
 

 

 

 

 本町では、長洲町総合振興計画基本構想に基づき、スポーツ推進のための各種施策を 

展開し、総合型地域スポーツクラブ・長洲にこにこクラブの発足、社会体育施設への指 

定管理者制度の導入など、住民のスポーツに親しむ機会の創出や住民ニーズの向上に取 

り組んできました。 

  一方国では、スポーツ基本法に基づく「スポーツ基本計画」を策定しました。熊本県

では、平成 26年 3月、「熊本県スポーツ推進計画」により、全ての県民がスポーツに親

しみ、楽しみ、支える活動に参画できるスポーツへの環境づくりを推進しています。 

 長洲町では、これまで取り組んできた各種スポーツ振興のための施策をさらに発展さ 

せ、住民の誰もが、気軽にスポーツに親しみ、またスポーツ活動を支援していく環境づ 

くりを進めるため、この度「長洲町スポーツ推進計画」を策定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の主旨 

 

1



 

 

１）社会状況の変化と課題 

（１）全国の状況 

 近年、核家族化、晩婚化、少子高齢化が進み、世代間や地域社会における連帯感の希薄

化、ライフスタイルの多様化等と目まぐるしく変化する社会への不安感や孤立感といった

様々な問題があるなか、人々が健康で明るく豊かな生活を求める声は、ますます高まって

います。 

 一方、生活の利便性の向上や生活スタイルの変化は運動する機会を減少させ、生活習慣

病や骨粗しょう症、ストレス等の増加をもたらしています。これら生活習慣病の予防やス

トレス発散、子どもたちの体力向上や高齢者の健康維持など、人々の健康づくりやいきが

いづくりにスポーツは欠くことができないものとなっています。 

 また、従来の競技スポーツのほかにも、ウォーキング、ジョギング、サイクリングとい

った気軽に、誰でも出来るスポーツに対するニーズは多様化してきています。 

 更に、スポーツを通して人々の交流を促進することで、希薄化した地域社会の繋がりの

再生を図るなど、スポーツの担う役割や意義、重要性は高まり、子どもから高齢者まで幅

広い世代においてスポーツを推進するための今日的な環境整備がますます求められていま

す。 

 

（２）長洲町の状況 

 核家族化、少子高齢化といった状況は長洲町でも同様に見られ、少子高齢化の進展はこ

れからの長洲町の大きな課題といえます。 

 小中学校における子どもの数は、この20年でおよそ半減し、今後も減少していくものと

見込まれます。少子化の進行は、学校運営や子ども会活動など子どもたちのスポーツ環境

面にも大きく影響しています。また本町でも、運動やスポーツをする子としない子におけ

る体力差・二極化といった傾向が見られ、子どもたちのスポーツ環境の整備が課題となっ

ています。 

 現在、65歳以上の高齢者は、4人に１人の割合ですが、10年後にはおよそ2.5人に1人

となり超高齢化社会の到来が予測されます。急速に増える高齢者に対してスポーツや運動

を通じた健康づくり、仲間づくりの場をさらに提供し、地域での交流・支え合いなどを広

げていかなければなりません。 

 

  

２．計画策定の背景 

 

2



 

 

２）国の動向 

（１）スポーツ基本法の制定 

国では、昭和36年9月、スポーツ振興の基本的な法令である「スポーツ振興法」が制定

され、様々なスポーツ振興策が展開されてきました。この間、見るスポーツから自ら行う

スポーツへの変遷やスポーツ種目の多様化、地域におけるスポーツを通じたコミュニケー

ションの重要性が高まるなど、スポーツを取り巻く環境は大きく変化してきました。 

このような状況を踏まえ平成12年9月、国では「スポーツ振興基本計画」（平成18年9

月改定）が策定されました。また、平成22年には、スポーツ施策の基本的な方向性を示す

「スポーツ立国戦略」が策定されました。この計画では、新たなスポーツ文化の確立を目

指し、人の重視（する人、観る人、支える人）と連携・協働の推進を基本的な考え方とし

て、今後10年間で実施すべき重点戦略等が示されました。 

また、この戦略をもとにして、平成 23年 8月には約 50年ぶりに「スポーツ振興法」が

見直され、新たにスポーツ基本法を制定、平成24年3月には「スポーツ基本計画」が策定

されました。 

 

 

    ■スポーツ基本法の概要 

      スポーツ基本法は、「スポーツは、世界共通の人類の文化である」の言葉に

始まり、「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、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、

安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、

又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければ

ならない」としています。 

      また、スポーツが、青少年の健全育成や、地域社会の再生、心身の健康保

持増進、社会・経済の活力の創造、わが国の国際的地位向上など、国民生活

において多面にわたる役割を担うことを明らかにしています。 
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（２）スポーツ基本計画の策定 

スポーツ基本法の規定に基づき、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、「スポーツ基本計画（平成24年3月）」が策定されました。 

この計画は、今後10年間の基本方針及び今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき

施策を次のとおりとしています。 

 

    ■スポーツ基本計画の概要 

       

        今後10年間を見通したスポーツ推進の基本方針 

 

     ①子ども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 

     ③住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

     ④国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備 

     ⑤オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会の招致・開催等を通じた

国際貢献・交流の推進 

     ⑥スポーツ界の透明性・公平・公正性の向上 

     ⑦地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手がはぐくまれ、 

      そのスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与するというスポー

ツ界の好循環の創出 

 

       

        今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策 

 

     ①学校と地域における子どものスポーツ機会の充実 

     ②若者のスポーツ参加機会拡充や高齢者の体力づくり支援などライフステー

ジに応じたスポーツ活動の推進 

     ③住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

     ④国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備 

     ⑤オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会の招致・開催等を通じた

国際貢献・交流の推進 

     ⑥ドーピング防止やスポーツ仲裁等のスポーツ界の透明性・公平・公正性の

向上 

     ⑦スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツと地域における

スポーツとの連携・協働の創出 
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３）熊本県の動向 

（１）熊本県スポーツ推進計画の策定 

 熊本県では、平成 22年に策定された国の「スポーツ立国戦略」や、平成 23年に制定さ

れた「スポーツ基本法」並びに、同法に基づき策定された「スポーツ基本計画」を踏まえ、

平成26年「熊本県スポーツ推進計画」を策定しました。 

 

 

 

     ■『熊本県スポーツ推進計画』 

              “スポーツによる人が輝く豊かなくまもとづくり” 

       理 念   する・観る・支えるスポーツをとおして、すべての県民が 

            スポーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分かち合いな 

            がら、健康で活力ある生活を送り、互いに支え合う県民の姿  

            を目指します。 

       

       計画期間  平成26年度～平成30年度 

 

       基本施策  １ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

            ２ 誰もが参加できるスポーツスタイルの拡大 

            ３ 魅力あるスポーツイベントの充実 

            ４ 競技力の向上と世界に羽ばたくトップアスリートの育成 

 

 

 

■国・県のスポーツ計画関係 

 H13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

国 

スポーツ振興基本計画 
(H13年度～H22年度) 

スポーツ立国戦略 
（H23年度～H32年度） 

 

 

 

スポーツ基本計画 
（H24年度～H28年度） 

 

 

 

県 
県スポーツ振興計画 

（H14年度～H22年度） 

県スポーツ 

振興計画 

（第2次改訂版） 

（H23年度～

H25年度） 

県スポーツ推進計画 

（H26年度～H30年度） 
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 本計画は、スポーツ基本法に基づき、長洲町が目指す生涯スポーツ社会の実現のため 

基本的な方向性を定める計画であり、国が平成22年8月に策定した「スポーツ立国戦 

略」、熊本県が平成 26年 2月に策定した「熊本県スポーツ推進計画」をもとに、本町の

実情に合わせて策定するものです。 

また、平成23年3月に策定した「第5次長洲町総合振興計画」を踏まえたものであり、

長洲町におけるスポーツ推進の基本となる計画です。 

 

 

 

 

 本計画の計画期間は、平成27年度から平成31年度までの5年間とします。 

 

長洲町の計画 

            第５次長洲町総合振興計画基本構想 

             （平成23年度～平成32年度） 

 

                    

 

 

熊本県 

熊本県スポーツ推進計画 

（平成26年2月） 

 

 

 

 

 

 

本計画では、誰もが気軽にスポーツを親しんでもらうために、スポーツの概念を広く捉えることとしま 

す。勝敗や記録を競うスポーツだけでなく、健康づくりのためのウォーキングや介護予防のためのトレー

ニング、気分転換に行う軽い体操など、あらゆる身体体操を含めて、日常生活におけるスポーツとします。 

   

 

長洲町 

スポーツ推進計画 

(平成27年～ 

   平成31年) 

   国 

スポーツ基本法 

（平成23年6月） 
スポーツ基本計画 

（平成24年3月） 

３．計画の位置づけ 

４．計画の期間 
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（１）人口と世帯数 
  本町の人口は、昭和45年の 14,000人台を最低に、臨海部への造船・アルミサッシ製造の

大型企業が立地し、昭和60年に18,400人台をピークに、その後、今日まで人口減少が進み、

平成26年4月現在、16,552人となっています。ピーク時よりも約2,000人も減少しており、

今後も人口減少が見込まれます。 

  また、その一方で、世帯数は昭和35年の3,340戸から、平成25年の6,621戸と倍増して

います。 

          ■人口(人)・世帯数(戸)の推移           （出典：住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本町の人口動態をみると、自然動態では平成 15年以降、死亡が出生を上回り、社会動態にお

いても転出が転入を上回り、町全体で人口の減少を表しています。 

■人口動態の推移                  （出典：住民基本台帳） 

                  （単位:人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  区 分 
自然動態 社会動態 

差引増減 
出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 

昭和 60年 274 123 151 951 896 55 206 

平成 元年 163 120 43 645 793 △148 △105 

平成 5年 132 146 △14 856 738 118 104 

平成10年 157 143 14 759 754 5 19 

平成15年 141 170 △29 585 695 △110 △139 

平成20年 128 179 △51 523 708 △185 △236 

平成24年 127 186 △59 556 537 19 △40 

第２章 長洲町におけるスポーツの現状と課題 

１．長洲町の人口等 
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（２）年齢階層別人口割合 
本町の年齢別人口を見てみると、幼少年齢人口（0歳から14歳）が34.5％から13.1％ 

と約1／3に減少し、反面、老齢人口（65歳以上）が8.2％から26.2％と約3倍に増加し、少

子化と高齢化が進んでいることがわかります。 
   

    ■年齢階層別人口割合の推移 (単位：％)     （出典：国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）５歳階級別人口 
  昭和 45年と平成 22年における 5歳階級別人口を比較すると、昭和 45年、10～20歳代の

若い人口が40年経過し、平成22年の60歳台となり、ここでも少子化と高齢化が進んでいる

ことがわかります。  
        

■５歳階級別人口の推移 (単位：％)        （出典：国勢調査） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.5

29.2

24.1

22.5

22.7

23.1

21.1

17.6

14.8

13.2

13.1

57.3

61.1

64.8

66.3

65.5

63.8

63.2

64.1

64.1

63

60.7

8.2

9.7

11.1

11.2

11.8

13.1

15.8

18.3

21.1

23.8

26.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和３５年

昭和４０年

昭和４５年

昭和５０年

昭和５５年

昭和６０年

平成 ２年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

幼少年齢人口

生産年齢人口

老齢人口
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（４）町内小中学校の児童生徒数の推移と推計 

  平成26年の町内4小学校、2中学校の児童生徒数の合計は、1,216人です。平成7年の20年

前と比べて1,000人以上減少し、その数は半減しています。 

   ■町内小中学校の児童生徒数の推移と推計  (単位：人)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

（課 題） 

 上記のとおり、この20年で児童生徒の数が半減しました。この減少化は、今後も続くもの 

と見込まれ、さらに児童生徒の数の減少化が予測され、それに伴う小中学校での各種学校活動 

における影響が心配されます。 

 

 

  六栄小学校 腹赤小学校 長洲小学校 清里小学校 計 腹栄中学校 長洲中学校 計 小中合計 

平成  ７年 518 371 469 120 1,478 476 343 819 2,297 

平成  ８年 503 323 418 116 1,360 493 339 832 2,192 

平成  ９年 489 294 401 114 1,298 493 318 811 2,109 

平成１０年 445 279 373 108 1,205 504 308 812 2,017 

平成１１年 407 273 347 108 1,135 479 288 767 1,902 

平成１２年 366 270 301 102 1,039 444 289 733 1,772 

平成１３年 316 269 286 92 963 402 278 680 1,643 

平成１４年 287 255 285 91 918 381 235 616 1,534 

平成１５年 297 252 293 95 937 340 225 565 1,502 

平成１６年 307 245 284 97 933 309 203 512 1,445 

平成１７年 295 249 296 102 942 287 194 481 1,423 

平成１８年 320 241 316 92 969 291 173 464 1,433 

平成１９年 311 231 308 94 944 272 172 444 1,388 

平成２０年 312 231 302 102 947 251 180 431 1,378 

平成２１年 283 237 292 98 910 253 204 457 1,367 

平成２２年 276 222 281 94 873 273 198 471 1,344 

平成２３年 270 212 268 97 847 269 201 470 1,317 

平成２４年 253 203 249 104 809 270 186 456 1,265 

平成２５年 255 201 269 95 820 238 182 420 1,240 

平成２６年 248 202 263 92 805 233 178 411 1,216 

平成２７年 251 195 252 85 783 224 185 409 1,192 

平成２８年 255 196 249 83 783 227 185 412 1,195 

平成２９年 277 198 240 77 792 220 179 399 1,191 

平成３０年 268 196 232 71 767 213 171 384 1,151 

平成３１年 271 198 215 70 754 223 175 398 1,152 

※平成26年については、平成26年2月現在での新入生で算定。それ以降の数は、地区別年齢 

別人口にて算出。 （出典：学校教育課）  
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（１）町内スポーツ施設の整備状況 
  現在、長洲町には、次のようなスポーツ施設があります。 

  これらスポーツ施設は、昭和50年代に整備されたものが多く、平成になってから整備された 

ものは、トレーニング室、温水プールの2つです。 

■町スポーツ施設の整備状況 

施 設 
開設年 

（経過年数） 内  容 面積(㎡) 

体育館 Ｓ52年 
（37年） 

バスケットコート1面、バレーコート2面 
バドミントンコート4面 

1,450 

武道場 Ｓ53年 
（36年） 

剣道場1面、柔道場1面 450 

トレーニング室 Ｈ 3年 
（23年） 

フロアー170㎡、談話室46㎡ 216 

グラウンド Ｓ51年 
（38年） 

野球場1面、ソフトボール場1面、300ｍトラック 18,000 

ジョギングコース Ｓ63年 
（26年） 

ゴムチップ張（1周543ｍ） ― 

テニスコート Ｓ58年 
（31年） 

全天候型4面、壁打ち面 2,918 

テニスコート管理棟 Ｓ58年 
（31年） 

更衣室、倉庫、トイレ 68 

弓道場 Ｓ60年 
（29年） 

７人立ち 281 

艇 庫 Ｓ52年 
（37年） 

ＯＰヨット、カヌー、カッター、セールボード等 864 

温水プール Ｈ5年 
（21年） 

25ｍ×6コース、幼児用25ｍ×3コース 1,527 

芝生広場 Ｓ59年 
（30年） 

パーゴラ、東屋 3,072 

 

（課 題） 

多くの施設が、建設から20～30年以上経過し施設の老朽化が進み、各施設において次のとおり、

改修・整備の必要性が高まっています。 

施 設 改修の内容 

体育館 倉庫ドア、男女更衣室ドアなど施設改修の必要な個所が見られます。 

武道場 雨漏り、雨樋の腐食等が見られます。 

トレーニング室 天井の一部に雨漏りが見られます。 

グラウンド 水はけが悪くなり、暗渠排水によるグラウンド整備を求める声があります。 

ジョギングコース ラバーの一部にヒビ割れや黒ずみが見られ、コースの整備を求める声があります。 

テニスコート コートの剥離、劣化が進んでおり改修を求める声があります。 

テニスコート管理棟 白蟻による施設の老朽化が進み、管理棟の建て替えの時期を迎えています。 

弓道場 雨よけ屋根の設置を求める声があります。 

艇 庫 カッターボート等の吊り上げクレーンが更新の時期を迎えています。 

温水プール ボイラー設備等を中心とした設備更新の時期にあります。 

２．町内スポーツ施設の整備と利用状況 

 

10



 

 

 

 

     ■学校体育施設の整備状況 

 グラウンド（㎡） 体育館（㎡） 

長洲小学校 7,390 1,000 

清里小学校 5,290 778 

六栄小学校 8,974 930 

腹赤小学校 7,597 934 

長洲中学校 15,442 1,212 

腹栄中学校 17,526 1,511 
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（２）町内スポーツ施設の利用状況 

近年の町内スポーツ施設の利用状況は、次のとおりです。 

町内には、体育館をはじめとして8つのスポーツ施設が整備されています。近年のスポ 

ーツ施設の利用状況は横ばいでしたが、平成23年10月、指定管理者制度を導入して以降、施設

利用者数は増加しています。 

■町内スポーツ施設の利用状況                   （単位:人） 

施 設 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 

体育館 25,452 21,109 19,542 21,713 20,114 

武道場 4,671 8,946 8,354 9,716 12,822 

トレーニング室 4,864 4,302 5,607 7,930 8,708 

グラウンド 54,209 51,697 49,513 62,346 64,929 

テニスコート 7,070 7,236 14,467 10,643 9,657 

弓道場 1,441 2,331 2,391 2,302 2,339 

艇 庫 1,493 1,616 1,875 2,091 1,758 

温水プール 17,948 17,145 19,000 21,466 21,323 

合 計 117,148 114,382 120,749 138,207 141,650 

 

（３）学校体育施設の開放における利用状況 
  長洲町では、学校施設の地域住民への開放として、4小学校と2中学校の体育館の利用 

開放を行っています。施設の利用については、事前予約制で、町内在住･在勤・在学者を対象と

して、団体利用を原則としています。 

  施設の利用状況としては、近年、その利用者数は減少傾向にあります。 

■学校体育施設の利用状況                  （単位：人） 

学校名 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 

長洲小学校 10,626 9,588 5,369 4,319 4,218 

清里小学校 5,493 4,223 3,957 3,516 2,980 

六栄小学校 5,957 4,833 3,588 2,436 2,577 

腹赤小学校 4,911 3,116 3,026 2,459 2,995 

長洲中学校 8,084 7,386 6,844 6,935 6,656 

腹栄中学校 4,605 6,088 6,355 5,849 4,080 

合 計 39,676 35,234 29,139 25,514 23,506 

  

（課 題） 

 町内スポーツ施設の利用については、利用者数の増加と併せて住民のニーズに応じた各 

種スポーツ教室等の開催といったサービス拡充にも取り組む必要があります。また、学校 

体育施設の開放に関しては、全ての小中学校施設において、年々利用者数が減少してきて 

おり利用者を増やす取り組みが課題といえます。 
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（１）長洲町体育協会 
  長洲町体育協会は、競技スポーツとレクリェーションスポーツを推進し、住民の健全な 

心身の育成と明るく豊かな住民生活の形成に寄与し、関係団体の発展と相互の親睦、連携 

を図ることを目的とした組織です。現在、加盟団体18、会員数835人となっています。 

■長洲町体育協会の加盟団体の状況（Ｈ26年）         （単位：人） 

団 体 名 会員数 団 体 名 会員数 

女子バレーボール 12 弓 道 20 

卓 球 11 軟式野球 20 

剣 道 13 居合道 12 

バドミントン 12 ビーチボールバレー 85 

サッカー 245 ソフトテニス 20 

ソフトボール 212 バスケットボール 25 

少林寺拳法 24 グラウンドゴルフ 93 

ソフトテニス 20 男子バレー 11 

合気道 休部 陸上 休部 

 

（課 題） 

 長洲町体育協会には、18団体が加盟していますが現在、合気道、陸上は休部状態にあり 

ます。県体、郡体、玉名駅伝大会、町マラソン大会など多くの陸上競技大会への出場参加 

が求められているなか陸上部の活動再開が期待されます。 

 また、加盟団体へのアンケート調査によれば、会員減少、後継者不足（会員の高齢化・ 

若手の不足）などの共通の課題があげられ、今後いかにして会員を増やしながら活動の活 

性化を図っていくかが大きな課題といえます。 

 

  

（２）スポーツ少年団体 
  長洲町内には、現在4つのスポーツ少年団体があります。  

■スポーツ少年団体（Ｈ26年）                （単位：人） 

団 体 名 人数 団 体 名 人数 

長洲ファイターズ（野球）     28 バレイア（サッカー）     95 

長洲柔道塾     38 長洲剣友会     20 

  

（課 題） 

 上記のとおり、現在、町内には4つの子どもたちを対象とするスポーツ少年団体があり 

ますが、それぞれの団体では指導者や練習場等の確保に苦労している状況があります。 

３．町内のスポーツ組織の活動状況 
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（３）NPO法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ） 
  総合型地域スポーツクラブは、身近な地域でスポーツを楽しむことができるスポーツクラブ

です。子どもから高齢者まで、様々なスポーツを愛する住民が、初心者からトップレベルまで、

それぞれの志向・能力に合わせて参加できる特徴を持っています。このクラブは、地域住民に

よって自主的・主体的に運営されることから、地域でスポーツを行いたいと考えている人には

身近なスポーツ団体といえます。 

  町内では、平成20年 6月、「長洲にこにこクラブ」が総合型地域スポーツクラブとして設立

されました。このクラブは、子どもの健全育成、生涯スポーツの推進、地域コミュニティの活

性化などを目標に、健康で文化的な地域社会の構築に寄与するためのスポーツ活動を目指して

います。平成 26年 5月現在の会員数は、138名となっています。また、平成 27年 2月、長洲

にこにこクラブは任意団体からＮＰＯ法人となりました。 

■ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）の概要 

名  称 会員数 クラブの概要 

ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ

（総合型地域スポーツクラブ） 

138名 

（H26） 

〇会員数  

H20年度（228人）、H21年度(201人) 

H22年度 (117人)、H23年度( 95人) 

H24年度 ( 90人)、H25年度( 82人） 

○種 目 

（健美操、硬式テニス、バレーボール、サッカー、 

幼児水泳教室、ちびっ子運動教室、バドミントン、 

元気はつらつ運動教室） 

 六栄保育所運動教室業務委託 

 

 

 

（課 題） 

 平成20年度クラブ開設時、228人あった会員数が、平成25年度には82人と半分以下ま 

で減少しました。また会員減少と併せて、会費減や補助金の減少によりクラブ財政が苦し 

くなっており、指導者確保の難しさなど活動環境が厳しくなっています。 

  先に行った住民へのスポーツアンケート調査によれば、ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総

合型地域スポーツクラブ）について、「知らない」と回答した人が 6割を占めており、まだ住

民の方々にその活動がよく知られていないことがわかります。このため、今後、様々な機会を

捉えながら、ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）の周知を進めると

ともに、各種運動教室の拡充を図りながら会員の増加に取り組んでいかなければなりません。 
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（１）小学校の運動部活動の状況 
  町内の4つの小学校では、サッカー、ミニバスケットボール、シーズン制での運動部活 

動が、以下のとおりそれぞれ行われています。 

    ■小学校の運動部活動の状況（ ）内は女子の数              （単位：人） 

種 目 長洲小学校 清里小学校 六栄小学校 腹赤小学校 

サッカー 59（0) ― 22(0) 44(5) 

ミニバスケットボール       43（43） ― 29(18) 30(29) 

シーズン制 ― 43(18) ― ― 

入部者数 102(59) 43(18) 51(18) 74(34) 

生徒数 130 51 153 141 

入部率(％) 78.4 84.3 33.3 52.4 

 

（２）中学校の運動部活動の状況 
  町内には2つの中学校があります。長洲中学校には、7つの運動部活動があり141人の 

生徒が入部（入部率77.4％）しています。腹栄中学校には、8つの運動部活があり149人 

の生徒が入部（入部率63.9％）しています。 

■長洲中学校の運動部活動状況（ ）内は女子の数               (単位：人) 

種  目 性別 1年 2年 3年 計 

野球 男(女) 6 5 4(1) 15(1) 

サッカー 男 6 2 10 18 

バスケットボール 女 12 3 6 21 

バレーボール 女 6 12 6 24 

ソフトテニス   男 6 12 9 27 

剣 道 男(女) 3 3 2(1) 8(1) 

陸上競技 男(女) 10(6) 12(6) 6(3) 28(15) 

入部者数 男(女) 49(24) 49(21) 43(17) 141(62) 

生徒数 男(女) 63(34) 60(28) 59(28) 182(90) 

入部率（％）  77.7 81.6 72.8 77.4 

■腹栄中学校の運動部活動状況（ ）内は女子の数          （単位：人） 

種  目 性別 1年 2年 3年 計 

野球 男 1 5 5 11 

サッカー 男 6 7 10 23 

バスケットボール 女 3 4 4 11 

バレーボール 女 5 6 4 15 

バドミントン 男(女) 11(4) 4(0) 6(2) 21(6) 

硬式テニス 男(女) 15(4) 7(4) 14(0) 36(8) 

ソフトテニス 女 5 1 7 13 

陸上競技 男(女) 5(3) 7(1) 7(4) 19(8) 

入部者数 男(女) 51(24) 41(16) 57(21) 149(61) 

生徒数 男(女) 72(37) 70(37) 91(38) 233(112) 

入部率（％）  70.8 58.5 62.6 63.9 

 
 

４．町内の小中学校運動部活動の状況 
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（課 題） 

 少子化の進行により、本町でも児童生徒数が減少してきています。このようななか、小中学校 

での部員数の減少により、部活動に影響が出ています。特に、中学校においては、部員数の 

減少により、中体連等の大会への出場ができないといった問題が出ています。 

 また平成26年 2月、熊本県の運動部活動及びスポーツ活動のあり方検討会は、「小学校の運動

部活動については、社会体育へ移行する。」との提言を行いました。これを受け、今後本町でも 

どのような形で小学校の運動部活動を社会体育へと移行させていくことができるのか、町・関係

者とともにその運動環境づくりに取り組んでいかなければなりません。 
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（１）町内の各種スポーツ大会等の開催状況 
町内における各種スポーツ大会等の開催状況は、町及び教育委員会の主催による大会や、

長洲町体育協会主催による大会等の他、県・郡単位の大会、長洲町子ども会連合会による

大会等があります。 

■町及び教育委員会主催の大会 <Ｈ25年度> 

大 会 名 開催月日 会  場 

町民ソフトボール大会 4月13日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ ー ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他 

町民スポーツ大会 6月01日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

町民体育祭 10月12日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

長洲町駅伝大会 12月07日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ｸﾞﾗｳﾝド～名石浜 

■町体育協会主催の大会 <Ｈ25年度> 

大 会 名 開催月日 会  場 

町長杯サッカー大会 7月26日(土)・27日(日) 金魚と鯉の郷 多目的広場 他 

町長杯卓球大会 8月02日(土) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 

町長旗争奪ソフトボール大会 9月22日(月)～10月3日(金) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

町長杯ビーチボールバレー大会 9月28日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 

町長杯グラウンドゴルフ大会 10月1日(水) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

町長杯テニス大会 10月5日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾃﾆｽｺｰﾄ 

町長杯弓道大会 10月19日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 弓道場 

長洲マラソン大会 1月12日(月) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ～ 名石浜 

■その他の大会  <Ｈ25年度> 

大 会 名 開催月日 会  場 

玉名郡民体育祭(陸上競技) 5月11日(日) 玉名郡内 

玉名郡民体育祭(球技・格技・水泳) 7月20日(日) 玉名郡内 

にこにこスポーツフェスタ 9月14日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館・武道場 

熊本県民体育祭 9月20日(土)・21日(日) 山鹿市 

老人クラブ連合会体育祭 9月24日(水) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

玉名駅伝大会 1月18日(日) 和水町～南関町～和水町 

熊日郡市対抗女子駅伝 1月25日(日) 熊本市内 

郡市対抗熊日駅伝 2月08日(日) 天草市内～熊本市内 

■子ども会連合会の大会 <Ｈ25年度> 

大 会 名 開催月日 会  場 

運動会 4月27日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

ビーチボールバレー大会 6月08日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 

ソフトボール大会 6月08日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

玉名郡子ども会球技大会 7月13日(日) 長洲中学校 ｸﾞﾗｳﾝﾄ 

ティーボール大会 11月16日(日) 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

 

 

５．町内スポーツに関する大会・教室等の開催状況 
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（課 題） 

     ■各種大会への参加者数の推移                  

大 会 名 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

町民ソフトボール大会(チーム) 23 - - 23 24 23 23 

町民スポーツ大会(チーム) - 10 14 15 15 10 13 

町民体育祭(人) 1,152 1,375 1,281 1,246 1,328 1,317 1,188 

長洲町駅伝大会(チーム) - - 10 10 9 18 17 

長洲マラソン大会(人) - 285 284 299 269 264 200 
     

少子高齢化の進行とともに、各種大会において大会への参加チーム数・参加者が減少しつつ

あり、大会の参加・盛り上がりにかげりが出てきています。 

  

   ■各種大会の抱える課題 

大 会 名 各種大会の抱える課題 

町民ソフトボール大会 
参加チームにおける選手の高齢化に対して、若手選手の加

入を図り、一層大会を盛り上げていく必要があります。 

町民スポーツ大会 

 年々参加チーム数が減少しており、町民スポーツとし

て、より多くの参加に向け、開催種目の在り方等を見直

していく必要があります。 

町民体育祭 

 少子高齢化、住民の生活様式の多様化に伴い、参加者・

応援者も減少しており、参加単位区やプログラム等の見

直しにより、多くの住民が参加した大会にしていく必要

があります。 

長洲町駅伝大会 

 参加チームが減少しており、種目の見直しとともに、より

多くの参加を目指し、住民・企業等への出場参加の呼びかけ

を広く行っていく必要があります。 

 

   ■子ども会連合会の各種大会への参加数の推移     （単位：チーム数） 

大 会 名 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

子ども会運動会  91  - 75 68 71 48 52 

ビーチボールバレー大会  34 34 35 35 35 30 28 

ソフトボール大会 12 13 13 12 8 6 5 

ティーボール大会 38 36 33 26 24 19  16 

駅伝大会 13 10 5 4  -  

       

少子化、価値観の多様化など社会変化により、子ども会会員数の減少や単位子ども会の廃止

が進み、子ども会連合会主催の行事への参加チームの減少、大会開催の取り止めなどが起こり

子ども会活動の低下がみられます。 
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（２）各種スポーツ教室の開催状況 
町内では、各種スポーツ教室として子どもから高齢者までを対象とした、ＮＰＯ法人長洲

にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）や指定管理者による各種の運動教室がありま

す。 

■長洲にこにこクラブの主催教室 <Ｈ26年度> 

教 室 名 会  場 対象者 

健美操（健康体操） 中央公民館 一般・シニア 

硬式テニス 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾃﾆｽｺｰﾄ ヤング・一般・シニア 

バレーボール 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 小中学生・ヤング 

サッカー 長洲小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ  小学生 

陸上 総合スﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 小学生 

卓球 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 小中学生 

元気はつらつ運動教室 中央公民館 一般・シニア 

バドミントン教室 腹赤小体育館 小学生・一般 

幼児水泳教室 温水ﾌﾟｰﾙ 4～6歳児 

ちびっ子運動教室 腹赤小体育館 小学校低学年 

■指定管理者（㈱サンアメニィ）の主催教室  <Ｈ26年度> 

教 室 名 会  場 対象者 

グラウンドゴルフ 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ シルバー 

ビーチボールバレー 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 シルバー 

成人テニス 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾃﾆｽｺｰﾄ 一般 

骨盤体操 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 武道場 一般 

成人水泳 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 温水ﾌﾟｰﾙ 一般 

ジュニア水泳 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 温水ﾌﾟｰﾙ 小学生 

健康ダンス 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 武道場 一般 

ストレッチ体操 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 武道場 一般 

アクアビクス 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 温水ﾌﾟｰﾙ 一般 

バドミントン 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 特に条件なし 

カキラ教室 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 武道場 一般 

ヨガ教室 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 武道場 幼児、一般 

エアロビクス教室 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 体育館 一般 

海洋クラブ 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 艇庫 小学生（4年生以上） 

   ■その他の運動教室等 

主 催 者         教室内容              

町（福祉保健介護課）  町総合スポーツセンターの指定管理者である㈱サンア

メニティへの委託により、町体育館と各公民館を会場と

して、毎月１回程度、区民を対象に運動教室を開催。 

町（生涯学習課）  各区の公民館を会場として、骨盤体操・太極拳教室と

いった運動教室を毎月１回程度開催。 

ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ

（総合型地域スポーツクラブ 

 高齢者を対象に、毎週 2回、中央公民館を会場として

運動教室を開催。 
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（課 題） 

 町内では、高齢者を対象とした軽体操、運動などの運動教室が、町（福祉保健介護課、

生涯学習課）、ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）、各区により

それぞれ行われています。今後、高齢化が急速に進行するなか、高齢者の健康づくり・体

力づくりを効果的にもたらすため、関係者間の連携のもと運動教室の開催を行い、全住民

を対象とした一体的な取り組みを展開していく必要があります。 
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（１）長洲町スポーツ推進委員 
 平成23年6月にスポーツ基本法が制定され、従来の「体育指導委員」から「スポーツ推進委

員」に名称が変更されました。これに伴い、スポーツ推進委員の役割も、地域におけるスポー

ツ振興の牽引者から、スポーツ活動や地域振興のコーディネーターへと変わりました。 

このため、スポーツ推進委員の資質向上はもとより、これら新たに課せられた任務を理解・

推進していくことが大切となりました。 

 本町には、現在、15名のスポーツ推進委員が町から委嘱を受け、スポーツ推進のための様々

な活動に取り組んでいます。 

 

 

     ■変わるスポーツ推進委員の役割 

   

 体育指導委員             スポーツ推進委員   

  （スポーツ振興法 第19条）      （スポーツ基本法 第32条） 

  〇スポーツの実技指導     

  〇スポーツに関する指導助言 
                      

〇更には、スポーツコーディネーターとしての役割 

 

  

（課 題） 

 現在、15名のスポーツ推進委員がいますが、委員の長期化・高齢化が進むなか、新たなスポ

ーツ推進委員へのなり手が少ない状況があります。 

 また、町民体育祭、町駅伝大会、町マラソン大会等の町行事時のスタッフとして活動してい

ますが、一方住民へのスポーツ実技の指導・助言等に加えて、スポーツ活動や地域振興に関す

るコーディネートといった新たな取り組みに十分対応できていない面があります。 

 

 

 

 

〇加えて、スポーツの推進に係る連絡調整 

 

６．スポーツ指導者の状況 
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（１）長洲町体育協会加盟団体へのアンケート調査 
 

■実施時期：平成26年1～2月 

■調査対象：長洲町体育協会 

■回答数 ：15団体 

 

 

 

① 加盟団体の抱える現状・問題点について       

【男子バレー  :会員男11名、平均年齢40歳代 】 

・メンバーが不足している。                  ⇒会員減少 

・中学校にバレー部がないため、若い人が入って来ない。     ⇒後継者不足 

・郡民体育祭の参加も毎年ギリギリの状況です。         ⇒選手の減少 

【女子バレー ：会員女12名、平均年齢30歳代 】 

・郡体出場資格を持つメンバー全員が都合つくとは限らず、    ⇒会員減少 

足らないときはとても困ります。 

【居合道 ：会員男12名、平均年齢40歳代 】 

・高校生、大学生が入部しても進学就職等で続かない人が多い。  ⇒後継者不足 

【剣道 ：会員男11名、女2名、平均年齢50歳代 】     

・若手会員が少なく、後継者が育っていない。          ⇒後継者不足 

【ビーチボールバレー ：会員男56名、女29名、平均年齢30歳代 】 

・登録チームが少なく大会を計画しても、なかなか参加チーム ⇒参加チーム数の減少 

が集まらない。 

・次世代の会長候補が現れない。               ⇒役員のなり手不足 

・大会への参加チームが少ないため、積極的なスポンサー探しが ⇒活動資金難 

出来ない。 

【卓球 ：会員男7名、女4名、平均年齢60歳代 】 

・一番若い人で53歳と若手がいない。             ⇒後継者不足 

【軟式野球 ：会員男20名、平均年齢50歳代 】 

・メンバー不足及び平均年齢が高いことがネックです。      ⇒会員減少と高齢化 

・メンバー不足。小中・高校では野球経験者が多いのに、     ⇒会員減少 

その後、長洲町では野球クラブがないためソフトボールへ行ってしまう。 

・メンバーの3分の2は、50歳以上が現状です。他市町では、毎年  ⇒後継者不足 

40歳代の若手メンバーが1～2名入っているようです。 

【グラウンドゴルフ ：会員男60名、女33名、平均年齢70歳代 】 

・競技中のくわえタバコなど、一部にマナー・ルール、エチケット等を守らない人がいる。 

 

◆加盟団体に共通する課題 

・会員減少 

・後継者不足（会員の高齢化 

若手の加入難） 

・活動資金難 

・競技大会への参加減少 

７．スポーツ関係団体の調査結果 
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 【弓道 ：会員男12名、女8名、平均年齢60歳代 】 
・弓道教室を開設して20名迄増えましたが、一昨年より増えず（毎年弓道教室の募集はやってい

ます）困っている状況です。弓道は生涯スポーツで老若男女どなたでも参加できるスポーツで

す。                       ⇒会員減少 

【少林寺拳法 ：会員男13名、女11名、平均年齢10歳代 】 

・昨今小中学生への犯罪、生徒間のいじめの問題や護身術の必要性・重要性に対して保護者の方々

の理解が未だ不十分。会員（児童生徒）が一生懸命でも保護者の方々が塾や他の習い事を優先

させる傾向があり、会員の定着・増加が難しい状況にある。 

                                ⇒会員減少 

【ソフトテニス ：会員男15名、女5名、平均年齢30歳代 】 

・会員メンバーはJMU社員10名と町内外居住者10名。和気あいあいと活動していますが、日曜

日が勤務日の方もいて、全員揃うことが少なく特に若手の参加率が低い。（この約 30年、毎週

定期的に活動を継続して行っている）年間に7～8回の県連盟主催大会、地区協会大会に参加し

ていますが、メンバー集めに苦労している。（団体戦では1チーム6名、又は2チーム12名の

参加が必要）              ⇒会員減少 

・会員年齢が20歳前半と40～50歳代に二分していて、考え方、取り組み方が違う。（若手は現実

の生活に重点をおき、継続して行う生涯スポーツにはまだ理解が低い） 

【バドミントン ：会員男8名、女4名、平均年齢30歳代 】 

・仕事の関係で集合しての練習・活動ができない。 

・若い世代の参加がない。                         ⇒若手不足 

【ソフトボール ：会員男212名、平均年齢40歳代 】 

・登録チームの減少（参加人員の減少）             ⇒会員減少 

・役員のなり手がいない。                   ⇒役員のなり手不足 

・資金不足で困っている。                   ⇒活動資金難 

【サッカー ：会員男245名 平均年齢10歳代 】 

・いろいろな大会との日程の調整が難しく、参加チームを集めることが厳しく 

なってきている。                                          ⇒日程調整が難しい 

② 問題点に対する今後の解決策について             

【男子バレー】 

・中学校に男子バレー部を作ること。 

・男子バレー部としてでなくても、男子でバレーをやりたい子が参加できるようにする。 

・土曜日は、大人の練習に子供が参加することを推奨します。 

【女子バレー】 

・これまでの活動スタンスを維持して、誰でも参加できるようにする。 

・学生から大人まで、この受け皿があることを多くの人に伝えたい。 

【居合道】 

・練習時間が週１回で体育館が空いておらず、練習場所を週2回は確保したい。 

【剣道】 

・会員の増加です。 

・小学生会員の増加と広報を拡充すること。 

・中学校での剣道部の存続です。 
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 【ビーチボールバレー】 
・登録数を増やし、大会参加チームを増やし試合の活気を出す。 

【卓球クラブ】 

・長洲にこにこクラブで卓球の種目を作り、小学生の会員を募集したい。 

【軟式野球】 

・このままでは、軟式野球は2～3年でメンバー不足で出場が出来なくなる。 

・ほとんどのメンバーが50歳以上になり仕事上、中堅のため練習及び試合になかなか参加できな

いのが現状です。 

・ソフトボールでは、メンバーが多いとの事ですが、もしよければ2～3人ほど軟式野球に応援で

きるメンバーをお願いしたい。 

【弓道】 

・現在の部員で年間40回程度の県及び他地区の大会に参加し成績も充実してきました。今後長洲

町弓道場で大会を計画したいと思っていますが、雨天時道場と的場に庇が無く雨が降りこむ状

況です。又、道場のシャッターが古く重くて開閉に困っています。 

【バドミントン】 

・一部の人の負担となっているため組織の充実と活性化が必要であり、今の段階では非常に厳し

い。 

【少林寺拳法】 

・護身術教室のようなものを定期的に開催し、会員だけでなく保護者の方々にも危機感を持って

もらい、護身術の必要性を感じてもらいたい。そして、日々の練習にも保護者の方々に加わっ

てもらい、そこからつながりを広げていければと考えている。いずれにしても会員である子供

たちだけでなく保護者の方々にもっと協力を仰ぐ必要がある。 

【ソフトテニス】 

・会員確保が一番の課題で勧誘活動を行っている。会員勧誘は、口コミ等での勧誘、会社（JMU）

へソフトテニス経験者の新入社員採用のお願い等を実施している。（社会人になって、たまの休

みに継続してスポーツを行うことは難しいのが現実） 

・ソフトテニスの普及活動と技術力向上を目的に、小中学生チーム「長洲ジュニア」を立ち上げ

て約20年になる。勤務の関係でナイター練習のみですが、水、木、土曜日に2時間活動してい

る。今年度は10～15名とだいぶ少人数となりましたが、今後も継続したいと思う。 

【ソフトボール】 

・ナイター使用料を安くしてほしい。 

・ホームベース上空に電線が通っているので、導線を直して欲しい。 

【サッカー】 

・大会規模を小さくするなどして対応していく。 
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（２）長洲町スポーツ推進委員へのアンケート調査 
 

 

 

 

 

① 町民ソフトボール大会、町民体育祭など町主催のスポーツ大会の現状や課題等について、
どうお考えですか？ 

 ・子供会や消防団関係以外の住民が参加していないように思う。 ⇒参加者が限られている 

 ・ソフトボール大会は、ほとんど男性のための行事になっている。 

 ・長洲、清里校区の参加が少ない。誰が区の体育委員 ⇒長洲・清里校区の参加が少ない 

なのか知らない区民も多いのではないか。      区の体育委員が知られていない 

 ・現状通りでいいと思います。 

 ・参加する区、しない区が固定されているようです。    ⇒参加区が限られている 

 ・ブロック分けされているが、複数区のブロックにおいて   ⇒ブロックの見直しが必要 

は、区間の連携がとれておらず、不参加に繋がっている気がす 

る。ブロック毎の行政区の見直し、合併の対策が必要だと思う。 

 ・子どもが小学生のころは“子ども会”として参加していたが、 

その後は行かなく…行けなくなってしまったという感じです。 

  ・町民体育祭は、種目等の見直しを考えた方が良いと思う。   ⇒町民体育祭の種目見直し 

 ・行事がマンネリ化している。              ⇒行事のマンネリ化 

 ・町民体育祭、ソフトボールなど、年齢制限や近隣市町  ⇒町民体育祭等の行事の見直し 

  の行事も参考にしながら、見直しに取り組む必要がある。 

 ・行事参加において、少子高齢化が進む長洲校区のことを 

  考慮すべきではないか。 

 ・少子高齢化に伴い、チーム編成に苦労されており、種目の  ⇒種目の見直し 

  見直しの時期ではないか。 

   

② スポーツ推進委員の確保やその他のスポーツ団体の指導者の確保・育成等について、どう
お考えですか？ 

 ・若い世代は興味がないのか、世代交代が課題であると思う。 ⇒世代交代が課題 

 ・スポーツ推進委員の確保については、現メンバーが新し     ⇒委員を広く募集する 

い方を探さなければならないということがルールのよう 

になっているため、例えば、広報やホームページを利用 

して広く募集してはどうかと思います。 

 ・以前、スポーツをやっていた人が良いと思います。 

 ・各行政区より１名づつ選抜できないものか。       ⇒行政区毎の選抜 

 ・スポーツ推進委員が何をするのか活動内容を知らない。  ⇒役割りが知られていない 

 ・委員としては、何らかのスポーツ経験者が良くないか。 

 ・スポーツ推進委員としては、スポーツが好きなボランティア精神 

  のある人になって欲しい。 

 ・指導者に関しては、その確保が難しいが不可欠なテーマである。 

■実施時期：平成26年5月 

■調査対象：長洲町スポーツ推進委員（15名） 
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  ・優れた指導者を連れてきて欲しい。           ⇒優れた指導者の確保 

 ・推進委員の確保について、各校区への定員設定も必要では。 

 ・人選の適任者について、もっと範囲を広げてはどうか。 

 

③ 町内のスポーツ施設の現状・整備についてどうお考えですか？   
 ・グランドや体育館、ジム、プールなどの施設は充実して    ⇒施設利用のＰＲ 

いると思うが、初めて利用する人にとっては入りづらい 

イメージもあるので、看板などで入りやすくすればもっ 

と利用者も増えるのではと思います。 

 ・現状で十分だと思います。 

 ・体育館が狭い。大々的な大会の開催ができない。      ⇒体育館が狭い 

 ・トイレ等がもう少しきれいであればいい。        ⇒清潔なトイレ 

 ・ＢＧの芝生広場を整備して活用が出来ないか。      ⇒芝生広場の整備活用 

 ・近隣に比べると整備面で劣っていると思う。       ⇒施設整備の拡充 

 ・他市町に比べても見劣りはしない。 

   

④ 町体育協会、長洲にこにこクラブの活動・現状等について、どうお考えですか？ 
 ・長洲にこにこクラブの活動については、会員数を増や     ⇒会員を増やす 

すことが課題。町民体育祭、子ども会運動会など、各種     ⇒クラブ周知の拡充 

スポーツイベントの際にチラシ配布をしたり紹介の 

アナウンスを行ったりして周知をしてみてはどうかと思います。 

 ・各種目の指導員を見つけ、種目を増やした方が良い。     ⇒各種目を増やす 

 ・町民で知らない人の方が多いのではないか？         ⇒活動の周知拡充 

活動内容が十分に伝わっていない。 

 ・長洲にこにこクラブについては、もっとＰＲすべき。  ⇒もっとクラブのＰＲを 

 ・各団体の認知度が低く、もっとＰＲすべき。 

  

⑤ その他、町内のスポーツ活動（部活・少年スポーツ団体・子ども会スポーツ大会等）全般
について、どうお考えですか？ 

 ・部活動の種類が少なくなっているのは淋しいです。    ⇒部活動の減少は残念 

 ・少年スポーツクラブについては部活動との両立の問題 

などは大丈夫なのかな？と思うところがあります。 

保護者による送迎の路上駐車についてはもう少し考えてもらいたい。 

 ・少子化の中、ある部活動は部員が少ない為、休部に追い   ⇒部活動の減少は残念 

込まれている話を聞きます。設備は整っているのに 

もったいないと思います。 

 ・スポーツクラブで学校の部活には所属していなかったり、 ⇒スポーツ活動の在り方に疑問 

子ども会行事には不参加の方を見ると、スポーツ活動の 

あり方に少し疑問を持ってしまう。 

 ・保護者協力のもと、子どもたちにはいろんなスポーツを   ⇒いろんなスポーツの体験 

体験させたい。 
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 ・以前は、校区に出向いての巡回スポーツ等を行っていた。  ⇒巡回スポーツの復活 
 もう一度復活させてみてもいいのではないか。 

・指導者の育成が急務です。                           ⇒指導者育成が大切 

・子ども会への参加が減り、行政区ではなく、校区チーム   ⇒チーム編成の見直し 

での編成を取り入れたらどうか。 
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（１）少子化の進行 
 本町の児童生徒数は、この20年でおよそ半減しました。この傾向は、今後も進むものと

推測されます。本町には4つの小学校と2つの中学校があります。今日、少子化が進むな

か、小中学校では授業や運動部活動など、様々な面で少子化が学校活動に影響を及ぼして

います。 

  このような少子化の進行は、学校活動に留まらず地域や町のいろいろなスポーツ大会や

各種行事の開催にも影響を及ぼしています。 

（２）高齢化の進行 
  現在、町の高齢化率は約28％ですが、10年後には38％程になると推計され、およそ2.5

人に1人が65歳以上の超高齢化社会となります。 

  地域のなかでも高齢化の割合がますます高まっており、地域の役員不足、各種行事への

参加者の減少など地域活動にも大きく影響してきています。 

  このように高齢化の進行が、町及び地域のいろいろなスポーツ大会や各種行事の開催に

も影響を及ぼしています。 

（３）スポーツニーズの多様化 
  社会経済の発展、生活水準の向上、情報化の進展等により人々の余暇時間の過ごし方も

変わり、観る・する・楽しむといった、いろんなスポーツ形態へと変わってきています。

また、高齢化や健康志向の高まりとともに、ウォーキングや軽い運動をする人々が多くな

ってきています。 

このように住民の各世代において、スポーツに対するニーズがますます多様化してきて

います。 

（４）体力低下とストレスの増大 
  車社会の浸透や生活における利便性の向上により、子どもから大人まで人々が日常生活

で身体を動かす機会が減少しています。その結果、子どもや大人の体力や運動能力の低下

を招いています。また今日、ストレス社会といわれるように、学校、職場、地域社会にお

いても、人々は様々な精神的ストレスを抱えながら生活しています。 

  このように人々は、体力低下やストレスの増大等いろいろな問題や心配を抱えながら、

心身ともに厳しい社会環境の中で生活しています。 

（５）人間関係の希薄化 
  社会の進展とともに、近隣や地域社会における人々のつながりや地域の連帯・コミュニ

ティの意識が薄れつつあります。これまで、地域のなかで行われてきた行事や共同での作

業、イベントへの人々の関わりや参加が低下してきています。併せて、地域の少子化・高

齢化の進行が地域社会に影響を及ぼしています。 

  このように地域における人間関係の希薄化は、スポーツ行事への参加減少など、これま

での各種スポーツ大会の開催などにもいろんな影響を及ぼしています。 

 

第３章 長洲町におけるスポーツ推進に向けた課題の整理 

１．長洲町における主な課題 
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  住民へのスポーツアンケート調査、長洲町体育協会及び長洲町スポーツ推進委員への

アンケート調査を通して、各分野におけるニーズや課題を整理すると次のとおりです。 

１）スポーツ活動の推進に関するニーズや課題 

  （１）スポーツ事業の推進に関するニーズや課題 

   （■アンケート調査から） 

  ○町民体育祭、子ども会運動会の内容の見直し。 

  ○スポーツに関する広報活動の充実。 

  ○各年齢層にあったスポーツの開発・普及。 

  ○スポーツ指導者の養成。 

  ○各種スポーツ施設の整備。 

  ○総合型地域スポーツクラブの育成・ＰＲ。 

  ○地域や年齢にこだわらないスポーツ大会の実施。 

  ○各世代が気軽に参加できる各種スポーツの発掘・普及。 

  ○子どもから高齢者までの老若男女が一緒に楽しめるスポーツ活動の普及。 

  ○新しいスポーツの導入（ヨガ、ダンス、バランスボール、吹き矢等）。 

  〇各種スポーツ行事・大会等への参加が限られている。 

  〇行事のマンネリ化。 

   （■活動現状から） 

○少子高齢化の進行とともに、各種スポーツ大会への参加者・チームの 

減少が進み、大会や種目の見直しなど時代のニーズに合わせる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

                        
  

【取り組みの方向性】 

⇒ スポーツ事業の推進 
 スポーツアンケート調査の結果によれば、20代から50代までの各年代を通して、「月

に1～3日、スポーツや運動を行う」と回答した人が最も多く、各世代で運動不足を感

じている人が多く、スポーツをする機会がなかなか取れていないことがわかります。 

 このため、気軽に出来る運動や、スポーツ教室の開催、新しいスポーツの導入など、 

各世代の人たちが、それぞれに合ったスポーツや情報提供を行い、スポーツ事業の推

進を図っていかなければなりません。 

  

 

   

２．各分野における主な課題 
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（２）子どものスポーツ活動に関するニーズや課題 

（■アンケート調査から） 

  ○児童生徒数の減少に伴う学校活動への影響が心配。 

  ○児童生徒の体力低下が心配。 

  ○子どもが遊べる場所が少ない。 

  ○屋内で遊ぶことが多くなり、屋外で遊ぶことが少なくなった。 

  ○学校や家庭でも、運動やスポーツに親しむ機会を増やすようにする。 

  ○体育や部活動で、身体を鍛える指導を徹底する。 

  ○一人でも気軽に参加できるスポーツ教室の開催。 

  ○種目ごとに参加できるスポーツ教室の開催。 

  ○学校部活動が減ってきている。 

  ○子ども会のチーム編成や子ども会運動会の見直し。 

    （■活動現状から） 

  ○少子化の進行により、子ども会行事への参加チーム・子どもの数の減少や、 

スポーツ活動が減退してきている。 

    ○児童生徒の減少に伴い、部活動の休止や大会出場中止など部活動の低迷。 

 

 

                

 

 

 

                    

 

【取り組みの方向性】 

⇒ 子どもたちのスポーツに触れる機会の拡充 
 近年、運動する子どもとしない子どもの二極化、またそのことによる体力の二分化

傾向が見られ、児童生徒の体力・運動能力の低下が問題となっています。 

 また、少子化の進行に伴い、児童生徒の運動や外遊びの機会や遊び場が減少するな

ど、社会環境、スポーツ環境は大きく変化しています。 

このため、子どもたちのスポーツを通じた健康な体づくりを目指し、学校運動部活

動や子ども会活動など、子どもたちの外遊びや運動・スポーツに触れる機会の拡充を

図っていかなければなりません。 
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（３）高齢者のスポーツ活動に関するニーズや課題 

   （■アンケート調査から） 

  ○高齢者向けのスポーツ情報の提供。 

  ○指導者の体制が不十分。 

  ○元気な高齢者が多い。 

  ○高齢者向けのイベントやスポーツ教室の開催。 

  ○高齢者向けの講習会等の開催。 

  ○スポーツや運動会場までの移動手段の支援。 

  ○子どもたちとの触れ合うスポーツ大会等の開催。 

  （■活動現状から） 

 ○高齢者を対象とした軽体操、ストレッチ教室など多様な運動教室の開催 

について、町全体での効果的な施策展開のための事業調整が必要。 

 

 

                

 

 

 

                   

 

【取り組みの方向性】 

⇒ 高齢者のスポーツの推進 
 スポーツアンケート調査によれば、高齢者における運動やスポーツを行う理由とし

て、「健康・体力づくり」、「友人・仲間との交流」、「楽しみ・気晴らし」といった理由

が上位を占めています。このように、スポーツによる健康の維持・増進とともに、ス

ポーツを通じたコミュニケーション、仲間との交流を楽しみにしている人も多く、年

齢を重ねても楽しめるスポーツの普及が期待されています。 

 このため、高齢者の活力ある・住みよいまちを目指し、スポーツを通じて健康で・

元気な高齢者がたくさんいるまちづくりを進めていかなければなりません。 
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（４）障がい者のスポーツ活動に関するニーズや課題 

   （■アンケート調査から） 

  ○障がい者の運動やスポーツ活動ができる環境整備を進める。 

  ○体育施設等のバリアフリー化を進める。 

  ○地域のスポーツ大会等への障がい者の参加促進。 

  ○障がい者向けのスポーツ講習会等の開催。 

  ○障がい者の方が参加しやすいスポーツクラブ等の体制整備。 

  ○運動やスポーツ会場への移動手段の支援。 

  ○他市町との連携による取り組みの推進。 

 

 

 

                    

 

 

                   

 

  【取り組みの方向性】 

⇒ 障がい者スポーツの推進 
 障がい者がスポーツに取り組むことは、心身の健康の保持増進や社会への参加機会

の増加をもたらすことから、障がい者の方々の生活の質の向上が期待されます。しか

し、本町での障がい者のスポーツについては、施設や指導者の面で体制が不十分であ

り、障がい者スポーツに取り組める環境がまだ十分に整っていません。 

また、スポーツアンケート調査によれば、障がい者の方がもっと利用しやすいよう、

体育館等施設のバリアフリー化による環境整備を進めていくことが求められています。 

 このため、ソフト・ハードの両面から障がい者スポーツの推進を図っていかなけれ

ばなりません。 
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（５）競技スポーツ活動に関するニーズや課題 

  （■アンケート調査から） 

  ○競技レベルに応じたコーチ、トレーナーなど指導者の育成。 

  ○トレーニングや遠征代等への経済的な支援。 

  ○充実したトレーニング施設の整備。 

  ○競技人口の減少と競技レベルの低下。 

  ○競技種目をもっと増やす。 

  ○競技スポーツ団体の会員の減少とともに活動資金難の状況。 

  ○選手の高齢化（若手の加入難）。 

  ○長洲町体育協会加盟団体の活動の活性化。 

   （■活動現状から） 

  ○長洲町体育協会加盟団体の高齢化が進み、次の世代が育っていない。 

  ○競技大会への参加が減少している。 

 

 

                 

 

 

      

                   

 

 【取り組みの方向性】 

⇒ 競技スポーツの振興 
 本町における競技スポーツは、長洲町体育協会を中心として、その加盟団体が各種 

競技大会への参加や開催など、行政と連携を図りながら進めてきました。 

 しかし、近年、競技人口の減少とともに、加盟団体における選手の高齢化、会員 

減少等が進み、加盟団体における活動の活性化が課題となってきています。また、ジ 

ュニア期から一貫した指導体制の整備とともに、指導者の養成・確保といった取り組 

みも必要となっています。 

 このため、町のスポーツ活動を高めていくうえでも、競技スポーツの振興を図って 

いかなければなりません。 
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（６）スポーツ団体の育成・支援に関するニーズや課題 
   （■アンケート調査から） 

   ○多くの住民がＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）を知ら

ない。 

   ○ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）と学校運動部活動との

連携。 

   ○地域の総合型地域スポーツクラブとの連携。 

   ○介護・高齢者施設や保育所との連携。 

   ○ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）の会員をもっと増やす

こと。 

  （■活動現状から） 

   ○長洲町体育協会の加盟団体における会員減少、後継者不足。 

   ○NPO法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）における会員の減少、

活動の低迷、指導者難、財源不足などの問題。 

 

   

                

 

 

 

                   

 

【取り組みの方向性】 

⇒ スポーツ団体の育成・支援の推進 
 ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）は設立から 6年目を迎

えますが、会員減少、指導者難、知名度の低さなど課題を抱え、活動が低迷していま

す。また、長洲町体育協会では、会員の減少、後継者不足など課題を抱えています。 

このため、これら地域スポーツの推進役であり、リーダーを担うこれらスポーツ団

体の育成・支援を通じて、町スポーツの推進につなげていかなければなりません。 
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（７）指導者の育成・支援に関するニーズや課題 

  （■アンケート調査から） 

  ○スポーツ指導者を充実させる。 

  ○町内施設を活用できる指導者の導入。 

  ○指導者の育成が出来ていない。 

  ○指導者の活動の場の充実。 

  ○学校と各指導者との連携を図る。 

  ○役員の世代交代が問題。 

  ○区によっては体育委員があまり知られていない。 

  ○町スポーツ推進委員の公募。 

    （■活動現状から） 

  ○指導者の高齢化が進んでいる。 

  ○町スポーツ推進委員の活動があまり知られていない。 

○スポーツ少年団体における部員の減少と指導者不足。 

  ○町スポーツ推進委員へのなり手不足。 

  ○町スポーツ推進委員におけるスポーツ実技面での指導・助言の強化。 

 

 

                

 

 

 

                   

 

 【取り組みの方向性】 

⇒ スポーツ指導者の育成・確保 
 町スポーツ活動やスポーツイベントの開催時については、長洲町スポーツ推進委員

や長洲町体育協会、子ども会等における指導者、ボランティアによる支援が欠かせま

せん。 

 このため、各種指導者やボランティアの発掘・育成・登録・活用システムの整備や、

長洲町体育協会、ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（総合型地域スポーツクラブ）等のス

ポーツ団体の活動基盤の強化支援等により、これらスポーツ団体の担い手・指導者の

確保・育成に努めていかなければなりません。 
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（８）スポーツ情報の提供に関するニーズや課題 

      （■アンケート調査から） 

   ○町内の公共施設の利用時間・利用方法等の広報や周知を図る。 

   ○健康やスポーツに関する情報提供の充実。 

   ○各種スポーツ団体に関する情報の提供を図る。 

   ○町のスポーツ行事に関する情報提供。 

   ○各世代に向けたスポーツ情報の提供。 

 

 

                 

 

 

 

                    

 

   【取り組みの方向性】 

⇒ スポーツに関する情報提供の拡充 
 今回実施したスポーツアンケート調査で、町スポーツの振興策として、「スポーツ活

動に関する広報」等に関する情報提供を求める声が多くありました。町民や各種スポ

ーツ団体が活動するのに役立つ情報提供がまだ不十分であり、今後も情報提供の一層

の充実が必要となっています。 

このため、スポーツに関するいろんな情報を、さらに積極的に提供していかなけれ

ばなりません 
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（９）スポーツ施設の整備等に関するニーズや課題 

      （■アンケート調査から） 

   ○初心者向けのスポーツ教室やスポーツ行事の充実。 

   ○施設の予約が取りにくい。 

   ○施設が古く維持・管理・補修が不十分。 

○身近で手軽に利用できるスポーツや運動の場を充実させる。 

   ○利用手続き、料金の支払いなどの簡素化。 

   ○アフタースポーツのための施設の充実を図る。 

   ○利用料金を安くする。 

   ○利用者のマナーが良くない。 

   ○学校施設開放が今後も継続されることを希望する。 

   ○もっと施設のＰＲを行う。 

   ○清潔なトイレを。 

   ○芝生広場の整備・活用。 

     （■活動現状から） 

   ○学校施設開放の利用者を増やす。 

   ○利用者のマナーの向上。 

 

 

                 

 

 

 

                    

 

【取り組みの方向性】 

⇒ スポーツ施設の整備・充実 
 本町のスポーツ施設は、体育館や武道場をはじめとして各施設での老朽化が進んで

います。特に、建設から30年以上経過している施設や設備については、適正な維持・

管理を行っていくとともに、計画的な施設改修に取り組んでいかなければなりません。 

また、スポーツ施設の管理・運営に関して、平成 23年 10月から指定管理者制度を

導入し、サービス向上と効率的な施設管理に努めています。 

このようなことから、今後も引き続き利用者ニーズに即したサービス向上を目指し、

計画的な施設改修とともに、利用しやすい施設運営に努めていきます。 
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