
３　「健康長寿のまち　なかい」

　スポーツを通じた「安心」して暮らせるまちの実現

（１）健康寿命の延伸

　※　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】

・11月に町内大会を開催しており19自治会32チーム128
人の参加があった。
・自治会によっては大会に先立ち予選会を行っている。

【基本施策①】

・町民が年齢、体力を問わず気軽にできるスポーツとして
パークゴルフを振興し、町民の健康増進を図っており、生
きがいづくりとなっている。
・自治会に対し、先行予約や利用料の減免を行い、利用
促進を図っている。

【基本施策②】

・自治会親善イベントとして町民が地域の親睦を深め地域
活性化になっている。

【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。

【基本施策①】

・幅広いライフステージに対応できるユニカールの普及推
進により、気軽にスポーツを楽しめる場や、地域の仲間と
一緒にスポーツを楽しめる機会を提供している。

【基本施策②】

・ユニカールを自治会の交流や健康普及事業に取り入れ
た活動が継続されている。

【取組概要】

・28年度の健康プラン中間評価により、ライフステージごと
の事業を整理した結果、29年度より全11事業で後期5年
間の取り組みをスタートした。そのうちスポーツに関する事
業は3つ。事業の推進にあたっては幼児期から高齢期ま
で活用できる内容として連携を図っている。

【基本施策①】

・中年期：働き盛りのウォーキングのすすめ
　ウォーキング講座の開催　7/6（土）参加11名（定員15
名）
・中年期：1日1体操！
　≪「みんなでラジオ体操」しませんか？≫の実施　体操
サポーターによる地域でのラジオ体操の定期開催
　　新規に1会場が始まり町内3会場にて隔週土曜日に開
催
　　夏休み期間には小学生延べ71名参加

【基本施策②】

・事業の推進にあたっては、プランの中で養成したボラン
ティアや既存の健康増進活動推進団体が主体となって実
施している。
　　体操サポーター：17名　・体力測定ボランティア：13名
（R1年度登録者）

【取組概要】

・いつでも利用できるよう（事業や団体予約以外）、また必
要に応じて保健師等が対応できる体制で開設。
　開設日数：226日　利用者数（延）：535人

【基本施策①】

・関連事業
　『運動教室（ステップ運動）』の開催　8/8（木）9名　11/10
（日）5名　2/4（火）5名　各回定員10名
　『骨密度測定会』の開催　8/20・2/18両日（火）測定者各
30名実施（定員各30名）
・青壮年期：おとなの体力up事業
　≪体力測定会≫
　健康づくりステーションにおいて5回/年開催
　参加人数25名
　※参加者の内、高齢期の方にフォローアップとして運動
教室を実施　8/22（木）　6名
・健康支援プログラムの活用
　4/12（金）19名、4/22（月）22名、7/4（木）49名

【基本施策②】

・地域で継続実施している転倒骨折予防体操教室での年
1回の体力測定をステーションにおいて実施（R1年度は6
自治会）してもらうなど、ステーションのPRと利用促進を
図った。

未病センター・なかい健康
づくりステーション事業

健　康　課 ① 健康的なライフスタイルの奨
励
② 地域で支え合う健康づくり

4 ・県の健康支援プログラムの活用や、既
存事業の活用・連携等により、ステーショ
ン事業の充実を図り、新規・継続利用の
きっかけとしていく。

・ステーションPR目的も含め、ステーショ
ンにて測定できる用具を町内の他の施
設に持参し、体力測定会を実施したが、
引き続き利用しやすい環境整備とPRの
ため『出前』的な手法も取り入れていく。

・日頃は身近な自治会館などで活動し
ている方が、ステーションを利用するきっ
かけとしてもらえるよう、教室を支援して
いるボランティアへ積極的にPRしてい
く。

健康プラン推進事業 健　康　課 ① 健康的なライフスタイルの奨
励
② 地域で支え合う健康づくり

4 ・33年度までのプランであるため、随時
評価見直しを実施しながら取り組みを推
進していく。

・町民の推進者に対し、活動意欲の向
上と内容の充実のため、育成と活動支
援を継続して取り組んでいく。

・ウォーキング講座では他課主催事業と
の連携や他機関のイベント等の情報収
集に努め、、講座の内容・開催時期など
考慮して進めていく。

・『1日1体操！』事業は、学童期から高
齢期の方まで幅広い町民に活用してい
ただける内容のため、引き続きサポー
ター養成、開催箇所の拡大など、町民
が取り組みやすい環境整備に努める。

自治会親善パークゴルフ
大会実施事業
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・ニュースポーツ、特にユニカールにより
町民個々の健康づくり生きがいづくりを
図る。

5① 健康的なライフスタイルの奨
励
② 地域で支え合う健康づくり

生涯学習課

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３】

　健康づくりのみならず、リフレッシュや生きがいづくりなどにも資するスポーツの推進により、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸を目指します。

① 健康的なライフスタイルの奨
励
② 地域で支え合う健康づくり

ニュースポーツ推進事業
（ユニカール等）

生涯学習課 ・大会開催による種目の普及という目的
としては充分その役割は果たしたと考え
られることから、第20回大会を迎える
2020年度をめどに、スポーツ推進委員
主管事業としては終了する。
・大会は終了するが、自治会に対する施
設の先行予約や利用料の減免制度は
所管課のまち整備課において継続実施
する。
・健康スポ・レク祭や美・緑なかいフェス
ティバルにおいて、無料開放を継続実
施するなど、引き続き利用促進を図る。
・選手の確保ができず出場できない自
治会がほぼ決まっている。



（２）生涯スポーツの展開

　※　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

4 【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。
・ノルディックウォークは、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、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。
・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。
・テニスのつどいでは、１０月に初心・初級クラス３回、１１
月に初級・中級クラス３回をコーチによるレッスンメニュー
も組み込み全６回実施（延べ89名参加）した。
・里都まちぷらっとスポーツによる、スポーツクライミング体
験会やパラスポーツ体験会の開催支援を行った。

【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ノル
ディックウォーク教室や小学生を対象としたユニカール教
室を実施した。
・湘南ベルマーレのホームタウンになり、小学生を対象に
したJリーグへの優待招待や、井ノ口小学校で小学校体育
巡回授業を受けた。

【基本施策②】

・ユニカールやノルディックウォーク教室の開催の他、体
育協会の各競技、各種目を紹介するほか、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。

【基本施策③】

・老若男女を問わず、町民誰もが親しめる種目としてユニ
カールとノルディックウォーク教室を実施した。

【基本施策④】

・障がい者を対象としては実施していないが、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教室を
実施した。
・総合型地域ＳＣ設立に向けた取り組みの一環として、パ
ラスポーツ体験会を実施した。障がい者の参加は無かっ
たが、18名の健常者がボッチャとペガーボールを体験し
た。

【取組概要】

・運動に親しむとともに、家族との絆を深める場として、子
どもから高齢者まで幅広く楽しめるレクリエーション全26種
を設け、第12回目の事業として町内外の736名が参加し、
盛況を博した。町健康課との共催事業でもあり、健康づく
りコーナーも設置し、健康づくりの意識啓発も行った。

【基本施策①】

・幼児から学齢期まで楽しめるコーナーを設置し、子ども
たちからも好評であったと考えている。

【基本施策②】

・成人が気軽に楽しめるニュースポーツやラグビーＷ杯
2019日本大会の啓発も視野に入れたチャレンジコーナー
なども設置し、大人も楽しめる内容とした。

【基本施策③】

・全般的に高齢者でも実施可能な種目を設定している
が、特に老人クラブ連合会に、高齢者も楽しめる種目とし
てペタンクの運営協力を依頼し、実施している。

【基本施策④】

・障がい者でも実施可能な種目も多いが、パラスポーツの
コーナーは屋外では実施不可だった。

【取組概要】

・健康づくりコーナーの運営
　体力測定：9～19歳：9名、20～39歳：19名、40～64歳：
30名、65歳～：39名
　血管年齢測定：96名　　肺年齢測定：115名
　食事アドバイス：74名　 大腸がんクイズラリー：113名
　フレイル（簡易）チェック：67名
　未病啓発コーナー：51名、健康ポイント付与：51名

【基本施策①】～【基本施策④】共通

・年齢や自身の状態に応じて項目が選択できる種目を用
意するなど幅広い対象に利用できる内容とし、結果をそ
の後の日常生活に活かせるような結果票やリーフレットを
用いた。

・主管課の方針に沿って、運営協力をす
る。
　実施する際は、コーナーの種目につい
て検討し、幅広い世代に対応でき、より
参加意欲が高まるものとなるよう、関係
者・関係機関と調整を図る。
　また、スポレクの参加を機に他の町事
業等の利用や個人の取り組みにつなが
るなど行動変容の動機づけや周知活動
にも努める。

① 子どもがスポーツに親しむ機
会の充実

② 成人のスポーツ活動の促進

③ 高齢者のスポーツ活動の促
進

④ 障がい者がスポーツに親し
む機会づくり

生涯学習課スポーツ教室実施事業

なかい健康スポ・レク祭 ① 子どもがスポーツに親しむ機
会の充実

② 成人のスポーツ活動の促進

③ 高齢者のスポーツ活動の促
進

④ 障がい者がスポーツに親し
む機会づくり

生涯学習課 4

なかい健康スポ・レク祭 健康課 ① 子どもがスポーツに親しむ機
会の充実

② 成人のスポーツ活動の促進

③ 高齢者のスポーツ活動の促
進

④ 障がい者がスポーツに親し
む機会づくり
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・本当にスポーツに親しむ機会等に繋
がっているのかが不明な種目（ソフト
ダーツ、輪投げ等）があり、精査する必
要がある。
・「障害者がスポーツに親しむ機会づく
り」としては、県スポーツ課の「かながわ
パラスポーツ体験会」などの制度を活用
し、パラスポーツの普及啓発も含め、種
目の中に取り入れたい。
・例年出演していた中井中学校吹奏楽
部については、開催時期とテスト期間が
重なり、出演者や練習時間の確保等が
難しいことから、Ｒ２年度から当面出演し
ないこととなった。
・飲食の出店が少なかったとの意見も
あったため、協力団体に出店するキッチ
ンカーの増設を要望する等して、参加者
の満足度の向上を図る。

　子どもから高齢者、障がい者など、それぞれのライフステージや生活環境のなかでスポーツを楽しむことで明るく楽しい生涯スポーツの展開を目指します。

・年代別でターゲットを絞っての教室開
催はなく、ユニカールは広く世代間交流
ができる種目として提供をしている。
ニーズを見極めて、年代別の教室の提
供を検討する。
・中井町における総合型地域スポーツク
ラブ設立の動向と、既存の町民の自主
事業を支援する。


