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１. 計画の基本的な考え方
❶計画策定の趣旨

　平成23年８月、国はスポーツ立国の実現を目指し、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）を施行し、平成27年10月には、スポーツ
に関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁が設置されました。
　その後、平成29年３月には、スポーツ基本法の理念の実現に向け、国、地方公共団体、スポーツ
団体等が一体となって施策を推進していくため、「第２期スポーツ基本計画」が策定されました。こ
の計画では、中長期的なスポーツ政策の基本方針として、「スポーツで『人生』が変わる！」、「スポー
ツで『社会』を変える！」、「スポーツで『世界』とつながる！」、「スポーツで『未来』を創る！」が掲
げられ、「一億総スポーツ社会」の実現に向けて取り組むこととされています。これに従い、地方公
共団体においても、住民やスポーツ団体等のスポーツ活動を支援するとともに、スポーツを通じた健
康増進、共生社会の実現や経済・地域の活性化など、スポーツを通じた活力ある社会づくりと一体
となって取り組むことが期待されています。
　こうした動向を踏まえ、「三豊市スポーツ推進計画」では、三豊市第２次総合計画に掲げる「One 
MITOYO（ワンみとよ）～心つながる豊かさ実感都市～」の実現を目指し、本市がスポーツ施策を
総合的・計画的に推進するための基本的な方向を示すものです。

❷計画の位置づけ
　本計画は、スポーツ基本法第10条第１項に基づく、「地方スポーツ推進計画」に当たり、本市の
最上位計画である三豊市第２次総合計画に掲げる施策（「スポーツの振興」、「スポーツ施設の充実」、

「アスリートの育成支援」）を実現するための分野別計画として位置づけるものです。

❸計画期間
　本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年とします。
　ただし、計画を推進する過程において、社会情勢・経済状況などの環境の変化等により、適宜、
必要な見直しを行います。

❹スポーツの定義
　本計画において、「運動・スポーツ」とは、勝敗や記録を競う、いわゆる「競技スポーツ」だけで
はなく、健康のためや趣味として行うスポーツ、軽い運動や体操、あるいは自然に親しむ野外活動や
レクリエーションなどに至るまですべての活動を幅広く捉えます。
　健康のために散歩やラジオ体操をするなど、健康を意識して体を動かすものであれば、すべて「運
動・スポーツ」と定義しています。
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２. 計画の基本方針
　三豊市第２次総合計画に掲げる施策（「スポーツの振興」、「スポーツ施設の充実」、「アスリートの育成
支援」）を推進するため、３つの基本方針を定めるとともに、これに基づく主要施策を展開していきます。

❶各世代でのスポーツの推進
　スポーツとの様々なかかわりの中で、自分自身がスポーツを「する」ことは、健康・体力を維持・
増進するうえで、大切な行動であるとともに、年齢、性別、障がいの有無などにかかわらず、すべて
の人がスポーツ活動に親しめる環境づくりはスポーツ参画人口の拡大には不可欠です。
　また、多世代が参加できる魅力ある地域スポーツイベントを開催することで、多くの人がスポーツ
に親しみ、運動・スポーツを通じた健康づくり、健康寿命の延伸に取り組みます。

❷スポーツを通じた交流の促進と地域活性化
　スポーツを身近に「みる」ことで、幅広い世代がスポーツの楽しさや感動を感じ、興味・関心を持
つことは、スポーツの裾野を広げることにつながり、市民の参加意欲の向上にもつながることが期待
されます。
　また、スポーツは、コミュニティの活性化に有効な手段であることから、世代、地域を超えたス
ポーツ交流を促すとともに、地域密着型トップスポーツチームを応援・支援することにより、スポー
ツを「する」、「みる」、「ささえる」環境づくりに取り組み、スポーツ参画人口の拡大を目指します。

❸スポーツ推進体制の充実
　スポーツを継続的かつ効果的に実践するには、それを「ささえる」体制、すなわち、市内のスポー
ツ活動団体の充実やスポーツ指導者の育成等を通じて、幼少期から成人まで、切れ目ないスポーツ
活動を支える環境づくりが必要です。
　また、スポーツ施設の計画的な維持管理や改修など、スポーツ環境の充実にも取り組んでいきま
す。
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３. 三豊市スポーツ推進計画の体系

三豊市第２次総合計画に掲げる施策
「スポーツの振興」、「スポーツ施設の充実」、「アスリートの育成支援」

主要施策

基本方針１ 各世代でのスポーツの推進

【主要施策❶】学校体育の充実

【主要施策❷】社会体育の充実

【主要施策❸】市民スポーツの推進

【主要施策❹】高齢者スポーツの推進

【主要施策❺】障がい者スポーツの推進

【主要施策❻】ニュースポーツ等の推進

基本方針２ スポーツを通じた交流の促進と地域活性化

【主要施策❶】スポーツ人口の拡大

【主要施策❷】スポーツイベントの充実に向けた支援

【主要施策❸】トップアスリートの育成体制の整備

【主要施策❹】スポーツ情報の充実

【主要施策❺】地域密着型トップスポーツチームを活用した地域活性化

【主要施策❻】地域資源を生かしたスポーツツーリズムの促進

基本方針３ スポーツ推進体制の充実

【主要施策❶】スポーツ団体への支援

【主要施策❷】激励会・表彰制度等の充実

【主要施策❸】スポーツ指導者の育成・確保

【主要施策❹】スポーツ施設の計画的な維持管理と利用促進

【主要施策❺】学校施設開放の推進
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４. 主要施策の展開
基本方針１ 各世代でのスポーツの推進

❶学校体育の充実
 → 外部指導員の積極的活用
 → 子どもたちの体力増進やスポーツへの関心を高める施策の推進
 → 地域密着型トップスポーツチームの選手・コーチによる授業の開催
 → 部活動指導員制度の活用

❷社会体育の充実
 → たくまシーマックスの活用
 → カマタマーレ讃岐による中学生を対象としたサッカークリニックの開催
 → 子どものスポーツ活動に対する保護者の理解の促進

❸市民スポーツの推進
 → スポーツ推進委員会や体育協会との連携による各年代のニーズに即したスポー

ツ大会やスポーツ体験会の開催
 →スポーツ施設の無料開放日の実施
 →スポーツ施設における用具の貸し出し等の実施
 →市ホームページを活用したスポーツ施設に関する情報の提供

❹高齢者スポーツの推進
 → 生活習慣病を予防する運動習慣獲得へのきっかけ（機会）づくりへの支援
 → 介護予防教室の開催
 → 社会福祉協議会や老人クラブ連合会との連携
 →  交通弱者のため、身近な公民館等でスポーツ（運動）ができる環境づくり（た

くまシーマックスによる出前講座 等）
 →スポーツ推進委員会等と連携したスポーツイベント等の実施の検討

❺障がい者スポーツの推進
 → 障がい者スポーツ教室の開催
 → 障がい者スポーツ大会の開催
 →スポーツ推進委員会による障がい者スポーツの普及・啓発（体験会等）

→  香川県障害者スポーツ協会をはじめ、かがわ総合リハビリテーション福祉センター、
スポーツ推進委員会、体育協会等の関係団体が連携した支援体制づくりへの協力

❻ニュースポーツ等の推進
 →スポーツ推進委員会による出前教室の実施
 → 体育協会によるニュースポーツの大会等の開催
 → ニュースポーツを体験してもらうための各種イベント等での用具の貸し出しの実施

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み
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基本方針２ スポーツを通じた交流の促進と地域活性化

❶スポーツ人口の拡大
 →オリンピアン・パラリンピアンを招いた交流イベントの開催（ホストタウン事業）
 →パブリックビューイングの実施支援
 →子どもたちの体力増進やスポーツへの関心を高める施策の推進【再掲】

❷スポーツイベントの充実に向けた支援
 → スポーツイベントの内容検討（イベント開催時におけるアンケートの実施やニー

ズの把握、イベント内容の検討）
 →イベント開催委員会等における運営アドバイス等の環境づくり

❸トップアスリートの育成体制の整備
 →トップアスリートによる講演会・スポーツ教室の開催
 →トップアスリートの応援機運の醸成
 →地域密着型トップスポーツチームの試合観戦イベントの開催

❹スポーツ情報の充実
 → 市ホームページや広報紙、ケーブルテレビなどを活用した積極的なスポーツ情

報の提供
 →広報紙を活用した情報発信の充実
 →体育施設等に設置したスポーツ情報コーナーでのチラシ等の掲示・配布

❺地域密着型トップスポーツチームを活用した地域活性化
 → 地域密着型トップスポーツチーム所属選手との交流の場の創出（学校訪問や地

域のイベントへの参加）
 →地域密着型トップスポーツチームの情報発信
 →ホームタウンデーの開催
 →地域密着型トップスポーツチームの試合観戦イベントの開催【再掲】

❻地域資源を生かしたスポーツツーリズムの促進

 →市内でのスポーツ合宿誘致の推進の支援による交流人口の増加
 →市内スポーツ合宿団体に対する市内観光情報の提供

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み
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基本方針３ スポーツ推進体制の充実

❶スポーツ団体への支援
 →  体育協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員会等による大会・教室等の積

極的な開催の支援
 →  指導者研修会への参加の促進

❷激励会・表彰制度等の充実
 →  全国大会に出場する選手・団体の表敬訪問
 →  全国大会に出場する選手・団体に対する激励金の支給
 →   日本一や世界一など、著しい活躍をされた方々に対する「三豊市特別表彰」

の実施

❸スポーツ指導者の育成・確保

 →  スポーツ指導者の資格取得の支援
 →  指導者向けの講演会や研修会等の実施

❹スポーツ施設の計画的な維持管理と利用促進

 →  スポーツ施設の定期点検・維持管理・修繕等の実施
 → スポーツ施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン導入の検討

❺学校施設開放の推進

 →  学校施設の適切な維持管理
 →  利用者ニーズや地域性を踏まえた備品等の整備充実

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

6



５. 三豊市スポーツ振興課管理施設

三豊市スポーツ推進計画【概要版】
令和２年３月

三豊市教育委員会スポーツ振興課
〒767－8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地１

Tel 0875－73－3138
Fax 0875－73－3140

E-mail sports@city.mitoyo.lg.jp

No. 施設名 No. 施設名

22-1 上高瀬小学校 22-14 本山小学校

22-2 勝間小学校 22-15 詫間小学校

22-3 比地小学校 22-16 松崎小学校

22-4 二ノ宮小学校 22-17 仁尾小学校

22-5 麻小学校 22-18 曽保小学校

22-6 山本小学校 22-19 財田小学校

22-7 吉津小学校 22-20 高瀬中学校

22-8 下高瀬小学校 22-21 三野津中学校

22-9 大見小学校 22-22 豊中中学校

22-10 桑山小学校 22-23 詫間中学校

22-11 比地大小学校 22-24 仁尾中学校

22-12 笠田小学校 22-25 和光中学校

22-13 上高野小学校 22-26 平石幼稚園

No. 施設名 No. 施設名

❶ 緑ヶ丘総合運動公園 � 詫間町水出運動公園

❷ 高瀬町体育館 � 詫間町体育センター

❸ 高瀬B&G海洋センター � 武道館

❹ 山本ふれあい公園 � 弓道場

❺ 山本町水辺・河川敷運動公園 � たくまシーマックス

❻ 宝山湖公園 � 仁尾町体育センター

❼ 三野町体育センター � 財田町総合運動公園

❽ 豊中サン・スポーツランド � 財田B&G海洋センター

❾ 豊中町体育館 � 財田川リバーサイドパーク

� 豊中トレーニングセンター � 仁尾公園

� 詫間町市民運動場

　　　　凡例
設置条例等により管理
都市公園
学校体育施設（小学校）
学校体育施設（中学校）
学校体育施設（幼稚園）

•
••
22-•
22-•
22-•


