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概要版 



１ 

 

 

 

◆ 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の趣旨 

  尐子高齢化、人口構成の変化による人口の空洞化、そしてそれらに伴う人間関係の希薄

化は全国的な現象であり、本市においても例外ではありません。このような社会環境の変

化は、人々の運動やスポーツをめぐる市民生活にも大きな影響を与えています。 

  そのような中、国においては平成２３年にスポーツ基本法が制定され、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り、スポーツは、青尐年の健全育

成や地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造、国の国際的地位

の向上等、国民生活において多面にわたる役割を担うことが示され、平成２４年には「ス

ポーツ基本計画」が策定されました。 

また、平成３１年には「ラグビーワールドカップ」が、平成３２年には「東京オリンピ

ック・パラリンピック」が、わが国で開催されることが決定しており、国民そして市民の

運動・スポーツへの関心や期待も高まっています。 

  こうした環境の中で、くしくもわが市において、平成１７年に策定された「宗像市スポ

ーツ振興計画」が一定に役割を終え、その中で得られた成果と今後の課題が明らかになっ

ています。これらを踏まえて、合併後の宗像市の地域特性を取り込んだスポーツ推進のた

めの新たな基本方針となる「宗像市スポーツ推進計画」を策定することになりました。こ

の計画を「スポーツチャレンジプラン」と称し、４つのチャレンジ、８つの施策を推進す

るために定められた計画となっています。 

 

◆ 計画の基本理念 

  

 

 

スポーツが有する様々な力をまちづくりの推進力とすることで、従来の枠を超えて、

スポーツの価値や可能性を大きく広げていきます。 

スポーツの範囲に「運動」を含め、スポーツ・運動を「する人」だけでなく、プロス

ポーツやトップスポーツ等の観戦、応援等の「観る人」、それらを「支える人」さらに

はトップアスリートとの交流を通じた「交わる人」と捉え、市民や団体との協働、産学

官の連携を推進した取り組みを展開します。 

これらを踏まえ、本計画の基本理念として、エンジョイ・健康・交流・スマイルキッズの

４つのチャレンジを推進し、「スポーツで笑顔・元気あふれるまちづくり」を目指します。 

【全 体】 

スポーツチャレンジⅠ〔エンジョイ〕 

 市民の誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じていつでも、どこでも、い

つまでもスポーツ・運動をする『笑顔に満ち人生をエンジョイする宗像市民』を目指します。 

スポーツチャレンジⅡ〔健康〕 

 市民の誰もが、適性や健康状態に応じて、自主的・自発的に楽しくスポーツ・運動を実践

し、スポーツ・運動を習慣化する『健康で元気な宗像市民』を目指します。 

スポーツチャレンジⅢ〔交流〕 

 市民の誰もが、スポーツ・運動を通じて、市民間や他地域の人々との『交流』を増進す

スポーツで笑顔・元気あふれるまちづくり 
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るとともに、教育、福祉や医療の充実、さらに観光等による地域経済の活性化、市のイメー

ジ向上に貢献することを目指します。 

【子ども】 

スポーツチャレンジⅣ〔スマイルキッズ〕 

スポーツ・運動が本来持つ楽しさを大切にした活動により、スポーツ・運動が好きになり、

子どもたちの人間性や協調性、社会性の育成を促します。子ども達の誰もが、笑顔いっぱい

元気に走り回る『スマイルキッズ』を目指します。 

 

◆ 宗像市スポーツ推進計画の「位置づけ・範囲・期間」 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、スポーツ基本法第１０条「地方スポーツ推進計画」の規定に基づくスポーツ

推進に関する計画で、上位計画である「第２次宗像市総合計画（平成２７年度～３６年度）」

のスポーツに関する施策を推進する上での、個別計画として策定します。 

２ 計画の範囲 

本計画では、比較的簡単なルールで手軽に楽しむことができるニュースポーツ、健康づ

くりを目的としたウォーキング、散歩、軽い運動や体操、幼児が体を使った遊び、自然に

親しむ野外活動、スポーツ・レクリエーション活動等からトップアスリートを目指す「競

技スポーツ」までを取り組みの対象としています。 

３ 計画の期間 

本計画は、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。 

なお、本計画に基づく施策の実施に際しては、社会・経済情勢の変化等に的確に対応す

るため、適宜その進捗状況の把握に努め、計画期間の中間年である平成３１年度（2019

年度）に見直しを図るものとします。 
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◆ 宗像市のスポーツ・運動の現状・課題 

１ 成人のスポーツ・運動 

・市体育協会加盟のスポーツ団体、社会体育活動や民間スポーツ施設との連携による事

業の実施等、市民、行政、学校、各種団体等で様々な取り組みを実施。 

・個人は、宗像ユリックス等のスポーツ施設において、テニスや水泳、トレーニングジ

ム、ウォーキングやジョギング等の運動が盛んだが、実態は把握していない。 

・体力への意識は、自信ある（「自信ある」＋「どちらかというと自信ある」）が約６割、

自信ない（「どちらかというと自信ない」＋「自信ない」）が約４割。 

２ コミュニティでのスポーツ・運動 

・各種スポーツイベント、スポーツ・運動教室等を開催しているが、十分とはいえない。 

・総合型地域スポーツクラブは、市内全１２地区のうち南郷と吉武の２地区で活動。 

３ 子どものスポーツ・体力 

  ・小学生は、スポーツクラブや民間スポーツ施設の教室で約２，２００人が活動、 

中学生は、部活動で約１，６６０人が活動。 

・昭和６０年度と比較すると、小・中学生ともに体力は低下（全国体力テスト比較）。 

・スポーツ指導者には、複数種目実施にむけた共通認識や、スポーツ医・科学に基づい

た適切な指導等、スキルアップが必要。 

４ スポーツ・運動をする機会 

  ・週１回以上スポーツ・運動を実施している成人の割合は約５５．６％、希望頻度では

７６．９％となっており、実施と希望とでは２１．３％の開き。 

・ライフステージに応じた運動プログラムの提供や活動支援が必要。 

  ・障がい者のスポーツは、スポーツ実態の把握や継続的な支援が必要。 

５ スポーツの多面的な広がり 

・大学や民間スポーツ施設、本市を本拠地とする企業スポーツ団体等が、人材、施

設・設備、ノウハウといった多種多彩なスポーツ資産を有する。 

・「する」スポーツだけでなく、「観る」「支える」「交わる（触れ合う）」スポーツを広

く市民に周知し、市民意識の向上を図る必要がある。 

６ スポーツを通した地域活性化 

・市主催等大会、民間スポーツ施設主催大会、中央競技団体主催大会等が開催。 

・スポーツ施設や多数のホテル、旅館等の宿泊施設と連携し、全市的にスポーツ観光を

推進する体制整備が必要。 

７ スポーツ施設の利用・運営 

・市営３体育館は、年間約１８万人、宗像ユリックス・アクアドームは年間約２０万人、

その他有料スポーツ公園施設は年間約５万人、学校施設は年間約３０万人が利用。 

・市スポーツ施設の一元管理、現行３体育館の開館日の拡大や学校施設の開放の拡大、

大学、民間のスポーツ施設の有効活用が必要。 

８ スポーツ施設 

・市営体育館の老朽化や、市営体育館及び野球場は、住民ニーズに十分こたえる設備が

備わっていない。 

・総合スポーツセンター（仮称）建設を含めた施設整備を、アセットマネジメントの視

点に留意しながら、中核拠点となる施設の再構築と整備が必要。
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◆ 基本施策 

１ スポーツ・運動を通した市民健康活動の推進 

  ◇習慣で楽しくスポーツ・運動する市民を増やすための仕組みや機会の提供。 

  ◇各地区の特性を活かしたスポーツ・運動活動の推進。 

  ◇体力や健康状態に応じた運動やスポーツプログラムの提供及び、支援体制の整備。 

 

２ スポーツ・運動を通したコミュニティ活動の活発化 

  ◇コミュニティ内住民交流をスポーツ・運動活動を通して促進するための支援体制整備。 

 

３ 子どものスポーツ機会の充実 

  ◇将来にわたってスポーツ・運動をすることが好きになる子どもを育成する取組の推進。 

◇小中一貫教育を活用した学校体育等を通じて、体力向上が図られるサポート体制整備。 

◇発達年齢に応じてスポーツ医・科学に基づく適正指導ができる指導者養成の推進。 

◇学童スポーツの複数種目実施の導入の推進。 

 

４ 若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つくり支援等のライフステージに応じ

たスポーツ活動の推進 

  ◇成人の週１回以上のスポーツ・運動実施率が３人に２人（６５％程度）を目標とした

取組の推進。 

◇いつでも、どこでも、いつまでも安全にスポーツを親しむことができる生涯スポーツ

社会の実現に向けた環境の整備。 

◇障がい者が自主的かつ積極的にスポーツ活動ができる環境整備や取組の検討、推進。 

 

５ 住民が主体的に参画する地域スポーツ環境の整備 

  ◇スポーツ資産を有効活用して、地域スポーツ活動を活発化するための推進体制の整備。 

◇市内でのトップスポーツ観戦の提供やスポーツ大会等を創り手、担い手として参画す

る市民ボランティアの育成。 

  ◇市内トップチームを活用し、市民とトップアスリートが「交わる」取組の推進。 

 

６ スポーツ観光による地域経済活性化 

  ◇大規模大会、プロスポーツ興行、合宿誘致や市主催広域大会開催に向けた組織の整備。 

◇スポーツ観光による来訪者数年間１０万人、うち宿泊者数年間５万人増加を目標とし

た取組の推進。 

 

７ スポーツ活動の場の確保 

◇学校開放の拡大や高校・大学、民間施設の活用、近隣市町施設の相互利用等の検討。 

 

８ 中核拠点となる施設の再構築と整備 

◇現行体育館を廃止し、センター機能を備えた「総合スポーツセンター（仮称）」整備。 

◇屋外スポーツ施設の整備は、今後の利用状況に応じて本計画見直しの際に再検討。 
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８つの基本施策 

８ 中核拠点となる施設の再構築と整備 
・総合スポーツセンター（仮称）の整備（大規模大会も開催でき、障が
い者も安全に利用できるようバリアフリーに対応した全ての市民に
利用しやすい施設・設備を備えた体育館の整備） 

・野球場の整備 

１ スポーツ・運動を通した市民健康活動の推進 

・市民エンジョイ・ウォーキング活動（双方向運動サポートシステム等） 

・モデルコミュニティ健康スポーツｄｅハッピー事業（健康づくり活動） 

・市全域を対象とした総合型地域スポーツクラブの設立・運営 

４ 若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つく
り支援等のライフステージに応じたスポーツ活動の推進 
 
・ライフステージに応じたスポーツ・運動プログラムの開発・実施 
・コミュニティを単位とする総合型地域スポーツクラブの活動の支援 
・障がい者のスポーツ・運動活動の支援 

３ 子どものスポーツ機会の充実 
・スマイルキッズプログラム（幼児：体験会、小学生：体力向上支援 
中学生：武道・部活動支援、社会体育：トップアスリート育成支援等） 

・スポーツ指導者体制の整備 

２ スポーツ・運動を通したコミュニティ運動の活発化 
・コミュニティ・スポーツ交流事業 
・コミュニティ・スポーツ交流事業実行体制の整備及びサポート 
・市主催のコミュニティ対抗スポーツ大会の開催 

５ 住民が主体的に参画する地域スポーツ環境の整備 
・スポーツ資産の有効活用 
・トップスポーツ試合の地元観戦機会の提供（観る） 
・スポーツボランティア登録バンク制度の整備（支える） 
・トップアスリートとの交流事業の実施（交わる） 

６ スポーツ観光による地域経済活性化 
・全国・九州レベルのスポーツ大会の誘致 
・スポーツ合宿の誘致 
・宿泊を伴うスポーツ大会の開催 
・スポーツ観戦機会の提供 
・むなかたスポーツコミッション（仮称）の設立 

７ スポーツ活動の場の確保 
・現行３体育館の開館日の拡大 
・市スポーツ施設の一元管理 
・学校開放施設の拡大（平日の日中開放） 
・高校・大学のスポーツ施設の活用 
・近隣市町のスポーツ施設の相互利用 

 
 

４つのチャレンジ 
 チャレンジⅠ 

〔エンジョイ〕 

いつでも、どこでも、いつま

でもスポーツ・運動をする笑顔

に満ちた人生をエンジョイす

る宗像市民を増やします。 

す。 

チャレンジⅡ 

〔健康〕 

自主的・自発的に楽しく運

動をする健康で元気な宗像市

民を増やします。 

チャレンジⅢ 

〔交流〕 

人々の交流を増進すると共

に、教育、福祉や医療の充実、

さらに観光等による地域経済

の活性化、市のイメージに向

上に貢献します。 

チャレンジⅣ 

〔スマイルキッズ〕 

笑顔いっぱい元気に動き回

るスマイルキッズを増やしま

す。 

産学官の連携推進 
人材、施設・設備、ノウハウといった多種多彩なスポーツ資産を有効活用するため、民間スポーツ施設、企業 

スポーツ団体、市内３大学、市体育協会、宗像市等、「産学官が連携した取り組み」を行います。 

むなかたスポーツコミッション（仮称）の設立 

スポーツ観光の取り組みを推進するため、宗像版のスポーツ

コミッションを設立 

スポーツ・サポートセンター（仮称）の設置 

市民の健康スポーツ活動の支援や小・中学校等へのスポーツ

指導者の派遣等の取り組みを推進するための組織を設立 

 


