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第１章 計画の概要

１ 策定の背景と趣旨

スポーツは、体を動かすという爽快感や達成感、仲間との連帯感などをもたらし、楽しさ

や喜びを与えるなど、人生をより豊かなものにしてくれる創造的な文化活動の一つです。ま

た、ストレスを発散し体力の向上、生活習慣病の予防・改善など、健康寿命の延伸が期待で

きるほか、人間形成にも影響を与えることから、心身の両面にわたる健全な発達、健康の維

持増進に不可欠なものとなっています。

近年、急速な高齢化社会の進展やライフスタイルの多様化など、社会環境が大きく変化す

る中、スポーツの果たす役割は、ますます重要になってきており、青少年の健全育成や地域

コミュニティの形成などの側面からも、スポーツによる効果が期待されています。

このため、国では、スポーツを通して国民が生涯にわたり心身共に健康で文化的な生活を

営むことができる社会の実現を目指すため、平成 23年（2011 年）に「スポーツ基本法」を

制定し、平成 27年（2015 年）10月にはスポーツ行政の関係機構を一本化した「スポーツ

庁」の新設、令和 4年（2022 年）には、第２期スポーツ基本計画に続いて、10年間におけ

る我が国のスポーツ政策の具体的な方向性を示す「第 3期スポーツ基本計画」を進めており、

スポーツに関する施策を総合的に推進する体制の強化を図っています。

また、富山県では令和 2年（2020 年）4月に「第 2期元気とやまスポーツプラン」を策

定し、社会の変化によって生じた課題に対応しながら、それぞれのライフステージに応じて、

スポーツを楽しみ、健康で活力ある社会を実現していくための目標や施策を示しています。

本市では、国のスポーツ政策の基本的方向性を示す「スポーツ立国戦略」や「スポーツ基

本法」に基づき、平成29年（2017 年）3月に「第３期となみスポーツプラン（平成29年

度（2017 年度）～令和 3年度（2021 年度））」を策定し、スポーツ振興に関する様々な施

策に取り組んできました。

このほか、令和 3年（2021 年）7月からの東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催を契機としたスポーツへの機運が高まり、ライフスタイルに応じたスポーツに

対するニーズをはじめ、休日の部活動の段階的な地域移行を図るなど、スポーツを取り巻く

環境の変化に対応した更なる取組が必要となっています。

本計画は、令和４年度（2022年度）から５か年を計画期間とする「第２次砺波市総合計画
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後期計画」に基づき、これまでの取組を基本に据えつつ、ウィズコロナを見据えた新しい生

活様式の対応やSDGsの推進、デジタル技術を活用したＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）を推進し、本市が目指す生涯スポーツ社会を実現するための新たな指針として策定す

るものです。

２ 計画の位置付け

スポーツ基本法に定める「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々

の権利である」との考えに立った基本理念や国・県の関連計画を踏まえ、本市の上位計画で

ある「第２次砺波市総合計画後期計画」及び「砺波市教育大綱」のスポーツ分野における個

別施策をより具現化します。

３ 計画期間

本計画は、「第2次砺波市総合計画後期計画（令和4年度（2022年度）～令和8年度（2026

年度））」及び「砺波市教育大綱（令和４年度（2022年度）～令和８年度（2026年度））」と

の整合を図るため、令和４年度(2022年度)から令和８年度(2026年度)までの5か年とします。

第４期となみスポーツプラン
（令和４年度～令和８年度）

（2022年度 ～ 2026年度）

○第2次砺波市総合計画

後期計画
（令和４年度～令和8年度）
（2022年度 ～ 2026年度）

○砺波市教育大綱
（令和４年度～令和８年度）
（2022年度 ～ 2026年度）

○スポーツ立国戦略
（平成22年 8月 26日策定）

（2010年）

○スポーツ基本法
（平成23年 8月 24日施行）

（2011年）

○第3期スポーツ基本計画
（令和4年度～令和１3年度）
（2022年度 ～ 2031年度）

○第2期元気とやまスポーツプラン
（令和4年度～令和１3年度）
（2022年度 ～ 2031年度）
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第２章 スポーツをめぐる現状と課題

１ スポーツを取り巻く現状

従来、スポーツは、プロスポーツをはじめとする競技スポーツの意味合いが強くありまし

たが、今日においては健康の維持増進や体力つくり、リハビリテーションなど運動機能回復

の目的で行われるものなども含め、幅広い意味を持つものとなっています。

また、スポーツを取り巻く社会環境も大きく変化しており、少子高齢化の進展に加え、ラ

イフスタイルや価値観の多様化による地域社会の空洞化・地域のつながりの希薄化などが問

題となっています。

こうした様々な社会環境が変化する中で、近年の子供の体力低下や積極的にスポーツをす

る子供とそうでない子供の二極化、障がい者のスポーツ機会の不足などの新たな課題への対

応など、スポーツに対する期待やその役割も変わってきました。このほか、健康の維持増進

や生きがいの創出などに加え、地域コミュニティの活性化や社会経済の活力の創造、国際交

流・国際社会への貢献など、スポーツに対するニーズも多様化しています。

２ 砺波市のスポーツの現状

本市では、スポーツ振興をより一層推進するため、市と公益財団法人砺波市体育協会（以

下「市体育協会」という。）が車の両輪となり、市民体育大会やとなみ庄川散居村縦断マラ

ソンの開催、各種スポーツ教室の実施など、スポーツ振興施策を展開しています。

一方、全国的に子供の体力低下が指摘される中、平成16年(2004年)から「ホップ ステッ

プ ジャンプ」と称して保育所、認定こども園、幼稚園及び小学校において、遊びの中から「走

る・跳ぶ・投げる」の運動に親しむ活動を継続的に推進しています。

平成12年(2000年)の「2000年とやま国体」の開催において、本市では夏季大会にボウリ

ング競技、秋季大会にバスケットボール競技、軟式野球競技、剣道競技及びラグビーフット

ボール競技を実施しました。開催に当たっては、多くの市民が準備段階から大会運営に関わ

り、国体を契機に市民のスポーツに対する興味や関心が高まりました。

また、昭和42年(1967年)にスタンドを備えた陸上競技場に続き、昭和43年(1968年)に旧

砺波体育センターを、平成5年(1993年)に庄川体育センター、砺波総合運動公園の野球場と

多目的競技場を供用開始し、平成11年(1999年)には砺波市温水プールと富山県西部体育セン

ターの開館、更には平成30年(2018年)に新砺波体育センター移転改築するなど、スポーツ振

興に必要な拠点施設の整備・充実を図ってきました。このほか、屋内スポーツ施設や小・中
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学校のない地区を中心に地域体育館を整備し、学校体育施設開放事業と併せて気軽にスポー

ツができる環境づくりに努めてきました。

（１）生涯スポーツ振興の現状

ア 少子高齢化が急速に進展する中で、子供から高齢者までのそれぞれのライフステージ

に応じて、日常的にスポーツ活動や健康づくりに取り組むことは、健康で心豊かな生活

を送る上で不可欠となっています。このため、気軽にできるウオーキングの推進や「と

なみ庄川散居村縦断マラソン」を開催することにより、スポーツに関心のなかった人や

スポーツに関心を持ちつつも親しむ機会の少なかった人にとって、様々な形で運動やス

ポーツに取り組むきっかけとなっています。

イ 幼児期から体を動かすことの楽しさを経験することは、その後も継続してスポーツに

親しんでいくきっかけとなることから、保育所、認定こども園、幼稚園及び小学校に体

育実技指導者を派遣し、「走る・跳ぶ・投げる」を主とした運動遊びやコーディネーシ

ョントレーニングを実施しています。また、日頃の保育活動や小学校における体育の授

業を安全かつ適切に行うための研修として、保育所、認定こども園、幼稚園教諭及び小

学校教諭を対象に市教育センター主催の体育実技指導法研修会を開催しています。

ウ 市内21地区において組織されている地区体育振興会が主体となって、独自の生涯スポ

ーツ活動が展開され、体力つくりや地域コミュニティの醸成、地域の活性化に貢献して

います。

エ 市内には、特定非営利活動法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ、庄川スポーツクラブ「ア

ユーズ」、となみスポーツクラブ「トライズ」3つの総合型地域スポーツクラブがあり、

地域住民や子供が主体的に参画し、生涯を通してスポーツ活動に取り組む機会を提供し

ています。

オ スポーツ推進委員は、各種のスポーツ事業の運営や生涯スポーツの普及・推進を行っ

ています。

（２）スポーツ競技力向上の現状

ア ジュニア育成では、ほとんどの選手がスポーツ少年団等の活動から競技をはじめ、中

学校や高等学校における部活動を経て競技力の習得、向上が図られています。また、本

市では県の事業である「スポーツエキスパート」、「部活動指導員」等の外部指導者を

派遣し、専門的な技術指導を行っています。

イ 総合型地域スポーツクラブでは、ジュニア層を対象としたスポーツ教室も開催し、幼

児期からスポーツに親しむ機会の拡大に努めています。
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ウ 本市を拠点に活動しているスポーツクラブの中には、全国大会に出場して好成績を挙

げるなど、一貫した指導体制が確立されているジュニアスポーツクラブがあります。

エ 市体育協会ではスポーツ競技力の向上やスポーツ指導者の育成に向け、市民体育大会

の開催をはじめ、各種研修会や講習会を実施するなど幅広く活動を展開しています。ま

た、市体育協会加盟の競技団体では、市体育協会等の支援を受け、それぞれが工夫しな

がら競技の普及と競技力の向上に取り組んでいます。

（３）スポーツ施設の現状

ア 本市のスポーツ施設は、屋内・屋外施設の大小32施設がありますが、砺波体育センタ

ーをはじめ多くの市民に利用されているものの、老朽化が進んでいる施設もあることか

ら、効率的かつ効果的な管理運営に努めるとともに、砺波市公共施設等総合管理計画を

踏まえ、学校体育施設を含めた有効活用や統廃合、再編を検討しています。

イ 本市が設置する全てのスポーツ施設に指定管理者制度を導入しています。現在、温水

プールは特定非営利活動法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブが、地域体育館９施設は地元の

地区自治振興会が、温水プールと地域体育館以外の施設は市体育協会が管理運営を行っ

ています。

３ 今後に向けた課題

スポーツの必要性は、健康・体力つくりや楽しみ、リフレッシュの機会として多くの市民

の意識に定着しつつありますが、継続してスポーツをするためには、多様なライフスタイル

等に合わせて、身近な場所で気軽にスポーツに親しめる環境が求められています。

また、ウィズコロナを見据え、オンラインによるデジタル技術を活用した講習会等の開催

や感染症予防対策した市民参加型のイベントなど、新たな潮流に対応し、心身ともに健康的

な生活が送れる施策が求められています。

（１）生涯スポーツの様々なニーズへの対応

スポーツをする理由は年代や性別によって異なるほか、その時の生活状況によってスポー

ツへの関わり方も変わってきます。また、社会状況の変化に伴い、スポーツに求められる役

割も多様化してきています。

こうした様々なスポーツニーズに対応し、「いつでも」、「だれでも」、「いつまでも」

スポーツに参加できるよう地域の特性を生かした施策の展開と環境の提供が必要となってい

ます。また、各地区のスポーツ推進委員には、生涯スポーツを牽引するコーディネーターと

しての役割が求められており、その活躍が期待されています。
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学校における部活動は、体力や技能の向上に資するものであり、生徒の心身の健全な発達

に重要な役割を担っています。しかし、少子化による生徒数の減少、専門的技術指導者の不

足、教員の働き方改革など、生徒のニーズに応えきれない状況から、今後、市体育協会、競

技協会、学校等が連携しながら、部活動を地域の活動として実施できる環境を整えることが

必要となっています。

（２）スポーツに求められる新たな役割

これまでスポーツは、競技スポーツや健康の維持増進、娯楽など、「する」、「みる」な

どの役割が中心となっていました。これからは、スポーツがより生活の中に浸透し社会に貢

献するためにも、スポーツ活動を通して地域のつながりの希薄化などを解消する新たな役割

のほか、自らが指導者やスタッフとしてスポーツ活動を運営するなど、「支える」ための「人

づくり」をはじめ、スポーツに対する新たな価値の創造が求められています。

東京2020パラリンピック競技大会における本市出身選手のメダル獲得は、市民に大きな感

動を与え、未来のアスリートの育成に向け、スポーツ少年団活動の活性化にも期待が掛かっ

ています。

これらスポーツ少年団をはじめ、指導者のほとんどがボランティアとして活動しているこ

とから、指導者の社会的位置付けや身分保障の確立など、指導者が安心して活動できる環境

整備が求められています。

（３）スポーツ活動を支える場の確保

市民のスポーツ活動において、スポーツ施設や学校体育施設開放事業での利用者の固定化

が見受けられます。より多くの市民が継続してスポーツを行うためには、多様なライフスタ

イル等に合わせて、身近な場所で気軽にスポーツに親しめる環境整備が求められています。

スポーツ基本法では、「スポーツは、障がい者が自主的かつ積極的にスポーツを行うこと

ができるよう、障がいの種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」

も掲げており、健常者と障がい者が共に利用できるスポーツ施設など、誰もが安全で安心し

てスポーツができる環境整備が必要とされています。

このため、新たなスポーツ活動を支える場の確保に努めるとともに、老朽化施設の計画的

な改修やバリアフリー化、ユニバーサルデザインに基づいた整備を図っていく必要がありま

す。

また、施設のより効果的な活用や施設利用の多様性を最大限に引き出すためには、利用者

ニーズに対応できる新たな管理運営の手段を検討していく必要があります。
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第３章 スポーツ推進の基本方針

近年、スポーツは「する」、「みる」だけでなく、「支える」などスポーツへの関わり方

も多様化しています。市民がそれぞれのライフステージに応じてスポーツを楽しみ、明るく

豊かで活力ある生活を実現するためには、スポーツの価値を享受し、世代や性別等を越えて

交流を図りながら、互いに支え合うことが重要です。このため、スポーツ基本法の考え方を

踏まえ、スポーツ関係団体等と連携し、全ての市民が「いつでも」、「だれでも」、「いつ

までも」スポーツができる視点に立ち、一人一人の豊かなスポーツライフを支援し、生涯ス

ポーツ社会の実現に向け取り組みます。

１ 基本理念

従来から本市では、「市民１人１スポーツ」を提唱しています。市民がライフステージに応

じたスポーツを楽しみ豊かな生活を営むことを目指すため、スポーツを推進する基本理念を

定めます。

本計画においては、この基本理念に基づき、生涯スポーツ社会を実現するため、砺波らし

いスポーツ振興施策を展開します。

２ 基本的な方向

国のスポーツ基本計画に基づき、「年齢や性別、障がい等を問わず､広く人々が､関心､適性

等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備すること」を基本とし、以下の事項

に取り組みます。

・生涯スポーツの振興

・スポーツ競技力の向上

・スポーツ施設の充実

「生涯スポーツ社会 ～全ての市民の豊かなスポーツライフ～」の実現
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第４章 総合的かつ計画的に取り組む施策

スポーツ推進の基本方針に基づき、次の３つの施策を柱に掲げ、スポーツ基本計画の政策

目標に向かって様々な取組を行います。

１ 生涯スポーツの振興

（１）子供のスポーツ機会の充実

●幼児期からの子供の体力向上の推進

●学校体育・部活動に関する活動の支援

●子供のスポーツ環境の充実

（２）ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

●市民参加型のスポーツイベントの開催

●ライフステージに応じたスポーツ活動の支援

●スポーツボランティア活動の普及・推進

●スポーツ・健康づくり情報の提供

●障がい者スポーツの振興

（３）市民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備

●総合型地域スポーツクラブの活動支援

●地域のスポーツ指導者、スポーツリーダー等の発掘・育成

●スポーツ推進委員の活動の活性化

指標 現状値【Ｒ１】 現状値【Ｒ２】 Ｒ８

保育所・認定こども園・幼稚園へ

の運動遊び実技指導者の派遣回数
5.3 回／１施設 3.9 回／１施設 ６回／１施設

8

■目標値 （第 2次砺波市総合計画目標値再掲）

指導者派遣支援事業

行政出前講座 健康づくり



２ スポーツ競技力の向上

（１）競技スポーツの推進

●全国大会等のスポーツ大会への出場支援

●トップアスリート育成の視点に立った一貫した

指導体制の確立

●優秀スポーツ選手及び優秀指導者の育成・顕彰

●競技大会の開催及び選手派遣

（２）競技スポーツ指導者の育成

●市体育協会、競技団体と連携した競技強化プランの策定

●競技スポーツ指導者の育成・確保

（３）スポーツ交流の推進

●県内プロスポーツチーム等との交流

●全国・ブロック大会、スポーツ合宿の誘致

３ スポーツ施設の充実

（１）計画的なスポーツ施設の整備

●拠点スポーツ施設の充実と整備

●地域スポーツ施設の充実

●健常者と障がい者が共に利用できるスポーツ施設の在り方の研究

（２）既存施設の有効活用と管理運営

●公共施設等総合管理計画を踏まえた有効活用、統廃合及び再編

●学校体育施設の有効活用

●ホームページの充実やＳＮＳを活用したスポーツ施設情報の提供

指標 現状値【Ｒ１】 現状値【Ｒ２】 R8

屋内社会体育施設の耐震化率 ８３％ ８３％ ９４％

学校体育施設開放事業の体育館月平

均利用率
７４％ ７５％ ８８％
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■目標値 （第 2次砺波市総合計画目標値再掲）

指導者研修会

全国高等学校総合体育大会等壮行会



第５章 計画の推進

本計画の推進にあたり、今後、スポーツ施策を展開していく上で市体育協会、地区体育振

興会及び総合型地域スポーツクラブをはじめ、市内スポーツ関係団体等が相互に連携し、相

乗的な取組をより効果的に進めるために、それぞれが担う役割を示します。

また、本計画の推進に当たっての体系と具体的な取組を示します。

１ スポーツ推進のための役割

（１）市の役割

●本計画を策定するとともに、事業の実施及び進捗管理により状況把握を行うほか、国や県、

関係団体と調整を図り、随時改善に努めて、より一層のスポーツ推進に取り組むこと。

●生涯スポーツの推進を支える「人づくり」に努めること。

●地域におけるスポーツのコーディネーターとしてス

ポーツ推進委員を委嘱し、生涯スポーツ推進に努め

ること。

●地区体育振興会やスポーツ推進委員との連携を図り、

生涯スポーツ推進の基礎となる地域スポーツの発展

に努めること。

●スポーツ施設の整備・充実を行うこと。

（２）市体育協会の役割

●本市のスポーツ振興を担う中心的存在として、本計画

に沿った事業を展開すること。

●市内スポーツ関係団体、国、県、県体育協会等と連携

を図り、生涯スポーツの推進及びスポーツ競技力の向

上に努めること。

（３）地区体育振興会の役割

●地区のスポーツ振興の中心として市との連携の下、ス

ポーツを通した地域活性化のために活動すること。

●地区関係団体との連携を図り、生涯スポーツの牽引役

を担うこと。
となみ庄川水辺ウオーク
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スポーツ推進委員 スポーツ体験

スポーツ少年団結団式



（４）総合型地域スポーツクラブの役割

●地域コミュニティの核として、競技力向上のためのスポーツ活動や多彩な地域スポーツ

の交流の場として寄与すること。

●スポーツの普及・啓発に関する事業を展開し、多様な人材の育成に向けた取組を推進す

ること。

11

庄川スポーツクラブ「アユーズ」NPO法人SEIBUスポーツクラブ となみスポーツクラブ「トライズ」



２ 計画推進の体系図

生涯スポーツ社会

～全ての市民の豊かなスポーツライフ～ の実現

12

市体育協会

地区体育

振興会

市 民

スポーツ施設の充実
☆ 計画的なスポーツ施設の整備

☆ 既存施設の有効活用と管理運営

スポーツ競技力の向上
☆ 競技スポーツの推進

☆ 競技スポーツ指導者の育成

☆ スポーツ交流の推進

生涯スポーツの振興
☆ 子供のスポーツ機会の充実

☆ ライフステージに応じた

スポーツ活動の推進

☆ 市民が主体的に参画する

地域のスポーツ環境の整備

市

総合型地域

スポーツ

クラブ



３ 施策の体系

基本施策 具体的な取組

幼保・認定こども園・小・中学校体力向
上計画の推進

幼保・認定こども園運動遊び教室、親子
運動教室への体育実技指導者の派遣

小学校体育実技指導者の派遣

小・中学校への運動指導助言とオンライ
ン等を活用した講習会の開催

関係団体の連携による中学校部活動の外
部指導者発掘に関する情報収集・提供

関係団体の連携によるスポーツ実践の機
会の提供

関係団体の連携による運動習慣の定着と
食育の推進

市体育協会、競技団体及び学校等と連携
したスポーツ少年団活動の活性化支援

となみ庄川散居村縦断マラソンの開催

スポーツフェスティバルinとなみ及びと
なみ庄川水辺ウオークの開催

地区体育振興会と連携したスポーツ体験
機会の充実

総合型地域スポーツクラブとの連携強化

各種スポーツイベントの場を活用したボ
ランティア活動の普及・推進

専門家を講師としたボランティア講習会
の開催

スポーツ・健康づくり情報
の提供

各種媒体を活用した積極的な情報発信

健常者と障がい者とのスポーツ交流機会
の推進・充実

福祉団体と連携した障がい者スポーツの
普及

総合型地域スポーツクラブ情報の周知

イベントの共同開催の支援

地域のスポーツ指導者、ス
ポーツリーダー等の発掘・
育成

市体育協会、競技団体及び地区体育振興
会との連携による情報収集と育成

スポーツ推進委員の活動の
活性化

生涯スポーツのマネジメントやコーディ
ネーター役として活動できる仕組みづく
りの構築

個別施策

幼児期からの子供の体力向
上の推進

学校体育・部活動に関する
活動の支援

子供のスポーツ環境の充実

市民参加型のスポーツイベ
ントの開催

ライフステージに応じたス
ポーツ活動の支援

スポーツボランティア活動
の普及・推進

障がい者スポーツ振興

（３）
市民が主体的に参画する地域
のスポーツ環境の整備

総合型地域スポーツクラブ
の活動支援

１
生涯スポーツの振興

（１）
子供のスポーツ機会の充実

（２）
ライフステージに応じた
スポーツ活動の推進
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基本施策 具体的な取組個別施策

激励金、助成金の交付

競技力向上に向けた講習会の開催

トップアスリート育成の視
点に立った一貫した指導体
制の確立

市体育協会、競技団体、総合型地域ス
ポーツクラブ、学校等で指導体制を構築
するための情報交換と支援

優秀スポーツ選手及び優秀
指導者の育成・顕彰

優秀スポーツ選手・指導者の育成支援と
顕彰制度の充実

競技大会の開催及び選手派
遣

市体育協会、競技団体と連携した競技力
向上のための強化試合の開催や招待試合
参加への支援

市体育協会、競技団体と連
携した競技強化プランの策
定

市体育協会、競技団体等が連携・協力し
た競技指導者育成計画策定の検討

市体育協会との連携による情報収集と育
成、ハラスメント等の防止及びコンプラ
イアンスの推進

市体育協会等と連携し、指導者の育成・
発掘を目的とした市民協働型の講習会等
を実施

県内プロスポーツチーム等
との交流

県内プロチーム、企業チーム等との交流
会や講習会、練習会の開催支援

全国・ブロック大会及びス
ポーツ合宿の誘致

近隣自治体等と連携したスポーツ競技大
会や企業、大学等の合宿の誘致

陸上競技場の計画的な整備

砺波総合運動公園内スポーツ施設の計画
的な改修実施

その他体育施設の計画的な改修実施

地域体育館の管理運営の充実

管理備品の整備

健常者と障がい者が共に利
用できるスポーツ施設の在
り方の研究

バリアフリー、ユニバーサルデザインへ
の対応

安全性及び緊急性を最優先した計画的な
施設改修の実施

行政改革市民会議や公共施設等総合管理
計画等の方針に基づく施設整備、統廃合
及び再編

学校体育施設開放事業を推進し、生涯ス
ポーツと健康づくりの場を提供

中学校テニスコート等の有効活用に向け
た調査・研究

受益者負担の公平性に基づく、学校体育
施設開放事業に伴う夜間の体育館照明使
用の有料化の実施

ホームページの充実やＳＮ
Ｓを活用したスポーツ施設
情報の提供

市ホームページやインターネットを活用
したスポーツ施設に関する情報発信の充
実

全国大会等のスポーツ大会
への出場支援

（２）
競技スポーツ指導者の育成

競技スポーツ指導者の育
成・確保

（３）
スポーツ交流の推進

拠点スポーツ施設の充実と
整備

地域スポーツ施設の充実

公共施設等総合管理計画を
踏まえた有効活用、統廃合
及び再編

学校体育施設の有効活用

２
スポーツ競技力
の向上

（１）
競技スポーツの推進

３
スポーツ施設の充実

（１）
計画的なスポーツ施設の整備

（２）
既存施設の有効活用と
管理運営
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資料編

１ スポーツ基本法のあらまし

２ 第２期元気とやまスポーツプラン【概要】

３ 第４期スポーツプランとＳＤＧｓとの関係

４ 砺波市のスポーツ施設一覧



1 スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）のあらまし

1 総則

（１）この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責

務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の

基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある

社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とすることとした。

（第 1 条関係）

（２）スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、

国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にそ

の適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として、推進さ

れなければならないこと等、スポーツに関し、基本理念を定めることとした。

（第 2 条関係）

（３）スポーツに関し、国及び地方公共団体の責務、スポーツ団体の努力等について定

めることとした。 （第 3 条～第 7 条関係)

（４）政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上

の措置その他の措置を講じなければならないこととした。 （第 8 条関係）

2 スポーツ基本計画等

（１）スポーツ基本計画

文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

スポーツの推進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定

めなければならないこととした。 （第 9 条関係）

（２）地方スポーツ推進計画

都道府県及び市町村の教育委員会（その長がスポーツに関する事務（学校におけ

る体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた特定地方公共

団体にあっては、その長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即

したスポーツの推進に関する計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定

めるよう努めるものとすることとした。 （第 10 条関係）

3 基本的施策

（１）スポーツの推進のための基礎的条件の整備等について、指導者等の養成等、スポ

ーツ施設の整備等、学校施設の利用、スポーツ事故の防止等、スポーツに関する紛

争の迅速かつ適正な解決、スポーツに関する科学的研究の推進等、学校における体

育の充実等の施策を定めることとした。 （第 11 条～第 20 条関係）

（２）多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備について、地域におけるスポー

ツの振興のための事業への支援等、スポーツ行事の実施及び奨励等の施策を定める

こととした。 （第 21 条～第 24 条関係）

（３）競技水準の向上等について、優秀なスポーツ選手の育成等、国民体育大会及び全

国障害者スポーツ大会、国際競技大会の招致又は開催の支援等、ドーピング防止活

動の推進等の施策を定めることとした。 （第 25 条～第 29 条関係）

4 スポーツの推進に係る体制の整備

（１）スポーツ推進会議

政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、

スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省そ

の他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとすることとした。 （第 30 条関係）

（２） 都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等
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都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する

重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議

制の機関を置くことができることとした。 （第 31 条関係）

（３）スポーツ推進委員

市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町村に

おけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツ

に関する深い関心と理解を有し、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調

整等の職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を

委嘱するものとすることとした。 （第 32 条関係）

5 国の補助等

国は地方公共団体、学校法人又はスポーツ団体に対し、地方公共団体はスポーツ

団体に対し、それぞれそれらの行うスポーツの振興のための事業に要する経費の一

部を補助することができることとした。 （第 33 条～第 35 条関係）
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出典：文部科学省ホームページから引用



2 第2期元気とやまスポーツプラン【概要】
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出典：富山県ホームページから引用



3 第４期スポーツプランとＳＤＧｓとの関係

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、国連サミット

において採択された「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す国際

社会全体の共通目標です。

２０１６年から２０３０年までの間に達成すべき１７のゴール（目標）と、それにつな

がる１６９のターゲットから構成されています。

第４期となみスポーツプランでは、「第４章 総合的かつ計画的に取り組む施策」の中

で、具体的なＳＤＧｓの目標達成のために、下記のゴール（目標）を表示しています。

■第４期となみスポーツプランに示すSDGsの詳細（資料：外務省国際協力局より）

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し、福祉を促

進する

すべての人に包摂的かつ公正な

質の高い教育を確保し、生涯学習

の機会を促進する

包摂的で安全かつ強靱（レジリエ

ント）で持続可能な都市及び人間

居住を実現する
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４ 砺波市のスポーツ施設一覧 令和４年 4 月 1 日現在

施設名 住所 施設概要

1 砺波体育センター 表町 18－6 体育館（バスケットボール 2、バレーボール 2、バドミントン８）、

会議室２、体力測定室、トレーニング室

2 庄川体育センター 庄川町青島 3936 体育館（バレーボール 2、バドミントン 8、テニス 2）

研修室、トレーニングルーム

3 B&G 海洋センター 東保 20-1 体育館、25m×6 コースプール、幼児プール、トレーニングルーム、

ミーティングルーム

４ 高道体育館 高道 217-1 砂入り人工芝コート（ゲートボール 2、テニス 1）

５ 若林体育館 狐島 208-1 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 3）

６ 高波体育館 高波 842-2 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 3、

テニス 1））

７ 油田体育館 宮丸 466-4 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 2、

テニス 1）トレーニングルーム

８ 中村体育施設 中村 200-1 卓球 2、軽運動

９ 柳瀬体育館 柳瀬 10 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 4）

10 太田体育館 太田 983 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 3、

テニス 1）トレーニング室

11 栴檀野体育館 福岡 312 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 3）

12 栴檀山体育館 井栗谷 6552 体育館（バスケットボール 1、バレーボール 1、バドミントン 3、

テニス 1）

13 雄神体育館 庄川町庄 3600-1 体育館（バレーボール 1、バドミントン 2）

14 庄川親雪体育館 庄川町五ケ 435 砂入り人工芝コート（テニスコート 1、ゲートボールコート 1）

15 砺波総合運動公園

野球場、多目的競技場、野球・

ソフトボール広場、サッカー・

ラグビー広場、温水プール

柳瀬 241 野球場（夜間照明６基）、多目的競技場（サッカー1、ラグビー1、

ソフトボール 2）、野球・ソフトボール広場（軟式野球 1、ソフト

ボール 1）、サッカー・ラグビー広場（サッカー1、ラグビー1）、温

水プール（25m×6 コース 1、幼児プール 1）

16 砺波向山健民公園

健民広場、テニスコート

東保向山 12-1 健民広場（野球 1、ソフトボール 2、夜間照明 4 基）

テニスコート（グリーンサンドテニスコート 4、夜間照明）

17 高道グラウンド 高道 219-1 サッカー1、グラウンド・ゴルフ 1

18 中村グラウンド 中村 200-4 ソフトボール 1、ゲートボール 1、ターゲット・バードゴルフ 1

19 鷹栖テニスコート 鷹栖 11-2 砂入り人工芝テニスコート 2

20 弁財天スポーツ公園

（弁財天野球場）

庄川町庄地先 野球場 1

21 出町中学校運動場

夜間照明施設

表町 9-42 野球 1、ソフトボール 1、サッカー1

22 庄西中学校運動場

夜間照明施設

矢木 525 野球 1、ソフトボール 1、サッカー1

23 般若中学校運動場

夜間照明施設

徳万 100 野球 1、ソフトボール 1、サッカー1

24 庄川中学校運動場

夜間照明施設

庄川町青島 3915 野球 1、ソフトボール 1、サッカー1

25 庄川中学校テニスコート

夜間照明施設

庄川町青島 3941 砂入り人工芝テニスコート 2

26 砺波市民総合運動場

（砺波市陸上競技場）

深江 815 全天候型陸上競技場

（400m トラック６コース、直線走路８コース）

27 上和田緑地 上和田 70 地先 多目的広場 1、キャンプ場 28 区画、マリーナ 1、艇庫 1
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