知を図りトップレベルの競技にふれる機会づくりに努めます。 

 

  ② ジュニアアスリートの育成支援 

    【現状・課題】 

      小学生によるスポーツ少年団の活動、中学、高校による部活動などスポーツに 

     取り組む子どもたちの競技力向上を望む声もありますが、一方で近年の少子化の 

     影響からスポーツ少年団の減少、部活動で取り組まれるスポーツ種目の減少など、 

     子どもが望むスポーツをできないといった課題があります。 
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    【施策】 

      ○○ジジュュニニアアアアススリリーートトのの育育成成  

                ジュニアアスリートの育成は、広く定着している岩手県主催の「いわてスー 

      パーキッズ発掘育成事業」を主体に進め、県からの協力依頼に対し積極的に対 

      応します。 

       また、市独自の取り組みとして、スポーツ少年団や市内のスポーツ団体・各 

      学校などと連携して自分に適する競技種目を見つける「スポーツ能力測定会」 

      を実施するなど、子ども達がスポーツに継続的に取り組むことができる環境を 

      整え、競技力の向上に努めます。 

 

 

（２）スポーツ大会参加への支援 

  ① スポーツ大会参加への支援 

    【現状・課題】 

      県大会以上の大会に出場する児童生徒（高校生、一般は全国大会以上）に対し、 

     出場の激励として、定額の補助金交付を実施しています。近年は、県大会以上に 

     出場する件数が増加傾向にあり、競技力の底上げになっていると考えます。引き 

     続き上位大会参加への支援が必要です。 

 

    【施策】 

     ○○ススポポーーツツ大大会会参参加加ににかかかかるる支支援援  

              競技力向上のための後押しとなるよう、県大会以上の大会に出場する児童生 

      徒（高校生、一般は全国大会以上）に対する支援に努めます。 
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    【施策】 

      ○○ジジュュニニアアアアススリリーートトのの育育成成  

                ジュニアアスリートの育成は、広く定着している岩手県主催の「いわてスー 

      パーキッズ発掘育成事業」を主体に進め、県からの協力依頼に対し積極的に対 

      応します。 

       また、市独自の取り組みとして、スポーツ少年団や市内のスポーツ団体・各 

      学校などと連携して自分に適する競技種目を見つける「スポーツ能力測定会」 

      を実施するなど、子ども達がスポーツに継続的に取り組むことができる環境を 

      整え、競技力の向上に努めます。 

 

 

（２）スポーツ大会参加への支援 

  ① スポーツ大会参加への支援 

    【現状・課題】 

      県大会以上の大会に出場する児童生徒（高校生、一般は全国大会以上）に対し、 

     出場の激励として、定額の補助金交付を実施しています。近年は、県大会以上に 

     出場する件数が増加傾向にあり、競技力の底上げになっていると考えます。引き 

     続き上位大会参加への支援が必要です。 

 

    【施策】 

     ○○ススポポーーツツ大大会会参参加加ににかかかかるる支支援援  

              競技力向上のための後押しとなるよう、県大会以上の大会に出場する児童生 

      徒（高校生、一般は全国大会以上）に対する支援に努めます。 

 

  

 

３．大規模スポーツ大会の開催 

 

 成果指標 

指  標 
平成 27年度 

（現状値） 

令和２年度 

（中間実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

大規模スポーツ大会やイベントの 

入込者数 
217,806人 

44,915人 

(目標198,000人) 

210,000人 

 ※本指標は、花巻市で開催された大規模スポーツ大会・イベントに参加した人数を数値目 

  標として設定する。 

 ※令和２年度実績は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う大規模スポーツ大会等の中止 

  の影響あり。 

 

（１）スポーツ大会等による交流人口の拡大推進 

  ① スポーツ大会の開催 

    【現状・課題】 

      花巻市体育協会、はなまきスポーツコンベンションビューロー※７（以下「ＨＳ 

     ＣＢ」という。）、市内関係団体と連携を図りながら、全国から参加者を募集する 

     大会として、現在、イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会やイーハトーブレディ 

     ース駅伝※などを開催しており、参加者が増加傾向にあります。 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大により、両大会は２年間（Ｒ１～Ｒ２）中止。 

 

    【施策】 

          ○○魅魅力力ああるるススポポーーツツ大大会会のの開開催催  

        花巻市体育協会、ＨＳＣＢ、市内関係団体と連携を図り、県内外の方々が参 

      加したいと思う魅力ある大会運営に努めます。 

        また、市民がさまざまな形でスポーツ大会に参加、参画できる環境づくりに 

      努めます。 

 

  ② 大規模大会・合宿の誘致 

    【現状・課題】 

      市内に有する整ったスポーツ施設や温泉宿泊施設の有効活用を図るとともに、 

     交流人口による地域経済の活性化を目指し、スポーツによるまちづくりを推進す 

     るためＨＳⅭＢを設立し、大規模スポーツ大会、合宿の誘致を行っています。大 

     規模スポーツ大会については、国体や国体リハーサル大会などが開催され、着実 

     に実績を上げていますが、国体開催後の取り組みが課題となっています。 

      スポーツ合宿誘致については、旅行会社、友好都市、宿泊施設などとの連携を 

     図り合宿誘致の体制を整えてきましたが、交通経費や宿泊料金の負担が大きいこ 

     とから、合宿決定に至らない場合が多いことが課題となっています。 

 

※７ スポーツを通じた交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るための組織のこと。市や花巻市体育協会、各競技協会などで構成し、

大規模スポーツ大会・イベント・スポーツ合宿の誘致と開催支援を主な業務としている。 
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    【施策】 

      ○○大大規規模模ススポポーーツツ大大会会開開催催へへのの支支援援  

        花巻市体育協会及びＨＳＣＢなどと連携し、スポーツ施設の有効活用に加え、 

      トップレベルの競技会にふれる機会づくりや競技力向上を図るため、大会開催 

      への支援を行います。 

     （主な大規模スポーツ開催予定） 

      令和４年度 ・東北総合体育大会ボート競技（田瀬湖ボート場） 

            ・日本スポーツマスターズ 2022岩手大会 

             （市内実施競技：バレーボール３会場、ソフトボール１会場） 

      令和５年度 ・東北総合体育大会 

            ・第 51回全国高等学校選抜バドミントン大会（総合体育館） 

            ・第６回全日本社会人バスケットボール選手権大会(総合体育館） 

 

      ○○ススポポーーツツ合合宿宿誘誘致致へへのの支支援援・・促促進進      

       ＨＳＣＢを通じ、スポーツ合宿を希望する団体を積極的に支援し、合宿誘致 

      に努めます。 

 

  ③ スポーツボランティアの育成・活用 

    【現状・課題】 

      花巻市体育協会及びＨＳＣＢを通じ、大規模大会開催時にその都度、大会運営 

     ボランティアの募集を実施していますが、市民のスポーツボランティア活動への 

     認識がまだ低い状況です。 

 

    【施策】 

     ○○ススポポーーツツボボラランンテティィアア養養成成ププロロググララムムのの検検討討  

       花巻市体育協会及びＨＳＣＢ、各種目競技団体と連携し、スポーツを「支え 

      る（育てる）」視点でのスポーツボランティアの重要性について、研修会などの 

      開催を通じスポーツボランティア養成の機会づくりに努めます。また、大規模 

      大会の開催時に運営ボランティアの募集周知を積極的に進めます。 

    

  ④ スポーツイベント・大会情報の提供・発信 

    【現状・課題】 

      花巻市体育協会及びＨＳＣＢと連携し、スポーツイベント、大会、スポーツ教 

     室などに関する情報発信を行っています。 

         

    【施策】 

      ○○多多様様なな媒媒体体をを活活用用ししたたススポポーーツツ情情報報のの発発信信  

                花巻市体育協会及びＨＳＣＢと連携し、市広報やホームページ、ＳＮＳなど、 

      さまざまな情報媒体を活用し、スポーツ大会や教室、スポーツ研修会、スポー 

      ツ観戦、スポーツボランティアに関する情報を積極的に提供・発信に努め、日 

      頃、スポーツ活動を行っている市民だけでなく、より多くの市民がスポーツに 

      参加するきっかけづくりにつなげます。 

       また、オリンピックや世界大会等において地域にゆかりのある選手が出場す 

      る際は、コミュニティライブサイトを開催するなど、市民一体となって応援・ 

      観戦できる環境づくりに努めます。 
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    【施策】 

      ○○大大規規模模ススポポーーツツ大大会会開開催催へへのの支支援援  

        花巻市体育協会及びＨＳＣＢなどと連携し、スポーツ施設の有効活用に加え、 

      トップレベルの競技会にふれる機会づくりや競技力向上を図るため、大会開催 

      への支援を行います。 

     （主な大規模スポーツ開催予定） 

      令和４年度 ・東北総合体育大会ボート競技（田瀬湖ボート場） 

            ・日本スポーツマスターズ 2022岩手大会 

             （市内実施競技：バレーボール３会場、ソフトボール１会場） 

      令和５年度 ・東北総合体育大会 

            ・第 51回全国高等学校選抜バドミントン大会（総合体育館） 

            ・第６回全日本社会人バスケットボール選手権大会(総合体育館） 

 

      ○○ススポポーーツツ合合宿宿誘誘致致へへのの支支援援・・促促進進      

       ＨＳＣＢを通じ、スポーツ合宿を希望する団体を積極的に支援し、合宿誘致 

      に努めます。 

 

  ③ スポーツボランティアの育成・活用 

    【現状・課題】 

      花巻市体育協会及びＨＳＣＢを通じ、大規模大会開催時にその都度、大会運営 

     ボランティアの募集を実施していますが、市民のスポーツボランティア活動への 

     認識がまだ低い状況です。 

 

    【施策】 

     ○○ススポポーーツツボボラランンテティィアア養養成成ププロロググララムムのの検検討討  

       花巻市体育協会及びＨＳＣＢ、各種目競技団体と連携し、スポーツを「支え 

      る（育てる）」視点でのスポーツボランティアの重要性について、研修会などの 

      開催を通じスポーツボランティア養成の機会づくりに努めます。また、大規模 

      大会の開催時に運営ボランティアの募集周知を積極的に進めます。 

    

  ④ スポーツイベント・大会情報の提供・発信 

    【現状・課題】 

      花巻市体育協会及びＨＳＣＢと連携し、スポーツイベント、大会、スポーツ教 

     室などに関する情報発信を行っています。 

         

    【施策】 

      ○○多多様様なな媒媒体体をを活活用用ししたたススポポーーツツ情情報報のの発発信信  

                花巻市体育協会及びＨＳＣＢと連携し、市広報やホームページ、ＳＮＳなど、 

      さまざまな情報媒体を活用し、スポーツ大会や教室、スポーツ研修会、スポー 

      ツ観戦、スポーツボランティアに関する情報を積極的に提供・発信に努め、日 

      頃、スポーツ活動を行っている市民だけでなく、より多くの市民がスポーツに 

      参加するきっかけづくりにつなげます。 

       また、オリンピックや世界大会等において地域にゆかりのある選手が出場す 

      る際は、コミュニティライブサイトを開催するなど、市民一体となって応援・ 

      観戦できる環境づくりに努めます。 

 
 

  ⑤ 広域的な連携によるスポーツ大会・合宿の誘致推進 

    【現状・課題】 

      ＨＳＣＢと連携してスポーツ大会・合宿の誘致活動を行っていますが、首都圏 

     の合宿旅行会社では、岩手県内の観光情報は十分把握している一方、スポーツ施 

     設情報はほとんどない状況です。 

      広域市町には、特色あるスポーツ施設が多数ありますが、これらを有効に活用 

     したスポーツ施設の情報を共有、提供する体制がとられていない状況です。 

 

    【施策】 

      ○○県県南南地地域域ででののススポポーーツツ大大会会・・合合宿宿誘誘致致へへのの取取りり組組みみ推推進進    

         県南５市３町の特色あるスポーツ施設及び宿泊施設と連携したスポーツ大会 

      や合宿の誘致に取り組みます。 

       また、県内の大会等の誘致やスポーツツーリズムの推進等を目的に平成 29年 

      度に設立された「いわてスポーツコミッション」と連携し、広範囲な誘致活動 

      に取り組みます。 

 

 

（２）スポーツツーリズムの推進 

    ① 企業・大学・観光関係団体との連携 

        【現状・課題】  

      市内には、早池峰山などの自然や、宮沢賢治に代表される偉人や歴史資源など 

     があり、観光を楽しみに来訪する方も多く、これらの資源を生かしたスポーツ大 

     会やイベントなどが開催されていますが、年間を通してのスポーツツーリズムの 

     推進や生涯スポーツや競技スポーツの推進にスポーツ団体、地元企業、大学との 

     連携・協働が課題となっています。 

  

    【施策】 

          ○○地地域域のの魅魅力力、、資資源源ななどどをを生生かかししたたススポポーーツツツツーーリリズズムムのの推推進進  

        ＨＳＣＢと連携し、マラソンのほか、ウオーキング、サイクリング、スキー、 

      スノーボード、ボート、ソフトボールなど地域の魅力、資源を生かしたスポー 

      ツツーリズムの展開を検討し、スポーツによる交流人口の拡大を図ります。 

  

      ○○企企業業、、大大学学ととのの連連携携  

        地域の魅力、資源を生かしたスポーツツーリズムの推進、また、生涯スポー 

      ツ、競技スポーツを推進するため、花巻市体育協会及びＨＳＣＢ、地元企業、 

      大学との連携・協働を推進します。 

 

     ○○観観光光関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

                地域の魅力、資源を生かしたスポーツツーリズムを推進するため、観光分野 

      と連携を図るとともに、観光関係団体との連携を強化します。 
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　　目指す将来像（基本理念）、基本目標、基本施策、主な施策を実現・達成するために、主な事業計画

 として示しています。毎年度実施する成果指標の達成状況や進捗状況を点検し、また社会状況の変化

 などによって事業内容の見直しや新たな事業を計画します。

１　 生涯スポーツの推進

事　業　名（担当課） 事業内容

ア 運動・遊びの推進（幼児）

体力向上実践推進事業
（教育委員会学校教育課）

基礎体力の向上に取り組む実践校支援

①
小中学校スポーツ振興事業
（教育委員会学校教育課）

小学校体育連盟及び中学校体育連盟
の活動支援

地域スポーツ推進事業

スポーツ・レクリエーション指導者の配
置、子どもチャレンジランキング大会開
催、スポーツ教室・イベント開催等

地域スポーツ支援事業

（一財）花巻市体育協会等への支援、
市民スポーツ大会、総合型スポーツ教
室開催等

②

地域スポーツ推進事業

スポーツ・レクリエーション指導者の配
置、早起きマラソン開催、スポーツ教室・
イベントの開催、ニュースポーツ交流大
会開催等

地域スポーツ支援事業

（一財）花巻市体育協会等への支援、
市民スポーツ大会、総合型スポーツ教
室開催等

地域スポーツ推進事業

スポーツ・レクリエーション指導者の配
置、早起きマラソン開催、スポーツ教室・
イベントの開催、ニュースポーツ交流大
会開催等

③ 高齢者・障がい者スポーツの推進

地域スポーツ支援事業

（一財）花巻市体育協会等への支援、
市民スポーツ大会、総合型スポーツ教
室開催等

花巻市障がい者スポーツ
レクリエーション交流会

花巻市障がい者スポーツレクリエーショ
ン交流会開催の支援

①

②

③

① 地域スポーツ支援事業

（一財）花巻市体育協会等への支援、
市民スポーツ大会、総合型スポーツ教
室開催等

② 地域スポーツ支援事業 花巻市スポーツ少年団本部の支援等

スポーツ施設環境整備事業 スポーツ施設改修、整備等

スポーツ大会・合宿誘致
推進事業

はなまきスポーツコンベンションビュー
ローの支援、スポーツ合宿補助

①

イ

（１）

子どもの体力向上の推進
（小学生～中学生）

若い世代や中高年世代のスポーツの
推進（高校生～中高年）

総合型地域スポーツクラブの育成支援

　　第４章　主な事業計画

子どものスポーツ
活動の推進
（幼児～小中学
生）

主な施策基本施策

ライフス
テージに
応じたス
ポーツ活
動の推進

スポーツ
団体の育
成支援

特色あるスポーツ施設の利用促進
スポーツ
施設の整
備充実

スポーツ少年団の活動支援

（３）

（４）

地域スポーツ推進事業

スポーツ・レクリエーション指導者の配
置、早起きマラソン開催、スポーツ教室・
イベントの開催、ニュースポーツ交流大
会開催等

地域にお
けるス
ポーツ活
動の推進

（２）

早起きマラソンの推進

ニュースポーツ等の普及

地域スポーツ指導者の養成、派遣
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事業名（担当課） 事業内容

① 競技スポーツ支援事業
スポーツ大会開催支援、専門の競技指
導者及び選手の養成

② 競技スポーツ支援事業
県のスーパーキッズ発掘育成事業への
協力、スポーツ能力測定会開催等

（２）
スポーツ
大会参加
への支援

① 競技スポーツ支援事業 花巻市スポーツ競技大会出場補助等

事業名（担当課） 事業内容

① 競技スポーツ支援事業
イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会
開催、イーハトーブレディース駅伝開
催、各種大会開催補助等

②
スポーツ大会・合宿誘致
推進事業

はなまきスポーツコンベンションビュー
ローの支援、スポーツ合宿補助等

③

④

⑤

（２）
スポーツ
ツーリズム
の推進

①
スポーツ大会・合宿誘致
推進事業

はなまきスポーツコンベンションビュー
ローの支援

　　　　【主な大規模スポーツ開催予定】

令和４（2022）年度 東北総合体育大会ボート競技（田瀬湖ボート場）　※青森県開催分

日本スポーツマスターズ2022岩手大会

　・バレーボール競技３会場（総合体育館、市民体育館、石鳥谷体育館）

　・ソフトボール競技１会場（石鳥谷ふれあい運動公園）

令和５（2023）年度 東北総合体育大会

第51回全国高等学校選抜バドミントン大会

第６回全日本社会人バスケットボール選手権大会

スポーツイベント・大会情報の提供・発信

スポーツ大会の開催

大規模大会・合宿の誘致

主な施策

（１）
競技力の
向上

スポーツ大会参加への支援

３　 大規模スポーツ大会の開催

２　 競技スポーツの推進

基本施策 主な施策

ジュニアアスリートの育成支援

基本施策

指導者養成や選手強化への支援

スポーツ大会・合宿誘致
推進事業

はなまきスポーツコンベンションビュー
ローの支援

広域的な連携によるスポーツ大会・合宿の誘致
推進

スポーツ
大会等に
よる交流
人口の拡
大推進

（１）

企業・大学・観光関係団体との連携

スポーツボランティアの育成・活用
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第５章 計画の推進 

 

１ 推進体制 

 

  本計画の推進にあたっては、行政のほか、花巻市体育協会及びＨＳＣＢ、各スポーツ団 

 体、花巻市スポーツ推進委員協議会、花巻市地域スポーツ普及員協議会、地域総合型スポ 

 ーツクラブ、地域のコミュニティ会議、高齢者・障がい者スポーツ関係者、各家庭、学校 

 （小中学校、高等学校、大学、支援学校等）などとともに、市内関係団体等が連携・協働し 

 てスポーツの推進に取り組みます。 

 

 

２ 進行管理 

 

  本計画の進行管理にあたっては、成果指標の達成状況を定期的に把握することとし、そ 

 の進捗状況を点検、検証し、必要に応じて見直しを図ります。 
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第５章 計画の推進 

 

１ 推進体制 
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 体、花巻市スポーツ推進委員協議会、花巻市地域スポーツ普及員協議会、地域総合型スポ 

 ーツクラブ、地域のコミュニティ会議、高齢者・障がい者スポーツ関係者、各家庭、学校 

 （小中学校、高等学校、大学、支援学校等）などとともに、市内関係団体等が連携・協働し 
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スポーツ推進に関する市民意識調査結果 

 
 
１．調査の目的 

   次期花巻市スポーツ推進計画策定にあたり、市民のスポーツに関する考え及び実態を

把握することを目的とする。 
 

 

２．調査設計 

 （１）調査地域  花巻市全域 
 （２）調査対象  平成 27年 11月 1日現在で満 15歳以上 79歳まで 
 （３）対象者数  ２，５００人 
 （４）抽出方法  住民基本台帳からの無作為抽出     
 （５）調査方法  メール便による調査票配布・郵送による回答用紙回収 
 （６）調査期間  平成 27年 11月 30日から平成 27年 12月 15日まで 
 
 
３．回収結果 

 （１）回 収 数  １，１１８人     
 （２）回 収 率  ４４．７％ 
 
 
４．集計方法 

 （１）集計にあたっては、小数点第２位を四捨五入した。このため、各数値の合計が 100％
にならない場合がある。 

 （２）各設問の選択項目において、無回答も選択肢の１つと捉え、無回答も含め比率を算

出した。 
 （３）回答の百分比（％）は、「回答数」を基数として算出した。複数回答を認める設問に

おいては、「回答者数」と「回答数」は必ずしも一致しない。 
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ススポポーーツツ推推進進にに関関すするる市市民民意意識識調調査査((市市民民アアンンケケーートト))　　集集計計表表

【【ＡＡ】】

問問((１１))おお住住ままいいのの地地域域

回答数 構成比(％)

花巻地区

大迫地区

石鳥谷地区

東和地区

無回答

問問((２２))　　性性別別

回答数 構成比(％)

男性

女性

無回答

問問((３３))　　年年齢齢

回答数 構成比(％)

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代以上

無回答

選択項目

計

選択項目

選択項目

計

計

花巻地区

76%

大迫地区

5%

石鳥谷地区

12%

東和地区

7%

無回答

0.4%

A問問(１１)居居住住地地域域

男性

41%

女性

55%

無回答

4%

A問問(２２)性性別別

１０代

6% ２０代

7%

３０代

9%

４０代

14%

５０代

16%

６０代

27%

７０代以上

20%

無回答

1%

A問問(3)年年齢齢

－ 21 －
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【【ＢＢ】】

【【問問１１】】　　ああななたたはは、、運運動動ななどどををどどのの程程度度行行っってていいまますすかか。。

回答数 構成比(％)

ほとんど行っていない

無回答

【【問問２２】】　　問問１１でで「「行行っってていいるる」」とと答答ええたた方方ののみみのの回回答答

運運動動ななどどををすするるききっっかかけけはは何何ででししたたかか。。

回答数 構成比(％)

小学校、中学校のクラブ活動

【【問問３３】】　　問問１１でで「「ほほととんんどど行行っってていいなないい」」とと答答ええたた方方ののみみのの回回答答

運運動動ななどどををししなないい理理由由をを選選んんででくくだだささいい。。((複複数数回回答答))

回答数 構成比(％)

運動は好きではない

運動をやりたいが時間がない

運動はやりたいが相手や機会がない

運動に関心がない

その他

無回答

選択項目

計

スポーツ大会やイベントを見たこと

選択項目

毎日行っている

計

計

友人などに誘われたから　

心身の健康のため

その他

無回答

週に３回以上

週に１回程度

月に１回程度

年に数回程度

選択項目

毎日行って

いる
13%

週に３回以上

17%

週に１回程度

16%

月に１回程度

6%

年に数回程度

9%

ほとんど行って

いない
38%

無回答

1%

B問問(１１)運運動動のの頻頻度度

小学校、中学校

のクラブ活動
12%

友人などに誘わ

れたから
9%

スポーツ大会や

イベントを見た

こと

4%

心身の健康の

ため
51%

その他

10%

無回答

14%

B問問(２２)運運動動ののききっっかかけけ

運動は好きでは

ない
10%

運動をやりたい

が時間がない
26%

運動はや

りたいが

相手や機

会がない

20%運動に関心が

ない
9%

その他

9%

無回答

26%

B問問(３３)運運動動ををししなないい理理由由

－ 22 －
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【【問問４４】】　　ああななたたのの知知っってていいるるニニュューーススポポーーツツのの種種目目はは何何でですすかか。。((複複数数回回答答))

回答数 構成比(％)

ソフトバレーボール

無回答

【その他】

・フライングディスクゴルフ ・カバディ

・スポーツチャンバラ ・ゲートボール

・吹き矢 ・スカッシュ

・スカットボール

・ニチレクボール

・フライングディスク

【【問問５５】】　　ああななたたはは自自治治会会ややココミミュュニニテティィ会会議議ななどどがが主主催催すするるススポポーーツツ行行事事にに参参加加ししたたここととががあありりまますすかか。。

回答数 構成比(％)

ある

ない

無回答

【【問問６６】】　　ああななたたはは、、花花巻巻市市でで行行わわれれるるススポポーーツツイイベベンントト情情報報ををどどののよよううなな方方法法ででおお知知りりににななりりままししたたかか。。((複複数数回回答答))

回答数 構成比(％)

計

新聞

テレビ・ラジオ

ＳＮＳ

学校等からのお知らせ

知人、友人から

スティックボール

選択項目

グラウンドゴルフ

選択項目

計

計

ポスター

インディアカ

キンボール

パークゴルフ

シャッフルボード

ペタンク

ユニカール

３Ｂ体操

ラージボール卓球

その他

市広報

選択項目

市ホームページ

チラシ

ディスゲッター

その他

無回答

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

B問問(４４)知知っってていいるるニニュューーススポポーーツツ

人数

ある

41%

ない

58%

無回答

1%

B問問(５５)自自治治会会ややココミミュュニニテティィ会会議議ななどどがが主主催催すするるススポポーーツツ行行事事にに
参参加加ししたたここととががああるるかか

市広報

38%

市ホームページ

2%チラシ

12%

ポスター

10%

新聞

8%

テレビ・ラジオ

8%

ＳＮＳ

1%

学校等からのお知ら

せ
6%

知人、友人から

10%

その他

2% 無回答

3%

B問問(６６)ススポポーーツツイイベベンントト情情報報のの取取得得方方法法

－ 23 －
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【【問問４４】】　　ああななたたのの知知っってていいるるニニュューーススポポーーツツのの種種目目はは何何でですすかか。。((複複数数回回答答))

回答数 構成比(％)

ソフトバレーボール

無回答

【その他】

・フライングディスクゴルフ ・カバディ

・スポーツチャンバラ ・ゲートボール

・吹き矢 ・スカッシュ

・スカットボール

・ニチレクボール

・フライングディスク

【【問問５５】】　　ああななたたはは自自治治会会ややココミミュュニニテティィ会会議議ななどどがが主主催催すするるススポポーーツツ行行事事にに参参加加ししたたここととががあありりまますすかか。。

回答数 構成比(％)

ある

ない

無回答

【【問問６６】】　　ああななたたはは、、花花巻巻市市でで行行わわれれるるススポポーーツツイイベベンントト情情報報ををどどののよよううなな方方法法ででおお知知りりににななりりままししたたかか。。((複複数数回回答答))

回答数 構成比(％)

計

新聞

テレビ・ラジオ

ＳＮＳ

学校等からのお知らせ

知人、友人から

スティックボール

選択項目

グラウンドゴルフ

選択項目

計

計

ポスター

インディアカ

キンボール

パークゴルフ

シャッフルボード

ペタンク

ユニカール

３Ｂ体操

ラージボール卓球

その他

市広報

選択項目

市ホームページ

チラシ

ディスゲッター

その他

無回答

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

B問問(４４)知知っってていいるるニニュューーススポポーーツツ

人数

ある

41%

ない

58%

無回答

1%

B問問(５５)自自治治会会ややココミミュュニニテティィ会会議議ななどどがが主主催催すするるススポポーーツツ行行事事にに
参参加加ししたたここととががああるるかか

市広報

38%

市ホームページ

2%チラシ

12%

ポスター

10%

新聞

8%

テレビ・ラジオ

8%

ＳＮＳ

1%

学校等からのお知ら

せ
6%

知人、友人から

10%

その他

2% 無回答

3%

B問問(６６)ススポポーーツツイイベベンントト情情報報のの取取得得方方法法
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【【問問７７】】　　ああななたたはは、、花花巻巻市市でで開開催催ししてて欲欲ししいいススポポーーツツ教教室室ははあありりまますすかか。。

回答数 構成比(％)

ある

ない

無回答

【【問問８８】】問問７７ででああるるとと答答ええたた方方ののみみおお答答ええくくだだささいい。。

(スポーツ教室の内容)

・ヨガ教室 18票 ・ヨガ教室 ２票 ・ヨガ教室 ６票 ・ヨガ教室 ３票

・ウォーキング 10票 ・バスケット ２票 ・野球 ３票 ・武道教室 ２票

・テニス ７票 ・高齢者向け教室 ２票 ・卓球 ２票 ・テニス ２票

・エアロビ ５票 ・軽めの運動教室 １票 ・テニス ２票 ・卓球 ２票

・ダンス ５票 ・乗馬 １票 ・バドミントン ２票 ・ダンス教室 １票

・野球 ４票 ・太極拳 １票 ・バスケット １票 ・ウォーキング １票

・サッカー ４票 ・社交ダンス １票 ・ウォーキング １票 ・健康体操 １票

【その他】

・スポーツの苦手な人向けの教室。

・親子で楽しめる教室。

・誰でも参加しやすい教室。

・高齢向けの体操教室。

・吹き矢(全体で３票)

・ビリヤード(全体で３票)

・ストレッチ、ピラティス(ヨガに準じるもの)

花巻地区(回答数１３２) 大迫地区(回答数10)

計

選択項目

石鳥谷地区(回答数３２) 東和地区(回答数１７)

ある

17%

ない

76%

無回答

7%

B問問(７７)花花巻巻市市でで開開催催ししててほほししいい
ススポポーーツツ教教室室ががああるるかか

－ 24 －
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【【ＣＣ】】

【【問問９９】】　　ああななたたはは、、花花巻巻市市ののススポポーーツツ施施設設ににつついいてて、、どどののよよううににおお考考ええでですすかか。。

選択項目 回答数 構成比(％)

施設は充分に備わっており、満足している

比較的施設は整っており、満足している

充分な施設が備わっておらず、満足していない

よくわからない

無回答

【【問問１１００】】問問９９でで「「充充分分なな施施設設がが備備わわっってておおららずず、、満満足足ししてていいなないい」」とと答答ええたた方方ののみみのの回回答答
花花巻巻市市内内ににああるるススポポーーツツ施施設設でで、、ももっっとと充充実実ししててほほししいいとと思思うう施施設設ををおお答答ええくくだだささいい。。((複複数数回回答答))

回答数 構成比(％)

※その他屋内プールの回答数が２７

テニスコート

体育館

屋外プール

格技場

選択項目

野球場

計

計

ゲートボール場

スキー場

無回答

ランニングコース

トレーニング場

スケートボード場

ボード場

クレー射撃場

サッカー場・ラグビー場

ソフトボール場

運動広場

アイスアリーナ

その他

陸上競技場

施設は充分に備わって

おり、満足している
7%

比較的施設は整ってお

り、満足している
35%

充分な施設が備わって

おらず、満足していない
15%

よくわからない

41%

無回答

2%

C問問(９９)花花巻巻市市ススポポーーツツ施施設設ににつついいてて

88

66

65

58

48

47

34

33

26

25

23

21

20

19

16

13

8

5

3

トレーニング場

屋外プール

体育館

その他

野球場

運動広場

サッカー場・ラグビー場

ランニングコース

格技場

陸上競技場

テニスコート

スキー場

アイスアリーナ

ソフトボール場

ボード場

スケートボード場

ゲートボール場

無回答

クレー射撃場

C問問(１１００)花花巻巻市市にに充充実実ししててほほししいい施施設設
回答数

－ 25 －
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【【ＤＤ】】
【【問問１１１１】】　　ああななたたはは、、花花巻巻市市ののススポポーーツツ推推進進ににつついいてて、、何何がが重重要要だだとと思思わわれれまますすかか。。

((複複数数回回答答　　３３つつままでで))

回答数 構成比(％)

各世代にあったスポーツの推進

障がい者のスポーツの推進

ニュースポーツ等の普及推進

早起きマラソンの推進

地域のスポーツ活動への支援

スポーツ団体等の活動支援

スポーツ指導者の養成

競技スポーツの選手強化への支援

競技スポーツ審判員の養成

競技スポーツ大会参加への支援

スポーツイベント・スポーツ大会の開催

スポーツボランティア活動の推進

スポーツ施設の整備充実

その他

無回答

【【問問１１２２】】花花巻巻市市ののススポポーーツツ行行政政にに関関ししててごご要要望望、、ごご意意見見ががあありりままししたたららごご記記入入くくだだささいい。。

例：施設から市内が離れていて交通の便が悪い。

　　トレーニングルームがほしい　等

《花巻地区》

・スポーツに触れ合うことのできる機会の形
成。

・子どもと大人、高齢者まで一緒にできるよ
うなものがあればいい。

・花巻で大きな大会がもっと開かれてほし
い。

・子ども対象のイベントをもっと開催してほ
しい。

・各世代にあったスポーツの推進。

・地域、地区、コミュニティ単位での十分な
支援。

・スポーツ指導者の養成が重要。

・支援金の強化

・国体の先を見据えたスポーツ推進活動を
してほしい。

・スポーツボランティアの養成。

・運動が苦手な子供が楽しく、仲間を増や
しながら体を動かせる手だてがあるとい
い。

・指導者とスポーツ団体のコーディネートを
してほしい。

・学校側にもこのようなアンケートをしたほう
がいい。

施設関係 情報関係 イベント関係 その他

・施設が市内から遠いので交通の便が悪
い。

・新しい施設を作るよりも、既存の施設の有
効活用をしてほしい。

・気軽に利用できるトレーニング施設がほし
い。

・施設のトイレの整備。

・屋内プールなどの冬でも利用できる施設の
充実が望ましい。

・無料、または安価でスポーツ教室を開い
てほしい。

・働いていて時間がない人のためのスポー
ツ教室がもっとあればいい。

・気楽に参加できるスポーツ教室があれば
いい。

・野球界のプロを招いて、試合やイベントを
行ってほしい。

・興味を持って参加したいと思うイベントや
スポーツ教室を考案すべき。

・子供向けのスポーツ施設の整備。

・一般市民が利用できる日が少ない。利用者
が偏っている。

・プロスポーツができる施設がほしい。

・市広報やホームページによる広報活動を
もっと積極的にしてほしい。

・総合体育館や、ほかの施設の利用法など
の紹介をしてほしい。

・市内のスポーツイベントの周知の方法を
もっと考えてほしい。

・イベントの情報や大会の日程など知る機
会が少ない。

・市内のスポーツ団体の紹介をしてほしい。
何があるのかわからない。

・このアンケートで自分のスポーツ関心度
が分かった。

・何事にも宣伝を打ってほしい。

選択項目

計

・サイクリング、ランニング、ウォーキングコー
スの整備。

630

328

265

225

223

168

166

151

97

96

91

84

45

42

41

各世代にあったスポーツの推進

地域のスポーツ活動への支援

スポーツ指導者の養成

スポーツ施設の整備充実

スポーツイベント・スポーツ大会の開催

障がい者のスポーツの推進

スポーツ団体等の活動支援

競技スポーツの選手強化への支援

無回答

ニュースポーツ等の普及推進

スポーツボランティア活動の推進

競技スポーツ大会参加への支援

その他

早起きマラソンの推進

競技スポーツ審判員の養成

D問問(１１１１)花花巻巻市市ののススポポーーツツ推推進進にに
つついいてて重重要要だだとと思思わわれれるるもものの

回答数
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《大迫地区》

《石鳥谷地区》

《東和地区》

その他

・ライフル場、キャンプ場を造造ってほしい。

・東和のスポーツ施設の老朽化を何とかして
ほしい。

・東和の中心部に冬期間使える施設がある
といい。

・東和町に体育館がほしい。

・市内だけでなく、町にもハード面、ソフト面
の充実を望む。

・トレーニング場がほしい。

・施設の一極集中が不公平に感じる。

・花巻市としてしたいのはスポーツ選手の
強化か市民の健康か、わからない。

・花巻市にあるスポーツ団体の一覧がほし
い。

・働いている世代が楽しめる行事があると
いい。

・若い世代と高年齢の世代が一緒になって
できるスポーツがしたい。

・幅広い世代で楽しみながらやれるイベン
ト。市内に行かなくてもできるのが理想。

・簡単に参加できる子供向けの大会を開催
してほしい。

・行政区、地域対抗の大運動会を２～３年
単位で開催してほしい。

・子供たちが体を動かせるよう、気軽に参
加できるイベントなどがあればいい。

・スポーツを気軽にできる機会と場所を作っ
てほしい。

・地域と行政の一体的取り組みが必要。

・スポーツ少年団活動や部活動が一部過
激すぎる。

・金を払ってスポーツをするのではなく、ほ
かの方法で市民の健康を増進してほしい。

・ヨガやインストラクターのついたエクササ
イズ系の教室があればいい。

・選手強化への支援をして、県代表を多く
輩出してほしい。

・花巻市出身のスポーツ選手が活躍する姿
が見たい。

・才能のある子供の発見。埋もれないよう
に支援する。

・岩手県のアスリートがたくさん出てほし
い。活動の支援を積極的に。

・身体障害を持った子供へのスポーツ支
援。

・施設よりもソフト面の取り組みが大切。

・スポーツ合宿の積極的誘致。

・中学生の部活動が長時間で、夜遅くまで
やっていることに疑問を感じる。

その他

・フィットネス用品が充実した施設を作ってほ
しい。

・野球の盛んな市だと思うので、県で一番大
きな球場を作り、大会を開催してほしい。

・地区に資金がないため、暖房費の無料化
を望む。

・ウォーキングコースの充実。宮沢賢治ゆか
りの地を巡るコースなどはどうか。

・ソフトボール場の整備。トイレの数や木陰が
足りない。

・学校などのプールを利用できるようになれ
ばと思う。

・スポーツをやる側だけでなく、観戦する側に
立った施設の充実。

・１年間のスポーツ行事予定カレンダーを
作ってほしい。予定が立てやすくなる。

・空手やハンドボール、バスケットなど市の
広報で特集してほしい。

・小学生が参加できるスポーツ教室をもっと
たくさん開催してほしい。

・平日休みの人も気軽にさんかできるス
ポーツジムや教室があるといい。

・イベントは人口減少により、限界が来てい
る。毎週何かイベントに動員され、不服だ。

・高齢化が進んでいるので、高齢者が気軽
に参加できるスポーツがあるといい。

・大会をもっと開催してほしい。たくさんの
県内外の選手と交流し切磋琢磨したい。

・地区の行事などに強制参加の雰囲気が
苦痛でしかない。

・親子で楽しめるイベントがほしい。

施設関係 情報関係 イベント関係

施設関係 情報関係 イベント関係 その他

・人口減少の影響で施設が十分活用されて
いない。

・社交ダンスができる施設があるが、活用さ
れていない。

・通年利用できる室内プールがほしい。

・大迫にもスポーツジム施設がほしい。

・夜間に電気を使用するのではなく、昼の時
間に使用してほしい。

・市の広報でスポーツ情報を得ているが、
参加できていない。

・早池峰ロードレースを再開してほしい。

・年齢が若いというだけで地域の行事に従
事させられるのが不服だ。

・地域ごとに強化種目を設けて指導員を養
成、配置してほしい。

・老若男女に意見を聞き、より良いスポーツ
行政を目指してほしい。

・ウォーキング用の舗装したコースの設置。

施設関係 情報関係 イベント関係
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氏　　名 現　　　職 新・再任の別

1 佐　藤　勝　士 　花巻市スポーツ推進委員協議会会長　 新　任

2 高　橋　善　光 　花巻市地域スポーツ普及員協議会副会長 新　任

3 佐々木　江里子 　花巻市小学校体育連盟評議員 新　任

4 佐　藤　怜　子 　花巻市中学校体育連盟会長　 新　任

5 関　原　信　大 　(一財)花巻市体育協会事務局次長 新　任

6 吉　田　千亜紀 　花巻市スポーツ少年団本部事務局 　 新　任

7 佐　藤　ユキ子 　花巻市レクリエーション協会監事　 新　任

8 久保田　武　司 　花巻市ＰＴＡ連合会会長 新　任

9 杉　原　典　子 　花巻市保健推進委員協議会会長　 新　任

10 藤　井　公　博 　花巻市身体障害者福祉協会会長 新　任

11 佐　藤　隆　治 　はなまきスポーツコンベンションビューロー事務局長　 新　任

12 佐々木   　 博 　(一社)花巻観光協会会長　 新　任

13 狩　野　悦　子 　花巻商工会議所女性会副会長 新　任

14 箱　﨑　陽　介 　(公社)花巻青年会議所理事長 新　任

15 稲　葉　勇　一 　花巻市老人クラブ連合会スポーツ委員長 新　任

16 佐々木　早　苗 　花巻市スポーツ推進委員協議会委員 新　任

17 八重樫　裕　洸 　花巻市早起きマラソン推進運営委員会会員 新　任

花巻市スポーツ振興審議会委員名簿【計画策定】

（任期：平成29年7月4日～平成29年7月11日）
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氏　　名 現　　　職 新・再任の別

1 北　村　義　剛 　花巻市スポーツ推進委員協議会会長　 新　任

2 佐　藤　智　明 　花巻市地域スポーツ普及員協議会副会長 新　任

3 横　手　勝　美 　花巻市小学校体育連盟会長 新　任

4 佐々木　律　夫 　花巻市中学校体育連盟会長　 新　任

5 似　内　利　正 　(一財)花巻市体育協会会長 新　任

6 関　原　信　大 　花巻市スポーツ少年団本部副本部長 　 新　任

7 佐　藤　ユキ子 　花巻市レクリエーション協会事務局次長　 新　任

8 高　橋　一　矢 　花巻市ＰＴＡ連合会会長 新　任

9 諏　訪　なみ子 　花巻市保健推進委員協議会会長　 新　任

10 藤　井　公　博 　花巻市身体障害者福祉協会会長 新　任

11 佐　藤　隆　治 　はなまきスポーツコンベンションビューロー事務局長　 新　任

12 阿　部　久美子 　(一社)花巻観光協会副会長　 新　任

13 狩　野　悦　子 　花巻商工会議所女性会副会長 新　任

14 松　田　治　樹 　(公社)花巻青年会議所理事長 新　任

15 稲　葉　勇　一 　花巻市老人クラブ連合会スポーツ委員長 新　任

16 石　川　直　子 　花巻市スポーツ推進委員協議会副会長 新　任

17 八重樫　裕　洸 　花巻市早起きマラソン推進運営委員会会員 新　任

18 似　内　一　弘 　公募委員 新　任

19 藤　井　正　博 　公募委員 新　任

20 髙　橋　俊　朗 　公募委員 新　任

花巻市スポーツ推進審議会委員名簿【中間見直し】

（任期：令和３年11月24日～令和４年３月31日）

スポーツ推進計画の策定経過 
 

◆審議会 

 平成２９年 ７月 ４日  第１回花巻市スポーツ振興審議会（諮問） 

 平成２９年 ７月１１日  第２回花巻市スポーツ振興審議会（答申） 
 

◆検討委員会 

 平成２７年１１月２５日  第１回花巻市スポーツ推進計画検討委員会 

 平成２８年１２月１５日  第２回花巻市スポーツ推進計画検討委員会 

 平成２９年 ３月１６日  第３回花巻市スポーツ推進計画検討委員会 
 

◆市民等の意見聴取 

 平成２７年１１月～１２月 スポーツ推進に関する市民意識調査（市民アンケート）の実施 

 平成２８年 １月２５日  スポーツ推進に関する市民意識調査（市民アンケート）結果公表 

              ・市ホームページ掲載  

平成２９年 ２月 ８日～ 

３月 ９日  パブリックコメントの実施 

 平成２９年 ６月２１日  パブリックコメント結果公表 

              ・市ホームページ掲載 

 

スポーツ推進計画の中間見直し経過 
 
◆審議会 

 令和 ３年１１月２４日  第１回花巻市スポーツ推進審議会（諮問） 

 令和 ４年 ２月１６日～ 

       ２月２８日  第２回花巻市スポーツ推進審議会（書面開催） 

       ３月 ７日  花巻市スポーツ推進計画（中間見直し）答申 
 
◆市民等の意見聴取 

 令和 ３年１２月 １日～ 

      １２月２４日  パブリックコメントの実施 

 令和 ４年 ２月１８日  パブリックコメント結果公表 

              ・市ホームページ掲載 
 
◆教育委員会の意見聴取 

 令和 ３年 ９月３０日  花巻市教育委員会協議会（審議会委員の委嘱について） 

 令和 ４年 １月２８日  花巻市教育委員会協議会（中間見直し素案について） 

       ３月２３日  花巻市教育委員会議（中間見直し最終案について） 
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スポーツ推進計画の策定経過 
 

◆審議会 

 平成２９年 ７月 ４日  第１回花巻市スポーツ振興審議会（諮問） 

 平成２９年 ７月１１日  第２回花巻市スポーツ振興審議会（答申） 
 

◆検討委員会 

 平成２７年１１月２５日  第１回花巻市スポーツ推進計画検討委員会 

 平成２８年１２月１５日  第２回花巻市スポーツ推進計画検討委員会 

 平成２９年 ３月１６日  第３回花巻市スポーツ推進計画検討委員会 
 

◆市民等の意見聴取 

 平成２７年１１月～１２月 スポーツ推進に関する市民意識調査（市民アンケート）の実施 

 平成２８年 １月２５日  スポーツ推進に関する市民意識調査（市民アンケート）結果公表 

              ・市ホームページ掲載  

平成２９年 ２月 ８日～ 

３月 ９日  パブリックコメントの実施 

 平成２９年 ６月２１日  パブリックコメント結果公表 

              ・市ホームページ掲載 

 

スポーツ推進計画の中間見直し経過 
 
◆審議会 

 令和 ３年１１月２４日  第１回花巻市スポーツ推進審議会（諮問） 

 令和 ４年 ２月１６日～ 

       ２月２８日  第２回花巻市スポーツ推進審議会（書面開催） 

       ３月 ７日  花巻市スポーツ推進計画（中間見直し）答申 
 
◆市民等の意見聴取 

 令和 ３年１２月 １日～ 

      １２月２４日  パブリックコメントの実施 

 令和 ４年 ２月１８日  パブリックコメント結果公表 

              ・市ホームページ掲載 
 
◆教育委員会の意見聴取 

 令和 ３年 ９月３０日  花巻市教育委員会協議会（審議会委員の委嘱について） 

 令和 ４年 １月２８日  花巻市教育委員会協議会（中間見直し素案について） 

       ３月２３日  花巻市教育委員会議（中間見直し最終案について） 
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