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平成３１年３月現在

政策 指標 計画策定時 目標（R４） 主な事業

成人（男・女）の週１回以上のス
ポーツ実施率

   男性：35.6％
   女性：36.8％  （H28）

男女ともに６５％以上
           男性：39.7%
           女性：40.0%　  （H30）

子ども（男・女）の１週間の運動・ス
ポーツ実施率（※土日を含み、平
日の授業を除く）
【小学５年生】

   男子：590.7分
   女子：347.2分 （H28）

男子：６２５分
女子：３８２分

           男子：586.6分
           女子：341.7分 （H30）

障害者の週１回以上のスポーツ実
施率

38.1％  （H29） ６５％以上 38.1%（H29）

しがスポーツ大使の就任数 ２６者　（H28） ５０者以上 ３４者（H30）

アスリートを採用した県内企業数 ３２社　（H28） ４５社以上 ３２社（H30）

スポーツボランティア登録者数
（本県ボランティア登録システム利
用）

３３４人　（H28） ２,０００人以上 １,７８９人（H30）

総合型地域スポーツクラブで指導
する有資格スポーツ指導者数

２６７人　（H28） ３７０人以上 ２２９人（H30）

県内の公共スポーツ施設の利用
者数

    6,617,409人　（H26） ７３０万人以上 7,220,884人（H30）

民間団体等の実施するスポーツイ
ベントへの県の後援件数

１５５件　（H28） ２００件以上 １４４件（H30）

スポーツ・レクリエーションを目的と
する観光入込客数

１,００２万人　（H28） １,２００万人以上 １,０８７万人（H29）

滋賀県を本拠地とするプロスポー
ツチーム等のホームゲーム観客数

６０,８４４人（2017ｼｰｽﾞﾝ） １０万人以上
９５,７５３人

（2018シーズン）

国体総合順位 ３９位　（H29） ８位以内 ３１位　（H30）

県障害者スポーツ大会の参加者
数（実数）

７７３人　（H29） １,０００人以上 ７５７人　（H30）

６　地域の特性を活
かした大会レガシー

の創出

オリンピック・パラリンピックのホス
トタウンを通じて海外との交流を始
めた市町数

３市　（H28） ６市町以上 ５市　（H30）

・平成30年度に新たにシンガポールを相手国とした甲
賀市と、また、スペインを相手国とした彦根市と共同で
のホストタウン登録を申請し、それぞれ平成30年4月お
よび8月に登録され、交流を図っている。

（１）国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開
催準備事業
（２）東京オリンピック・パラリンピックスポーツ交流
創出事業
（３）各種体育大会開催事業

・平成30年度の目標としていた20位台前半への進出は
適わず、31位という結果となった。また、県障害者ス
ポーツ大会の参加者数の平成30年度の目標であった
820名に対し、参加者は757名に留まった。

・県障害者スポーツ大会等参加者数は、年々減少傾向
にある。平成30年度は、荒天候により開催を中止した
大会が複数あった。

（１）次世代アスリート発掘プロジェクト
（２）ターゲットエイジ重点強化事業
（３）一貫指導育成強化対策事業
（４）国民体育大会事業
（５）パラスポーツチャレンジプロジェクト
（６）強化拠点校重点事業

（１）子どもの運動習慣アップ支援事業
（２）しがスポーツの魅力総合発信事業（しがス
ポーツ大使交流推進事業）
（３）ワールドマスターズゲームズ2021開催事業
（４）プロスポーツを活用した滋賀の魅力発信事業
（５）東京オリンピック・パラリンピックスポーツ交流
創出事業

（１）生涯スポーツ推進事業（広域スポーツセン
ター事業等）
（２）しがスポーツの魅力総合発信事業（スポーツ
ナビ運営業務委託）
（３）社会体育施設整備事業
（４）（仮称）彦根総合運動公園整備事業
（５）ビワイチ観光推進事業

（１）しがスポーツの魅力総合発信事業（スポーツ
ナビ、しがスポーツ大使交流推進事業）
（２）アスリート広報事業
（３）スポーツボランティア支援事業

Ⅲ

ス
ポ
ー
ツ
推
進
の
具
体
的
展
開

１　生涯にわたるすべ
ての県民のスポーツ

活動の充実

２　スポーツの持つ多
様な価値の共有

３　スポーツ施設・環
境の充実

４　スポーツを通じた
連携・協働による地

域の活性化

５　国体・全国障害者
スポーツ大会等に向
けた競技力向上と競

技者の拡大

スポーツの力で
「豊かで健やかな
生活」を創る！

スポーツの力で
「元気な地域」

を創る！

スポーツの力で
「感動の滋賀」

を創る！

基本方針

　　第２期滋賀県スポーツ推進計画の進捗状況について

現状（H３０）

Ⅰ

Ⅱ

・成人の週１回以上のスポーツ実施率は、男女合わせ
て39.9％となり、計画策定時からは3.9％増加している
が、国の実施率（55.1％）と比較すると下回っている。

・小学5年生の1週間の運動・スポーツ実施率は、男女
ともに減少しているが、全国平均値との差で見ると、全
国平均値は下回っているものの、その差は縮小傾向に
ある。

・しがスポーツ大使については、平成30年度に新たに5
名のアスリートに就任いただいた。

・アスリートを採用した県内企業数については、計画策
定時からは横ばいとなっているが、平成31年度より
「SHIGAアスリートナビ」を開設し、トップアスリートと県
内企業との就職マッチングを実施する。

・スポーツボランティア登録者数については、平成30年
度より滋賀レイクスターズに委託し、「ゲームコンダク
ターSHIGA」の名称で幅広い分野におけるボランティア
の人材確保と資質向上を進めた結果、大幅な増加につ
ながった。

・総合型地域スポーツクラブの有資格スポーツ指導者
の数が減少するとともに、指導者の高齢化が進んでい
る。

・県内の公共スポーツ施設の利用者数については、全
体的に増加傾向にある。

・スポーツレクリエーションを目的とする観光入込客数
については、約85万人の増加がみられた。

・「滋賀県を本拠地とするプロスポーツチーム等」につい
ては、滋賀レイクスターズ（バスケットボール）、東レア
ローズ（バレー）、MIOびわこ滋賀（サッカー）、オセアン
滋賀ユナイテッド（野球）の4チームに増えており、それ
に伴い観客数も増加している。

　滋賀レイクスターズ　 　    72,000人
　東レアローズ　          　　  6,277人
  MIOびわこ滋賀　             7,674人
  オセアン滋賀ユナイテッド　 9,802人
                               計  95,753人

（１）生涯スポーツ推進事業
　　（県民総スポーツの祭典・ラジオ体操普及・広
域スポーツセンター事業等）
（２）スポーツボランティア支援事業
（３）子どもの運動習慣アップ支援事業
（４）子どもの体力向上推進事業
（５）学校体育指導事業
（６）運動部活動の工夫・改善支援事業
（７）障害者スポーツ推進事業
（８）障害者スポーツ大会開催事業
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第 2 期滋賀県スポーツ推進計画に基づく施策の実施状況（案）について 
    （滋賀県スポーツ推進条例第９条関係） 

 
 

第１ 概要 

県民一人ひとりが、スポーツを通して心身の健康の保持増進や体力の向上を図り、精神的な充足

感や楽しさ、喜びをもって生活することが何より重要である。 

こうしたことから、スポーツが持つ力を最大限に活用して、障害の有無にかかわらず、体力、年

齢、適性、健康状態等に応じて、生涯にわたり身近にスポーツに親しみ楽しむこと等で、心身の健

康の保持増進や体力の向上を通じて健康寿命の延伸を図り、豊かで潤いのある県民生活の形成およ

び活力ある地域社会の実現ができるよう、滋賀県スポーツ推進条例を平成27年12月14日に公布し、

同日に施行した。 

こうしたスポーツの重要性に鑑み、平成30年3月に策定した「第2期滋賀県スポーツ推進計画」

に基づき、すべての県民が身近にスポーツを親しみ、自ら進んで参画し、互いに連携・協働するこ

とを通じて、滋賀県民であることに誇りを感じて、幸福で豊かな生活を営むことができる共生社会

の実現を目指す姿に据え、「スポーツの力」をもとに「豊かで健やかな生活」「元気な地域」「感

動の滋賀」を創ることを３つの基本方針とし、「人」「地域」「国体・全国障害者スポーツ大会等

の開催」の視点から６つの政策を掲げ、それぞれの目標と指標を掲げ、スポーツ展開方策を実施し

た。 
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第２ スポーツ推進計画に基づく施策の実施状況 

（基本方針Ⅰ）スポーツの力で「豊かで健やかな生活」を創る！ 

１ 生涯にわたるすべての県民のスポーツ活動の充実（政策１）  

【政策目標】 

年齢や性別、障害の有無を問わず、すべての県民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツを楽

しめるよう、スポーツ活動や学校体育の充実を目指す。 

 

【指標①】  

成人（男・女）の週1回以上のスポーツ実施率  

                                                        

【計画策定時】     【進捗状況】      【達成率】       【R4目標】 

36.0%(H28)        39.9%(H30)       未達成        男女ともに65%以上 

 

【指標②】                 

  子ども(男・女)の１週間の運動・スポーツ実施時間(※土日を含み、平日の授業を除く)【小学５年生】 

 

【計画策定時】           【進捗状況】        【達成率】        【R4目標】 

男子  590.7分(H28)     586.6分(H30)    未達成          625分 

女子  347.2分(H28)      341.7分(H30)    未達成         382分 

 

【指標③】  

障害者の週１回以上のスポーツ実施率  

                                                        

【計画策定時】      【進捗状況】        【達成率】        【R4目標】 

38.1%(H29)         38.1%(H29)        未達成            65%以上 

           ※平成30年度は調査未実施 

                 

（１） 県民総スポーツの機会づくりの推進（滋賀県スポーツ推進条例第10、11条） 

ア 施策の実施状況 

各種体育大会開催事業を通じて、「する」「みる」「支える」などの様々な機会でスポーツを楽し

み、健康づくりや地域づくりにつなげるため、県民体育大会やスポーツレクリエーション大会、障害

者スポーツ大会など県民の誰もが参加できる「滋賀県民総スポーツの祭典」を開催し、34,355人が参

加した。 

しがスポーツの魅力総合発信事業を通じて、県内トップチームの試合を観戦する子どもたちへの

スポーツ振興を図り、 1,167人の小・中学生の観戦実績があった。また、本県のスポーツを発信す
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るポータルサイト「しがスポーツナビ！」の平成30年度におけるアクセス数は、 141,400件（平成

30年度末）であった。 

イ 施策の評価 

滋賀県民総スポーツの祭典については、開催当初（H21）より総参加者数が３万人を超えている大規

模大会であり、大会開催を通じて、県民が「する」「みる」「支える」など様々な場面でスポーツを

楽しむことにより、県民のスポーツに参画する機運の醸成に資するとともに、健康づくりや地域づく

りにつなげることができた。 

本県を本拠地として活躍するスポーツチームと連携した取組により、本県のスポーツの魅力を発信

することができ、県民がスポーツを「する」「みる」「支える」各場面での活動につながる情報を多

くの方々に発信することができた。 

ウ 施策の今後の課題 

   滋賀県民総スポーツの祭典については、郡市によって参加者数に差があり、全参加者数が横ばいであ

ることから、今後は大会ＰＲを積極的に行い、競技の盛り上がりやスポーツの裾野拡大につながる魅力

的な大会にする必要がある。 

「しがスポーツナビ！」において、さらに魅力のあるコンテンツを配信し、しがスポーツ大使交流推

進事業や、しがスポーツの子事業を活用し、県内のスポーツ機運を高める必要がある。 

（２）幼児期からの運動（遊び）・スポーツ活動の充実（滋賀県スポーツ推進条例第13、14条） 

ア 施策の実施状況 

学校体育指導事業を通じて、幼児の運動能力調査を実施し、幼児の運動能力の実態を把握した。また

大学教授を招聘しての指導講話を含めた各市町の幼児教育主管課担当者会（年２回）を実施した。 

子どもの体力向上推進事業を通じて、小学校においては、全国体力・運動能力、運動習慣等状況調査

の結果を検証しながら児童の運動能力の課題、運動習慣や体育科の学習の改善を進めた。特に平日の運

動時間が全国平均よりも少ないことから本県では、「健やかタイム」を各校で設定し、年間通して児童

の運動の習慣化を図った。また本県の取組として体育の授業で学んだことをもとに、体育外の時間（始

業前、中休み、昼休み、放課後、下校後等）においても運動遊びとして継続的に行うことにより、児童

の運動（遊び）習慣を確立し、体力の向上を図る目的で「チャレンジランキング」を実施し、県内54校

、386学級、11,027名の児童の参加があった。 

子どもの運動習慣アップ支援事業を通じて、「幼児期の運動促進」「母親の運動機会の充実」を目的

に、県内総合型地域スポーツクラブを対象に運動遊び指導者（プレイリーダー）育成・講習会を実施し

、モデル事業として県内2園にプレイリーダーを派遣し、平成29年度に作成したプログラム「PIC」を用

いて実践および活動量の計測等を行った。 

また、モデル事業により得られた運動遊びプログラムの効果や必要性等を知っていただくために、幼

稚園等の先生を対象とした研修会を実施した。 

イ 施策の評価 

幼児の運動能力調査においては、調査を実施する園数は、平成28年度は95園、平成30年度は140
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園となっており、児童の運動の状況を数値的に捉えようとする園が増えてきている。また、幼児教

育主管課担当者会では、大学教授の指導講話や運動能力調査の結果のみならず、県教委保健体育課

と県のスポーツ課との連携で多面的な取組で幼児の運動能力の改善に努めている。 

「健やかタイム」では、全ての学校で体力向上委員会を設置し、健やかタイムを計画している。 

総合型地域スポーツクラブの指導者やスポーツ推進委員を対象にプレイリーダーの育成（のべ160

名）を行うことで、地域での運動遊びプログラムを実践する環境を促進することができた。 

モデル事業を通じて、プレイリーダーが介入することによって子どもの活動量が増加したり、個々

の活動量のばらつきが低下するなど、効果的な影響が得られた。 

ウ 施策の今後の課題 

幼児期の運動遊びの充実については、運動能力調査の実施にあたり、幼児の測定が正確な数値で

挙げられるかということと、小学校との系統的な接続・連携が課題である。 

今後県内各地域で本事業に取り組めるよう、より多くの総合型地域スポーツクラブにおいてプレ

イリーダーを派遣できるような体制を整えていく必要がある。また運動遊びプログラムについても、

より多くの方々に活用してもらえるよう、周知・広報活動に工夫が必要である。 

（３）小・中学校における体育・保健体育の授業の充実（滋賀県スポーツ推進条例第14条） 

ア 施策の実施状況 

学校体育指導事業を通じて、滋賀県総合教育センターと連携を取り、新体力テストの個人分析だけで

なく、学級分析や学校分析ができる「新体力テスト新・分析支援システム」を作成した。また、教師に

よる指導格差が生じないように分析システムの中に今まで県で取り組んできた単元の事例集を手軽に閲

覧できるようにし、体育指導が苦手な教員への授業改善を担う手立てを講じた。 

子どもの体力向上推進事業を通じて、小学校において体育を研究教科としない教員の指導力が向上し

ていく機会となるように、「子どもの体力向上」授業実践交流研修会を実施し、県内の小学校を４つの

ブロックに分け、取り組んだ。また、組体操の安全な行い方等を学ぶ研修会を実施し、体育的行事等に

おける事故防止に努めた。 

「体育教員の資質向上・指導力強化事業」（スポーツ庁委託事業）として、小･中学校の実践研究校を

指定し、先進校の取組調査、授業実践研究に取り組んだ。また、有識者を交えた授業力向上委員会を開

催し、中学校で授業を参観した後、系統性を踏まえた指導等について研究協議した。さらに、授業力ア

ップ研修会として小・中学校の教員を対象に「主体的･協働的で深い学びにつながる指導」や「校種間の

円滑な接続」について講演やグループ協議を行った。 

小・中学校の体育科授業に対して、指導教員の補助ができる能力を有する授業協力者を派遣し、教員

の資質向上・指導力強化を図った。 

イ 施策の評価 

外部講師を招聘した授業実践研究会や先進校調査・研修を通じて、新たな視点で授業改善に取り

組むこととなり、指導法や指導計画を抜本的に見直す機会となった。 

公開授業研究会を行い、研究成果報告書を県内全公立小・中学校に配付し県内に実践研究校の取
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組を発信し、授業提案することができた。 

ウ 施策の今後の課題 

各実践研究校の課題のみにとどまらず、各校種全体の課題や、校種間の系統性・接続を意識する

上で、小・中学校それぞれに共通するテーマを探っていく必要がある。新学習指導要領へのスムー

ズな移行に向け、また2022年度の開催が決定している「全国学校体育研究大会滋賀大会」に向けて、

幼・小・中学校の接続や系統性に関する理解をさらに深める機会を設定する必要がある。 

（４）中学・高校における運動部活動の活性化（滋賀県スポーツ推進条例第14条） 

ア 施策の実施状況 

滋賀県中学校体育連盟・滋賀県高等学校体育連盟主催の春季、夏季および秋季の総合体育大会を

開催するとともに、近畿大会および全国大会に参加した。また、平成28年度から引き続き第26回

全国中学校駅伝大会（ 820 人参加）を開催した。 

運動部活動人材活用支援事業を通じて、外部指導者を県内公立中学校3部（3校）、県立高等学校

17部（14校）に派遣した。また、部活動指導員を県内公立中学校20部（15校）、県立高等学校（部

活動指導員モデル事業）3部（3校）に派遣した。 

平成25年度から運動部活動指導者スキルアップ事業として、県内の中学校・高等学校から１名以

上の参加を求め年２回継続的に開催しており、平成30年度も体罰防止および合理的・科学的指導方

法の普及を目的に研修会（ 331 人参加）を開催した。 

イ 施策の評価 

中学校では、春季、夏季および秋季の大会を開催し、日頃の部活動の成果を発表する機会とすること

ができた。また、本県で開催した全国中学校駅伝大会は、県内中学生が生徒役員として大会運営に参画

し、全国の中学生と交流するなど貴重な体験ができた。 

高等学校では、春季、秋季の大会を開催し、日頃の練習の成果を発揮することができた。また、春季、

秋季の大会は、近畿大会および全国大会の県予選として位置付けられ、各大会へ代表校・選手を派遣す

ることができた。 

外部指導者を派遣することによって、生徒が科学的･効果的な指導を受けることにより、スポーツに取

り組むモチベーションを高めることができた。また、教員の働き方改革や専門的指導を通じての指導力

向上につながった。 

運動部活動指導者スキルアップ事業は、受講者が、自校の教員に伝達することによって、体罰の防止

や合理的・科学的な指導方法の知識を普及させる目的は達成できた。 

ウ 施策の今後の課題 

「運動部活動の在り方に関する方針」に則り、地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に

実施されるような働きかけが必要である。また、近畿大会および全国大会で活躍できる選手の育成

に向けては、競技団体等との一層の連携が必要である。 

学校の職員として位置づけられた部活動指導員は、運動部員が科学的・効果的な指導を受ける効

果とともに教員の働き方改革が期待できるが、学校組織全体で指導体制を構築するため、引き続き
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顧問の支援と指導力の向上に取り組むとともに、部活動指導員の事業のＰＤＣＡが必要である。  

運動部活動指導者スキルアップ事業では、科学的・効果的な活動を実践するための研修を継続的

に実施することが必要である。併せて、顧問や部活動指導員が部活動指導中での体罰根絶の意識を

維持していく必要がある。 

（５）障害のある人の参加機会の拡大（滋賀県スポーツ推進条例第15条） 

ア 施策の実施状況 

障害者スポーツ協会運営助成事業を通じて、滋賀県障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ振興の

ための運営費に対して補助金を交付した。 

障害者スポーツ推進事業を通じて、障害者（児）が身近な地域でスポーツに親しむことができるよう

、総合型クラブを地域の核として、障害者スポーツ実践事業を県内9クラブに委託して実施した。 

平成30年5月から11月にかけて、滋賀県障害者スポーツ大会において、個人競技ではフライングディス

ク、アーチェリー、水泳、卓球を、団体競技ではバレーボール、ソフトボール、サッカー、バスケット

ボールを行った。陸上およびボウリングさらに平成30年7月に予定していた知的障害者（児）を対象とし

たスペシャルスポーツカーニバルは、荒天のため中止した。 

イ 施策の評価 

滋賀県障害者スポーツ協会の運営費を県が補助することで、安定した協会運営ができ、年間を通

じて障害者（児）を含む障害者スポーツ関係者に対し、障害者スポーツの普及を図った。 

障害者（児）が身近な地域でニュースポーツなどに気軽に取り組めるように総合型クラブを地域

の核として位置付け、地域で障害者スポーツを実施する際の課題抽出を行い、その解決方法を見つ

けることにつなげることができた。また、これまで事業に取り組んできた総合型クラブの実践方法

や成果等をとりまとめ、報告書を作成し、県内の総合型クラブに対し配付することにより、総合型

クラブが障害者スポーツに取り組むきっかけにつなげることができた。 

滋賀県障害者スポーツ大会の参加者は、平成27年度から減少しているものの、平成29年度より

特別支援学校ごとに申込みができるようにしたことから、若年層の参加が少しずつ増え、県内の障

害者（児）に対して社会参加の機会を提供できた。また、同大会は、翌年に開催される全国障害者

スポーツ大会の選手選考も兼ねており、全国大会を目指す選手にとって、競技力向上の観点からも

重要な大会となっている。 

ウ 施策の今後の課題 

2024年に本県で開催される全国障害者スポーツ大会に向けた選手の発掘や育成強化のため、関係

者との連携と協働を一層図る必要がある。 

障害者スポーツに取り組む総合型クラブを計画的に増やすためには、研修会やガイドブックでの

啓発を通じ、総合型クラブの障害者スポーツに対する理解促進が必要である。 

選手層が固定化し高齢化傾向にあり、今後は学校や障害者スポーツ団体等と協力し、新規参加者

の拡充に取り組む必要がある。 

 



 

7 

 

（６）女性の参加機会の拡大（滋賀県スポーツ推進条例第11条） 

ア 施策の実施状況 

子どもの運動習慣アップ支援事業を通じて、モデル事業により得られた運動遊びプログラムの効

果や必要性等を知っていただくために、幼稚園等の先生を対象とした研修会を実施した。 

イ 施策の評価 

   研修等を通じて、幼稚園等の先生や子どもの母親等に対して運動遊びプログラムの内容や効果を知っ

てもらうきっかけ作りとなった。 

ウ 施策の今後の課題  

運動遊びプログラムについて、保護者に向けての普及啓発を行うなど、より多くの方々に活用して

もらえるような周知・広報活動に工夫が必要である。 

（７）中高年の運動習慣定着化の推進（滋賀県スポーツ推進条例第12条） 

ア 施策の実施状況 

生涯スポーツ振興事業を通じて、「いつでも、どこでも、だれでも」できる健康体操として広く

国民に親しまれているラジオ体操を通じて県民の健康増進や体力向上を図り、ラジオ体操を広く県

民に普及させるため、ラジオ体操普及事業として、ラジオ体操指導士の派遣を行う講習会を県内の

小学校をはじめ９か所で開催した。 

ビワイチジョギング・サイクルツーリズム支援事業を通じて、平成30年度はサイクリストの利便

性を高めるため、自転車を駐輪するためのサイクルスタンドを県内に新たに8か所設置し、合計50

か所となった。 

「健康しが」コ・クリエーション事業を通じて、企業・大学・関係団体等の多様な主体との連携に

より、県民の健康づくりのための様々な分野における新たな活動の創出につなげていくため、「健

康しが」共創会議を設置した。また、「健康しが」の機運醸成を図った。 

イ 施策の評価 

ラジオ体操普及事業では、ラジオ体操指導士を派遣し、児童や高齢者の方に指導することでラジオ

体操の習慣化につながるとともに、市町のスポーツ推進委員等が改めてラジオ体操の良さや意義を知

ることで、地域での普及にもつながった。 

サイクルスタンドの設置数が増えたことで、ビワイチにチャレンジする人を含めサイクリストにと

って利便性が向上し、本県の特性を活かしたスポーツ振興を図ることができた。 

「健康しが」共創会議を通じて、ランニングイベントが企画されるなど、運動に親しむ機会を増や

すことができた。また県民向け「健康しが」機運醸成イベントとして、「健康しが」マルシェ等を開

催し、ビワイチやノルディックウォーク等を量販店を訪れた多くの人に普及啓発できた。 

ウ 施策の今後の課題 

ラジオ体操の一層の普及を図るため、県のHP等を活用して普及のできていない地域や各団体に対し、

ラジオ体操普及事業や関連行事の広報の充実に努める必要がある。 

サイクルスタンドの活用状況を把握し、琵琶湖周辺だけでなく内陸部にも設置を進め、県内でサイク

リングを楽しむ人を増やしていく必要がある。 
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健康に関心が向きづらい人でも楽しみながら体を動かすなど、自ずと健康づくりに取り組めるよう、

引き続き、多様な主体との連携・協働のもと、県民の健康づくりに資する活動の創出に向けて取り組む

必要がある。 

 

２ スポーツの持つ多様な価値の共有（政策２） 

【政策目標】 

スポーツから得られる勇気や社会の絆、さらには共生社会、健康長寿社会の実現、経済・地域の活性化

等に結びつくスポーツの持つ多様な価値の発信と共有を目指す。 

 

【指標①】                 

 しがスポーツ大使の就任数 

 

【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】         【R4目標】 

26者(H28)      34者(H30)     未達成          50者以上 

 

【指標②】                 

 アスリートを採用した県内企業数 

 

【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】        【R4目標】 

32社(H28)      32社(H30)     未達成          45社以上 

 

【指標③】                 

 スポーツボランティア登録者数（本県ボランティア登録システム利用） 

 

【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】        【R4目標】 

334人(H28)     1,789人(H30)    未達成         2,000人以上 

 

（１）スポーツの持つ多様な価値の発信（滋賀県スポーツ推進条例第11、21条） 

ア 施策の実施状況  

しがスポーツの魅力総合発信事業を通じて、平成30年度にしがスポーツ大使として新たに5人に

委嘱を行い、計29人および５団体となった。 

イ 施策の評価 

本県ゆかりのトップアスリートやスポーツチームに「しがスポーツ大使」になっていただくこと

で、滋賀のスポーツの魅力をより広く発信することができた。 
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ウ 施策の今後の課題 

   「しがスポーツナビ！」において、さらに魅力のあるコンテンツを配信し、しがスポーツ大使交

流推進事業等を活用し、県内のスポーツ機運を高める必要がある。 

（２）トップアスリートとの交流機会の創出（滋賀県スポーツ推進条例第11条） 

ア 施策の実施状況  

しがスポーツ大使交流推進事業を通じて、滋賀県ゆかりのトップアスリートやトップチームと県

民との交流を推進し、20件の交流実績があった。 

イ 施策の評価 

しがスポーツ大使との交流を深めていただくことによって、競技スポーツや障害者スポーツが県

民にとって一層身近なものになるために役立った。 

ウ 施策の今後の課題 

   しがスポーツ大使交流推進事業をより多くの県民に活用していただけるよう、「しがスポーツナ

ビ！」での案内や、様々な場面において広報活動を工夫する必要がある。 

（３）スポーツイベント等におけるボランティア活動の応援・促進（滋賀県スポーツ推進条例第18条） 

ア 施策の実施状況 

本県でのワールドマスターズゲームズ2021関西や2024年滋賀国民スポーツ大会・全国障害者スポ

ーツ大会等の大規模スポーツイベントの開催を視野に入れて、スポーツを「支える」立場から、各種

スポーツ大会の運営に携わるボランティアの育成に取り組んだ。事業の実施にあたり、スポーツ分野

に関する独自のネットワークを有する事業者と連携（委託）を行い、「ゲームコンダクターSHIGA」の

名称で幅広い分野におけるボランティアの人材確保と資質向上を進めた。 

イ 施策の評価 

平成30年度から、スポーツクラブが持つ企業等とのネットワークや自主事業等を活かした事業展開を

進めるよう事業の実施方法を見直し、次のような実績につながっている。 

●登録者数  

   平成27年度からのスポーツボランティア累計登録者1,789人 

（うち平成30年度の新規登録者1,235人） 

●研修 

ボランティアに関する基礎知識から手話や救命対応に係る内容等、多様なジャンルのテーマを取り

扱うとともに、スポーツクラブに所属するトップアスリートと交流できる機会を設ける等、受講者

の参加意欲向上につながる方策を展開［年間10回開催］ 

●活躍の場の提供 

スポーツクラブ関連団体の主催事業のほか、県主催事業での活用、市町や各種団体等が主催の大会

・イベント等における活用についても調整を進め、活躍の場の拡充を図った。［のべ571名の参加］ 

ウ 施策の今後の課題 

研修やボランティア活動への参加は、あくまで個々の自主的な取組であることから、登録者がスムー
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ズに実際の活動に参加できるよう、企業の事業所単位での参画呼び掛け、あるいは教育事業との連携を

図る等、「はじめの一歩」を踏み出してもらうための工夫に努める必要がある。また、スポーツボラン

ティアの取組を通じて将来的には本県におけるボランティア文化の醸成にもつなげていく必要がある。 

 

（基本方針Ⅱ）スポーツの力で「元気な地域」を創る！ 

３ スポーツ施設・環境の充実（政策３） 

【政策目標】 

県民が気軽にスポーツに親しむことができるよう「する」「みる」「支える(育てる)」スポーツ環境

の充実を図る。 

 

【指標①】                 

  総合型地域スポーツクラブで指導する有資格スポーツ指導者数 

 

【計画策定時】        【進捗状況】         【達成率】        【R4目標】 

267人(H28)        229人(H30)       未達成          370人以上 

 

【指標②】                 

 県内の公共スポーツ施設の利用者数 

 

【計画策定時】        【進捗状況】         【達成率】        【R4目標】 

6,617,409人(H26)   7,220,884人(H30)   未達成        730万人以上 

 

（１）地域スポーツクラブの育成（滋賀県スポーツ推進条例第17条） 

ア 施策の実施状況 

   生涯スポーツ振興事業を通じて、県内における総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型クラブ」と

いう。）の連携を図るため、公益財団法人滋賀県スポーツ協会に設置されている広域スポーツセンターに

おいて、総合型クラブの育成・支援や地域スポーツ指導者研修会を実施した。 
イ 施策の評価 

広域スポーツセンター運営事業では、クラブアドバイザーの派遣や、総合型クラブ間での情報共有の

場を設けるなど、総合型クラブの育成・支援をすることができた。また、総合型地域スポーツクラブ連

絡協議会の研修会の開催を通じて、総合型クラブでの課題やそれに対する対策などの共通認識を持って

もらうことで、総合型クラブの安定的な運営につなげることができた。 
ウ 施策の今後の課題 

広域スポーツセンター運営事業では、総合型クラブが未設置である県内２町への支援と、総合型クラ

ブの運営を担う次世代の運営者や指導者育成が必要である。また、今後整備される予定である登録・認

証制度について各クラブの理解を深め、適切な実施を図る必要がある。 
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（２）スポーツ少年団の育成（滋賀県スポーツ推進条例第17条） 

ア 施策の実施状況 

スポーツ少年団育成事業では、公益財団法人滋賀県スポーツ協会が主催する、スポーツ少年団の

リーダー育成のための「ジュニア・リーダースクール（団員45人、指導者・リーダー43人参加）」、

スポーツ少年団員の交流活動の推進を図るための「スポーツ少年大会（団員68人、指導者・リーダ

ー43人参加）」開催にあたり、その経費の一部について支援をした。 

イ 施策の評価 

スポーツ少年団育成事業では、団員の心構えや団員同士の交流を深めるとともに、地域のスポーツ少

年団で模範となって活動する団員を育成することができた。 

ウ 施策の今後の課題 

   引き続き、スポーツ少年団に対する研修制度を通じてリーダー育成を行い、魅力あるスポーツ少年団

を増やす必要がある。 

（３）公共スポーツ施設等の活用・充実（滋賀県スポーツ推進条例第20条） 

ア 施策の実施状況 

2024年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向け、県立彦根総合運動場を第1

種陸上競技場等を備えた都市公園として再整備するため、事業用地の取得や工事に向けた設計調査、

既存施設の解体工事を実施した。 

新県立体育館整備については、ＰＦＩ方式による事業実施に向け、アドバイザリー業者の支援を

受けながら、入札公告を実施するとともに、建設予定地の造成に向けて、実施設計に着手した。 

琵琶湖漕艇場再整備については、平成29年度に策定した基本計画に基づき、競技団体等と調整の

上、建物改築およびコース改修に係る設計を実施した。 

プール整備については、「（仮称）草津市立プール整備・運営事業に関する基本協定書」を締結

し、草津市が実施したプール整備事業に対して財政支援を行った。 

イ 施策の評価 

当面の公園整備に必要な事業用地を取得したほか、歴史的景観や防災機能等に配慮した建物形状、

競技者の使い易さ、構造の安全性、環境負荷の縮減等をふまえ第1種陸上競技場の建築実施設計を

取りまとめることができた。また、公園整備工事に先立つ調査や、既存施設の解体工事を行ったほ

か、市営公園との連絡橋の概略設計に着手することができた。 

新県立体育館整備については、入札公告を行うとともに、これに対する事業者からの意見･質問を

受け付けるなど、ＰＦＩ方式による事業実施に向け、取組を着実に進めることができた。また、造

成についても、実施設計を進める中で、関係機関との協議を踏まえ、改変する敷地の位置や面積、

調整池の規模などを確定することができた。 

琵琶湖漕艇場再整備については、利用者の視点を踏まえながら、利便性・安全性の向上や競技会

場としての機能強化が図れるよう設計を実施し、再整備の詳細な内容の確定に向けた取組を進める

ことができた。 
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プール整備については、財政支援の具体的な内容を定めた基本協定書を締結したことにより、草

津市において、整備に向けた設計および調査などの取組を着実に進められた。 

ウ 施策の今後の課題 

周辺住環境への配慮などの面から周辺住民の意見を聞くとともに、施設利用の観点から競技団体

と、また、周辺景観との調和や周辺市道・河川整備事業との整合などの面から彦根市と調整を図り

ながら、着実に業務を進める必要がある。 

新県立体育館整備については、ＰＦＩ方式による事業実施に向け、手続きを適切に進めていく必

要がある。また、造成についても、工事の実施に向けて、設計を取りまとめるとともに、宅地造成

等規制法に規定する手続きや保安林解除に係る手続き等を適切に処理していく必要がある。 

琵琶湖漕艇場再整備事業については、狭隘な敷地内において、仮設施設により施設運営を継続し

ながら工事を実施することから、利用者や周辺住民への影響を最小限に止められるよう、効率的に

工事を実施していく必要がある。 

プール整備については、（仮称）草津市立プールが、本県の水泳競技の活動拠点や県立スイミン

グセンターの代替となる施設となるよう、基本協定書を踏まえ、着実に財政支援を実施していく必

要がある。 

（４）琵琶湖などの自然を活かしたスポーツの推進（滋賀県スポーツ推進条例第16、17条） 

ア 施策の実施状況 

朝日レガッタは、第71回を迎える歴史と伝統あるボート競技大会であり、琵琶湖漕艇場を会場に、

４日間の日程で、全国から 472クルー、 1,332 人が参加した。 

全日本びわ湖クロスカントリー大会は、希望が丘文化公園の芝生エリアを利用したクロスカント

リーコースで、「BIWAKOクロカン」として、第４回全国中学生クロスカントリー選手権大会と同時

開催し、全国の小学生から実業団選手まで1,262 人のエントリーがあった。 

びわ湖レイクサイドマラソンは、びわ湖毎日マラソン大会の関連事業として、琵琶湖岸を走るハ

ーフマラソンと12kmのコースで実施し、 2,382 人が参加した。 

びわ湖毎日マラソン大会は、「ドーハ2019世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会」お

よび「マラソングランドチャンピオンシップシリーズ2018-2019～東京2020オリンピック日本代表

選手選考競技会～」を兼ねた大会として、皇子山陸上競技場を発着として246 人が参加した。 

イ 施策の評価 

第71回の朝日レガッタは、中学生からシニア世代まで幅広い年代かつ、全国からの参加があり、

また、新たにパラローイングを正式種目として追加し、さらに充実した大会となった。 

「BIWAKOクロカン」は、中長距離選手の普及・育成・強化に貢献するとともに、地域や世代を超え

て脚力強化や健康増進にも活用できる機会となっている。また、滋賀の地元グルメを集めたイベン

トも併催され、会場の賑わい創出や地域の魅力発信にもつながった。 

びわ湖レイクサイドマラソンは、市民マラソン大会として県内外から多くの市民ランナーが参加

し、スポーツや健康への関心を高めるとともに、琵琶湖を取り巻く環境問題に対する意識向上にも
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つながった。 

びわ湖毎日マラソン大会は、一般財団法人滋賀陸上競技協会の主管のもと、ゴールドラベル（国

際陸上競技連盟によるマラソン格付ラベリング制度における最高位）の注目を集める大会として開

催することができた。 

ウ 施策の今後の課題 

朝日レガッタは、本県を代表する湖上スポーツの一つとして、琵琶湖漕艇場の改修も契機として、

障害者の参加増等によりさらに充実した大会にする必要がある。 

全日本びわ湖クロスカントリー大会は、希望が丘文化公園を会場に芝生を走行する全国有数の競

技環境であるが、参加者の維持・拡大のため、開催時期や内容の工夫に努める必要がある。 

びわ湖レイクサイドマラソンは、参加者は毎年漸増しており、気軽に参加できる市民マラソンと

して定着しているものの、さらに安全・安心な大会を目指すとともに、スポーツツーリズムのモデ

ルとして地域の賑わいづくりや経済活性化につながるよう、関係機関と連携しながら、工夫して取

り組んでいく必要がある。 

びわ湖毎日マラソン大会は、国内有数のマラソン大会（東京2020オリンピック日本代表選手選考

競技会）として注目されており、テレビ放送も含め多くの観戦者があるが、ポストオリンピックも

視野に入れて引き続き質の高い競技大会を目指していく必要がある。 

 

４ スポーツを通じた連携・協働による地域の活性化（政策４） 

【政策目標】 

大学、企業、地域、スポーツ団体等のさまざまな団体が、スポーツを通じて主体的に連携・協働するこ

とにより地域の活性化を目指す。 

 

【指標①】                 

  民間団体等の実施するスポーツイベントへの後援件数 

 

【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】       【R4目標】 

155件(H28)        144件(H30)      未達成        200件以上 

 

【指標②】                 

  スポーツ・レクリエーションを目的とする観光入込客数 

 

【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】       【R4目標】 

1,002万人(H28)   1,087万人(H29)   未達成       1,200万人以上 
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【指標③】                 

 滋賀県を本拠地とするプロスポーツチーム等のホームゲーム観客数 

 

【計画策定時】           【進捗状況】             【達成率】        【R4目標】 

60,844人(2017 ｼｰｽﾞﾝ)   95,753人(2018 ｼｰｽﾞﾝ)    未達成        10万人以上 

 

（１）地域とスポーツ団体との連携・協働の推進（滋賀県スポーツ推進条例第18条） 

ア 施策の実施状況 

滋賀県スポーツ推進委員協議会において、 539人のスポーツ推進委員と連携しながら、スポーツ

推進にかかる事業を実施した。滋賀県スポーツ推進委員研修会では功労者等の表彰式や市町のスポ

ーツ取組事例の発表、地区別研修会では運動遊びプログラムの実技や障害者スポーツ理解の講習会

を実施した。 

イ 施策の評価 

各市町のスポーツ推進への取組を向上させるため、外部講師を招いた研修会や先進地視察などで

スポーツ推進委員の資質の向上を図るとともに、 539人のスポーツ推進委員と連携しながら市町の

スポーツ推進に寄与する取組ができた。 

ウ 施策の今後の課題 

スポーツ推進委員の高齢化に加え、委員数が減少傾向にあることから、市町と連携し新たな人材

を確保する必要がある。 

（２）大学・企業等とスポーツ団体との連携・協働の推進（滋賀県スポーツ推進条例第17条） 

ア 施策の実施状況 

企業・大学・クラブ支援事業を通じて、高い競技力を有する12団体17チームを指定し、強化事

業を実施した。 

医科学サポート事業を通じて、医科学サポートスタッフを競技団体の強化練習会や国体・近畿ブ

ロック大会、全国障害者スポーツ大会に派遣した。 

イ  施策の評価 

企業・大学・クラブ支援対象チームから、陸上・バレーボール・ボート・カヌー・ウエイトリフ

ティング・ライフル射撃競技等の成年種別において入賞することができた。 

また、医科学サポートスタッフの派遣により、滋賀県選手団のコンディショニング維持に貢献す

ることができた。 

ウ 施策の今後の課題 

引き続き大学・企業等とスポーツ団体との連携・協働により、成年選手の競技力の向上を図ると共に、

選手が安定して競技力向上に取り組み、優秀な成績を残せるようなサポート体制を充実していく必要が

ある。 
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（３）スポーツイベント、トップアスリート等を活かした地域の活性化 

（滋賀県スポーツ推進条例第16、17条） 

ア 施策の実施状況 

プロスポーツを活用した滋賀の魅力発信事業を通じて、Ｂリーグ開幕に合わせて、滋賀レイクスタ

ーズのスポンサー（オフィシャルパートナー）として、ユニフォームに滋賀県をＰＲする広告を掲出

した。また、滋賀レイクスターズのアウェーゲームにおいて、ブースを設置し、本県の魅力を伝える

ＰＲ活動を行った。 

   自転車通行環境整備事業を通じて、「ビワイチ」サイクリングルートの安全性、通行快適性を向

上するため、自転車通行空間整備として、青矢羽根（58km）、路肩拡幅（0.8km）を実施した。 

イ 施策の評価 

プロスポーツチームと連携し、滋賀県の特産品の紹介やココクールの周知など、スポーツのみなら

ず幅広い滋賀の魅力を発信することができた。 

道路整備、公式アプリ機能向上等のハード、ソフト両面の環境整備により、ビワイチ体験者数が平

成29年から1.1万人増の10.6万人となり、初の年間10万人を突破した。 

ウ 施策の今後の課題 

滋賀レイクスターズのみでなく、県内を本拠地とする他のスポーツチームでのＰＲ活動も効果を

検証し、多様な種目や方法での魅力発信を検討していく必要がある。 

国において、世界に誇りうるサイクルルートを指定・PRする「ナショナルサイクルルート制度」に

「ビワイチ」が選定されるよう、インバウンドにも対応した走行環境を整備する必要がある。 

 

（基本方針Ⅲ）スポーツの力で「感動の滋賀」を創る！ 

５ 国体・全国障害者スポーツ大会等に向けた競技力向上と競技者の拡大（政策５） 

【政策目標】 

「選手の育成・強化」「指導体制の充実」「強化拠点の構築・環境整備」の取組を推進することにより、

競技力の向上と競技者の拡大を図る。 

 

【指標①】                 

 国体総合順位 

 

【計画策定時(H29)】      【進捗状況(H30)】       【達成率】        【R4目標】 

39位(H29)               31位             未達成          8位以内  

 

【指標②】                 

  県障害者スポーツ大会の参加者数 
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【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】        【R4目標】 

773人(H29)        757人(H30)        未達成         1,000人以上  

 

（１）選手の育成・強化（滋賀県スポーツ推進条例第19条） 

ア 施策の実施状況 

   次世代アスリート発掘育成事業を通じて、応募者271名に選考会を実施し、うち42名を「滋賀レイキッ

ズ５期生」に認定した。また４期生、５期生に対し育成プログラム（全16回）を実施し、修了生（４期

生）のうち16名を、競技体験プログラムをきっかけに始めた競技に接続した。 

ターゲットエイジ重点強化事業については、ターゲットエイジ強化指定選手として、18種目210名に指

定証を交付し、競技毎に強化事業を実施した。 

パラスポーツチャレンジプロジェクトについては、立命館大学（連携先：草津養護学校）に加え、新

たに聖泉大学（連携先：愛知高等養護学校）を委託先に追加し、知的障害バレーボールチーム創設に向

けた練習会を実施した。 

イ 施策の評価 

   次世代アスリート発掘育成事業においては、この事業をきっかけに新しく始めた競技において、

修了生から全国優勝やU-17ナショナルチームメンバーに選出される選手が出るなどの成果があった。 

   パラスポーツチャレンジプロジェクトにおいても、知的障害バレーボールの選手（男女各８名）

を確保することができた。 

ウ 施策の今後の課題 

   目標である総合優勝を目指すため、過去の国体において安定的に得点を獲得している競技におい

て、継続して確実に得点できるための支援や、獲得得点の大きい団体競技に対する支援に重点的に

取り組むなど、戦略的に強化を行う必要がある。 

また、競技力の高いアスリートと県内企業のマッチングを行うための環境を構築し、就職斡旋の

支援を行うことで、将来の成年選手層の充実を図る必要がある。 

   併せて、国スポ開催年における少年種別の選手層の充実を見据え、ターゲットエイジ重点強化事

業を拡充し、計画的に育成を実施していく必要がある。 

（２）指導体制の充実（滋賀県スポーツ推進条例第19条） 

ア 施策の実施状況 

運動部活動優秀選手・指導者等活用事業を通じて、強化拠点校に派遣する優秀指導者を４名増員

し、全８校で強化事業を実施した。 

優秀指導者養成事業を通じて、国体監督資格等の取得のために、研修会等に参加する指導者に対

する支援を実施した。 

イ  施策の評価 

優秀指導者の派遣により、より高い技術を習得した結果、レスリングやカヌー競技少年種別での国体

入賞につなげることができた。また、優秀指導者養成事業を実施した結果、監督資格取得者数が昨年と
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比較して37名増加した。 

 ウ 施策の今後の課題 

強化拠点校における指導体制をさらに充実させ、少年種別の競技力向上につなげるため、優秀指導

者派遣対象部の拡大を図る必要がある。 

（３）強化拠点の構築・環境の整備（滋賀県スポーツ推進条例第19条） 

ア 施策の実施状況 

強化拠点校重点事業を通じて、強化拠点校を新たに15校24部（通算26校59部）指定した。 

イ  施策の評価 

福井国体では、ホッケー・カヌー・レスリング・ウエイトリフティング競技等の少年種別において、

強化拠点校の選手が上位入賞するなどの成果が得られた。 

また、陸上・バレーボール・ボート・カヌー・ウエイトリフティング・ライフル射撃競技等の成年種

別において、企業・大学・クラブ支援対象チームから入賞することができた。 

 ウ 施策の今後の課題 

引き続き強化拠点の構築や環境の整備を通じ、選手が安定して競技力向上に取り組み、優秀な成績

を残せるようなサポート体制を充実していく必要がある。 

 

６ 地域の特性を活かした大会レガシーの創出（政策６） 

【政策目標】 

国体・全国障害者スポーツ大会等の開催を契機として、地域の特性を活かした滋賀らしいレガシーの創

出を目指す。 

 

【指標①】                 

 オリンピック・パラリンピックのホストタウンを通じて海外との交流を始めた市町数 

 

【計画策定時】      【進捗状況】       【達成率】        【R4目標】 

3市(H28)          5市(H30)       未達成         6市町以上  

 

（１）シンボルスポーツの創出（滋賀県スポーツ推進条例第17条） 

ア 施策の実施状況 

国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催準備事業を通じて、開催準備委員会を構成する市町、

関係団体等から意見聴取を行い、「開催基本方針」の実施目標の達成に向けた取組や、両大会開催

後のレガシー創出・継承の方向性を取りまとめた「開催基本構想」（案）を作成した。 

平成30年５月に６競技の会場地市町を第四次内定するとともに、既に競技会場地が内定している

競技について中央競技団体正規視察を実施した。また、大会の競技会場となる競技施設の市町が行

う整備事業に対する支援を行った。 
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大会開催に向けた機運の醸成については、「第79回国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」

の愛称・スローガンを一般公募し、決定するとともに、県内で開催された様々なイベント等の機会

をとらえ、大会マスコットキャラクターを活用したＰＲ活動、募金活動等を行い、大会開催を周知

した。 

併せて、県内の小学生から大学生で構成する「子ども・若者参画特別委員会(通称：ジュニア・ユ

ースチーム)」では、「マイスポーツを探せ！！」をテーマに、比較的競技人口が少ない競技の体験

や関係者からの聞き取り調査を行い、スポーツの普及策についてとりまとめ、発表した。 

東京オリンピック・パラリンピックスポーツ交流創出事業を通じて、本県では内閣府に対し、シ

ンガポールを相手国とした甲賀市と共同でのホストタウン登録およびスペインを相手国とした彦根

市と共同でのホストタウン登録を申請し、それぞれ平成30年4月および8月に登録された。この結

果、滋賀県でのホストタウン登録は、デンマーク、トルコ、ニュージーランドを相手国とするホス

トタウン登録と合わせて5件となった。 

デンマークとの交流では、平成30年11月にイオンモール草津においてデンマーク交流事業紹介

やマシンローイング体験会等を実施し、平成31年1月にはマシンローイング大会にデンマーク人ボ

ート競技選手を招聘して地元中高生との交流をした。また、平成31年3月にはデンマークの文化を

紹介するイベントを実施し、市民との交流を行った。 

ニュージーランドとの交流では、平成30年７月に男子ホッケーニュージーランド代表チームを招

き、世界トップレベルのホッケーを体感するとともに、地元の小学生や中学生を対象としたホッケ

ー教室や歓迎レセプションを開催し、ホッケーに触れる機会を創出した。 

シンガポールとの交流では、平成30年８月にシンガポールで開催された展示会「ジャパンパーク

シンガポール2018」においてホストタウンである甲賀市・滋賀県の魅力発信をし、平成31年３月に

はシンガポール関係者を招いてボッチャ体験会等を実施した。 

スペインとの交流では、平成30年９月に王立スペインハンドボール連盟会長等を招き、地元高校

との間でハンドボール指導や文化を通じた交流を実施した。 

イ 施策の評価 

開催準備委員会の各専門委員会・特別委員会における所期の活動を概ね行うことができたが、競技会

場地については、新たに会場地市町を内定したものの、すべての競技会場の内定には至っていない。 

「ホストタウン滋賀交流推進実行委員会」に新たに甲賀市、彦根市が加わり、行政・競技団体・大学・

経済団体等が連携して、オリンピック代表チームを招いての国際試合の開催等、スポーツおよび文化に

関わる多くの交流事業に取り組むことができた。 

ウ 施策の今後の課題 

今後も、競技会場地の選定にあたり、市町、競技団体との調整を続けるとともに、各競技会の開

催に向けた準備が円滑に進むよう、市町、競技団体に対する支援を行う必要がある。 

併せて、両大会の愛称・スローガンや大会マスコットキャラクターを活用した発信の強化等を通

じ、大会開催に向けた機運醸成を図る必要がある。 
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東京オリンピックの年にはニュージーランドのボート代表チームの事前合宿を受け入れる予定が

あり、これを含めてホストタウン相手国との間で、市民･県民への広がりを十分考慮しながら、スポ

ーツにとどまらない幅広い分野の交流に引き続き取り組む必要がある。 

また、滋賀県の魅力を全世界に発信する機会となるよう、滋賀県における聖火リレーの準備を着

実に進め、必要がある。 

（２）大会運営等のノウハウの継承（滋賀県スポーツ推進条例第17条） 

 ア 施策の実施状況 

世界最大の生涯スポーツの国際総合競技大会であるワールドマスターズゲームズ2021関西の開催に

向け、大会組織委員会との連携のもとで、本県開催における推進組織として県、関係市および競技

団体等で構成する「ワールドマスターズゲームズ2021関西・滋賀実行委員会」を通じて開催準備を

進めた。 

イ  施策の評価 

滋賀実行委員会において大会準備のための各種情報共有を行うとともに、本県開催競技である陸

上（10kmロードレース）、カヌー（ドラゴンボート）、ボート、ホッケー、ソフトボール、野球（軟

式野球）の６競技にかかる実施要項をとりまとめた。また、彦根市（10kmロードレース）において、

競技運営、賑わいづくり等の中心となる開催市・競技実行委員会の第一号が設立された。 

ウ 施策の今後の課題 

ワールドマスターズゲームズは、スポーツと観光を楽しむ大会であり、観光関係者と連携し、情報を

共有しながら、大会参加者に向けた観光プラン、きめ細かなホスピタリティ等を提供していく必要があ

る。また、このワールドマスターズゲームズでの取組が一過性に終わることなく、大会後も繰り返し滋

賀を訪れていただく契機となるよう、また、スポーツツーリズムの定着による地域経済の活性化につな

がるよう取り組む必要がある。 

（３）スポーツボランティア活動の取組（滋賀県スポーツ推進条例第18条）（再掲） 

ア 施策の実施状況 

本県でのワールドマスターズゲームズ2021関西や2024年滋賀国民スポーツ大会・全国障害者スポ

ーツ大会等の大規模スポーツイベントの開催を視野に入れて、スポーツを「支える」立場から、各種

スポーツ大会の運営に携わるボランティアの育成に取り組んだ。事業の実施にあたり、スポーツ分野

に関する独自のネットワークを有する事業者と連携（委託）を行い、「ゲームコンダクターSHIGA」の

名称で幅広い分野におけるボランティアの人材確保と資質向上を進めた。 

イ 施策の評価 

平成30年度から、スポーツクラブが持つ企業等とのネットワークや自主事業等を活かした事業展開を

進めるよう事業の実施方法を見直し、次のような実績につながっている。 

●登録者数  

   平成27年度からのスポーツボランティア累計登録者1,789人 

（うち平成30年度の新規登録者1,235人） 
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●研修 

ボランティアに関する基礎知識から手話や救命対応に係る内容等、多様なジャンルのテーマを取り

扱うとともに、スポーツクラブに所属するトップアスリートと交流できる機会を設ける等、受講者

の参加意欲向上につながる方策を展開［年間10回開催］ 

●活躍の場の提供 

スポーツクラブ関連団体の主催事業のほか、県主催事業での活用、市町や各種団体等が主催の大会

・イベント等における活用についても調整を進め、活躍の場の拡充を図った。［のべ571名の参加］ 

ウ 施策の今後の課題 

研修やボランティア活動への参加は、あくまで個々の自主的な取組であることから、登録者がスム

ーズに実際の活動に参加できるよう、企業の事業所単位での参画呼び掛け、あるいは教育事業との連

携を図る等、「はじめの一歩」を踏み出してもらうための工夫に努める必要がある。また、スポーツ

ボランティアの取組を通じて将来的には本県におけるボランティア文化の醸成にもつなげていく必要

がある。 
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県民の運動・スポーツ実施率向上に向けた取組について 

 

 

１ 平成 30 年度滋賀県スポーツ実施状況調査結果 

(1) 調査の目的 

本調査は、第 2 期滋賀県スポーツ推進計画で目標としている成人の週１日以上のスポー

ツ実施率（2022 年：65％以上）や県民のスポーツに関する意識および実態を把握すること

を目的とする。 

 

 

(2) 調査結果（概要） 

①運動・スポーツ活動の状況 

   「週に 1 日以上運動やスポーツを行っている」と回答した人は、全体の 39.9％で、

平成 28 年度に実施した「県民のスポーツライフに関わる実施状況調査」（以下、平

成 28 年度調査）と比較すると 36.0％から 3.9％上昇した。一方、「スポーツはして

いない」と回答した人は 16.9％から 27.7％に上昇しており、運動・スポーツを行っ

ている人と行っていない人の二極化が進んだと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考１）障害者（成人）のスポーツ実施率（平成29年度） 

 
全 体 国調査 

週１回以上 38.1％ 20.8％ 

していない 31.9％ 58.9％ 

 
 ※出典：障害のある方のスポーツに関する調査（平成30年3月 滋賀県県民生活部スポーツ局） 

     国「障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究」（平成30年3月 スポーツ庁） 

 

 

14.1%

18.5%

21.9%

21.4%

45.9%

29.8%

16.9%

27.7%

1.2%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

H30 週3日以上 週1～2日以上 週1日未満 していない

不明

週3日以上 週1～2日以上 週1日未満 していない

週１日以上実施(39.9%) 

週１日以上実施(36.0%) 

資料４ 

不明 
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（参考２）成人の週一回以上の運動・スポーツ実施率（国との比較） 

 
 
 
 
 
 
 

（出典）国： スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（H28、29、30） 
        県：「県政世論調査」（H27） 

  「県民のスポーツライフにかかわるスポーツ実施状況調査」（H28） 
「滋賀県スポーツ実施率調査」（H30） 

 

（参考３）成人の週一回以上の運動・スポーツ実施率（近隣府県との比較） 

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 

39.9％ 48.1％ 34.4％ 63.8％ 73.0％ 46.0％ 
(H30調査) (H29調査) (H30調査) (H30調査) (H29調査) (H28調査) 

 

（参考４）１年間で１日以上スポーツをした人の割合（スポーツ行動者率） 

 H28 
 

男 女 

滋賀県 
71.6％ 

(全国４位) 

76.9％ 

(全国２位) 

66.5％ 

(全国６位) 

全国 68.8％ 73.5％ 64.4％ 

（出典）総務省統計局「社会生活基本調査」 

 

 

②年代別の状況 

 「週に 1 日以上運動やスポーツを行っている」と回答した人を年代別でみると 20

歳代～50 歳代は県の平均（39.9％）を下回っており、60 歳代・70 歳以上と比べると

実施率が低い。この傾向は平成 28 年度調査より顕著になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 H27 H28 H29 H30 R4 年目標 

滋賀県 40.5％ 36.0％  39.9％ 65％ 

全国 40.4％ 42.5％ 51.5％ 55.1％ 65％ 

 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70歳代以上 全体 

H30 35.6％ 29.7％ 24.7％ 37.3％ 52.3％ 65.6％ 39.9％ 

H28 23.7％ 25.2％ 28.0％ 34.6％ 45.0％ 43.0％ 36.0％ 
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③性別の状況 

 「週に1日以上運動やスポーツを行っている」と回答した人を性別でみると男女の

差はほとんどないが、男性に比べて女性の方が「運動やスポーツはしていない」と

回答した割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④運動・スポーツに取り組めていない人の理由 

 「スポーツはしていない」と回答した人の理由としては、「機会がないから」、

「したいと思わないから」、「仕事（育児・介護を含む）が忙しくて時間がないか

ら」が上位となっており、平成28年度調査と同じ傾向であったが、「機会がないから」、

「したいと思わないから」の回答率が伸びている。 

 

⑤滋賀県で開催される大規模スポーツ大会の認知度 

 「どれも知らない」が最も多く(59.1％)、以下、令和６年に本県で開催する国民

スポーツ大会(36.7％)・全国障害者スポーツ大会(13.0％)、令和３年に本県も競技会

場となるワールドマスターズゲームズ2021関西(12.7％)の順となっている。 

 H28 H30 

国民スポーツ大会 34.2％ 36.7％ 

全国障害者スポーツ大会 21.2％ 13.0％ 

ワールドマスターズ 

ゲームズ2021関西 
－ 12.7％ 

どれも知らない 61.0％ 59.1％ 

    ※複数回答可であり合計しても100％にはならない。 

 H28 H30 

1 位 
仕事（育児・介護を含む）が 
忙しくて時間がないから    (38.0％) 機会がないから        (45.6％) 

2 位 機会がないから        (28.9％) したいと思わないから    (37.2％) 

3 位 したいと思わないから     (22.5％) 仕事（育児・介護を含む）が 
忙しくて時間がないから   (23.3％) 

17.5%

19.4%

22.5%

20.3%

26.5%

32.8%

30.3%

25.2%

3.1%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女

男

週 3 日以上 週 1～2 日以上 週 1 日未満 していない 

不明 

週 3 日以上 週 1～2 日以上 週 1 日未満 していない 
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２ 県民の運動・スポーツ実施率向上に向けた取組について 

 滋賀県では、身近な場所での運動機会の提供や、国民スポーツ大会・障害者スポーツ大

会の機運醸成を図るために、今年度、例えば以下のような事業に取り組む。 

 運動・スポーツ習慣化促進事業 
：運動・スポーツに取り組めていない県民等を対象に、民間のスポーツクラブや大学等が持

つスポーツ資源（人材・施設設備等）や運営ノウハウを活用し、楽しく運動・スポーツに

取り組める企画提案事業を実施する。 

例）・ショッピングセンターでのウォークラリーの実施 

・企業の福利厚生事業と連携したスポーツ教室の開催  等 
  

 プロスポーツを活用した県民スポーツ推進事業 
：プロスポーツが持つ集客力や発信力を活用し、県内プロスポーツチーム等のホームゲーム

において、県民の運動習慣向上につながるＰＲや国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ

大会等の周知と機運醸成に取り組む。 

 ※対象プロスポーツチーム等 （ ）2018シーズン観客数 

   滋賀レイクスターズ（72,000人）、東レアローズ（6,277人）、 

ＭＩＯびわこ滋賀（7,674人）、オセアン滋賀ユナイテッド（9,802人） 

 

 


