■ 第２章 計画の基本的な考え方

第２章

計画の基本的な考え方

１．スポーツ推進の基本理念
(１)「だれでも」スポーツに親しめるように
子ど もか ら高 齢者ま で年齢 を問 わず 、男女の 性別も 問わ ず 、また、障 がいの 有無
に関わ らず、 誰で もス ポーツ に親し むこ とが できる 環境を つく りま す 。

(２)「いつでも」スポーツに親しめるよう に
多様 化す る社 会情勢 の 中で 、市民 が そのラ イフス タイ ルに 応じて、いつ でもス ポ
ーツに 親しむ こと がで きる環 境をつ くり ます 。

(３)「どこでも」スポーツに親しめるように
市民 が施 設を 利用し やすい 環境 をつ くりま す。ま た、家 庭 やその 周辺で 行え る よ
う場所 を選ば ない スポ ーツの 推進に 努め ます 。

(４)「いつまでも 」スポーツに親しめるように
生涯 を通 じて スポー ツに親 しむ こと は、健康 で充 実した 活 力ある 人生を 送る ため
の非常 に重要 な手 段の ひとつ です。その ため、市民 が その年 代に 応じ スポー ツに親
しむこ とがで きる 環境 をつく ります 。

また、本計 画 では、市 民一人 ひと り から、地 域づく りや ま ちづく りまで 視野 を広
げ、「 だれで も、い つ でも、どこで も、いつ までも 親しめ る生 涯ス ポーツ 環境の 創
造」を スポー ツの 推進 を図る ための 基本 目標 として 掲げま す 。
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本市の スポー ツの 現状 と課題 を踏ま え、 本計 画の施 策を展 開し ます 。
下図は 、基本 的な 考え 方です 。
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２．スポーツ推進の方針
本計 画で は「 健康ス ポーツ の推 進」と「競 技ス ポーツ の推 進」を 両輪 として 、そ
の土台 となる「 スポ ー ツ環境 の整備」とと も に、これ ら の 3 つを ス ポーツ 推進戦略
として 定めま す。

スポーツ推進戦略と施策 の関係
【戦略】

《 施

策 》

【戦略 1：健 康スポ ー ツの推 進 】
市民

施策 1.地域に おけ るス ポーツ の推進

健康・ 活力

施策 2.冬季ス ポー ツの 振興
【戦略 2：競 技スポ ー ツの推 進 】

健康
スポー ツの
推進

競技
スポー ツの
推進

（拡大 ）

（拡大 ）

施策 3.競技ス ポー ツの 環境づ くり
施策 4.スポー ツ合 宿の 推進
【戦略 3：ス ポーツ 環 境の整 備 】
施策 5.スポー ツ施 設の 充実
施策 6.スポー ツの まち づくり

スポー ツ環境 の整 備

施策 7.それぞ れの 役割

(充実)

また 、第 1 章 の背景 などを 踏ま えつ つ、次 に示す スポ ーツ 推進の 方策に 基づ き、
スポー ツ推進 施策 を展 開しま す 。

(１)ライフステージ別スポーツの推進
地域 にお ける スポー ツの活 性化 に向 け、幼 児期 、学齢 期、青年・成年 期、高 齢期
といっ たライ フス テー ジ別に 推進施 策を 展開 します 。

(２)スポーツを軸とした交流人口 の拡大 とまちづくりとの連動
市内 出身 のプ ロスポ ーツ 選 手や 大会・合宿で 本市 を訪れ る トップ アスリ ート（ チ
ーム）と市民 交流 の活 性化や スポー ツ情 報の 発信強 化など を通 じて 、スポ ーツに よ
るまち づくり の推 進施 策を展 開しま す 。

(３)役割分担の明確化
本計 画に 掲げ た各施 策の推 進は 、行 政 のみな らず市 民を はじ め、大学 、医 療機関 、
スポー ツ団体 、民間 企業 など多 様な主 体の 協働 があっ て 初め て実 現で きるも のです 。
これら の関係 機関 や団 体の役 割分担 のも と、協働・連携 を進 め ると ともに 、ネ ッ
トワー クの形 成に 努め 、本市 のスポ ーツ を推 進しま す。
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３．達成目標の目安（数値目標）
達成目標（１）多くの市民がスポーツに日常的に取り組んでい ます。
◆指標： スポーツ実施率 ＝ 週 2 回以上(30 分/日)スポーツを実施する市民の割合
（対象者の設定は、 30〜50 歳 代の市 民と しま す。 ）

平成 34 年度：30％以上

平成 28 年度：20.8％

※現況 値は H28 健康に 関する 意識 アン ケート より（ 「資 料編 」P31～ 38 を 参照）
※目標 値は 第 3 期北見 市健康 増進 計画 より

【指標及び目標値の考え方】
国は第 2 期ス ポーツ 基本計 画に おい て、成 人のス ポー ツ実 施率を週 1 回 以上 が
65％程 度、週 3 回以上 が 30％程 度と なるこ と を目標 として いま す。 また、 北海道
は第 2 期 スポー ツ推 進 計画に おいて 、平 成 34 年度の スポー ツ実 施率 を週 1 回 以上
で 65％ 程度と なる こと を目標 として いま す。
本計 画で はこ のよう な状況 及び 北見 市内の 現状を 踏ま え、第 3 期 北見市 健康 増進
計画で の「30〜 50 歳 代 の市民 が 1 日 30 分 以上 の運動 を週 2 回以 上す る割合」を「ス
ポーツ 実施率 」とし て設 定し、平 成 34 年 度に 30％以上 になる こと を 目 標とし ます。

【関連施策】
◯活動 プロ グラ ムの充 実
◯コミ ュニ ティ スポー ツの推 進
◯冬季 スポ ーツ の推進
◯スポ ーツ 団体 の支援
◯スポ ーツ 施設 の整備
◯スポ ーツ 情報 の充実
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達成目標（２ ）多くの スポーツ指導者が活躍 しています。
◆指標： 登録指導者数 ＝ スポーツリーダーバンク登録者の数

平成 32 年度：130 人以上

平成 28 年度 ：118 人

【指標及び目標値の考え方】
スポ ーツ 指導 者養成 補助制 度 *と スポ ーツリ ーダー バン ク *事 業を柱 として 、補助
制度の 積極的 な活 用を 市民に 周知し 、毎 年、5 人程度 の指導 者を 養成 し てス ポーツ
リーダ ーバン ク*へ の登 録を促 進する とと もに 、活動 機会を 拡充 し ま す。

【関連施策】
◯指導 者の 養成 ・確保 、派遣

達成目標（３ ）多くの トップアスリート（チーム）が強化合宿を行 っています。
◆指標： スポーツ合宿受け入れ実績 ＝ スポーツ合宿 の種目数・チーム数・人数

平成 28 年度 ：12 種目

平成 32 年度：15 種目以上

平成 28 年度 ：180 ﾁｰﾑ

平成 32 年度：190 ﾁｰﾑ以上

平成 28 年度 ：4,052 人

平成 32 年度：5,000 人以上

【指標及び目標値の考え方】
多種 目・通 年 化をキ ーワー ドに「 ス ポーツ 合宿の 里き たみ 」として 市民一 体型の
事業を 展開し 、取 り組 み 全体 を発展 させ るよ う受け 入れ体 制を 充実 し ます 。

【関連施策】
◯スポ ーツ 合宿 の推進
◯スポ ーツ 大会 ・イベ ントの 誘致 と ス ポーツ ツーリ ズム *の推 進
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