
 

 

 

「第２期宮城県スポーツ推進計画（中間案）」に対する意見提出手続（パブリックコメン

ト）の結果と御意見・御提言に対する宮城県の考え方 

令和４年１２月２８日 

                                                                                           

  宮城県では，「第２期宮城県スポーツ推進計画（中間案）」について，令和４年８月２２日から令和４年

９月２０日の間，ホームページ等を通じ県民のみなさまの御意見等を募集しました。 

 この結果，４人，２０団体，から合計５５件の貴重な御意見・御提言を頂きました。 

 

 頂きました御意見等につきましては，この要綱策定の参考とさせていただきました。御協力ありがとうご

ざいました。 

 

 頂きました代表的な御意見等に対する宮城県の考え方につきまして，以下のとおり回答いたします。  

 

No 頁数 修正前(中間案) 修正後(最終案) 備考 

第１章 計画の策定にあたって 

１ P１ 
１ 計画策定の趣旨 

（９行目） 

特に，令和３（2021）年に開催され

た東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピック競技大会（以下「東京２０２

０大会」という。）は，「復興五輪」

として位置付けられ，大会の象徴とな

る聖火リレーが東日本大震災からの復

興を目指す沿岸部を中心としたコース

で行われたほか，宮城県総合運動公園

宮城スタジアムでサッカー競技が開催

されました。多くの県民が大会運営を

支えるとともに、宮城の地において世

界のトップアスリートが躍動し、スポ

ーツがもたらす感動や喜びを直に感じ

られる絶好の機会となったことは，本

県のスポーツ推進において大きな意義

を持ちます。 

 

１ 計画策定の趣旨 

（９行目） 

特に，令和３（2021）年に開催された

東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック競技大会（以下「東京２０２０大会」

という。）は，「復興五輪」として位置

付けられ，大会の象徴となる聖火リレー

が東日本大震災からの復興を目指す沿

岸部を中心としたコースで行われたほ

か，宮城県総合運動公園宮城スタジアム

でサッカー競技が開催されました。多く

の県民が大会運営を支えるとともに、宮

城の地において世界のトップアスリー

トが躍動し、スポーツがもたらす感動や

喜びを直に感じられる絶好の機会とな

ったことは，本県のスポーツ推進におい

て大きな意義を持ちます。 

関係団体の

意見 

第２章 これまでの取組と課題解決に向けて 

２ P14 

 

図１０，図１１ 

肥満傾向児の出現率（男子）（女子） 

〔出典〕 

令和２年度学校保健統計調査 

図１０，図１１ 

肥満傾向児の出現率（男子）（女子） 

〔出典〕 

令和３年度学校保健統計調査（確報値） 

最新結果等

へ更新 

３ P21 

 

図１９-１ 

宮城県のスポーツ実施率（男性） 

図１９-２ 

宮城県のスポーツ実施率（女性） 

２０歳以上の実施率を， 

男性・女性の各グラフに追加 

４ P24 
図２２ 

国民体育大会総合成績 

 

令和４年成績を追加 



 

 

No 頁数 修正前(中間案) 修正後(最終案) 備考 

５ P25 

 

図２４ 

宮城県の公認スポーツ競技者別指導者

資格保有者 

図２４ 

宮城県の公認スポーツ指導者（競技別指

導者）資格保有者数 

令和３年度末現在の保有者数を追加 

第４章 施策の展開 

 基本方針１ スポーツによる健康増進 

  施策１ 子どものスポーツ機会の創出 

６ P38 
取組内容 

（４）持続可能な運動部活動の環境整

備 

 県は，主に中学校 の運動部活動の

地域移行に向けた推進計画   を策

定するとともに，各地域における体制

構築のため，受け皿となる地域スポー

ツ団体      や指導者等の確保

の在り方などについて検討を行いま

す。 

取組内容 

（４）持続可能な運動部活動の環境整備 

 県は，  中学校等の運動部活動の地

域移行に向けたガイドライン等を策定

するとともに，各地域における体制構築

のため，受け皿となる地域スポーツ団体

等の整備・充実や指導者等の確保に係る

取組を支援します。 

関係団体の

意見 

７ P38 
取組内容 

（５）放課後 のスポーツ環境の充実 

 県は，地域スポーツ団体と総合型地

域スポーツクラブやスポーツ少年団等

との連携により，地域の健全育成拠点

施設である児童センターの機能を有す

る放課後児童クラブや放課後子ども教

室等との連携を促進し，放課後 ああ

あああああああああああああにおける

におけるスポーツ活動の推進により，

子どものスポーツ機会を拡充します。 

取組内容 

（５）放課後等のスポーツ環境の充実 

 県は，地域スポーツ団体と放課後児童

クラブ等との連携を促進し，放課後や休

日等の学校活動以外の時間帯における

子どものスポーツ機会を拡充します。 

関係団体の

意見 

８ P38 取組内容 

（７）ＤＸ推進による新たなスポーツ

機会の創出 

 県は，デジタル技術を活用し， あ

あああああああああああああああああ

ああああああああ時間や場所にとらわ

れない新たなスポーツの機会を創出す

る方策を研究します。 

取組内容 

（７）ＤＸ推進による新たなスポーツ機

会の創出 

 県は，デジタル技術を活用し，リモー

トによる双方向の交流を生むスポーツ

の場の提供など，時間や場所にとらわれ

ない新たなスポーツ 機会を創出する

方策を研究します。 

関係団体の

意見 

  施策２ 働く世代・子育て世代のスポーツ機会の創出 

９ 

 

 

(P39） 

P49 

取組内容 

（２）女性のライフスタイルに応じた

スポーツの普及促進 

 県は，女性の様々なライフスタイル

においても個人で取り組むことができ

P49 

基本方針３  

スポーツによる共生社会の実現 

施策２  

女性のスポーツ参画人口の拡大 

関係団体の

意見 



 

 

No 頁数 修正前(中間案) 修正後(最終案) 備考 

 

 

るスポーツ活動の推進を図ることで，

自らのライフスタイルに応じたスポー

ツ習慣の定着を目指します。 

 

取組内容 

へ集約 

 

  施策４ スポーツを支える環境の整備 

10 P42 取組内容 

（２）スポーツ指導者の確保等 

県は，県スポーツ協会等の関係団体

と連携し，スポーツ指導者の育成や資

質向上等の取組を支援します。         

あああああああああああああ。 

また，スポーツ指導者等の情報を整

理するとともに，企業やプロスポーツ

チームとも連携し，アスリートのセカ

ンドキャリア等を見据えた人材確保の

方策を 検討します。 

取組内容 

（２）スポーツ指導者の確保等 

県は，県スポーツ協会等の関係団体と

連携し，スポーツ指導者等の情報を整理

するとともに，スポーツ指導者の育成や

資質向上等に取り組みます。 

また，ああああああああああああああ

ああああああ企業やプロスポーツチー

ムとも連携し，アスリートのセカンドキ

ャリア等を見据えた人材確保の方策を

検討します。 

関係団体の

意見 

 基本方針３ スポーツによる共生社会の実現 

11 P47 目標 

・障害者スポーツに関わっあああああ

ああああああああああああああああた

ことがある人の割合が２５％ 

目標 

・障害者スポーツを「する」「みる」「さ

さえる」のいずれかの活動を行ったこと

がある人の割合が２５％ 

関係団体の

意見 

  施策１ 障害者スポーツの環境整備と普及促進 

12 

 

 

P47 現状と課題 

・本県には障害者専用・優先スポーツ

施設がありますが，県有体育施設ああ

あああにおいても，障害者が  利用

しやすい施設整備が必要な施設があり

ます。   

現状と課題 

・県内には障害者専用・優先スポーツ施

設がありますが，それ以外のスポーツ施

設においても，障害者がより利用しやす

い施設環境を整えていく必要がありま

す。 

関係団体の

意見 

13 P48 

 

取組内容 

（２）地域のスポーツ団体等と連携し

たインクルーシブなスポーツの普及

促進 

 県は，障害者と地域のスポーツ団体

等とのマッチングを図り，障害の有無

に関わらず様々なライフスタイルの中

でスポーツに親しむことができる環境

づくりを促進します。             

取組内容 

（２）地域のスポーツ団体等と連携した

シンクルーシブ スポーツの普及促進 

県は，地域のスポーツ団体等に向けて

インクルーシブスポーツの普及啓発を

行うなど，障害者が参加しやすい体制づ

くりを支援し，障害の有無にかかわらず

スポーツに親しむことができる環境を

整えます。 

関係団体の

意見 

14 P48 
取組内容 

（４）公共スポーツ施設の開放促進 

県は，インクルーシブなスポーツの

コミュニティ形成に取り組むため，公

共スポーツ施設の積極的な開放を促し

取組内容 

（４）公共スポーツ施設の利用促進 

県は，県有体育施設のバリアフリー化

を推進するほか，公共スポーツ施設の管

理者に対して，障害者が利用する際のサ

関係団体の

意見 



 

 

No 頁数 修正前(中間案) 修正後(最終案) 備考 

ます。    

あああああああああああああああああ

あああああああああああああああああ

あああああああああああああああああ

ああああああ 

ポート方法や留意点を周知するなど，障

害者が身近な場所でスポーツ活動に取

り組みやすくなるよう環境整備を行い

ます。 

  施策３ 多様な主体によるスポーツコミュニティの形成 

15 P49 目指す姿 

・ いかなる理由があっても，ス

ポーツ 

活動に参画できる環境が整えられ，

県 

民誰もがスポーツに取り組んでいま 

す。 

目指す姿 

・ 経済的理由や家庭の事情等によって

スポーツへの取組に差が生じること

なく，誰もがスポーツ活動に参画でき

る環境が整備されています。 
個人からの

意見 

16 
P49 取組内容 

（２）誰もが参加できるスポーツ活動

の推進    

県は，関係機関と連携し，県民誰も

がスポーツ活動に参画できる機会を創

出し，スポーツを通した地域活性化を

図ります。                                      

あああああああああああああああああ

あああああああああああああああああ

ああ 

取組内容 

（２）誰もがスポーツ活動に参画できる

機会の充実 

県は，県民誰もがスポーツ活動に参画

できる機会を創出するほか，プロスポー

ツチーム等の関係機関と連携し，経済

的，環境的な要因から，スポーツにアク

セスしにくい家庭の児童生徒等に対す

るスポーツ機会の充実に取り組みます。 

個人からの

意見 

 基本方針４ スポーツによる感動の創出と誇りの醸成 

17 P50 
目標 

・国民体育   大会総合成績１０位

台への飛躍 

・公認スポーツ   競技別指導者  

資格保有者数の増加及び維持 

目標 

・国民スポーツ大会総合成績１０位台 

への飛躍 

・公認スポーツ指導者(競技別指導者）

資格保有者数の増加及び維持 

 

  施策２ スポーツを支える人材の育成 

18 P52 
取組内容 

（１）ああああ指導者の確保・養成・

資 

質の向上 

 県は，県スポーツ協会や競技団体・

地域スポーツ団体等が実施する指導者

育成事業を支援することにより，指導

者の資質向上を図るとともに次世代の

指導者確保を推進します。 

取組内容 

（１）スポーツ指導者の確保・養成・資

質の向上 

 県は，県スポーツ協会等の関係団体と

連携し，スポーツ指導者等の情報を整理

するとともに，スポーツ指導者の育成や

資質向上等に取り組むほか，次世代の指

導者確保を推進します。 

関係団体か

らの意見 

  全体 

  
文言修正（37 件） 各ページ 個人・団体

からの意見 

 

 


