
１「元気なまち　なかい」

　スポーツを通じた「活力」あるまちの実現

（１）豊かな自然環境を生かしたスポーツの展開

　本町が有する豊かな自然を生かし、中井町らしい健康で爽やかなスポーツの展開を目指します。

　※　自己評価基準：５＝事業実施・十分達成　４＝事業実施・おおむね達成　３＝事業実施だが不十分　２＝未着手だが検討開始　１＝未着手・未検討

主　　な　　事　　業 担当課 基本施策 自己評価 Ｒ１年度取組状況・成果 今後の取組方針・課題 備　　考

【取組概要】

・町民に限らず参加出来る「なかい健康スポレク祭」「健
康マラソン大会（コロナ中止）」「ノルディック・ウォーク
（後期コロナ中止）」「テニスのつどい」、新規イベントとし
て「ファミリースポーツデイ」を、町の豊かな自然あふれ
る施設・コースで企画・実施し、新型コロナウイルス感染
症の影響で中止とした事業もあるが、まち・ひと・しごと
創生総合戦略に掲げるスポーツイベントの参加者数評
価指標値1,500人を上回る参加（延べ1,896人）を得るこ
とができた。
・地場産業と連携した取り組みでは、昨年度に続き「健
康スポレク祭」ではレインボーマーケット、「ファミリース
ポーツデイ」では町及び指定管理者主催のマルシェを
同時開催することができた。

【基本施策①】

・ノルディックウォークイベントでは、自然に囲まれた町
の魅力ある会場・コースを設定し実施した。

【基本施策②】

・マルシェ、里都まちカフェ、地元団体とも連携し、地場
産業を活用した事業が実施できた。

【取組概要】

・3/1（日）中央公園とその周辺道路をコースとして、ファ
ミリーの部、個人の部に284人（町外から76人）の申込み
があった。当日は新型コロナウイルスの影響で中止と
なったが、ここ数年の申込者数は高水準で推移してい
る。

【基本施策①】

・里山風景の中、富士山も眺望できるコース設定となっ
ており、町外からの参加者も多い。

【基本施策②】

・社会教育委員の協力によるお汁粉の配布や町商工振
興会主催の里山なかい市などを同時開催予定であった
が、新型コロナウイルスの影響で中止となった。

【取組概要】

・6月2日(日)なかい健康スポ・レク祭及び10月20日（日）
美・緑なかいフェスティバル内でスポーツ推進委員によ
る教室を開催（6/2：12名、10/20：22名参加）
　また、新規購入した子供用ポールを活用し、子供向け
の指導も行った。
・9月27日・10月4日・11日（いずれも（金））に教室を実
施。（延べ20名参加・町外2名）
・3月4日・11日・18日（いずれも（水））に教室を企画し、
延べ56名の申込をいただいたが、新型コロナウイルスの
影響で中止となってしまった。
・10月26日（日）イベントとして町内約8㎞＆3㎞の２コー
スを設定しウォーキングした。（19名参加町外8名）
・種目の推進を図るため公認指導員講習会を実施し、7
名が公認指導員資格を取得した。

【基本施策①】

・イベントでは里山風景の中、富士山も眺望できるコー
スを設定し、好天にも恵まれ、すがすがしいウォーキン
グとなった。

【基本施策②】

・なかい里都まちCAFEと連携し、教室の会場やスター
ト・ゴール地点にカフェを設定することで、店内の特産
品を見てもらう機会づくり、また参加賞として特産品の配
布等を行い町のPRにもつながった。

【取組概要】

・キッズサイクルフェスティバルの後継イベントとして、新
規にファミリースポーツデイを実施した。
・中央公園指定管理者に一部運営を委託するとともに、
同時開催としてシネマ＆マルシェ、商工振興会による里
山なかい市も実施し、民間団体との連携を図ることがで
きた。
・町主催のマルシェも同時開催し、多くの来場者に町の
特産品を紹介できた。
・町内外から約1,000人の来場者で賑わいの創出ができ
た。

【基本施策①】

・自然に囲まれた本町の貴重なスポーツ資源である中
央公園を活用し、来街者に対し本町の魅力をPRするこ
とができた。

【基本施策②】

・町の特産品などを販売する「マルシェ」や「里山なかい
市」を同時開催するとともに、参加賞として町の特産品
をプレゼントしPRすることができた。

生涯学習課 ① 里山などを生かしたスポーツ
の推進

② 地場産業などと連携したス
ポーツの推進

5 ・今後も継続実施して行く。
・町道を利用する種目（3,000m、
5,000m）は、警察の道路規制も踏まえ
コース設定が必要となる。
・約20年間に渡り蒸しパンケーキやお汁
粉の提供に協力をいただいていた食生
活改善推進協議会が、高齢化等を理由
に今回から協力を辞退された。
　今後は今回の計画同様、商工振興会
等との連携を継続できるように調整を進
める。

中井町スポーツ推進計画に係る「令和元年度実施状況調査票」【基本目標１】

里都まちなかいキッズサ
イクルフェスティバル

生涯学習課 ① 里山などを生かしたスポーツ
の推進

② 地場産業などと連携したス
ポーツの推進

① 里山などを生かしたスポーツ
の推進

② 地場産業などと連携したス
ポーツの推進

里都まちなかいノルディッ
クウォーク

・今後も継続実施することで、里山の魅
力を感じてもらいながら、参加者同士に
よる自主的な活動や団体づくりが進むよ
うな企画とするとともに、その活動に対
し、講習受講の支援等を実施して行く。
・なかい里都まちCAFEを拠点としたコー
ス設定が望ましいが、長距離とならない
コース設定が難しい。また、リピーターが
飽きないコース設定を検討する。
・イベント、教室の開催時期が離れてし
まい、事業が単発で終わってしまわない
よう、開催時期に連動性を持たせるな
ど、注意する必要がある。
・7名の公認指導員の活用と資質向上を
進める必要がある。
・町で保有しているポール（一般用10組
×子供用10組）の利用促進を図る。

4

4

里都まちスポーツ交流人
口増加事業

生涯学習課

・民間主導による継続性のあるイベント
になるよう調整を進める。

4

健康マラソン大会

生涯学習課 ① 里山などを生かしたスポーツ
の推進

② 地場産業などと連携したス
ポーツの推進

・既存イベントについては、随時内容の
見直しを検討し、計画に沿った事業展
開を図る。
・新規事業として実施した「ファミリース
ポーツデイ」は、将来的に民営化できる
体制づくりに努める。
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（２）スポーツを通じたまちの活性化

　スポーツ推進を通じて、交流が進むなど、まちづくりに貢献し、まちの活性化に寄与することを目指します。

　※　自己評価基準：５＝事業実施・十分達成　４＝事業実施・おおむね達成　３＝事業実施だが不十分　２＝未着手だが検討開始　１＝未着手・未検討

主　　な　　事　　業 担当課 基本施策 自己評価 Ｒ１年度取組状況・成果 今後の取組方針・課題 備　　考

【取組概要】

・「なかい健康スポレク祭」「健康マラソン大会（コロナ中
止）」「ノルディック・ウォーク（後期コロナ中止）」「テニス
のつどい」「ファミリースポーツデイ」などのスポーツイベ
ントにおいて、他のイベントとの同時開催、各種団体と
の連携によるイベント運営を行うとともに、民間宿泊施設
と連携した町スポーツ施設の活用など、スポーツを通じ
た町の活性化を図った。

【基本施策①】

・各種イベントにおいて町の特産品を配布・PRするな
ど、町のイメージアップを図った。
・近隣民間宿泊施設と連携し、町外のスポーツ団体の
合宿に伴うグラウンド利用を支援している。

【基本施策②】

・本施策の趣旨に合致する、産業の活性化につながる
取組は実施できていない。

【基本施策③】

・体育協会主催の足柄上郡総合体育大会や足柄上地
区一周駅伝では、行政が輪番制で事務局対応を担うな
ど、自治体間交流の促進を支援している。

【取組概要】

・町民に限らず参加出来る「なかい健康スポレク祭」「健
康マラソン大会（コロナ中止）」「ノルディック・ウォーク
（後期コロナ中止）」「テニスのつどい」、新規イベントとし
て「ファミリースポーツデイ」を、町の豊かな自然あふれ
る施設・コースで企画・実施し、新型コロナウイルス感染
症の影響で中止とした事業もあるが、まち・ひと・しごと
創生総合戦略に掲げるスポーツイベントの参加者数評
価指標値1,500人を上回る参加（延べ1,896人）を得るこ
とができた。
・地場産業と連携した取り組みでは、昨年度に続き「健
康スポレク祭」ではレインボーマーケット、「ファミリース
ポーツデイ」では町及び指定管理者主催のマルシェを
同時開催することができた。

【基本施策①】

・「なかい健康スポ・レク祭」「ファミリースポーツデイ」で
は、集客力の向上を目的に、マルシェ団体と連携し同
時開催とするなど、イベント連携による来街者の増加を
図った。
・近隣民間宿泊施設と連携し、町外のスポーツ団体の
合宿に伴うグラウンド利用を支援している。

【基本施策②】

・レインボーマーケット、各種マルシェ、里都まちカフェ、
地元団体とも連携しイベントを同時開催するなど、産業
の活性化を図った。

【基本施策③】

・体育協会主催の足柄上郡総合体育大会や足柄上地
区一周駅伝では、行政が輪番制で事務局対応を担うな
ど、自治体間交流の支援を行うとともに交流人口の増加
を図った。

【取組概要】

・体育協会主催の大会で、ソフトボール・ソフトテニス・野
球・サッカー・陸上・バスケット・バドミントン・卓球・柔道・
剣道・バレーボールの11種目に、町民で編成したチー
ムの出場支援をしている。

【基本施策①】

・陸上競技、野球については例年中井中央公園を利用
しており、町外からの集客と施設のＰＲになっている。

【基本施策②】

・陸上、野球は、例年中井中央公園を利用しており、町
外からの集客と施設のＰＲになっているが、産業の活性
化にはつながっていない。

【基本施策③】

・中井町からは８種目計102名の選手が参加した。
・また郡総体の他にも、南足柄を含む1市5町で開催し
ている足柄上地区一周駅伝に、中井町からは1チーム9
名の選手と多くのスタッフが大会に参加した。

里都まちスポーツプチ
ツーリズム事業

生涯学習課 ① スポーツを通じた魅力づくり
の促進

② スポーツを通じた産業の活
性化

③ スポーツを通じた自治体間
交流の促進

4 ・今後も来街者の増加を図るため、町内
外に各種スポーツイベント情報を発信す
るとともに、魅力あるイベント企画、各種
団体との連携を推進する。
・湘南ベルマーレのホームタウン活動を
活用し、スポーツを通じた産業の活性化
施策を検討する。
・中井中央公園は、町外から多くの個
人・団体がスポーツ活動に訪れるなど、
貴重な資源であることから、この資源を
十分に活用した取組を検討する必要が
ある。

里都まちスポーツ交流人
口増加事業

生涯学習課 ① スポーツを通じた魅力づくり
の促進

② スポーツを通じた産業の活
性化

③ スポーツを通じた自治体間
交流の促進

4

足柄上郡総合体育大会 生涯学習課 ① スポーツを通じた魅力づくり
の促進

② スポーツを通じた産業の活
性化

③ スポーツを通じた自治体間
交流の促進

4 ・引き続き体育協会の社会体育振興事
業の支援を行う。
・産業の活性化につながる支援には
至っていない。

・既存イベントについては、随時内容の
見直しを検討し、計画に沿った事業展
開を図る。
・「里都まち♡なかいファミリースポーツデ
イ」については、将来的に民営化できる
ように調整を進める。
・湘南ベルマーレのホームタウン活動を
活用し、スポーツを通じた産業の活性化
施策を検討する。
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【取組概要】

・町で普及を推進しているニュースポーツのユニカール
について、町主催スポーツ推進委員の指導により６月の
町内大会前に4回教室（延べ70名参加）を開催。
・小学生向けのユニカール教室を10月27日（日）なか
いっ子全員集合と、12月14日（土）一市四町一村青少
年交流キャンプにおいて実施。

【基本施策①】

・ユニカールを自治会の交流や健康普及事業に取り入
れる自治会の自主的な取り組みや、大会への小学生の
オープン参加が見られるなど、普及の効果が現れてい
る。
・体育協会と中学生との交流会では、ニュースポーツの
紹介も行っており、多世代間交流だけでなく、スポーツ
の魅力づくりの促進を図っている。

【基本施策②】

・本施策の趣旨に合致する、産業の活性化につながる
取組は実施できていない。

【基本施策③】

・交流促進ではないが、町内事業開催時には、近隣市
町と物品の相互貸し借りを行うなど、連携を図っている。

・引き続きスポーツ推進委員と連携して
社会体育の振興に取り組む。
・ユニカールについては、小学生向けに
も教室を実施しており、ジュニア用のス
トーンの購入も検討する。

ニュースポーツ推進事業
（ユニカール等）

生涯学習課 ① スポーツを通じた魅力づくり
の促進

② スポーツを通じた産業の活
性化

③ スポーツを通じた自治体間
交流の促進

4
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