
２　「快適なまち　なかい」

　スポーツを通じた「快適」な暮らしの実現

（１）スポーツを通じた仲間づくりの促進

　スポーツを通じて交流が進むなかで、仲間の輪が広がり、ともに喜び支え合うまちづくりを目指します。

　※　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】

・自治会へ対し運営助成金を交付しているが、その中に
地域活動支援助成金があり、地域での生涯学習活動や
スポーツ推進のために活用いただいている。また、あわ
せて備品貸出制度により、町の保有する備品等を貸し
出すなど、活動を支援している。

【基本施策①】

・自治会自体が世代間交流の場であるため、自治会主
催のスポーツイベント等を実施することが世代間交流に
つながっている。

【基本施策②】

・事業の趣旨が自治会活動支援であり、スポーツ活動
団体等への支援ではないため、成果等を上げることは
難しい。

【基本施策③】

・自治会間交流または各種団体との交流は、自治会の
自主性に任せている。しかしながらまちづくり活動補助
制度により、自治会の新規事業への助成は制度として
構築している。

【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。
・自治会親善大会のユニカール大会やパークゴルフ大
会では、参加対象を小学４年生以上とし、世代間交流
が図れる体制としている。

【基本施策①】

・老若男女を問わず、町民誰もが親しめる種目としてユ
ニカールを普及し、世代間交流を図った。
・町パークゴルフ協会では、年２回中学生への指導など
交流を行っている。
・毎年実施している体育協会と中学生との交流会では、
ニュースポーツも取り入れ、交流を図っている。

【基本施策②】

・自治会内のスポーツ推進役として、地域活動振興員
に、ユニカールの普及や、町のニュースポーツ用品の
貸出制度の案内を行い、利用促進を図っている。
・ユニカールではスポーツ推進委員の普及活動により、
一般町民の指導者の育成につながった。

【基本施策③】

・交流促進ではないが、ユニカールでは、町子連事業
にスポーツ推進委員が指導協力するなど、連携を図っ
ている。

【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】

・中高年の参加が中心であり、世代間交流はあまり図れ
なかった。

【基本施策②】

・平成29年度よりなかい里都まちCAFEスタッフの対応
によりポールの無料貸出を開始（令和元年度からは子
供用も設置）。令和元年度は述べ24件（H30：26件、
H29：35件）の貸し出しがあった。
・スポーツ推進委員の教室への参加を促すとともに、町
イベントで体験コーナーの指導を担っていただくなど、
指導者育成に努めた。
・公認指導員資格取得を支援し、7名の有資格者を得る
ことができた。

【基本施策③】

自治会活動支援事業 地域防災課 ① スポーツによる世代間交流
の促進

② スポーツ活動団体や担い手
の育成

③ 様々な団体との交流の促進

4 ・引き続き自治会運営助成金を交付し、
自治会活動を資金面で支援すると同時
に、備品貸出制度やまちづくり活動支援
補助制度の活用を推進していく。
少子高齢化や人口減少に伴う自治会加
入率の低下や、地域活動の停滞などが
課題としてあげられるため、今年度も自
治会役員を対象とした研修会を予定し
ている。

生涯学習課

① スポーツによる世代間交流
の促進

② スポーツ活動団体や担い手
の育成

③ 様々な団体との交流の促進

・ユニカールのほか広く複数のニュース
ポーツができる環境整備に取り組み、交
流や指導者育成を継続する。
・自治会親善大会では、参加対象を小
学４年生以上としているが、これまで参
加実績はないことから、ユニカール大会
ではオープン参加（令和元年度は1件事
例有）を認めるなど、小学生も参加しや
すい体制づくりを検討する。

里都まちなかいノルディッ
クウォーク

4

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２】
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・今後もイベントや教室を継続実施し、
参加者同士によるサークル化が進むよう
な企画とするとともに、その活動に対し
支援して行く。
・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。

① スポーツによる世代間交流
の促進

② スポーツ活動団体や担い手
の育成

③ 様々な団体との交流の促進

ニュースポーツ推進事業
（ユニカール等）

生涯学習課



・なかい里都まちCAFEと連携し、普及と利用者、愛好
者の増加を図った。

【取組概要】

・まちづくりパートナー制度を運用し、町や地域で行わ
れる事業において、人的支援の申請があったものに、
登録者との橋渡しを実施している。

【基本施策①】

・町のスポーツイベントや団体での活用など、機会は多
くはないが世代間交流は図れているのではないかと考
える。

【基本施策②】

・制度には指導員としての登録もあるが、活用実績がな
いのが現状である。

【基本施策③】

・イベントには様々な世代が参加しているため、一定の
交流の促進が実現できた。

（２）「いつでも　どこでも　だれでも」できるスポーツの展開

　※　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】

・里都まちスポーツプロジェクト部会においてスポーツイ
ベントの開催による交流人口の増加に取り組んでいる。

【基本施策①】

・ベルマーレのチケット優待制度ではスポーツを応援す
る機会の創出になった。

【基本施策②】

・町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで生涯学習活動を行っているサークル・
団体の情報を紹介している。
・年2回体育協会発行の情報誌の配布支援を行ってい
る。

【基本施策③】

・里都まちなかいﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸでは、中央公園や里山
風景、といった地域資源、自然環境を活かした。
・なかい里都まちCAFEにポールの無料貸出を平成29
年度より継続して実施している。
・ノルディック・ウォークやユニカール等の教室を継続し
て実施している。

【基本施策④】

・総合型地域スポーツクラブの準備組織となる、「里都ま
ちぷらっとスポーツ」が町民の中で結成され、月１回程
度の定例会、クライミングイベント、パラスポーツ体験会
を実施した。準備委員会設立にはまだ至っていない。

【取組概要】

・これまで開催していた勉強会に定期的に参加していた
メンバーで「里都まちぷらっとスポーツ」が組織され、総
合型地域ＳＣ設立に向けた準備組織が初めて設立され
た。

【基本施策①】

・初めてクライミングイベント、パラスポーツ体験会を実
施し、これまで経験したことのない種目を採用することで
これまで町のスポーツ行事に関心のなかった町民へも
スポーツに親しむ機会を創出できた。

【基本施策②】

・町広報に、里都まちぷらっとスポーツの取り組みや、総
合型地域スポーツクラブについての記事を掲載した。。
・SNS等を活用し、里都まちぷらっとスポーツの活動を紹
介した。

【基本施策③】

・里都まちぷらっとスポーツにより、各スポーツイベント等
で参加者にアンケートを取り、どんなスポーツ環境が望
まれているかの把握を行った。

【基本施策④】

・里都まちぷらっとスポーツに会議室の提供や、イベント
開催等、自立した組織に向けた支援を行った。

生涯学習課総合型地域スポーツクラ
ブ設立事業

4 ・まちづくりパートナー制度の登録者の
高齢化、制度活用事業が少ないなど課
題が多いが、今年度は若い方にも登録
をお願いするなど人材の充実に努める。

まちづくりパートナー制度 地域防災課 ① スポーツによる世代間交流
の促進

② スポーツ活動団体や担い手
の育成

③ 様々な団体との交流の促進

4

・総合型地域スポーツクラブの準備組織
となる里都まちぷらっとスポーツが町民
の中で組織され、どのようなクラブ、ス
ポーツ環境が町民に望まれているか定
例会やイベントを通して検討を続けてい
る状態となっている。今後も里都まちぷ
らっとスポーツの活動を支援し、中井町
に合った総合型地域スポーツクラブの
設立を目指していく。

4① スポーツに親しむ機会の創
出

② 情報受発信と共有の強化

③ 気軽にスポーツができる場
所の充実

④ 総合型地域スポーツクラブ
の創設

生涯学習課

① スポーツに親しむ機会の創
出

② 情報受発信と共有の強化

③ 気軽にスポーツができる場
所の充実

④ 総合型地域スポーツクラブ
の創設

生涯学習課里都まちスポーツのまち
事業

里都まちなかいノルディッ
クウォーク

4

　子どもから高齢者までが「いつでも　どこでも　だれでも」スポーツに親しむことで、快適に暮らすことができる環境づくりを目指します。

・競技スポーツの誘致、町内施設の有効
活用については取り組みに至っていな
い。
・古い情報やSNSの活用不足といった、
情報受発信ができていない事業もある
ので、強化・充実につとめる。
・総合型地域スポーツクラブの創設に向
け、現在町内で唯一の準備組織である
「里都まちぷらっとスポーツ」の自主的な
運営に向けて支援を行っていく。

・今後もイベントや教室を継続実施し、
参加者同士によるサークル化が進むよう
な企画とするとともに、その活動に対し
支援して行く。
・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。

① スポーツによる世代間交流
の促進

② スポーツ活動団体や担い手
の育成

③ 様々な団体との交流の促進


