
天草市スポーツ推進計画(第２次) 

〔改訂版〕 

“あ” 
汗を流して、心も体もリフレッシュ！ 

『スポーツや運動は、一人でも、仲間と一緒でも 
愉しく無理をしないで続けることが大切です。』 

“ま” 
まだまだこれから！ 思い立ったその時がスタートです

『スポーツや運動を始めるのに、年齢や経験は関係ありません。 
やりたいと思い立ったその日から始めましょう。』 

“く” 
暮らしの中に一工夫！ 
『運動は、わざわざ時間をとらなくても取り組めます。 
階段利用や目的地までの遠回り、家事の合間の体操やストレッチ 
さぁ、今日から日々の暮らしの中に取り入れましょう。』 

“さ” 
サプライズ！ スポーツを続けた後には、ご褒美が… 
『スポーツや運動は素敵な効果をもたらします。 
技術の向上、素敵な仲間、心と身体の健康、素晴らしい自分。』 

2019 年 3 月 

～スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”～ 

≪スポーツは文化！！≫ 
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天草市スポーツ推進計画の基本構想 

１．計画改訂の趣旨 

本市では、平成 27 年に第 2 次天草市総合計画を策定し『人が輝き活力あふれる

日本の宝島“天草”』をまちづくりの基本理念に掲げ、「豊かで活力ある産業のまち」

「文化を育み人が輝くまち」「安らぎのある快適なまち」「未来を拓く社会基盤が充

実したまち」「自治体経営が安定したまち」の 5 つのまちづくりの将来像を基本構

想で示し計画を策定しました。 

その基本構想を実現するためにスポーツ政策に関する分野別計画として、平成

27 年 3 月に『天草市スポーツ推進計画（第 2次）』を策定し、これまで計画の実現

に向けて様々な取り組みを推進して参りました。 

この間、国においては、平成 27 年 10 月に文部科学省の外局としてスポーツ庁が

発足し、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた選手強化や開催準

備、スポーツを通じた健康増進などスポーツに関する施策を総合的に推し進める体

制が整備されました。 

熊本県においては、これまで長年に渡って小学生の体力向上や健康増進のほか、

自主性や協調性、責任感や連帯感などを育み、児童の人格形成に大きな影響を与え

てきた運動部活動が、平成 31 年 4 月には社会体育に完全移行することが示され、

県内の自治体では社会体育移行に向けた体制づくりが進められています。 

本市においては、多様化するスポーツニーズに対応するため、平成 29 年 3 月に

スポーツ拠点施設整備基本計画を策定し、本市スポーツの中核を担う 400ｍ陸上競

技場等の拠点施設の整備計画がスタートしています。 

本市では、このような社会環境の変化に対応して、すべての市民がライフスタイ

ルに応じて運動やスポーツに親しめるスポーツ環境の充実を図り、明るく豊かな生

活を営み、行政と地域が一体となって、「日本一の健康寿命都市」を実現するため

に、「天草市スポーツ推進計画（第 2次）〔改訂版〕」を策定しました。 

第１章 計画の概要 

～スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”～ 
≪スポーツは文化！！≫ 
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計画の位置づけ 

２．計画の位置づけ 

本計画は、本市においてスポーツを推進していくための基本的計画であり、競技

性の高いスポーツからウォーキングやジョギングなどの軽い運動、登山やマリンス

ポーツなどの野外スポーツ、遊びの要素を取り入れたレクリエーションスポーツな

どを含めて計画の対象としています。 

計画策定にあたっては、天草市の基本方針である「第 2次天草市総合計画」を上

位計画と位置付け、「第 2 次天草市教育振興基本計画」など市の関連する施策分野

毎の各計画と連携・整合性を図っているほか、国のスポーツ基本法に基づく「スポ

ーツ基本計画」や「熊本県スポーツ振興計画」を踏まえています。 

第2次天草市総合計画 

市の分野別計画 

天草市スポーツ拠点施設整備基本計画 

連携 
整合 

整合 

天草市 

スポーツ推進計画（第2次）

整合 

整合 
参酌 

整合 
調和 

スポーツ基本法 

スポーツ基本計画 

国 

熊本県 

スポーツ推進計画 

県 
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３．計画期間 

天草市スポーツ推進計画（第 2次）は、第 2次天草市総合計画との整合を図るた

め平成 27 年度（2015 年度）から 2022 年度までの 8 年間としており、今回の計画

はその中間見直しの改訂版にあたります。 

今回の改訂では、これまでの社会情勢の変化等に柔軟に対応しスピード感を持っ

て迅速に取り組むためのもので、2019 年度から 2022 年度までの 4年間を計画期間

としています。 

４．計画の基本理念 

子どもから高齢者まで、初心者からトップアスリートまで、障がいのある人も 

ない人も、全ての市民がスポーツを“する”“観る”“支える”のいずれかの関わり

を持ち 

という理念のもとに、スポーツを通じて市民生活の充実と明るく活力のある日本一

の健康寿命都市を目指すことを、本計画の基本理念とします。 

～スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”～ 
≪スポーツは文化！！≫ 

～スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”～ 
≪スポーツは文化！！≫ 
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５．計画の基本方針 

  本計画を効果的に推進するために、次の４項目に分類して示し、基本方針とし

て位置付けます。 

（１）子どもスポーツの振興 

  幼児期からスポーツや運動に親しむ機会を設け、生涯にわたって体を動かし、 

健康な人生を送るための基礎を作ります。 

  また、運動部活動から社会体育へ移行後の小学生のスポーツ環境の整備や内容 

の充実を図ると同時に、学校教育における体育授業の充実を図り魅力あるスポー

ツ環境の整備を目指します。 

（２）生涯スポーツの振興 

  市民が心身ともに健康で豊かな生活を送るために、それぞれのライフスタイル 

に応じてスポーツや運動に取り組める環境を目指します。 

また、高齢者や障がい者、スポーツ未実施者がスポーツに目を向けやすくなる

環境を整備して、スポーツ実施率の向上を目指します。 

（３）競技・交流スポーツの振興 

体育協会及び種目協会と連携して、優れた指導者と競技者を育成し、競技力向

上を目指します。 

また、多様なスポーツの大会やスポーツ教室の開催を支援するとともに、スポ 

ーツ交流やボランティアの啓発を行い、スポーツに対する市民の関心度を向上さ 

せます。このほか市外からのスポーツ大会等を積極的に誘致して、地域振興につ 

なげていきます。 

（４）スポーツ施設の充実 

すべての市民に配慮して、誰もが気軽に安心して利用できる施設の整備、利用 

環境の向上とスポーツ情報の提供に努めます。 

老朽化したスポーツ施設については、利用者の安全性を最優先に維持・補修を

行うとともに、利用状況や維持管理費を考慮して施設の統廃合等を計画的に行っ

ていきます。 
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1.子どもスポーツの振興 幼児期からの運動習慣の定着
１．幼児期からの体力向上に向けた取組み
　●幼児期の運動習慣プログラム　●育児講座による親子への教育の推進

小学校運動部活動の社会体育移行に
伴う新たな運動環境の整備・充実

社会体育クラブの指導者育成

2.生涯スポーツの振興
あらゆる世代がスポーツや運動に取
り組む環境づくり

１．運動・スポーツを通して体力、健康、生きがいづくりの促進と機会の確保
　●市民のニーズに合った運動の場の提供　●職場や関係機関等と連携した運動の推進

スポーツや運動を通した健康維持・
増進

２．高齢者スポーツの振興
●各地で開催される運動教室等の充実

障がい者がスポーツや運動に取り組
みやすい環境づくり

５．生涯スポーツリーダーの育成
　●スポーツ推進委員の育成　●健康づくり推進員の育成

６．天草の魅力ある自然を生かしたスポーツ活動の促進
　●豊かな自然を生かしたスポーツ活動の推進

７．総合型地域スポーツクラブの創設・育成
　●総合型スポーツクラブの創設　●うしぶかイキイキクラブの育成

3.競技・交流スポーツの振興 優れた指導者の育成
１．各種競技大会・スポーツイベント等の開催支援
　●各種スポーツ大会開催への支援

スポーツの大会、合宿誘致推進と受
入れ体制の整備

スポーツボランティアの育成

３．スポーツツーリズムの推進
　●スポーツ大会、合宿の誘致　●スポーツコミッションの推進

４．スポーツボランティア活動の啓発と推進
　●スポーツボランティアの推進　●スポーツイベントと地域の連携

4.スポーツ施設の充実 スポーツ拠点施設の整備・充実

スポーツ施設の長寿命化、適正配置

スポーツ施設の利用環境の向上 ２．スポーツ施設の利用環境の向上
　●指定管理者制度の導入　●社会体育施設と学校体育施設の利用手続きの一元化

スポーツ関連情報の提供
３．スポーツ関連情報の充実
　●スポーツ関連情報の収集と発信

２．競技力向上に向けた支援体制の充実
　●全国大会出場者などへの支援
●熊本県民体育祭等に出場する選手への強化と支援　●スポーツ指導者の育成
　●ジュニア選手育成とトップアスリート支援　●スポーツ顕彰制度の整備

４．気軽にスポーツに参加できる環境づくり
　●ニュースポーツ体験教室等の開催
　●外遊びの推進　●モバイルを活用した運動への取組み

１．スポーツ施設の整備と長寿命化
　●スポーツ拠点施設の整備　●各地域の拠点施設の長寿命化
　●スポーツ器具等の整備

３．障がい者スポーツの推進
　●障がい者のスポーツ機会の整備
　●障がい者スポーツのリーダー・支えるボランティアの育成

２．学校教育におけるスポーツの振興
　●子どもの体力向上に向けた保育所(園)・幼稚園、学校との連携
　●小中学校における体育や保健体育学習の充実
　●運動部活動（中学校）の指導方針

３．子どもを取り巻くスポーツ環境の整備
　●社会体育クラブとの連携強化と指導者の育成
　●放課後児童クラブ等での運動の推進
　●子どもが参加するスポーツイベントの充実

スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”

基 本 理 念

基本方針 重点施策 今後の主な取り組み

第3次計画 基本方針(案)
【目的別の基本方針】

人・健康・体力づくり

スポーツを支える
システム・基盤づくり

市民一人ひとりがライフステージや目的

に応じて、スポーツや運動に親しみ健康

寿命日本一を目指します。また、アスリー

トを目指す人は技術を極めトップを目指し、

子ども達はスポーツを通して体力向上、

他者を思いやる心の育成などから、心身

ともに健全育成につなげ天草を支える人

材づくりにつなげます。

協働・地域・絆づくり
スポーツを通して人と人が結びつき、

仲間同士がつながり、地域間の交流が

促進され、地域全体の一体感や活力を

醸成して、安心して住みたいと思える天

草づくりにつなげます。また、スポーツを

「支える」観点からボランティアを育成し、

市民協働参画へとつなげます。

元気・活性・
来天者（天草来訪者）づくり

スポーツ大会や合宿等を通して、市外

から多くの誘致客(選手、スタッフ、応援
者)を呼び込み、市内の宿泊・観光産業と
連携して、スポーツ・文化・経済を含めた

地域の活性化につなげます。また、市内

で開催するスポーツ大会をより魅力ある

ものにして、天草ファンをさらに増やして

いきます。

市民がスポーツに安心して継続的に取

り組むには、行政や民間企業における

「支える」システム（制度）が必要です。ま

た、日常の運動から様々なスポーツ大会

まで、それを行う施設の整備充実が求め

られます。多様化するスポーツに対する

要望に応えて行くためにスポーツ環境を

整える基盤づくりを行い、市内外からの利

用者の拡大につなげます。

人・健康・

体力づくり

人・健康・

体力づくり

人・健康・

体力づくり

取り組みの役割

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

協働・地域

絆づくり

人・健康・

体力づくり

元気・活性・

来天者づくり

元気・活性・

来天者づくり

協働・地域

絆づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

人・健康・

体力づくり

人・健康・

体力づくり

人・健康・

体力づくり
協働・地域

絆づくり

元気・活性・

来天者づくり

人・健康・

体力づくり
協働・地域

絆づくり

協働・地域

絆づくり

協働・地域

絆づくり

協働・地域

絆づくり

人・健康・

体力づくり

元気・活性・

来天者づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり

天草市スポーツ推進計画（第2次）〔改訂版〕 施策体系図

※第3次計画で、

どの分野を担

うのかを記し

ています。

人・健康・

体力づくり

協働・地域

絆づくり
ｽﾎﾟｰﾂを支える

ｼｽﾃﾑ・基盤づくり
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第２章 スポーツ推進の具体的方策 

１．子どもスポーツの振興 

《前期計画の振り返り・現状・課題》 

平成30年5月に実施した市内小中高生のスポーツに関するアンケート調査（※注釈1）

における「子どもの週 3回以上のスポーツ実施率」では、小学生 70.3％、中学生 77.8％、

高校生 64.6％で、平成 25 年度と比べるとそれぞれ 5～10％低下しています。 

また、「ほとんど運動を実施しない」と回答した子どもは全体の 13.5％で、その理由と

しては「スポーツや運動が下手・苦手」が 50.4％、「スポーツや運動が嫌い、興味がない」

が 39.1％となっています。 

生涯の基礎を築く子どものうちに、いかにしてスポーツや運動に親しむかが、大人に 

なってからのスポーツ実施率に大きく影響します。そのため幼児期からスポーツや運動 

に触れ合い楽しめる環境を整え、運動習慣を定着させることが大切です。 

 このようなことから、平成 29 年度から市内保育所(園)と連携した幼児期の運動習慣定 

着に向けた取組みに着手しています。今後は取り組み成果の検証や幼・小・中の連携に 

より効果を高め、市内全域に事業展開をすることが求められます。 

 また、平成 31 年 4 月から小学校運動部活動が社会体育に完全移行することを受けて、 

受け皿となる社会体育クラブ等の育成が求められています。特に成長期にあたる子ども 

達の発育・発達に沿った指導ができる指導者の確保と育成を進めていくことが重要です。 

これまでは小学校社会体育移行検討委員会等において、円滑な社会体育移行を推進し 

てきましたが、社会体育移行後においても子どもたちへの指導が適切に行われるよう見 

守っていく体制づくりが求められます。 

※注釈 1：調査対象者は小学校は 5年生、中学校は 2年生、高校は 2年生が対象 

図１「天草市内の小中高生のスポーツ実施率」 

Ｑ あなたは、スポーツや運動（1回30分以上）をどれくらいの頻度で行っていますか。 

（平成 30年 5月「天草市内の小中高生のスポーツに関するアンケート調査」天草市） 

（単位：％） 
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《施策の方向性》 

 ・幼児期からスポーツや運動に親しむ機会を設け、生涯にわたって体を動かし、健康な 

人生を送る基礎を作ります。 

 ・運動部活動から社会体育へ移行後の小学生のスポーツや運動に触れ合う場の整備や内 

容の充実を図ります。 

 ・学校教育における体育授業のあり方を検討して、更なる充実を図ります。 

〔今後４年間の重点施策〕 

 ・幼児期からの運動習慣の定着 

  ・小学校運動部活動の社会体育移行に伴う新たな運動環境の整備・充実 

  ・社会体育クラブの指導者育成 

〔成果指標〕 

成果指標名 単位 
基準値 

（平成 26年度） 

現状値 

（平成 30年度） 

目標値 

（2022 年度） 

小学生(5年生)の週3回以上の

スポーツ実施率 
％ 76.0 70.3 78.0

中学生(2年生)の週3回以上の

スポーツ実施率 
％ 84.0 77.8 86.0

高校生(2年生)の週3回以上の

スポーツ実施率 
％ 75.0 64.6 77.0

小学生(1 年生)における新体

力テスト数値が県平均を上回

る項目数 

項目 － (※1)   3 8

注釈）※１は H29 年度の数値

（平成 30年 5月「天草市内の小中高生のスポーツに関するアンケート調査」天草市） 

Ｑ あなたが、スポーツ・運

動を行う理由は何ですか。主

な理由をあてはまるものす

べて答えてください。 

図２「天草市内の小中高生がスポーツや運動を行う理由」 

MA方式（単位：％） 
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《今後の主な取組み》 

１．幼児期からの体力向上に向けた取組み 

●幼児期の運動習慣プログラム 

〔スポーツ振興課、子育て支援課、健康増進課、保育所(園)・幼稚園〕 

    幼児期における運動習慣の定着は、生涯を通じてスポーツや運動に取り組んでい 

く原点となるため、この時期に身体を動かすことの楽しさや喜びを伝えていくこと 

が重要です。また、この時期に、いかにしてスポーツや運動に取り組めるかが、そ 

の後のスポーツ実施率に大きく影響を及ぼします。 

そこで市内の保育所(園)や幼稚園と連携して、「幼児期の運動指針」に基づき幼児 

期に求められる多様な動きや基礎的な運動能力を習得するための運動プログラムを 

広めて行きます。 

●育児講座による親子への教育の推進 

〔スポーツ振興課、子育て支援課、健康増進課、保育所(園)・幼稚園〕 

幼児期の運動の必要性を保護者に伝えるために、市内の保育所(園)や幼稚園と連 

携してすこやか育児講座を実施します。また、親子で楽しめるニュースポーツなど 

の運動体験教室など幼児を対象とした事業を実施します。 

握力（㎏） 上体起こし（回） 長座体前屈（㎝） 反復横跳び（点） 20mシャトルラン（回） 50m走（秒） 立ち幅跳び（㎝） ソフトボール投げ（ｍ）

市平均 8.90 10 .83 ↑29.88 ↑27.66 17.11 11.88 ↑111 .93 ↑8.93

県平均 9.20 10.93 27.27 26.70 17.96 11.77 111.20 8.26

市平均 8.27 10 .24 ↑32.52 ↑26.21 14.54 12.31 102.73 ↑5.57

県平均 8.55 10.44 29.23 25.75 15.58 12.08 103.95 5.40

－ － ● ● － － － ●

（平成29年度「天草市新体力調査結果」天草市）

男子

女子

男女ともに天草市が

上回っている項目

天草市内小学１年生における　平成29年度　新体力調査集計結果

項目

表１「天草市内の小学校 1年生における平成 29年度 新体力調査集計結果表」 

写真１ 幼児期運動習慣プログラム
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 ２．学校教育におけるスポーツの振興 

  ●子どもの体力向上に向けた保育所(園)・幼稚園、学校との連携 

〔スポーツ振興課、子育て支援課、学校教育課、保育所(園)・幼稚園、小学校〕 

    学習指導要領等では、体力は「生きる力」を支える重要な要素であると示されて

います。「幼児の運動能力調査」を実施し、子どもたちの体力や生活・運動習慣を把

握することで、取り組むべき課題が浮き彫りとなり、解決するための長期的な見通

しを持った運動プログラムが必要となります。体つくりの基盤となる幼児期の運動

プログラムを習慣化するために、保育所(園)・幼稚園と学校における連携強化を図

りながら取組みます。 

  ●小中学校における体育や保健体育学習の充実 

〔学校教育課、小中学校〕 

市内の小中学校においては、新学習指導要領のもと国や県の動向を踏まえながら 

次の取組みを進めていきます。 

   ・学校教育活動全体（業前・業間・放課後活動や中学校部活動等）を通じて、子ど 

も達に運動の楽しさを味あわせるとともに体力の向上を図る取組みを各学校毎に 

実施します。 

・教職員研修会等により、体育・保健体育指導力向上を図っていきます。 

・体育、保健体育の授業の中で様々な運動に挑戦をさせ、できた達成感や充実感を 

味わわせることでスポーツや運動への関心や興味を高めていきます。 

≪新学習指導要領：抜粋≫ 

体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を発見し、その解決に向けた学習過程 

を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊か 

なスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

●運動部活動（中学校）の指導方針 

〔学校教育課、中学校〕 

    生徒の生活全体を見渡して休養日や活動時間を適切に設定するなど、生徒のバラ

ンスのとれた生活や成長に配慮するとともに、学校教員の勤務時間も考慮し、「天草

市中学校部活動の方針」を策定し、その運用について徹底を図っていきます。 

    また、学校や地域の実態に応じ、部活動指導員等の指導者や社会教育関係団体等

の各種目団体との連携など、運営上の工夫についても検討を進めていきます。 

 ３．子どもを取り巻くスポーツ環境の整備 

  ●社会体育クラブとの連携強化と指導者の育成 

〔スポーツ振興課、学校教育課、体育協会〕 

小学校運動部活動が社会体育に移行することに伴い、社会体育クラブが子どもの 

発育発達に沿った適切な指導を行うなど、指導に関する理念や共通理解を深めるた 

めに指導者研修会等を実施します。 

また、社会体育クラブに移行後の子どもの状況把握についても小学校と連携して 
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   情報交換を行い、スポーツを通して子どもの健全育成につなげて行きます。 

    このほか、体育協会や地域などを通じて社会体育クラブと中学校部活動における 

連携体制を築き、世代が変わっても子ども達がスムーズにスポーツに取り組める環 

境を整えます。 

●放課後児童クラブ等での運動の推進 

〔スポーツ振興課、子育て支援課、生涯学習課〕 

小学生においては、社会体育への移行により下校後の過ごし方が大きく変わりま 

す。市内の『放課後児童クラブ』や『放課後子ども教室』等、放課後に子どもを受 

入れる団体と連携を図りながらスポーツや運動の取り組みを推進していきます。 

  ●子どもが参加するスポーツイベントの充実 
〔スポーツ振興課、学校教育課、子育て支援課、保育所(園)・幼稚園、小学校、体育協会、 

スポーツ推進委員協議会、子ども会〕 

社会体育移行により運動をする子としない子の二極化が、これまで以上に進行す 

ることが予想されます。そのような状況を改善するために、体育協会や保育所(園) 

・幼稚園及び学校などと連携を図り、日本スポーツ協会が推奨する「アクティブチ 

ャイルドプログラム」（※注釈 2）や市スポーツ推進委員協議会で実施する「ニュー 

スポーツ教室」などを積極的に推進し、多様なスポーツに触れる機会の確保を図り 

ます。 

※注釈 2：子ども達に、運動をすることの喜びや楽しさを体験し、スポーツ（運動）を
好きになってもらうとともに、運動能力・発育発達に応じた子どもの体力向上を目
的に日本スポーツ協会が開発したプログラム

写真２ 指導者育成講習会
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２．生涯スポーツの振興 

《前期計画の振り返り・現状・課題》 

運動やスポーツに親しむ機会の確保とスポーツの楽しさを伝えるための取り組みと 

して、スポーツ推進委員によるニュースポーツの普及活動を実施し、気軽に運動を楽 

しむ場を提供しました。また、市民のニーズに沿ったスポーツ教室（リトルステップ 

スポーツ教室）の開催や、既存の総合型地域スポーツクラブ「うしぶかイキイキクラ 

ブ」の活動支援、スポーツに取り組む環境づくりとして新たな総合型クラブの設立に 

向けた協議を行ってきました。

平成 30 年 5 月に実施した、市民のスポーツに関するアンケート調査（スポーツ振興 

課独自調査）において、「スポーツを週 1 回 30 分以上行う市民の割合」は 48.9％であ

り、このうち「週 3 日以上実施する」アクティブ層は 26.7％でした。「年齢別にスポー

ツ実施率」をみると 20～30 代がそれぞれ 25％程度と最も低く、40 代は 29.3％、50 代

は 37.8％と働く世代の実施率が低い状況です。一方、60 代は 52％、70 代以上は 66％

と高い数値を示しており、シニア世代からは健康維持や体力づくりへの意識が高いこと

が伺えます。 

また、「スポーツを全く行っていない人」が 26.4％であり、運動やスポーツをしなか

った理由としては、「時間がない」35.0％、「特に理由はない」21.5％が高く、働く世代

が仕事と家庭の両立といった限られた時間の中で、運動に取り組むための意識をどのよ

うに高めていくかが課題と思われます。 

  今後、行ってみたい運動やスポーツについては、「ウォーキング・散歩」が 62.8％と

高く、続いて「ストレッチ・ヨガ」18.6％、「体操（ラジオ体操・健康体操など）」18.5％

となっており、このように個人の都合に合わせて気軽にできる運動が望まれる傾向に

あることが伺えます。 

このほか、子どもから高齢者まで様々な年齢層が、体力や年齢、目的に応じて複数の

スポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツクラブについて、本市では 74.6％

の方が「知らない」といった調査結果も出ております。地域におけるスポーツ拠点とし

て、また、スポーツを通じた世代間交流など地域活性化の一助として役割を担う総合型

地域スポーツクラブについて、地域の状況などを踏まえながら設立に向けた支援を行う

ことが求められています。 

図３「天草市民がスポーツや運動を行う理由」 

Ｑ 運動やスポーツ

を行うのはどのよう

な理由ですか。 

（平成 30 年 5 月「天草市民のスポーツに関するアンケート調査」天草市） 

MA 方式（単位：％） 
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《施策の方向性》 

・働く世代（20 代から 50 代）の運動実施率向上を目指します。 

・ライフスタイルに応じて、スポーツや運動に関われるスポーツ環境を整備します。 

・天草の自然を生かしたアウトドアスポーツの機会を創出します。 

・高齢者や障がい者スポーツ未実施者がスポーツや運動に目を向けやすくなる環境 

を整備します。 

〔今後４年間の重点施策〕 

・あらゆる世代がスポーツや運動に取り組む環境づくり 

・スポーツや運動を通した健康維持・増進 

・障がい者がスポーツや運動に取り組みやすい環境づくり 

〔成果指標〕 

成果指標名 単位 
基準値 

(平成 26 年度) 

現状値 

（平成 30 年度） 

目標値 

(2022 度) 

スポーツ実施率（週 1日以上） 

〔15 歳以上〕 ※1 
％ 32.2 48.7 65.0

スポーツ実施率（週 1日以上） 

〔20 歳以上〕 ※2 
％ 30.1 47.4 65.0

障がい者の運動スポーツの環境が

整備されていると思う市民の割合 
％ 14.2 14.5 40.0

注釈）※１、※２の成果指標の現状値については、市政アンケートの数値 

《今後の主な取組み》 

１．運動・スポーツを通して体力、健康、生きがいづくりの促進と機会の確保 

●市民のニーズに合った運動の場の提供 

〔スポーツ振興課、健康増進課、まちづくり支援課、体育協会〕

市民が、自分のライフスタイルや関心に応じてスポーツや運動に取り組める機会

を提供します。また、自宅で簡単に行えるストレッチや今より 10 分多く身体活動

を増やす『プラス・テン運動』など、誰もが取り組みやすい運動プラグラムを提供

しながら運動への意識を高めます。 

●職場や関係機関等と連携した運動の推進 

〔スポーツ振興課、健康増進課〕 

働く世代が運動に取り組むためには、職場などの身近な環境において運動に取り

組む機会が必要です。職場ぐるみで取り組めるスポーツイベントの実施を提案する

ほか、運動で防げるケガ対策やリフレッシュ運動(体操)などの出前講座を行いなが

ら、運動に対する機運を高めます。 

12



２．高齢者スポーツの振興 

●各地で開催される運動教室等の充実 

〔スポーツ振興課、健康増進課、高齢者支援課、福祉課、社会福祉協議会〕 

市内各地では運動教室やいき 

いきサロン、通いの場などが 

開催されています。 

このような場の情報を積極 

的に発信するとともに、無理 

なく実施できる運動遊びや体 

操などのプログラムを提案し、 

高齢者が健康維持につながる 

運動の場としての利用を推進 

します。 

３．障がい者スポーツの推進 

 ●障がい者のスポーツ機会の整備 

  〔スポーツ振興課、福祉課〕 

障がい者スポーツに対する市民の理解を深めるとともに、子どもから高齢者ま 

で誰もが気軽に参加できるスポーツ大会やスポーツ教室、レクリェーションなど 

   の開催により、障がい者のスポーツ参加を高めていきます。

   また、熊本県障がい者スポーツ大会や競技種目大会などで全国大会に参加する方

へは引き続き支援を行っていきます。 

写真３ 「健康運動教室」

図４「健康運動教室（昼間）参加者数推移」 

（平成 18～29 年度「健康運動教室参加者調べ」天草市） 

（単位：人） 
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 ●障がい者スポーツのリーダー・支えるボランティアの育成 

  〔スポーツ振興課、福祉課、社会福祉協議会、体育協会、スポーツ推進委員協議会〕 

障がいのある人がスポーツをするためには、指導者や介助するボランティアな 

どの「支える人材」が不可欠です。そこで、スポーツ推進委員や関心がある人に 

障がい者スポーツのリーダーや支えるボランティアとして知識を備えてもらうた 

めに研修会等を積極的に受講してもらい、障がい者スポーツのリーダー・ボラン 

ティアの育成を図ります。

４．気軽にスポーツに参加できる環境づくり 

 ●ニュースポーツ体験教室等の開催 

  〔スポーツ振興課、スポーツ推進委員協議会〕 

誰でも気軽に、簡単にできるニュースポーツを通して、子どもから高齢者まで 

幅広い世代で交流を図りながら、運動に親しむ習慣や意欲を養います。 

また、ニュースポーツ体験教室や用具の貸し出しを積極的に行い、市民が気軽 

に継続的に運動に取り組める支援を行います。 

●外遊びの推進 

  〔スポーツ振興課、学校教育課〕 

   子どもたちが、積極的に屋外でスポーツや運動などの遊びをする中で、体力向上

やコミュニケーション、ルール等を学び、心と体の健全な発育が促されます。市内

において、子どもたちが遊べる公園・広場や、それぞれの場所での禁止事項など屋

外で遊べる場の情報を発信し、外遊びを積極的に推進します。 
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箇
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図５「通いの場箇所数、参加者数推移」 

（平成 27 年～30 年度 「通いの場参加者数調べ」天草市） 

※Ｈ30 の値は、Ｈ31.2 現在の数値
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●モバイルを活用した運動への取組み 

  〔スポーツ振興課、情報政策課、健康増進課〕 

   近年、ウォーキングなどの運動の実施により一定の要件をクリアしたら各種サー

ビスが受けられるスマートフォンアプリを活用した取り組みが増えています。 

   本市においても、運動に参加するツールの一つとして、ゲーム感覚で市民が楽し

みながら気軽に運動に取り組めるシステムづくりを検討します。 

５．生涯スポーツリーダーの育成 

 ●スポーツ推進委員の育成 

  〔スポーツ振興課、スポーツ推進委員協議会〕 

現在、スポーツ推進委員は地域スポーツの指導やスポーツイベントなどの企画 

運営に携わり、地域スポーツの旗振り役を担っています。今後は地域スポーツの 

コーディネーターとして資質を高めるため各種研修会等への参加を奨励し、スポ 

ーツ推進委員の更なる資質向上を図ります。

 ●健康づくり推進員の育成 

  〔スポーツ振興課、健康増進課、健康づくり推進員の会〕 

   健康寿命を延ばすための生活習慣を、市民が継続して実践するための手助け役と

して、市内に 178 名（平成 30 年 4 月末現在）の健康づくり推進員が活動を行って

います。今後はサロンや高齢者の集いの場などの充実が図られる中において、運動

体操やウォーキングなどの啓発を関係部署と連携して取り組んでまいります。 

写真４ 「天草市杯ミニバレーボール大会」 
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６．天草の魅力ある自然を生かしたスポーツ活動の促進 

 ●豊かな自然を生かしたスポーツ活動の推進 

  〔スポーツ振興課、まちづくり支援課、健康増進課、観光振興課〕 

   市内各地には、登山道や海辺などをコースとして地域の魅力を活かしたウォーキ

ングイベントが数多く開催されています。また、健康づくりの観点から整備された

ウォーキングコースが各地区に存在します。これらの情報を市民に発信し、手軽に

取り組めるウォーキングを通じて健康増進につなげます。 

   また、天草の魅力である“海”を活用したマリンスポーツについて、観光と連携

したマリンスポーツ教室やイベントが体験できる環境づくりを検討します。 

７．総合型地域スポーツクラブの創設・育成 

●総合型スポーツクラブの創設 

  〔スポーツ振興課、まちづくり支援課、天草市体育協会、天草市スポーツ推進委員協議会〕

    総合型地域スポーツクラブは、子どもから高齢者、初心者からトップレベルの

競技者まで、誰もが年齢、関心、技術・技能レベルなどに応じて、複数のスポー

ツを楽しむことができます。スポーツに取り組む環境だけでなく、市民の交流の

場など地域活性化の面からも熱意と能力のある人材の発掘とモデル的なクラブの

設立に向けて支援を行います。 

写真５ 「マリンスポーツ：ＳＵＰ、シーカヤック」 
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●うしぶかイキイキクラブの育成 

  〔スポーツ振興課、うしぶかイキイキクラブ〕 

    会員が減少傾向にあるうしぶかイキイキクラブについて、小学校運動部活動の

社会体育移行に伴う受け皿組織としての役割を果たし、これまで以上にクラブの

情報発信を行いながら会員を確保し、安定した経営と魅力あるクラブ運営につな

がるよう支援を行います。 

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

一般 172 160 135 146 151 157 120 103 97 76

中学生以下 117 81 59 94 83 89 85 88 66 45

合計会員数 289 241 194 270 234 246 205 191 163 121

(単位:人)（単位：人） 表２「うしぶかイキイキクラブ会員数推移」 

（平成 20～29 年度「うしぶかイキイキクラブ会員数調べ」うしぶかイキイキクラブ） 

写真６ 「うしぶかイキイキクラブ シルバー体操」 
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３．競技・交流スポーツの振興 

《前期計画の振り返り・現状・課題》 

本市における競技力向上の推進においては、各種目協会が加盟する体育協会に対して

支援を行いながら、各種目協会の組織強化、指導者育成及びジュニア選手育成等の底辺

拡大に向けた様々な取り組みを行っています。 

全国大会などに出場する選手などに対しては、競技者の負担軽減の面から奨励金の支

援を行っており、さらに平成 28 年度からは、小中学生は県大会より上位の大会への出場

時にも支援を行うなど支援枠を拡大して取り組んでいます。 

そのような中、本市の競技力面は「熊本県民体育祭」や「郡市対抗駅伝」において、

平成 26 年度と比較すると順位が低迷しており、各種競技団体において強化方法や指導者

育成などについて取組み方法の見直しを含めた検討が求められるところです。 

また、市内では自然豊かな景観や温暖な気候を利用して、天草マラソン大会や天草宝

島国際トライアスロン大会などの大きなスポーツイベントや競技性の高いスポーツ大

会・合宿が行われています。 

このようなスポーツイベント等を通じて、多くの市民がスポーツに触れ合い交流を深

めることは、スポーツの関心が高まると同時に自らのスポーツへの参加意欲を高めるこ

とにもつながります。さらには市外から多くのスポーツ関係者（参加者、スタッフ、応

援者）を受入れることで、地域の観光振興と経済発展に良い影響を与えます。 

このようなことからも、積極的にスポーツイベントなどを誘致していくために、官民

一体となった取り組みを行っていく必要があります。 

また、これまでスポーツイベントは、多くの市民ボランティアに支えられて行われて

きました。今後もスポーツを「支える」視点から関わる人を増やし、豊かな人間性の醸

成を図っていくことが求められます。 

平成 30 年 5 月に実施した天草市民のスポーツに関するアンケート調査では、「スポー 

ツボランティアを行った成人」は 8.6％で、平成 29 年度の全国値 10.6％より 2％下回っ 

ています。 

しかし、今後のスポーツボランティアへの参加意向は、「ぜひ行いたい」と「できれば 

行いたい」をあわせると 25.5％、「わからない」が 41.1％とスポーツボランティアへの

参加を促す取り組みによっては、今後大きく変わることが期待できる結果となっていま

す。 

《施策の方向性》 

 ・体育協会及び種目協会と連携して、優れた指導者と競技者を育成し、競技力向上を目

指します。 

 ・多様なスポーツの大会やスポーツ教室の開催に対して支援を行います。 

 ・市民のスポーツへの関心を向上させるため、スポーツによる交流やボランティアとい

う「観る」「支える」分野の取り組みを推進します。 

 ・スポーツ大会やイベント、合宿誘致等によりスポーツを通じた交流を促進させ、総合

的に取り組めるスポーツコミッション活動を推進します。 
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〔今後４年間の重点施策〕 

 ・優れた指導者の育成 

  ・スポーツの大会、合宿誘致推進と受入れ体制の整備 

  ・スポーツボランティアの育成 

〔成果指標〕 

成果指標名 単位 
基準値 

（平成 26年度） 

現状値 

（平成 30年度） 

目標値 

（2022 年度） 

マラソン大会等の参加者数 人 7,673 4,110 6,300

県民体育祭の出場者数 人 396 397 440

スポーツ大会・合宿誘致者数 人 － (※1)   7,790 8,550

日本スポーツ協会公認指導者

の登録者数 
人 － 101 120

スポーツボランティアへの市

民参加の割合 
％ － 8.6 10.6

注釈）※１は H29 年度の数値

《今後の主な取組み》 

 １．各種競技大会・スポーツイベント等の開催支援 

  ●各種スポーツ大会開催への支援 

〔スポーツ振興課、体育協会、各大会実行委員会等〕 

各種目協会や実行委員会などが主催するスポーツ大会などの開催支援を行います。 

また、天草に定着していない新たなスポーツ大会やイベント等については、運営の 

ノウハウなどを含めた支援を行い、継続して開催できる大会に成長させます。 

 ２．競技力向上に向けた支援体制の充実 

  ●全国大会出場者などへの支援 

〔スポーツ振興課、体育協会〕 

    スポーツの全国大会などに出場する選手やコーチ等に対して、奨励金支給による

支援を行います。 

※小・中学生は九州大会も支給対象 

  ●熊本県民体育祭等に出場する選手への強化と支援 

〔スポーツ振興課、体育協会〕 

    熊本県民体育祭及び郡市対抗駅伝に出場する本市選手団に強化費の支援を行いま

す。また、体育協会及び各種目協会と連携して、競技力向上に向けた新たな取り組

みを検討します。 
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写真７ 熊本県民体育祭「天草市サッカーチーム」 

表４ 天草市体育協会会員数推移・各種競技大会結果一覧 

（平成 18～30年度「天草市体育協会資料」(一社）天草市体育協会） 

図 6 天草市体育協会会員数推移と各種競技大会結果一覧 

（単位：人、位） 
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  ●スポーツ指導者の育成 

〔スポーツ振興課、体育協会〕 

   優れた指導者の確保と資質の向上を図るため、市体育協会及び各種目協会と連携し 

て指導者研修会を開催します。さらに、専門性の高い指導技術を目指す者には日本ス 

ポーツ協会の公認指導者資格の取得を推進し、指導者の資質の向上に努めます。 

●ジュニア選手育成とトップアスリート支援 

〔スポーツ振興課、体育協会〕 

    体育協会及び各種目協会においてジュニア選手育成に向けたスポーツ教室などの 

   開催とトップアスリートを目指す選手への支援を行います。 

●スポーツ顕彰制度の整備 

〔スポーツ振興課、体育協会〕 

    国際大会等で優秀な成績を収めた選手や長年に渡り選手を指導する指導者等の功 

績を称え、今後の活動への励みにつなげるために、体育協会等と連携してスポーツ 

顕彰制度を整備します。 

表３「天草市内の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者登録者数」 

（平成 30年度「熊本県公認スポーツ指導者数」（財）熊本県体育協会、天草市） 

（単位：人） 

競　技　種　目 人　　数 競　技　種　目 人　　数

アシスタント マネージャー 3 グラウンド・ ゴルフ 指導員 1

ア ス レ チ ッ ク ト レ ー ナ ー 1 ボ ウ リ ン グ 指 導 員 1

ス ポ ー ツ デ ン テ ィ ス ト 1 弓 道 上 級 指 導 員 3

ジュニアスポーツ 指導員 3 弓 道 指 導 員 1

ス ポ ー ツ リ ー ダ ー 2 空 手 道 コ ー チ 2

ス ポ ー ツ 栄 養 士 1 空 手 道 上 級 指 導 員 2

エ ア ロ ビ ッ ク 指 導 員 2 空 手 道 指 導 員 4

ソ フ ト ボ ー ル コ ー チ 2 ボ ク シ ン グ コ ー チ 1

ソフトボール 上級指導員 2 水 泳 コ ー チ 1

ソ フ ト ボ ー ル 指 導 員 17 水 泳 教 師 3

ト ラ イ ア ス ロ ン 指 導 員 1 水 泳 上 級 指 導 員 1

バレーボール 上級指導員 1 水 泳 指 導 員 1

バ レ ー ボ ー ル 指 導 員 12 陸 上 競 技 コ ー チ 2

サ ッ カ ー コ ー チ 4 陸 上 競 技 指 導 員 4

サ ッ カ ー 指 導 員 13 レ ス リ ン グ 指 導 員 1

ハ ン ド ボ ー ル コ ー チ 2 スキューバダイビング 指導員 1

ハ ン ド ボ ー ル 指 導 員 5

合　　　　計 101
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 ３．スポーツツーリズムの推進 

  ●スポーツ大会、合宿の誘致 

〔スポーツ振興課、観光振興課、観光協会、体育協会〕 

豊かな自然に恵まれ一年を通して温暖な天草の気候を利用して、市外からのスポ 

ーツ大会や合宿の誘致を積極的に取り組みます。取り組むにあたり観光振興課や観 

光協会等と連携を図りながら九州管内の実業団や大学及びスポーツ関係団体へのア 

プローチと、市体育協会を通して種目協会などによる大会開催を呼びかけ、より多 

くのスポーツ大会等の誘致につなげて行きます。 

  ●スポーツコミッションの推進 

〔スポーツ振興課、観光振興課、観光協会、体育協会、民間企業〕 

スポーツ大会や合宿の誘致、運営支援などにより地域活性化につなげるため、官 

民一体となったスポーツコミッション体制づくりについて検討を開始します。その足

掛かりとして近隣のスポーツコミッション組織状況を調査し、本市に合った体制の検

討と民間企業など関連する団体に対して、スポーツコミッションの果たす役割などの

周知と理解を促します。 

 ４．スポーツボランティア活動の啓発と推進 

  ●スポーツボランティアの推進 

〔スポーツ振興課、体育協会、社会福祉協議会、民間企業〕 

マラソン大会などのスポーツイベント 

を開催するには、主催団体のほか多くの 

ボランティアスタッフの協力が必要とな 

ります。今後はスポーツボランティアの 

意義や活動について啓発を行い、研修会 

等を通じて理解を深める取組みを行って 

いきます。 

また、社会福祉協議会や民間企業など 

と連携を図りながら、天草市にあったボ 

ランティアの体制づくりを検討します。 

  ●スポーツイベントと地域の連携 
〔スポーツ振興課、まちづくり支援課、体育協会、 

地域づくり団体〕 

市内マラソン大会などにおいて参加者 

に喜んでもらい参加者を増やすために、 

天草独自のサービス提供など、地域密着 

型の大会運営を市内の地域づくり団体な 

どと連携して行い、地域住民と参加者が 

一体となる魅力ある大会につなげます。 写真８「天草マラソン大会」 
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４．スポーツ施設の充実 

《前期計画の振り返り・現状・課題》 

多くのスポーツ施設で老朽化が進んでおり、地域の拠点となる施設においては劣化状

況等を調査把握し、優先順位を定め、計画的に改修等を実施して長寿命化を図っていま

す。 

また、市有財産の利活用、整理・統廃合計画に基づき、類似する施設については、各 

地区振興会に１施設の原則に沿って、整理・統廃合を進めながら、施設の利用頻度に応 

じた自主開閉や清掃委託管理により、維持管理費の削減を図っています。 

 今後、さらに施設の老朽化が進み大規模な改修や建替え等が必要となってくることが

予想されるため、地域の利用実績を把握した上で現状の機能を維持しつつ、各地域の拠

点となる施設を中心に、安全に安心して利用できるように施設環境の整備を行わなけれ

ばなりません。 

スポーツ施設は、市民の健康・体力づくりの場としての日常的な利用はもちろん、小

学校運動部活動から社会体育への移行に伴い利用が高まることや、人口減少及び少子高

齢化の進行、依然として厳しい地域経済状況において、スポーツを通した産業や観光の

振興など、スポーツに期待される機能や役割は拡大しています。 

そのような中で、スポーツを通じて交流人口の増加や多様化するスポーツニーズに対

応するため「天草市スポーツ拠点施設整備基本計画」を平成２８年度に策定し、400ｍト

ラックの陸上競技場や多目的広場の整備など、拠点となるスポーツ施設の整備方針を定

め、効率的かつ効果的な整備を推進します。 

《施策の方向性》 

・全ての市民に配慮して、誰もが気軽に安心して利用できる施設の整備、利用環境の向 

上を目指します。 

・老朽化した施設については、劣化状況等を把握し計画的な改修等を実施して、安全に 

安心して利用できる施設環境を整えます。 

・多くの市民に対して、スポーツ情報を提供しスポーツへの関心度を高めます。 

〔今後４年間の重点施策〕 

 ・スポーツ拠点施設の整備・充実 

 ・スポーツ施設の長寿命化 

 ・スポーツ施設の利用環境の向上 

  ・スポーツ関連情報の提供 

〔成果指標〕 

成果指標名 単位 
基準値 

（平成 26年度） 

現状値 

（平成 29年度） 

目標値 

（2022 年度） 

社会体育施設の年間利用者数 人 581,030 597,400 647,600
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《今後の主な取組み》 

 １．スポーツ施設の整備と長寿命化 

  ●スポーツ拠点施設の整備 

〔スポーツ振興課〕 

市スポーツ拠点施設整備基本計画に基づき、サッカー場として利用できる４００ｍ

トラックの陸上競技場、イベントなど市民が日常的に気軽に利用ができる多目的広場

などの施設を整備・拡充して充実させることで、市民一人ひとりが日常的にスポーツ

への関心を高め、健康づくりや競技力の向上を図るとともに、利用者の利便性向上や

利用促進によるスポーツ振興と地域活性化を図ります。 

また、施設の整備にあたっては、高齢者や障がい者の方が、安全で安心して利用が

できるようにバリアフリー化等に留意し、誰もがスポーツに参加しやすい環境整備に

取り組みます。 

 ●各地域の拠点施設の長寿命化 

〔スポーツ振興課〕 

各地域の拠点となる施設は、劣化状況等を調査把握し、計画的に改修等を実施し 

て長寿命化を図り、誰もが安全に安心してスポーツに親しめるような施設整備を推 

進します。 

 ●スポーツ器具等の整備 

〔スポーツ振興課〕 

    施設で利用するスポーツ器具・用具類の整備については、利用状況や周辺施設の

整備状況などを考慮して計画的に更新・修繕を行いながら、老朽化や各競技のルー

ル改正などに対応していきます。 

写真９「本渡運動公園テニスコート」 

24



２．スポーツ施設の利用環境の向上 

  ●指定管理者制度の導入 

〔スポーツ振興課〕 

施設の設置目的や機能を損なわず、サービスの向上や経費削減が可能な指定管理者 

制度等の導入を推進します。

  ●社会体育施設と学校体育施設の利用手続きの一元化 

〔スポーツ振興課、教育総務課〕 

施設利用の申込みを行う際に、所管ごとに分かれている社会体育施設と学校体育 

施設において、利用者の利便性の向上を図るため利用手続き先の一元化を図ります。 

３．スポーツ関連情報の充実 

 ●スポーツ関連情報の収集と発信 

〔スポーツ振興課、情報政策課、秘書課〕 

   市民のニーズに対応した最新のスポーツ情報の収集に努めるとともに、これまで 

  の市情報誌等のアナログ媒体のほか、天草ケーブルテレビやみつばちラジオ、天草 

Ｗｅｂの駅を含めたＳＮＳ等の多様な媒体を活用して情報発信を行います。 
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第３章 計画実現に向けた具体的運営 

１．計画の推進体制 

本市におけるスポーツの振興を図るうえで、市民一人ひとりがスポーツを 

主体的に取り組むようになることが大前提かつ基本となります。それを踏ま 

えたうえで、個人を取り巻く社会全体で支援していくことが重要となります。 

そのためには、地域・スポーツ関係団体・行政が、それぞれの特色を生か 

しながら連携を図り、いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも容易にスポ

ーツを楽しめる環境を整備していくために、次のように本計画を推進します。 

（１）天草市スポーツ推進審議会 

市内小・中・高等学校、天草市体育協会、天草市スポーツ推進委員協議会、 

天草市社会福祉協議会、市内総合型地域スポーツクラブ、社団法人天草郡市 

医師会等の各種スポーツ関係団体の代表者並びに市関係機関の職員で構成さ 

れている天草市スポーツ推進審議会において本計画の進捗状況を把握し、必 

要な意見を天草市へ提言します。

スポーツ推進審議会 

（関係団体の代表者） 

諮問 

答申 

進捗管理 

連携 

協力 

事務局：スポーツ振興課 

市 民 

一人ひとりのスポーツへの主体的な取り組み 

計画実行 

連絡・調整 

地域・関係団体 

天草市 

スポーツ推進計画 

プロジェクトチーム 

（関係部署の担当職員） 

報告 指示 

進捗報告 

〔計画推進体制〕 
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（２）天草市スポーツ推進計画プロジェクトチーム 

本市において、関係部署との連携を図り、第２次天草市総合計画をはじめと

する他の様々な計画と調整しながら総合的かつ体系的な取り組みを推進する

ため、関係部署の担当職員で構成する天草市スポーツ推進計画推進プロジェク

トチームを設置します。これらの事務局をスポーツ振興課とし、各部署・各支

所など全庁をあげて計画を推進します。

２．計画の評価・見直し 

本計画〔改訂〕の期間である 2019(平成 31)年度から 2022 年度まで、進捗状

況の把握ができるものについては、毎年度評価を行い必要に応じて計画内容の

見直しを行います。 

また、期間の最終年度の前年にあたる 2021 年度から 2022 年度においては、 

本計画の目標の達成度を把握・評価を行い、地域情勢及び社会情勢の変化等 

も勘案して、次期計画へ反映させていきます。 

手法として、計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）を繰

り返すＰＤＣＡサイクルを用いて、継続的に計画を改善していきます。

○目標の達成度を把握 

○次期計画の策定 

○アンケート調査等の実施 

(2021年度) 

○アンケート調査等の実施 

○目標の達成度を把握 

○計画の見直し 

計画（Plan）

改善（Action）

評価・見直し（Check） 

実施（Do）

計画策定 2015年度(平成27年度)

最終年度 2022年度 

実施（Do）

評価・見直し（Check） 

中間年度 2018年度(平成30年度) 

計画〔改訂版〕スタート 
2019年度(平成31年度) 

〔計画の評価・見直し〕 
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