
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 黒部市教育委員会 

 



 
 

はじめに 
 

 

スポーツは、心身の健康の保持増進や体力向上はもとより、爽快感や達成感、楽しさや

喜びなど精神的な充足感を与えてくれます。また、スポーツは、人々に夢や感動、勇気を

与え、人や地域の交流を促進し、地域力や地域の一体感を醸成するものでもあり、生涯に

わたって誰もが気軽にスポーツに親しむことができる社会の実現は大きな意義のあるもの

です。 

黒部市では、合併前の旧黒部市・旧宇奈月町において、それぞれスポーツを通じた「健

康づくり」に関する宣言を行ってきました。平成 18年の合併を契機に、市民から新しい黒

部市においても、スポーツを通じた健康づくりの充実を望む声が大きくなり、平成 20年９

月に「スポーツ健康都市宣言」を行いました。「市民ひとり１スポーツ」を合言葉とし、と

もに生涯にわたりスポーツに親しむことで、自らの健康増進と地域の振興を図り、誰もが

安心して心豊かに暮らせる魅力ある「まち」になることを目指し、各種スポーツ施策を推

進してきました。 

 しかし、市民のスポーツニーズの多様化や、スポーツ・レクリエーション施設の老朽化、

競技力の低下、子供の体力低下など、スポーツに関わる様々な課題が出てきています。ま

た、国においては、平成 23年８月に「スポーツ振興法」を全面改正した「スポーツ基本法」

が施行され、スポーツの基本理念、国や地方公共団体の責務、スポーツ団体の努力などが

明らかにされました。この「スポーツ基本法」の理念を具体化し、今後の我が国のスポー

ツ施策の具体的な方向性を示すものとして、国、地方公共団体及びスポーツ団体等の関係

者が一体となって施策を推進していくための重要な指針「スポーツ基本計画」が平成 24年

３月に策定され、富山県では、平成 24年４月に、新しい時代に即したスポーツ振興を図る

ために「元気とやまスポーツプラン」が策定されました。 

 こうしたスポーツ環境の社会的な変化や課題に対応するため、このたび本市では、「スポ

ーツ基本計画」や「元気とやまスポーツプラン」を踏まえ、「黒部市スポーツ推進プラン」

を策定いたしました。 

 このプランでは、『市民ひとり 1スポーツ！「健康づくり」「人づくり」「まちづくり」を

育む生涯スポーツ社会の実現』を基本理念に、「市民ひとり 1スポーツの推進」「スポーツ・

レクリエーション施設の整備・充実」「競技力の向上」「スポーツを通じた地域振興」「健や

かな子供の育成と学校体育・スポーツの充実」を５つの基本目標として、市や市教育委員

会をはじめ、体育協会、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ推進委員協議会、学校、各

種スポーツ関係団体などが連携協力し、誰もが気軽にスポーツに親しむことができる環境

づくりを目指していきたいと考えています。 

 市民の皆様には、プランの推進に当たり、ご理解とご協力を賜りますとともに、お一人

お一人のライフスタイルに応じ、明るく豊かなスポーツライフを送られますようご期待申

し上げます。 

 結びに、このプラン策定にご尽力いただきました黒部市スポーツ推進審議会の皆様方を

はじめ、関係各位に心から感謝を申し上げます。 

 

 

平成 27年４月 

黒部市教育委員会   

教育長 能澤 雄二  
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第１章 プラン策定にあたって 

１．プラン策定の趣旨 

 

 

 

 

「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」平成 23 年８月 24 日に施行されたス

ポーツ基本法は、この言葉から始まります。また、「スポーツを通じて幸福で豊かな生

活を営むことは私たちの権利です。」とも記されております。 

スポーツは、私たちにとって大変身近なものであり、体を動かすという人間の本源

的な欲求を満たすとともに、爽快感や達成感、楽しさや喜びなどの精神的充足や健康

の保持増進や体力の維持向上など心身の両面にわたって大きな役割を担っております。 

また、スポーツは、人や地域の交流を促進し、地域力や一体感を醸成できるもので

あり、地域コミュニティーの形成にも寄与するものであります。これらのことを踏ま

えると、生涯にわたって誰もが気軽にスポーツに親しむことができる社会の育成は大

きな意義のあるものであります。 

本市では、平成 20 年３月に第１次黒部市総合振興計画を策定し、平成 20 年度から

平成 24 年度までを前期基本計画の対象年次として、計画に位置付けた施策を進めてき

ました。そして、前期の見直しを踏まえ、本市が目指す都市像の実現に向けて、平成

25 年度から平成 29 年度までの後期基本計画において施策を推進していきます。 

また、平成 20 年９月 22 日に「スポーツ健康都市」を宣言し、「市民ひとり１スポー

ツ」を合言葉とし、ともに生涯にわたりスポーツに親しむことで、自らの健康増進と

地域の振興を図り、誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある「まち」になることを

目指しております。 

そのような中、市民一人一人のライフスタイルや興味・関心、適性等に応じ、今ま

で以上に誰もが気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを目指し、生涯スポ

ーツ社会を実現するためにも基本的な方向性を示し、計画的にその推進を図る指針と

なる「黒部市スポーツ推進プラン」を策定いたしました。 



 

２．プランの性格 

３．プランの期間 

 

 

この計画は、平成 23 年度に文部科学省により策定された「スポーツ基本計画」及び

平成 24 年度に富山県教育委員会により策定された「元気とやまスポーツプラン」を踏

まえ、「黒部市総合振興計画」をはじめとする関連計画との整合性を図りながら、「ス

ポーツ健康都市」として、市民の誰もが生涯にわたってスポーツに親しむことができ

る生涯スポーツ社会を実現するための施策の基本的な方向性を示すものです。 

 

   

この計画は、平成 27 年度（2015 年度）から平成 36 年度（2024 年度）までの 10 年

間を計画期間とします。 

本計画に基づく施策の実施に際しては、社会情勢の変化等に適切に対応するため、

適宜その進捗状況の把握に努め、５年を目処に計画の見直しを図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２章 プランの基本的な方向 

１．基本理念 

２．基本目標 

  

 

  

 

『市民ひとり１スポーツ！「健康づくり」「人づくり」

「まちづくり」を育む生涯スポーツ社会の実現』 

 

 

 

（１）市民ひとり１スポーツの推進 

① スポーツクラブ・教室等の充実 

② 指導者の育成と活用 

 

（２）スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 

① スポーツ・レクリエーション施設の充実 

② 学校開放事業の推進 

 

（３）競技力の向上 

① スポーツ団体への支援 

 

（４）スポーツを通じた地域振興 

① 競技スポーツの振興と地域の活性化 

 

（５）健やかな子供の育成と学校体育・スポーツの充実 

① 体力つくり、運動習慣化への啓発 

② 体育・運動部活動の充実 

  



 

３．プランの体系   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『市民ひとり１スポーツ！「健康づくり」「人づくり」 

「まちづくり」を育む生涯スポーツ社会の実現』 

 

基本目標 

1．市民ひとり

１スポーツ

の推進 

基本施策 具体的な主な施策 

2．スポーツ・

レクリエー

ション施設

の整備・充実 

3．競技力の 

向上 

4．スポーツ

を通じた地

域振興 

5．健やかな

子供の育成

と学校体

育・スポー

ツの充実 

◇スポーツクラ

ブ・教室等の

充実 

◇指導者の育成

と活用 

●総合型地域スポーツクラブの推進 

 ・総合型地域スポーツクラブの有効活用 

●各種スポーツ教室の充実 

 ・各年代を対象とした各種スポーツ教室の開催 

●スポーツ情報・システム環境の充実 

 ・各種スポーツに関する情報提供 

●スポーツ推進委員、地域スポーツ指導者の育成 

 ・専門的な技術を指導できる地域人材の活用 

◇スポーツ・レ

クリエーショ

ン施設の充実 

◇学校開放事業

の推進 

●スポーツ施設の整備・充実 

・既存のスポーツ施設の整備・有効活用の促進 

●学校体育施設開放の充実 

・身近なスポーツ活動拠点の活用促進 

◇スポーツ団体

への支援 

●優秀団体・個人・スポーツクラブへの支援 

・全国・ブロック大会、全国的なリーグで活躍す

る選手・団体等への支援 

●各種スポーツ団体への支援 

・競技団体組織の充実 

●スポーツ医・科学との連携・支援 

◇競技スポーツ

の振興と地域

の活性化 

●姉妹都市・国際友好都市とのスポーツ交流の推進 

・姉妹都市根室市や国際友好都市三陟市とのスポ

ーツ選手、スポーツ交歓団相互派遣 

●各種スポーツイベントの充実 

 ・市民体育大会や黒部名水マラソンの開催 

●地域に密着したプロスポーツへの支援 

・プロ選手によるスポーツ教室、研修会の開催 

●全国・ブロック大会の開催・誘致 

・トップレベルの技術に触れる機会づくり 

◇体力つくり、

運動習慣化へ

の啓発 

◇体育・運動部

活動の充実 

●運動・スポーツ好きな子供の育成 

・積極的に運動・スポーツに取り組む子供の育成 

・体力向上への取組 

●体育・運動部活動を行うための環境整備 

・地域スポーツ指導者の活用 

・学校体育施設の整備 

基本理念 



 

第３章 プランの基本施策・具体的施策 

１．市民ひとり１スポーツの推進 

 

  

 

 
 

 

 

市民一人一人が、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツに主体的か

つ継続的に親しむことができるようにするため、（公財）黒部市体育協会（各競技団体

やスポーツ少年団を含む）や地区体育協会と協働し、地域、市内の企業、中学校、高

等学校などとの連携を図りながらスポーツ機会の充実を図ります。 

また、地域住民が主体となって行う区民体育大会などのスポーツ活動を推進するた

めに、地区体育協会やスポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブが、地域住民が

参加しやすい活動を企画・運営し、地域の活性化、地域力の醸成を図り、「市民ひとり

１スポーツ」のさらなる定着に努めます。 

 

 

 

黒部市の成人の週 1 回以上のスポーツ実施率は 45.0％（H21 年度実施「運動・スポ

ーツに関するアンケート」）で、国 45.3％（H21 年度）や県 41.6％（H23 年度）とほ

ぼ同程度の値です。 

基本目標 

現状と課題 



 

実施率が低いのは 30～50 歳代であり、その実施率は 28％～36％です。その理由と

して、仕事や家事、育児が忙しいなど、「スポーツや運動に割ける時間がない」という

人が多く、次いで「スポーツや運動する機会がない」といったものです。一方、比較

的時間に余裕がある20歳代や60～70歳代は53％～65％と高い実施率を示しています。 

 働き盛りの 30～50 歳代のスポーツ参加の促進が実施率向上につながり、そのために

僅かな余暇を利用して手軽にスポーツや運動に取り組むことができる環境づくりや情

報提供などを行う必要があります。 

実施率が高い 20 歳代についても、高い実施率を維持できるように、運動・スポーツ

を続けていける環境づくりが必要になってきます。また、60～70 歳代の高齢者に対し

ても、生きがいづくりや交流の場の確保のため、関係機関と連携を図りながら、各種

大会の開催、軽スポーツやニュースポーツの普及・啓発に努める必要があります。 

市内にある２つの総合型スポーツクラブ（KUROBEｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾐﾘｰ、KUｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞWill）

では、充実したスポーツ教室を開催し、徐々に

会員数を増やしています。子供から高齢者まで

の各世代を対象とした各種教室や行事を行い、

運動やスポーツに取り組む市民の掘り起こし

や定着の一翼を担っており、これらの団体との

連携により事業を推進していくことも必要で

す。そうすることが、「だれもが、いつでも、

どこでも、いつまでもスポーツに親しむことが

できる生涯スポーツ社会の実現」に近づけるも

のと考えられます。今後も会員ニーズに応じた

教室開催のために、指導者の育成・確保に努め

ていく必要があります。 

 

「KUROBE ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾐﾘｰ」 

 

「KU ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ Will」 



 

（公財）黒部市体育協会や黒部市スポーツ推進委員協議会は、地域における市民ス

ポーツの振興・普及に大きな役割を果たしており、それらの団体や各競技団体では、

指導者の資質向上を目指した講習・研修会を開催したり、受講したりしています。た

だ、スポーツ推進委員については、市民への広報不足もあり、その認知度はまだ低く、

十分に活用されていない現状です。各地区でのスポーツ教室等を適宜開催することに

より、認知度を高め、地域のスポーツ振興・発展に努めていく必要があります。 

 

 

（１）スポーツクラブ・教室等の充実 

① 総合型地域スポーツクラブの推進 

多様化する市民のニーズに対応するための総合型地域スポーツクラブの事業を

支援し、総合型スポーツクラブが多様なスポーツ活動を身近に気軽に楽しむ場とし

て地域に根ざすよう関係団体との連携を図り、「市民ひとり１スポーツ」の普及、

推進に努めます。 

 ② 各種スポーツ教室の充実 

   総合型スポーツクラブが運営するスポーツ教室をはじめ、市体育協会が行う「幼

児期の体力つくり事業」や「ちびっ子・わんぱくスポーツ教室」の開催、スポーツ

具体的な主な施策 



 

推進委員が推進する各地区でのスポーツ教室などの各種スポーツ教室の開催や指

導者の派遣を通じて、全世代にわたる市民の健康・体力つくりを図ります。 

また、スポーツ関係団体が連携・協力し、地域において障がいのある人が参加で

きるニュースポーツ体験会や交流会など、障がいのある人もない人も一緒に運動や

スポーツに取り組める機会づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ スポーツ情報・システム環境の充実 

   各種スポーツ情報を発信している市や市体育協会等のホームページ等の充実、

市報「広報くろべ」へのイベント情報掲載の充実を図り、市民の多様化するスポ

ーツニーズに応え、スポーツを「する人」「みる人」「支える人」すべての人がス

ポーツ活動に参画しやすくなるように情報提供の体制整備に努めます。 

 

（２）指導者の育成と活用 

   ① スポーツ推進委員、地域スポーツ指導者の育成 

     本市には 53名のスポーツ推進委員がおり、地域でのスポーツ推進役としてのコ

ーディネーターの役割を担っています。スポーツ推進委員が地域住民へのニュー

スポーツの紹介や実践指導、スポーツイベントの企画、立案、運営等の役割を担

えるよう、研修の実施に努めます。 

  

「ちびっ子・わんぱくスポーツ教室」 「幼児期の体力つくり事業」 



 

     また、市体育協会や地区体育協会、競

技協会が連携し、市民のスポーツ活動の

ニーズに応じた支援ができるよう研修会

や他団体との交流を通じて指導力の向上

を図ります。さらに県の「スポーツ指導

者パスネットとやま」を活用しながら、

地域スポーツ活動に適した指導者の情報提供に努めます。 

 

 

 

 

指  標 現況（平成 25 年度） 平成 31 年目標 平成 36 年目標 

●週１回以上の 

スポーツ実施率 

45.0％ 

（H21） 
50.0％ 60.0％ 

●総合型スポーツ 

クラブ会員数 1,784 名 2,400 名 2,500 名 

 

 

  

「スポーツ推進委員の研修」 

 

目標指標 



 

２．スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 
 

 

 

 

 

気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるとともに、身

近で利用しやすい施設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化に努めます。 

 

 

 

市民のスポーツに親しむ機会と、身近で

気軽なコミュニケーションの場を提供する

ことは、地域のスポーツの普及や推進を図

っていく上で必要不可欠であります。 

「運動・スポーツに関するアンケート」

の「スポーツ推進に向けて」の質問項目「ス

ポーツ振興を図るために不足していること」

として、「スポーツ施設の充実」が挙げられ

ています。 

   また、「スポーツ推進に関する調査」結果

では、市内の既存スポーツ施設には「おおむね満足している」ものの、要望や不満と

して、「宮野運動公園陸上競技場の全天候型」や「管理・共有体制の整備」、「備品不足」、

「施設の老朽化」などが挙げられています。 

   市内のスポーツ施設は、築 20 年以上のものが多く、施設の量の見直しを視野に入れ

ながら、長期的な視点に立った計画的な改修・改築を行う施設の長寿命化と併せて、

健全な状態で維持管理しながら市民へのサービスにつなげていくよう努めていく必要

があります。 

 

 

 

 

基本目標 

現状と課題 

「宮野運動公園陸上競技場」 

「黒部市総合体育センター」 



 

 

 

 

（１）スポーツ・レクリエーション施設の充実 

   ① スポーツ施設の整備・充実 

地域において身近にスポーツを「する」「みる」ための拠点としてのスポーツ

施設は重要な役割を果たしています。市総合体育センターや宇奈月体育センター、

健康スポーツプラザ、宮野運動公園、中ノ口緑地公園などのスポーツ施設を有効

に利用していくために、市の「公共施設白書」を基に将来的なビジョンをもって

計画的な修繕、改修に努めます。 

具体的な主な施策 



 

（２）学校開放事業の推進 

   ① 学校体育施設開放の充実 

地域の身近なスポーツ活動拠点として、学校体育施設開放事業は重要な役割を果

たしています。学校体育施設の安全点検を徹底し、老朽化した体育館やグラウンド、

関連設備等の整備を順次行い、誰もが安心して利用できる施設環境を維持していく

ように努めます。 

また、学校体育施設利用団体を対象とした定期的な調整会議を開くことで、利用

者ニーズに応じた、より柔軟な施設開放の運用に努めます。 

 

 

 

 

  

指  標 現況（平成 25 年度） 平成 31 年目標 平成 36 年目標 

●スポーツ施設 

利用者数 547 千名 600 千名 630 千名 

●学校体育施設 

利用者数 48 千名 50 千名 52 千名 

目標指標 



 

「富山県駅伝競走大会」 

３．競技力の向上 

 

 

 

 

 

 

優秀なクラブチームや全国・ブロック大会

で活躍する選手を育成するための支援に努め

ます。また、市体育協会が中心となり各競技

協会等の活動を支援することで、クラブチー

ム等との連携・支援体制を強化し、富山県民

体育大会一般（２部）や富山県駅伝競走大会

での上位進出を目指すための競技力の向上に努めます。 

 
 

 

 

本市の選手やチームの全国大会等での活躍は、市民に感動や元気、勇気を与え、ス

ポーツへの関心や意欲を高めます。また、応援する市民、市全体がひとつになり、「ま

ち」の活性化にもつながります。 

現状と課題 

基本目標 

 



 

本市を拠点として活動する「KUROBE アクア

フェアリーズ」は、V・チャレンジリーグに2006/07

リーグから参入しました。参入後しばらくは上位

進出には今一歩という成績でしたが、2011/12 リ

ーグで３位に入り、徐々に力を付け始め、2013/14、

14/15 と２年連続４位に入っております。 

   また、各競技団体、市体育協会等での様々な取組が結果を出し始め、ここ数年、全

国大会や北信越大会などのブロック大会に出場する選手やチームが増え、選手等への

激励金・派遣費の支出も増えております。さらに全国レベルや世界レベルを目指すた

めには、スポーツ少年団やクラブチームをはじめ、ジュニア層からの継続的な指導を

行うとともに、長期的なビジョンをもって指導ができる指導者の育成・確保に努め、

関係機関との一層の連携を図っていくよう努力していく必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）スポーツ団体への支援 

 ① 優秀団体・個人・スポーツクラブへの支援 

本市の顔となるスポーツクラブや全国・ブロック大会等で活躍が期待できる種目

の競技団体・選手については、育成補助金や激励費・派遣費の支給などを通し重点

的に支援します。 

具体的な主な施策 

「KUROBE アクアフェアリーズ」 

 



 

     北信越等のブロック大会や全国大会に出場する選手や監督・コーチに対して、

激励会や壮行会を開催し、激励費を支給することで、選手の負担軽減の一助とな

るよう努めます。また、小中学生には、大会出場に必要な交通費や宿泊費として

派遣費を支給し、保護者の経済的負担を軽減することで、ジュニア期から全国レ

ベルの技術に触れることができる環境づくりに努めます。 

 ② 各種スポーツ団体への支援 

     競技力を向上させるためには、各競技団体の組織の充実、関係機関との連携が

不可欠です。市体育協会とその傘下にある各競技団体等とが一体となった体制づ

くりに努めます。 

   ③ スポーツ医・科学との連携・支援 

     競技力の向上を一層推進していくためには、

選手の育成支援体制も必要です。平成 24年度

より行っている市民病院臨床スポーツ医学セ

ンターとの連携事業「野球肘検診」を「黒部市

スポーツ障害検診」と改め、野球以外のスポー

ツも対象とした検診を実施するなど、今後も強化・継続し、市体育協会や各競技

団体との連携を図っていきます。 

 

 

 

指  標 現況（平成 25 年度） 平成 31 年目標 平成 36 年目標 

●全国・ブロック 

大会の出場者数 471 名 500 名 520 名 

●県民体育大会 

 一般（２部） ４位 ３位以内 

●県駅伝競走大会 ８位 ６位以内 ４位以内 

 

「黒部市スポーツ障害検診」 

 

目標指標 



 

４．スポーツを通じた地域振興 
 

 

 

 

生涯を通じて豊かなスポーツライフを送ることができる生涯スポーツ社会を実現す

るため、全国規模の各種大会を誘致し、全国トップレベルのプレーを観戦する場を市

民に提供することで、競技力の向上に努めるとともに、スポーツに対する興味・関心

を高めるよう努めます。また、大会を通じて本市を訪れた選手・観客に本市の素晴ら

しさをＰＲするとともに、スポーツを通じて地域の振興・発展に努めます。 

 

 

 

スポーツは様々な力をもっており、「する人」「みる人」「支える人」みんなを元気に

し、「まち」全体を活性化します。 

本市では、これまでも全国規模の各種大会を開催し、全国トップレベルのプレー観

戦の場を市民に提供し、スポーツに対する興味・関心を高めたり、競技力の向上に努

めたりしてきました。大会を通じて本市を訪れた選手や観客の方々に本市が誇る「自

然」や「味覚」を堪能していただき、スポーツを通じた地域振興に努めてきました。 

また、姉妹都市や友好都市とのスポーツ交流を推進し、市民レベルでの交流を通し

て互いの市のよさを知り、それぞれの市の活性化にもつなげてきました。 

今春、北陸新幹線が金沢まで開通いたしました。県東部の新たな玄関口としての「黒

部宇奈月温泉駅」を利用し、観光やビジネ

スなどで本市を訪れる人が今後ますます

増えることが予想されています。 

これを契機に、市の一大イベントとして、

これまでの「カーター記念黒部名水ロード

レース」を「カーター記念黒部名水マラソ

ン」に改称し、ハーフマラソンを公認フル

 

「カーター記念黒部名水マラソン」 

現状と課題 

基本目標 



 

マラソンに移行しました。新幹線開業プレイベントとして開催した第 31 回大会は、黒

部初のフルマラソン大会にも関わらず 8,176 名のエントリーをいただき、7,521 名のラ

ンナーが黒部の地を駆け抜けました。この多くのランナーを市全体が一体となった「お

もてなしの心」でお迎えしました。ランナーの方からは大会運営をはじめ、スタッフ・

ボランティアの活動ぶり、沿道の声援に対し、たくさんの温かいお言葉と高い評価を

いただきました。 

第 32 回大会は新幹線開業イベントとして、参加者 10,000 名の大台を目指します。

その後も 10,000 名規模の大会を維持していきます。 

そのために、さらにきめ細かな大会運営に努め、市を挙げての心からのおもてなし

でランナーの方をお迎えし、マラソンをきっかけに「まち」の一体感の醸成にもつな

げていきます。 

また、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿地として、

大会組織委員会が作成する応募要項に掲載するよう、関係機関と連携し、準備を進め

ていきます。 

その他にも、区民体育大会や市民体育大会など、市民が参加しやすいスポーツイベ

ントを関係機関との連携で構築し、スポーツを通じた地域の振興・発展につなげてい

く必要があります。 

 
 



 

「市民体育大会」 

 

 

（１）競技スポーツの振興と地域の活性化 

 ① 姉妹都市・国際友好都市とのスポーツ交流の推進 

   根室市とのスポーツ交流は、昭和 54

年より競技団体を中心に交歓団を結成

し、派遣・受入を交互に行い実施してい

ます。スポーツ交流は 30回を超え、交

流した競技数は 16、その他にスポーツ

研修団やスポーツ少年団での交流を行っています。 

また、国際友好都市である三陟市とは、「国際交流都市間スポーツ（マラソン）

相互交流に関する協定書」に基づき、大韓民国三陟市で行われている「三陟ファン

ヨンジョ国際マラソン大会」に、市民公募による選手団を結成し派遣しています。

また、三陟市からは、「カーター記念黒部名水マラソン」に選手団を招聘しており、

マラソンを通して市民レベルでの交流を行っています。 

今後も両市とのスポーツ交流を継続させることにより、相互親善や友好関係の

維持、発展につなげ、スポーツを通した地域の活性化に努めます。 

 ② 各種スポーツイベントの充実 

   多くの市民が参加する区民体育大会や市

民体育大会などは、より市民が参加しやすい

内容や種目等について関係機関と協議をし、

スポーツを通じて「笑顔溢れるまち」、「活力

ある地域」につなげていくよう努めます。 

市の一大イベントである「カーター記念黒部名水マラソン」においては、今後

も市全体が一体となった「おもてなしの心」で多くのランナーをお迎えします。各

種団体との連携をさらに強固にし、選手や観客に本市の「観光」や「特産品」など 

 

 

「姉妹都市スポーツ交流」 

具体的な主な施策 



 

「北信越高等学校駅伝競走大会」 

を PR し、市民の手で地域を盛り上げ、元気になるよう努めます。 

 ③ 地域に密着したプロスポーツへの支援 

   本市に活動拠点を置く「KUROBE アクアフェアリーズ」の地元大会が年２～４

回市総合体育センターで開催されます。選手は地元企業に所属し、リーグ上位、

将来的には上位リーグである「Ｖ・プレミアリーグ」進出を目指し、練習に取り

組んでいます。選手にとって、多くの市民の応援が大きな力になるはずです。市

報や市ホームページなどで大会開催の案内などを関係機関と連携して行い、チー

ムを支援できるよう努めます。 

   また、「KUROBE アクアフェアリーズ」や県内プロスポーツチームによるスポ

ーツ教室の開催などを支援し、トップアスリートの力を地域に還元するとともに、

子供たちや市民にとって親近感ある地域に密着したチームになるよう努めます。 

 ④ 全国・ブロック大会の開催・誘致 

   競技者の向上心や観ることによる技術力向

上へとつなげるため、プロスポーツチームや

トップアスリートのプレー観戦の機会を増や

せるよう、市体育協会や関係団体と連携し、

各種大会の開催・誘致に努めます。 

 

 

   

指  標 現況（平成 26 年度） 平成 31 年目標 平成 36 年目標 

●スポーツ交流の

継続・発展 

友好都市マラソン大会：毎年派遣 

姉妹都市スポーツ交流：交互受入 
●カーター記念黒

部名水マラソン

出場者数 

（エントリー数） 

8,176 名 10,000 名 

 

目標指標 

 



 

５．健やかな子供の育成と学校体育・スポーツの充実 

 

 

  

運動・スポーツ好きな子供を育成するため、幼保、小中学校、地域、家庭、関係機

関との連携を図り、子供の体力向上を目指す学校体育や運動部活動の充実に努めます。

また、学校体育・運動部活動を行うための環境整備に努めるとともに、地域のスポー

ツ指導者の人材活用の促進に努めます。 

 

    

    

子供たちの体力は、全国的に昭和 60 年ごろをピークに低下傾向にあり、近年はその

低下に歯止めがかかってきたと言われておりますが、次世代を担う子供の運動嫌い、

運動離れは、中高年以降の競技力の低下や大人になってからの生活習慣病の増加、ス

トレスに対する抵抗力の低下などを招き、医療費の増加や社会全体の活力低下をもた

らす恐れがあります。 

   本市においても、子供たちの体力低下は大きな課題であり、特に女子の低下傾向が

顕著です。体力・運動能力調査において全国平均を上回っている項目は以下の通りで

す。（H24 年度体力・運動能力調査） 

小学生男子では、「握力・反復横跳び・シャト

ルラン・立ち幅跳び・ソフトボール投げ」の５

項目、小学生女子では、「反復横跳び・シャトル

ラン・立ち幅跳び・ソフトボール投げ」の４項

目、中学生男子では、「握力」を除く７項目、中

学生女子では、「上体起こし・持久走(シャトルラ

ン)・立ち幅跳び・ハンドボール投げ」の４項目です。 

   中学校部活動で運動部に所属する生徒の加入率は 80％を超え、高水準を維持してい

ます。一方、小学生が加入しているスポーツ少年団の加入率は減少傾向が続いており

基本目標 

現状と課題 

 
「体力・運動能力調査」 



 

ましたが、ここ数年は少しずつ増えてきております。 

しかし、市体育協会の調査（H24 年度）では、「保護者は子供にスポーツをさせたい

（96.3％）」と思ってはいるものの、「子供にスポーツをさせていない」理由として、「（本

人が）やりたいと言わない（50％）」が最も多く、子供たちの運動・スポーツの二極化

が顕著に表れています。 

   子供たちの運動・スポーツ離れ、二極化を食い止めるため、日常生活の様々な場面

において、スポーツが好きな子供を育てなければなりません。そのためには、神経系

が発達する幼児期から小学生期において、様々な運動遊びやスポーツ・運動を経験さ

せ、将来にわたって巧みな動きが習得しやすくなる素地を形成することが大切です。

このことは、大人になっても様々なスポーツを楽しむことができるとともに、競技力

向上にもつながります。これらのことから、子供たちの運動・スポーツの機会を確保

するために、行政、学校、家庭、地域、関係機関が連携して取り組むことが大切です。 
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（１）体力つくり、運動習慣化への啓発 

   ① 運動・スポーツ好きな子供の育成 

     幼児期から遊びを中心とする身体活動を十分に行うことは、子供たちが多様な

動きを身に付けることや、社会性を育むことなど、人格形成の上で様々な効果が

期待されます。また、この時期に体を動かす気持ちよさを経験することは、生涯

にわたって運動・スポーツに親しむ素地を形成するとともに、体力向上、競技力

向上にもつながります。市体育協会等との連携により、運動遊びのプログラム内

容の充実やイベント情報の提供など、幼児期から多様な動きを経験できる取組の

推進に努めます。 

     スポーツ少年団やクラブチームをはじめ

とする地域スポーツ活動は、子供たちの健

全育成や体力向上に大きな役割を果たして

います。本市には、30を超えるスポーツ少

年団があります。今後も市体育協会と連携

し、単位団を紹介するリーフレットを配布し、運動やスポーツを始めるきっかけ

づくりにするとともに、各スポーツ少年団やクラブチームの活動を支援し、子供

たちのスポーツ機会の充実に努めます。 

 

（２）体育・運動部活動の充実 

  ① 体育・運動部活動を行うための環境整備 

小学校における児童の体力向上に向けた取組として、県教育委員会の体力つく

りノート「みんなでチャレンジ 3015」を積極的に活用し、子供たちが目標をもっ

て意欲的に体力つくりができるよう学校との連携を図るよう努めます。 

具体的な主な施策 

 

「スポーツ少年団」 



 

     児童生徒の発育・発達段階の特性を考慮し、個に応じた指導ができるよう、市

教育センターや学校体育研究団体等と連携した実践研究や実技研修会等の開催を

通して、教員の指導力の向上を図ります。 

運動部活動への専門的・科学的な指導充実のため、それぞれの分野に適した資

質・能力を有する地域の人材活用の推進に努めます。また、県のスポーツエキスパ

ート派遣事業やスーパーコーチ派遣事業などを有効活用し、学校や生徒のニーズに

応じた運動部活動の指導環境の充実に努めます。 

学校体育施設の整備については、学校体育施設開放事業にも関連することであ

ります。それぞれの運動部が活動を行うに十分な器具・用具の整備や安心・安全に

取り組むことができるように施設の維持・管理に努めます。 

 

 

 

 

 

  

指  標 現況（平成 26 年度） 平成 31 年目標 平成 36 年目標 

 

●小学５年・中学２年

の新体力テストの

結果 

 

小５男子：４ 

小５女子：３ 

中２男子：４ 

中２女子：３ 
「全国平均を上回っ

た項目数」 

（小５…８項目中） 

（中２…９項目中） 

小中学校、

すべての項

目において

全国平均を

上回る。 

小中学校、

すべての項

目において

県・全国平

均を上回

る。 

 

●スポーツ少年団 

加入率 

（４～６年登録者数/

４～６年児童数） 

44.5％ 48.0％ 50.0％ 

目標指標 



 

第４章 プランの実現に向けて   

 

１．推進体制 

    黒部市においては、スポーツの推進にあたり、これまで以上にスポーツに係る関

係機関・団体等との連携体制の強化を図るとともに、黒部市スポーツ推進審議会が

中心となって、プランに基づいてスポーツを推進するとともに、プランの進行管理

を行います。 



 

 
 

 付属資料 

「黒部市スポーツ推進審議会」委員名簿 
（任期：平成 26年５月１日～平成 28年４月 30日  平成 27年４月 30日現在） 

氏  名 役  職  等 備  考 

米屋 正弘 （公財）黒部市体育協会 会長 会長 

白川 正秋 黒部市スポーツ少年団本部 副本部長  

浄土 節子 黒部市スポーツ推進委員協議会 副会長  

籠浦 智彦 
黒部市小学校校長会 

黒部市立前沢小学校 校長 
 

平崎 和則 

黒部市中学校長会 

黒部市中学校体育連盟 会長 

黒部市立高志野中学校 校長 

副会長 

牧野 和子 くろべ女性団体連絡協議会 会長  

根塚新太郎 
黒部市公民館連絡協議会 

生地公民館 館長 
 

石川 春樹 KUROBEスポーツファミリー 推進委員長  

高田  勉 ＮＰＯ法人ＫＵスポーツクラブ Will 会長  

任期：平成 24 年５月１日～平成 26 年４月 30 日までの委員 

氏  名 役  職  等 備  考 

笠田 和彦 
黒部市小学校校長会 

黒部市立宇奈月小学校 校長 
 

山田 英明 

黒部市中学校長会 

黒部市中学校体育連盟 会長 

黒部市立高志野中学校 校長 

副会長 

山口 直次 
黒部市公民館連絡協議会 

荻生公民館 館長 
 

古川 和幸 ＫＵスポーツクラブ Will クラブマネージャー  



 

 

黒部市スポーツ推進計画策定までの経緯 

年 月 日 場 所 議題・案件事項等 

平成 24年６月６日 

黒部市役所 

黒部庁舎 

201会議室 

平成 24 年度 

第１回黒部市スポーツ推進審議会 

黒部市教育委員会から黒部市スポーツ

推進審議会に「黒部市スポーツ推進計

画」の策定について諮問 

平成 25年 12月 26日 

黒部市役所 

黒部庁舎 

302会議室 

平成 25 年度 

第１回黒部市スポーツ推進審議会 

「黒部市スポーツ推進プラン（仮称）」

（素案）の検討について 

平成 26年３月 25日 

黒部市役所 

宇奈月庁舎 

第２会議室 

平成 25 年度 

第２回黒部市スポーツ推進審議会 

「黒部市スポーツ推進プラン（仮称）」

（素案Ⅱ）の検討について 

平成 26年７月７日 
黒部市役所 

庁舎 

平成 26 年度 

第１回黒部市スポーツ推進審議会 

「黒部市スポーツ推進プラン」（案）の

検討について 

平成 27年 2月 12日～26日  
「黒部市スポーツ推進プラン」（案）の

パブリック・コメント実施 

平成 27年３月  

「黒部市スポーツ推進プラン」（案）に

対するパブリック・コメントの反映検

討について 

「黒部市スポーツ推進プラン」の策定

について答申（案）の決定 

平成 27年３月 25日  

黒部市スポーツ推進審議会から黒部市

教育委員会に「黒部市スポーツ推進プ

ラン」の策定について答申 

平成 27年３月 27日  
黒部市教育委員会において「黒部市ス

ポーツ推進プラン」の議決 

 

 



 

 

  

黒部市スポーツ推進プラン 

黒部市教育委員会 

〒938－0292 富山県黒部市宇奈月町内山 3353 番地 

TEL 0765-54-2111 FAX 0765-65-0899 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


