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 豊かなスポーツライフとは，県民のだれもが，主体的に，それぞれの好みやレベルに応

じて，好きなときに好きなスポーツを気軽に，行う，見る，応援する，支える，トップを

めざすなど，様々な形でスポーツに接することのできる生活のことです。 

 このような社会をめざして，県では，先に掲げた三つの課題に対応して，それぞれ次の

とおり中心課題を設定し，三つの視点から重点施策に取り組むこととします。 

 

(1) 地域で気軽に参加できる 親しむスポーツ」社会の実現～「地域スポーツの振興」 

    

【中心課題(1)】    

 

 

(2) 学校と地域の枠を超えてジュニアを 育てるスポーツ」の振興～「ジュニアスポーツの振興」 

   

 【中心課題(2)】    

 

 

(3) 世界の頂点・全国の頂点をめざし 極めるスポーツ」の支援～「競技スポーツの振興」 

    

【中心課題(3)】  

      

 

   また，これらに併せ，六つの項目からなるサポート体制の構築に努めます。 

   

ア 指導者の養成・確保   イ 指導体制の構築       ウ 施設の連携・活用 

エ スポーツ医・科学の活用 オ 情報の提供・スポーツの普及 カ ネットワークづくり 

 

 

 

 

第第第４４４   豊豊豊かかかなななスススポポポーーーツツツララライイイフフフののの実実実現現現をををめめめざざざしししててて   

１ 施策の体系 

子どもから高齢者までだれもがスポーツに親しむことができる「総

合型地域スポーツクラブ」の育成と活性化 

子どもの年齢に応じたスポーツ活動の推進・習慣化を図ることによ

る，体力・運動能力の向上及びスポーツ活動の活性化 

世界の頂点・全国の頂点をめざし，県民に夢と感動と元気を与える

トップアスリートの育成 
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豊かなスポーツライフを実現させるためには，親しむスポーツ（地域スポーツ），育てるスポ

ーツ（ジュニアスポーツ），極めるスポーツ（競技スポーツ）の三つの視点からのスポーツ振興

を有機的に組み合わせて総合的に実施することが必要です。 

これを，重なり合う「三つの輪」により表現しました。 

また，三つの輪が重なり合う共通部分（５項目）と，三つの輪を周りから支援する部分（ネッ

トワークづくり）を，サポート体制として構築します。 

 

 

 

地域スポーツの振興 

ジュニアスポーツの振興 競技スポーツの振興 

スポーツ医・科学の活用

指導者の養成・確保 

指導体制の構築 

総合型地域スポーツクラブの育成と活性化 

国体出場選手の強化施設の連携・活用 

ひろしま広域スポーツセンター機能の充実 

子どもの体力・ 
  運動能力の向上 

ジュニア選手の育成強化 
  学校における体育・ 

   スポーツの振興 

情報の提供・スポーツの普及

 

 

ネネッットトワワーークク  

  

づづくくりり  

三 つ の 輪 



 

 - 18 - 

 
 
 

 

(1) 【地域スポーツの振興】～「親しむ」スポーツ 
  

豊かなスポーツライフの実現のためには，まず，だれもが，気軽にスポーツに親し

むことのできることが必要です。 

  そのためには，障害の有無にかかわらず，子どもから高齢者まで，だれもが，いつ

でもどこでも，自分の好きなスポーツを行うことのできる「総合型地域スポーツクラ

ブ」が身近なところに設立されることが最も効果的な方法だと考えられます。 

  このため，県では，「各市町に少なくとも一つずつ」ということを目標として，次の

3 点に重点を置き取り組んでいきます。 

 

     ア 総合型地域スポーツクラブの設立・育成の推進 

     イ 総合型地域スポーツクラブの活性化 

     ウ ひろしま広域スポーツセンター機能の充実 

 

(2) 【ジュニアスポーツの振興】～「育てる」スポーツ 
 

 豊かなスポーツライフを送るためには，幼児期から外で活発に身体を動かしてよく

遊び，身体運動の楽しさを味わい，そしてスポーツを好きになることが何よりも重要

です。 

また，学校における体育・保健体育の授業や成長過程に応じたスポーツ活動の指導

は極めて重要で，子どもの生涯におけるスポーツ活動に多大な影響を及ぼします。 

このため，ジュニア層に対するスポーツ振興施策として，次の２点に重点を置き取

り組んでいきます。 

 

     ア 子どもの体力・運動能力の向上 

     イ 学校における体育・スポーツの振興 

 

(3) 【競技スポーツの振興】～「極める」スポーツ 
 

世界や全国の大会で，地元の選手が活躍することは，県民の夢でもあり，県全体を元

気にしてくれます。 

また，子どもを中心として，スポーツを実施する多くの人の目標になり，県民にス

ポーツ活動を広める大きな要因にもなります。 

このため，県では，日本の総合競技大会である国民体育大会をはじめ，各種大会で多

くの選手がトップをめざすために，次の２点に重点を置き取り組んでいきます。 

 

     ア 国体出場選手の強化 

     イ ジュニア選手の育成強化      

三つの重点施策
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「親しむ」，「育てる」，「極める」それぞれのスポーツの振興を，総合的に基盤から支える

システムを構築します。 

  そのため，次の６項目について，取組み方針を示します。 

(1) 指導者の養成・確保 

適切な指導が行える指導者の養成・確保 

(2) 指導体制の構築 

 ア 指導者ネットワークの構築 

  イ 県内トップアスリートの活用 

(3) 施設の連携・活用 

  ア 拠点施設と市町の設置する施設の連携と機能の充実 

  イ 施設のさらなる開放 

ウ 指定管理者制度の活用 

(4) スポーツ医・科学の活用 

  ア 医・科学的トレーニングの活用・普及 

  イ 栄養・食生活の改善 

(5) 情報の提供・スポーツの普及 

  ア 多様な情報の収集及び提供 

  イ 大規模大会の誘致・開催 

 (6) ネットワークづくり 

  ア 各関係団体の育成・ネットワークづくり 

  イ 学校・地域・家庭のネットワークづくり 

  ウ スポーツを支える人，地域の体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポート体制の構築 
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 (1) 地域スポーツの振興  
 
 

ア 総合型地域スポーツクラブの設立・育成の推進 
 

ひろしま広域スポーツセンターと財団法人広島県体育協会の緊密な連携を図ること

により，スポーツ関係団体をはじめとする地域団体・住民等への啓発を効果的に行い，

住民の積極的な参加に基づく総合型地域スポーツクラブの育成に努めます。 

 

(ｱ) 地域の意識の醸成 

ａ 地域の住民が主体的にクラブを設立，運営しようとする意識の醸成 

県民の高まる健康志向や，医療費負担の増大などへの対策として，総合型地域ス

ポーツクラブの設立が有効であることを地域に積極的にアピールし，クラブを設立

しようとする住民意識の高揚を図ります。 

ｂ 市町等でクラブを設立しようとする意識の醸成 

地域におけるスポーツ活動の活性化だけでなく，高齢化の進展などに伴う医療費

負担の増大への対策や，地域コミュニティの創出などの付随的効果が期待される 

総合型地域スポーツクラブが地域に果たす役割について十分な理解を図り，クラブ

の設立に向けた地域全体の意識高揚を図ります。 

 

(ｲ) 人材の発掘支援等 

総合型地域スポーツクラブの設立・運営には，中心となるキーパーソン（クラブマ

ネジャーなど）や優秀な指導者が必要です。 

このため，ひろしま広域スポーツセンターや財団法人広島県体育協会のネットワー

クを活用して，地域で活動している候補者をリストアップしデータベース化を図ると

ともに，クラブマネジャーや指導者の養成を支援します。 

 

(ｳ) 既存クラブ等の団体の見直し・転換 

地域で活動しているスポーツ少年団や単一種目のスポーツサークルなど既存の地域

スポーツ団体の把握に努めて，今後のあり方を個別に検討し，それぞれの活性化を図

るとともに，状況に応じては，総合型地域スポーツクラブへの転換を含めた検討を促

すなど，地域にとって望まれる形のクラブへの整備を推進していく。 

       

(ｴ) 適切なスポーツ情報の整備・提供 

総合型地域スポーツクラブに必要な情報は，全国的にもまだ十分整備されていると

は言えず，多様な媒体を活用した有益な情報提供が期待されています。このため，ひ

ろしま広域スポーツセンターで，クラブ設立のノウハウなど幅広いスポーツ情報を収

集し，設立をめざす地域に情報を提供していきます。 

 

２ 具体的な取組み 
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イ 総合型地域スポーツクラブの活性化 
 

総合型地域スポーツクラブが，その役割を十分果たすためには，参加した住民が，

スポーツを通じて，健康で，明るくなり，さらには，地域のコミュニティが盛んに活動

を行うようになることが必要です。また，次々と新たなクラブ設立の意欲を高めるため

にも，設立後のクラブが活性化されることが重要なポイントになります。 

 

(ｱ) 地域での盛り上げ体制の構築 

ひろしま広域スポーツセンターを中心に，地域（コミュニティ）全体でスポーツ活

動を盛り上げていく体制を築くため，クラブを中心とした地域全体でのスポーツ大会

の開催や，クラブ間の交流大会などが盛んに行われるよう支援をしていきます。 

さらに，県内各クラブが情報交換し連携を図りながら，お互いがレベルアップでき

るように，連絡協議会やクラブ交流スポーツ大会の開催などの支援を行います。 

 

(ｲ) 指導者の派遣 

総合型地域スポーツクラブを充実させ，多くの地域住民の参加を促すには，だれも

が，それぞれの体力や好みに応じて親しめるバラエティに富んだスポーツメニューが 

必要になります。このため，各種スポーツ指導者の養成・確保の支援とともに，積極

的にクラブが様々な指導者を活用できるよう，指導者の派遣事業を行います。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) スポーツ情報の充実 

クラブの活性化に必要な情報を常に提供できる体制を整えるとともに，だれもが 

それぞれの好みや体力などに応じてスポーツに接することができるクラブとするた

め，ひろしま広域スポーツセンターにおいて，ニュースポーツを中心に，できるだけ

多くのスポーツ及びその指導者等を紹介できるよう，随時開発・紹介されているニュ

ースポーツの情報等を積極的に収集するなど，スポーツに関する情報やクラブ運営の

ノウハウなどの充実に努めます。 

    

 

総合型地域スポーツクラブの活性化には， 

○ 多くの種目が用意されている。 

○ 地域のだれもが年齢，興味・関心，技術・技能レベルなどに応じて，いつ

 でも活動できる。 

○ 定期的・継続的なスポーツ活動を行うことができる。 

○ 個々のスポーツニーズに応じたスポーツ指導が行われる。 

○ 地域住民が主体的に運営する。 

などが必要。 
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ウ ひろしま広域スポーツセンター機能の充実 
     

県では，広島県教育委員会事務局内に「ひろしま広域スポーツセンター」を設置し，

総合型地域スポーツクラブの設立や運営，活動などの助言，支援を行っています。 

今後，数多くのクラブが設立され，各クラブがさらに活性化されるためには，財団法

人広島県体育協会などの関係団体と緊密な連携を図りながら，スポーツセンターの機能

をますます充実させる必要があります。 

 

(ｱ) クラブを立ち上げるためのノウハウの蓄積 

総合型地域スポーツクラブ支援の拠点である，ひろしま広域スポーツセンターに， 

他県の先進クラブの状況なども含め，設立から事業展開まで，クラブ運営に係るあ

らゆる情報を蓄積し，クラブの設立や運営の円滑化への支援を行います。 

 

(ｲ) クラブマネジャー及び指導者の養成支援 

総合型地域スポーツクラブの安定した経営に不可欠であるクラブマネジャーにつ

いては，財団法人日本体育協会の資格制度を踏まえて，養成の支援をしていきます。 

また，クラブが多彩で魅力あるプログラムを展開していくために必要な指導者を

確保するため，各市町との連携によって，隠れた指導者の把握に努め，スポーツリ

ーダーバンクとして活用しやすい情報機能の整備を図ります。 

 

(ｳ) スポーツ情報の充実 

クラブの活性化に必要な情報を常に提供できる体制を整えるとともに，だれもが

それぞれの好みや体力などに応じてスポーツに接することができるクラブとするた

め，ニュースポーツを中心に，できるだけ多くのスポーツ及びその指導者等を紹介

できるよう，随時開発・紹介されているニュースポーツの情報等を積極的に収集す

るなど，スポーツに関する情報やクラブ運営のノウハウなどの充実に努めます。 

また，県内に設立・育成されている総合型地域スポーツクラブの活動内容の紹介や

様々なスポーツ情報の提供に努めます。 

 

(ｴ) 地域での盛り上げ体制の構築 

ひろしま広域スポーツセンターが中心となり，定期的に，クラブを中心とした地域

全体でのスポーツ大会の開催や，クラブ間の情報交換会・交流大会を企画するなど，

地域（コミュニティ）全体で盛上げていく体制づくりを支援していきます。 
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(2) ジュニアスポーツの振興 
 

 

ア 子どもの体力・運動能力の向上 
 

子どもが熱中できるスポーツ体験を学校や地域において充実させるため，「体力・運

動能力調査」を実施し，子どもの体力の現状と課題を把握するとともに，学校での体

力つくりのためのマネジメントサイクルの確立に努めます。 

また，先進的な実践事例の収集や提供による情報の共有化を図るとともに，学校と

地域の関係機関が連携し，より多くのスポーツの楽しさを味わえるような機会づくりに

努めます。 

 

(ｱ) 生活の中の運動習慣化 

子どもの体力を向上させるためには，その時期に合った運動を，学校，地域及び

家庭という生活全体の中で実践させることが重要です。 

そのため，体力・運動能力調査により，児童生徒の体力の現状や課題の把握に努め，

学校の体力つくり推進体制の確立や家庭での生活習慣の改善，総合型地域スポーツク

ラブの育成など，子どもが生活の中で運動する習慣を身に付けることのできる環境の

整備を図ります。 

 

(ｲ) 一貫育成システムの構築 

財団法人広島県体育協会では，競技力の向上に向けて，年齢に応じたジュニア選

手育成指導マニュアルを作成しました。しかし，競技力の向上を図るためには，そ

の基礎となる体力・運動能力の向上が不可欠です。 

したがって，財団法人広島県体育協会や各競技団体など関係団体と連携し，子ど

もの成長・発達段階や技術水準に応じた基礎体力・運動能力の向上に向けて，食生

活の改善などの生活習慣まで見据えた，一貫した育成システムの構築を図ります。 

 

    (ｳ) 地域でのスポーツ活動 

幼児期から少年期にかけての様々な運動の実践・スポーツの体験は，心身の健全

な発育・発達に大きな影響を与えるともに，生涯にわたる豊かなスポーツライフを

築くための基盤となります。 

地域の特性を生かした各学校での取組みや総合型地域スポーツクラブなどとの連

携によるスポーツ活動などにより，いつでも，どこでもスポーツに親しめる環境づ

くりに努めます。 

また，地域の子どものスポーツ活動に大きな役割を果しているスポーツ少年団をは

じめ，各種クラブ，スポーツ教室等をさらに充実させるとともに，相互の連携を深め，

又は，幼児から大人までが気軽に参加できる総合型地域スポーツクラブに発展させる

など，地域における子どものスポーツ活動の機会を拡大させます。 
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イ 学校における体育・スポーツの振興 
 

ジュニア層がスポーツに接する機会が最も多い学校において，体育・保健体育の授

業の充実はもちろん，学校全体で取り組む体育・スポーツ活動を充実させることが不可

欠です。 

このため，専門的な指導方法やスポーツ医・科学を取り入れた適切な指導が行われる

ように指導者の養成に努めるとともに，地域のスポーツ指導者の積極的な活用を推進し

ていきます。 

また，学校体育団体が実施する学校体育大会の開催や全国大会の出場等について支援

を行うとともに，今後の運動部活動のあり方についても検討します。 

 

(ｱ) 体育の授業と体育的活動の充実 

児童生徒の生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに，健康の保持

増進のための実践力の育成と体力の向上を図るためには，体育・保健体育の授業の充

実はもとより，特別活動，総合的な学習の時間など，学校全体で取り組むことが必要

です。 

特に，学習指導要領の改訂により体育・保健体育の授業において，体つくり運動の

充実，授業時数の増加，武道・ダンスの必修化等が図られたことを踏まえ，教員を対

象とした指導力向上のための研修講座の充実を図ります。 

また，県内外の先進的な実践事例の共有化を図ることにより，教科及び体育活動の

充実に努めます。 

 

(ｲ) 運動部活動の活性化 

学校運動部活動などのスポーツ活動は，生徒が生涯にわたって親しむスポーツと出

会う機会であり，学校体育団体が開催する大会などを中心に展開されます。 

このため，これらの団体の活動を継続的に支援するとともに，指導者養成研修会等，

幅広い事業が実施できるよう，団体間や学校関係者との情報交換や研究協議を進めま

す。 

 

(ｳ) 地域のスポーツ活動との連携 

学校が，総合型地域スポーツクラブや地域のスポーツ団体，競技団体と連携し，幅

広い事業が展開されるよう支援を行います。また，地域のスポーツ活動等に積極的に

参加し，保護者を含めた地域住民との連携を図ります。 

学校において，地域のスポーツ指導者を活用することにより，指導の充実を図り，

運動部活動の魅力と効果を一層高めます。 

 

(ｴ) 地域に開かれた学校体育大会 

複数校で組織するチームの参加や，地域のスポーツクラブで活動している生徒が， 

学校体育団体主催大会に参加できるようにするなど，生徒が体育大会に参加する機会

の拡充をめざします。 
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(3) 競技スポーツの振興 
 
 

ア 国体出場選手の強化 
 

国際大会や全国大会で郷土のトップアスリートが活躍することは，他の競技者の刺

激になるだけでなく，スポーツを観戦する人たちにも夢と感動と元気を与えてくれま

す。 

世界のトップ，全国のトップをめざす選手が，まず出場を目標とする国民体育大会

は，日本で唯一の総合競技大会であり，また，各都道府県の総合的な競技力を測る指

標となる大会でもあります。 

本県のトップアスリートが活躍し，県民に元気を与えるために，国民体育大会に出

場する選手の強化に努めます。 

本県では，トップアスリートの育成と国民体育大会での男女総合成績で常時８位以

内の入賞をめざし，次のとおり，選手強化事業を実施していきます。 

     

(ｱ) 選手強化事業の推進 

国体出場選手を対象として実施している県内外での強化合宿や，他都道府県の強

豪チームとの練習試合などは，競技力を向上させるために欠かすことのできない事

業であるため，引き続き重点的に支援していきます。 

 

(ｲ) 効率的・効果的な強化の実施 

選手強化事業を効率的・効果的なものにするために，高度な指導技術を有する優

秀な指導者やスポーツドクター，トレーナーなどの県外からの招へい，更には，強

化合宿や練習試合へのスポーツ医・科学的手法の導入などを積極的に支援していき

ます。  

 

(ｳ) ジュニア～成人の循環サイクルの構築 

指導者間の連携に力を入れ，相互の情報・指導技術の共有化や優秀選手への協同

指導などを行うことにより，ジュニアから成人までの一貫した指導システムの構築

を図ります。 

更に，育成したジュニア選手が競技力を向上させトップアスリートに成長し，や

がて指導者となるよう，継続的で，循環的な指導・育成システムを，長期的な視野

のもとに構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニア選手 

 

 

 

 

 

トップアスリート            指導者 
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イ ジュニア選手の育成強化 
 

ジュニア層の選手の個性・能力を大きく伸ばすためには，各年代を通じた一貫指導

を行うことが欠かせません。 

また，スポーツ医・科学的手法を取り入れた強化の実施が極めて重要であり，具体

的な練習場面においてだけでなく，食生活を中心とした生活全般に，医・科学的内容

を取り入れることが肝要です。 

こうしたことを踏まえて，次の項目に重点を置き，小学生から高校生までの一貫指

導システムの構築に取り組んでいきます。 

 

(ｱ) 年齢層に応じた強化の推進 

各中央競技団体で研究されているジュニア育成に係る研究成果等を参考に，スポー

ツ医・科学的手法を十分に取り入れ，心身とも発達段階にあるジュニア層の年齢や競

技種目に応じた適切な練習方法などについての育成プログラムの策定を図ります。 

 

(ｲ) スポーツ教室，講習会の開催 

小学生から高校生までを対象に，競技ごとに，スポーツ教室や講習会などを開催し，

競技の普及を図るとともに，子どもの潜在能力を把握し，有望な子どもの早期発掘に

努めます。 

 

(ｳ) 中・高合同合宿の実施 

早期発掘された選手の中からリストアップした将来の国民体育大会の候補選手を，

中・高合同合宿に参加させます。 

中・高合同合宿では，選手の技術的な向上を図るとともに，中学校・高等学校の校

種や競技間の壁を取り払った指導者同士の連携や情報交換を行い，一貫指導体制を充

実させます。 

また，この中・高合同合宿の中で，メンタルトレーニングなどのスポーツ医・科学

に係る研修会などを開催し，日常の食生活や競技力を十分に発揮するための気持ちの

持ち方などについて，選手・指導者が共通認識を持つようにします。 

  

小学生から高校生までの一貫し

た指導システムの構築が重要！ 

さらに成人のトップアスリートへ 
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  「親しむ」，「育てる」，「極める」それぞれのスポーツの振興を，総合的に基盤から支えるシ

ステムを構築する。そのため，次の６項目について，取組み方針を示します。 

     

(1) 指導者の養成・確保 

 

適切な指導が行える指導者の養成・確保 

 

地域スポーツ，ジュニアスポーツ，競技スポーツ，どの分野のスポーツを行う場合にも，

優秀な指導者による適切な指導が極めて重要です。 

適切な指導が行える指導者を確保するため，次のとおり，指導者を発掘し，養成してい

くシステムの構築をめざします。 

 

ア 指導者の発掘及び指導者リストの整備 

各市町，各市町体育協会や学校関係者，体育指導委員等の関係団体から情報を収集し，

指導力・指導意欲を有しながら指導機会に恵まれていない地域の隠れたスポーツ指導者

を把握し，スポーツ指導者名簿を整備します。 

専門競技別，地域別などに整備するとともに，新たな登録の促進や活用に努めます。 

この情報を，ひろしま広域スポーツセンター及びスポーツ情報センターに集約し，指

導者派遣事業などでの活用を図るとともに，県民が簡単に情報を入手できるシステムを

築きます。 

 

イ 研修会・講習会の開催 

登録された指導者の資質の維持・向上を図るためには，研修会・講習会の実施は欠か

せません。引き続き，指導者個々の専門競技や能力などに応じた研修会・講習会を定期

的に開催していきます。 

この研修会・講習会は，技術指導に関することだけではなく，スポーツ医・科学的手

法の習得や指導者としての考え方，人間性の豊かさまでも含んだものとし，総合的なレ

ベルアップを図ります。 

 

サポート体制の構築 
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 (2) 指導体制の構築 

 
 
ア 指導者ネットワークの構築 

 

地域での気軽なスポーツの実施においても指導者による継続した適切な指導は重要

ですが，とりわけトップアスリートを育成する場合には，高いレベルでの継続した指導

が必要となります。 

このためには，講習会・研修会だけでなく，指導者個々の意識を高めるための，相互

の情報の共有化やノウハウ交換等を活発に行うことが重要です。 

 

(ｱ) 指導マニュアルの活用 

財団法人広島県体育協会で整備を進めているジュニア選手育成指導マニュアルの

基本的なプログラムとしての活用を図ります。 

また，ジュニア層以外についても，指導者個々の特性を十分に生かしながら，競技

ごとに，年齢・男女の特性や競技レベル，目的などに応じて一貫した指導が行えるよ

うな統一基準を示した指導マニュアルの整備に取り組みます。 

 

(ｲ) 連絡協議会等の開催 

ジュニア育成プログラムや指導マニュアルなどを活用し，各種研修，情報交換，実

践交流などで情報の共有化を図ります。 

競技ごとに，競技団体や各学校，地域スポーツクラブ等の指導者が集う連絡協議会

や合同練習会などを積極的に開催し，組織的な連携体制の構築に努めます。 

また，これを拡大した異種競技間の情報交流・実践交流会も定期的に開催するなど，

連携体制の構築に取り組みます。 
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イ 県内トップアスリートの活用 

 

本県では，全国的にもトップレベルの企業クラブなどが多く活動しており，それらの

クラブ・チームが，広島トップスポーツクラブネットワーク（トップス広島）という組

織を設立し，地域へのスポーツ振興などの活動を行っています。 

このトップス広島などと緊密な連携を図ることにより，トップアスリートの指導を充

分に活用できる仕組みを作ります。  

 

(ｱ) トップレベル競技者の活用の促進 

トップレベル競技者の引退後に，学校や地域スポーツクラブなどでの指導者として

活用できるシステムづくりを図ります。 

また，トップス広島などの全国レベルの企業スポーツ等の現役トップアスリートに

よる技術指導の機会などを積極的に設けます。 

 

(ｲ) プロスポーツ団体と競技団体の連携 

サンフレッチェ広島の誕生に見られるように，プロスポーツも地域に密着した活動

に積極的に取り組むようになっています。 

このような状況を踏まえて，今後はアマチュアスポーツとプロスポーツの連携を図

り，地域スポーツからトップアスリートの育成まで幅広いスポーツ振興に活用できる

よう取り組んでいきます。 
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(3) 施設の連携・活用 

 

 

ア 拠点施設と市町の設置する施設の連携と機能の充実 

 

県の中核拠点施設である県立総合体育館は，国際大会などの大規模スポーツ大会の開

催やスポーツ情報センター機能，トップアスリート育成機能など多機能を備えています。 

また，県内を３地域に区分し，それぞれの地域で中核施設となる県立の３施設（総合

グランド，びんご運動公園，みよし公園）を整備しています。 

市町には，住民が気軽に利用できるよう各種スポーツ施設が多くあります。 

今後，施設の特性を十分に発揮させるためには，ハード面だけでなくソフト面におい

て，各施設が持つ機能を有機的に連携させることが必要です。 

このため，県立総合体育館を中心にして，各施設が機能分担を図りながら，施設設備

の充実と指導者の交流などにより，県民の多様なニーズに応えます。 

 

 

イ 施設のさらなる開放 

 

児童生徒の多様なニーズに幅広く対応するため，学校体育施設の整備に努めるととも

に，地域住民へのスポーツ活動の場を提供するため，積極的に学校体育施設の開放に努

めます。 

地域の体育施設にも活動の場を求め，積極的に地域住民への体育施設の開放を図りま

す。 

 

 

ウ 指定管理者制度の活用 

 

社会体育施設の効用を最大限に発揮するため，県内のほとんどの施設で指定管理者制

度を導入しています。 

今後は，県と市町間において，指定管理者制度の導入によって向上した利用者サービ

スの情報を共有し，県民の多様なニーズに対応する一層のサービス向上と経費の縮減を

図ります。 
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(4) スポーツ医・科学の活用 

 

 

ア 医・科学的トレーニングの活用・普及 

 

豊かなスポーツライフを実現するためには，スポーツを安全で効果的に実施すること

が求められます。 

スポーツの練習やトレーニングは，一人ひとりの形態・機能・発育発達特性・運動能

力等に応じて科学的に行う必要があります。特に発育・発達の過程にある児童生徒への

「長時間の，発育発達特性を考慮しない練習」が，スポーツ障害の原因となっていると

いう指摘もあります。 

また，今日の競技力の向上対策は，スポーツ医・科学的手法を抜きにして行うことは

できず，また，その内容は日々進歩しています。 

平成１５年度からは，国民体育大会にドーピング検査が導入されたことにより，アン

チドーピングの活動を更に深める必要があるなど，スポーツ医・科学の活用は，ますま

すその必要性を増しています。 

こうした状況を踏まえ，県立総合体育館の健康体力相談室の活用や財団法人広島県体

育協会のスポーツ医・科学委員会との連携により，スポーツ医・科学的なノウハウの活

用・普及に努めるとともに，こうしたノウハウを十分に理解し活用できる指導者の養成

に努めます。 

スポーツ障害の防止や効果的なトレーニング等の普及にスポーツドクター，トレーナ

ーを養成・活用するとともに，アンチドーピングへの取組みを実施します。 

 

 

イ 栄養・食生活の改善 

 

体力つくり，地域スポーツから頂点を極める競技スポーツまで，いずれのスポーツに

おいても，食事の質・量などが重要なポイントになります。 

健康な体をつくるためのバランスの取れた栄養摂取の方法から，より高い競技結果を

残すための栄養摂取の方法まで，県立総合体育館の健康体力相談室の活用や財団法人広

島県体育協会のスポーツ医・科学委員会等と連携し，スポーツ栄養に関する研究と指導

を行います。 
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(5) 情報の提供・スポーツの普及 

 

 

ア 多様な情報の収集及び提供 

 

様々な広報媒体によりスポーツに関する情報を提供し，県民のスポーツ情報に関する

需要に応えるとともに，スポーツへの興味・関心を高めます。 

ひろしま広域スポーツセンターのホームページでは，地域の指導者，競技種目，スポ

ーツ施設，スポーツ教室・講座など，スポーツに関係するあらゆる情報の収集・蓄積に

努めます。 

また，各市町や関係団体と緊密な連携を図り，データベースとして共有化し，活用す

る仕組みづくりを検討します。 

 

 

イ 大規模大会の誘致・開催 

 

競技レベルの高い大会に接することは，県民の競技に対する理解を深めるなど，スポ

ーツの普及・振興に大きく寄与するものです。 

特に，子どもにとっては，憧れのトップレベル選手のプレーを間近に見ることで，感

動を覚え，将来の自分の夢を描き活動していく源にもなります。 

また，国際大会，全国大会などの大規模なスポーツイベントの開催は，地域を活性化

し，観戦する人々（家庭・学校・職場・地域コミュニティ）に共通の話題を提供し，会

話があふれるなど，将来にわたって「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と

心から思える広島県の実現に寄与します。 

このため，引き続き，大規模スポーツ大会の招致･開催を積極的に推進します。 
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(6) ネットワークづくり 

 

 

ア 各関係団体の育成・ネットワークづくり 

 

スポーツの振興のためには，各スポーツ関係団体が相互に連携を保ちながら，それ

ぞれの事業を展開していく必要があります。 

本県スポーツの統括団体である財団法人広島県体育協会をはじめとする，各スポーツ

関係団体の育成・支援及び連携に努めます。 

具体的には，各種表彰制度を活用するなど，団体・個人の活動意欲の高揚を図るとと

もに，各団体の諸活動への支援や組織強化についての助言を行います。 

また，県民のスポーツニーズに対応した体制づくりをめざして，スポーツ関係団体だ

けでなく，あらゆる関係団体相互の連携を図り，幅広いネットワークづくりを支援して

いきます。 

 

イ 学校・地域・家庭のネットワークづくり 

 

豊かなスポーツライフの実現のためには，学校，地域，家庭などがスポーツ関係団

体の活動を側面から支える意識も必要です。 

このため，家庭や地域社会が，各スポーツ団体，学校関係団体などとの連携を密に

し，スポーツに対する支援を行える体制の整備に努めます。 

特に，児童生徒のスポーツ活動が行われる場である学校と地域社会の緊密な連携を

図ることにより，子どもの基礎的体力・運動能力の向上などを促進する体制を築くと

ともに，トップをめざすジュニア選手に対しては，家庭，学校を中心とした地域全体

で応援する環境を築きます。 

また，スポーツに関する情報が，家庭，地域，競技団体，学校団体などで共有でき

るように，相互の連携とネットワークシステムの整備を図ります。 

 

ウ スポーツを支える人，地域の体制づくり 

 

スポーツを楽しむためには，ハード面とともに，ソフト面での環境整備が必要であ

り，地域全体でスポーツ活動を支援する体制づくり，スポーツコミュニティの形成が

欠かせません。 

そのため，スポーツを直接楽しむ選手のほか，それを支える各種スポーツ事業の企

画・運営などの支援を行うスタッフやボランティアを育成し，だれでも気軽に参加で

きるスポーツ活動の場の提供に努めます。 

また，企業クラブや総合型地域スポーツクラブなどの活動を，地域全体で支援でき

るよう，家庭，地域を中心にした各団体との連携体制づくりに努めます。 


