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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

スポーツを軸としたまちづくりの推進
【施策１】生涯スポーツの振興
◆施策の目標：市民の多様なスポーツ活動を地域社会が支えることにより、だれもがいつまでもスポーツに親しめる生涯スポーツの振興を目指します。
実績値

現状値

目標値

H22

H28

H23

H24

H25

H26

H27

H28

52.8%

69.6%

51.8%

53.8%

51.4%

56.1%

59.1%

54.7%

25.0%

30.0%

24.1%

26.8%

25.1%

28.0%

29.3%

24.7%

施策の指標
週１回以上スポーツ活動を行っている成人の割
合
週３回以上スポーツ活動を行っている成人の割
合

取組１：市民だれもがスポーツ・レクリエーションに親しむ機会を充実するとともに、健康の保持増進と体力の向上を図ります。
◇スポーツ・運動への動機付け（多様なスポーツイベント等の企画実施）
総合型地域スポーツクラブ等と連携により「第43回
総合型地域スポーツクラブ等と連携し「第43回NAGANOス
NAGANOスポーツフェスティバル」を開催し、スポーツ・レ ポーツフェスティバル」を開催した。市民にスポーツ・レ
クリェーションに親しむ機会を提供する。
クリェーションに親しむ機会を提供した。

①

誰もが集い楽しめるＮＡＧＡＮＯスポーツフェスティバルを開催
します。

10月23日
■南長野運動公園
・総合型地域スポーツクラブ連合会の企画・
運営によるスポーツイベント
・ＡＣ長野パルセイロとのタイアップイベント
■北部スポーツ・レクリエーションパーク
・総合型地域スポーツクラブ連合会の企画運営
によるスポーツイベント
11月３日
■ホワイトリング
・スポ推委協議会 事業委員会の企画・運営に
よるソフトバレーボール大会
当初予算額

1,700千円

10月23日
■南長野運動公園
・AC長野パルセイロによる親子サッカー教室等
■北部スポーツ・レクリエーションパーク
・インターバル速歩教室、ペタンク、ＢＭＸ
マレットゴルフ、親子テニス教室、ウォーキング
元氣ライフセミナー、骨量・筋量チェック等
■篠ノ井体育館・信更体育館
・親子フットサル教室、ニュースポーツ交流会等
11月３日
■ホワイトリング
・ソフトバレーボール地区交流会
スポーツ吹矢体験会、ビームライフル体験会等
■各団体への共催事業（スポーツ協会加盟団体）
決算額
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2,115千円
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

市民の健康増進・仲間づくりを目的とし、多種目で年代
市民の健康増進・仲間づくりのために、多種目で年代に に応じたスポーツ教室を開催した。また若返り体操教室の
応じたスポーツ教室を開催する。教室の管理・運営を指定 一部（10会場15教室）を総合型地域スポーツクラブ及び指
管理者及び総合型地域スポーツクラブに移行していく。 定管理者との共催事業に移行した。

②

身近なスポーツの環境として魅力あるスポーツ教室を開催しま
す。

・若返り体操教室（主催）
・若返り体操教室（共催）
・ピラティス教室
・ママピラティス教室
・親子ふれあい体操教室
・かんたんエアロビクス教室
・ストレッチポール教室
・冬期体力づくり教室
当初予算額

市政出前講座の開催やスポーツ用具等の貸し出しを行い、ニュー
③
スポーツの普及等に努めます。

12会場17教室
10会場15教室
４会場４教室
３会場３教室
２会場２教室
２会場２教室
２会場２教室
２会場２教室

ほか

6,818千円

平成28年5月26日時点
出前講座 ２件実施予定
スポーツ用具（ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ用具含む）貸出申請

22件

・若返り体操教室
22会場32教室
（スポーツ課主催教室 12会場17教室）
・ピラティス教室
２会場２教室
・ママピラティス教室
３会場４教室
・親子ふれあい体操教室
２会場２教室
・かんたんエアロビクス教室
１会場１教室
・ストレッチ教室
２会場１教室
・ポールを使った健康ウォーキング体験会
９会場９教室 ほか
参加者数 1,417人
決算額 3,587千円
出前講座 10件実施（うち６件は総合型地域スポーツク
ラブとの連携により実施）193人参加
スポーツ用具貸出（ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ用具含む）貸出申請 129
件

スポーツを楽しみ、ひいては健康にも繋がることを目的 スポーツを楽しみ、ひいては健康にも繋がることを目的
にマラソンやウォーキングの機会を提供するため、各種事 にマラソンやウォーキングの機会を提供するため、各種事
業を実施した。
業を実施した。
④

マラソンやウォーキングに親しむ機会を提供します。

・４月17日 長野マラソン開催
・飯綱マラソン開催（検討中）
・10月23日 スポーツフェスティバル
(北部ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾊﾟｰｸで実施）
・11月３日 オリンピックデ－ラン長野大会

・４月17日 長野マラソン開催
・11月６日 飯綱高原健康ｳｫｰｷﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催
・10月23日 スポーツフェスティバル
(南長野運動公園、北部ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ等で実
施）
・11月３日 オリンピックデ－ラン長野大会

長野市が主催・共催する大会・事業への負担金・補助金 長野市が主催・共催する大会・事業への負担金・補助金
市が主催・共催するスポーツ大会へ、必要な財政的支援等を行いま を交付予定。（15大会：国民体育大会を含む）
を交付した。（14大会：国民体育大会を含む）
⑤
す。
当初予算額 52,762千円
決算額 30,059千円
スポーツ施設等の一部を無料開放し、市民にスポーツに スポーツ施設等の一部を無料開放し、市民にスポーツに
親しむ機会を提供することで、スポーツ活動等への啓発を 親しむ機会を提供することで、スポーツ活動等への啓発を
実施予定。
実施した。
⑥

スポーツ施設の無料開放を行い、スポーツに親しむ機会を提供し
ます。

・元旦（１月１日）
・市民体育の日（毎月第３日曜日）
・長野オリンピック記念平和とスポーツの日
（予定２月7日）
・体育の日（10月10日）
・エムウェーブ無料開放（スケート滑走期間中の数日）
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・元旦（１月１日）
・市民体育の日（毎月第３日曜日）
・長野オリンピック記念平和とスポーツの日（2月7日）
・体育の日（10月10日）
・エムウェーブ無料開放
（11月27日､12月18日､１月８日）
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

開催した各種大会においてゴミ減量化に努め、グッズ等 開催した各種大会においてゴミ減量化に努め、グッズ等
スポーツイベント等の企画実施に当たっては、地球温暖化などの を製作・購入する際はエコに配慮した物品を優先した。ま を製作・購入する際はエコに配慮した物品を優先した。ま
⑦ 環境問題を考慮するとともに、スポーツを通した環境保全に関する た、ポスター・チラシ等の広報宣伝物には、環境に配慮し た、ポスター・チラシ等の広報宣伝物には、環境に配慮し
啓発活動を行います。
た大会である旨を記載し、啓発活動を行う。
た大会である旨を記載し、啓発活動を行った。

スポーツ表彰制度について検討する。
⑧

スポーツ表彰制度について検討します。

市では、長野市表彰規則に基づき表彰を行っている。
また、市スポーツ協会では、功労、勲功者をスポーツ振
興功績表彰として表彰している。

◇子どもたちのスポーツ活動の充実

⑨

子どもたちがスポーツに親しむ機会を提供します。

子どもが参加できるスポーツフェスティバル、飯綱高原 子どもが参加できるスポーツフェスティバル、飯綱高原
健康マラソンなどを開催するとともに、少年野球大会、少 健康ウォーキングフェスティバルなどを開催するととも
年柔剣道大会や少年少女スポーツ大会等を支援する。
に、少年野球大会、少年柔剣道大会や少年少女スポーツ大
運動と遊びのプログラム（こども未来部、教育委員会） 会等を支援した。
運動と遊びのプログラム（こども未来部、教育委員会）

市スポーツ協会が進めるジュニア選手育成のための事業を促進・ 長野市スポーツ協会へ事業実施にかかる経費を負担金と 長野市スポーツ協会へ事業実施にかかる経費を負担金と
支援します。
して交付する。
して交付した。
⑩
※Ｈ28年度から「（公財）長野市体育協会」が「（公財）長野市ス
ポーツ協会」に名称が変更されました。
当初予算額 37,428千円（他事業含む）
決算額 37,428千円（他事業含む）

⑪

長野市スポーツ推進委員協議会が主催する研修会の開催 長野市スポーツ協会が主催するスキルアップ研修会の開
支援を行う。長野市スポーツ協会が主催する認定指導者研
催支援を行った。
子どもたちに対するスポーツ指導者の育成や取組を推進します。
修会の開催支援を行う。

小学校施設を活用した居場所の拡充を進める。
平成28年５月１日時点では、54小学校区に設置し、
8,455人が登録している。（子ども未来部で実施）
⑫

子どもたちの居場所づくり事業（長野市版放課後子どもプラン）
を推進します。

市内の54小学校区に放課後の居場所を設置し、遊びや学
習、各種体験活動のほか、スポーツ活動をしている。既存
の施設に加え小学校施設を活用した居場所の拡充に努め
た。（子ども未来部で実施）
登録児童数：Ｈ28
Ｈ27
Ｈ26
Ｈ25
Ｈ24

8,455人
7,681人
6,784人
6,461人
6,229人

◇学校でのスポーツ活動の充実
⑬

学校でのスポーツ活動の充実を図ります。

学校教育課と連携し推進する。
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学校教育課と連携し推進した。
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）
⑭

中学校部活動改革を推進します。

平成28年度
計画
学校教育課と連携し推進する。

平成28年度
実績
学校教育課と連携し推進した。

取組２：地域の特性に応じた総合型地域スポーツクラブなどの創設・育成を支援するとともに、地域密着型スポーツチームの活動を支援します。
また、地域間のスポーツ交流を促進します。
◇スポーツを楽しむ多様なスタイルの推進（創るスポーツへの展開）

①

②

③

総合型地域スポーツクラブの創設を積極的に支援します。

スポーツフェスティバル、スポーツ教室、指導者の派遣
業務等において、積極的に連携を図る。
平成28年５月に真島を拠点とするクラブが新設された。
連絡会において各クラブとの親睦を深めると共に、新たな
クラブ創設についても引き続き積極的に支援する。

以下のとおり、連携事業を実施した。
・長野市総合型地域スポーツクラブ連絡会（４回）
・若返り体操教室（全32教室のうち15教室）
・第43回NAGANOスポーツフェスティバルの企画・運営
・地域のプラットフォーム形成支援事業（ポールを使った
ウォーキング体験会全９回のうち７回）
・指導者派遣（出前講座全10回のうち６回）
・その他スポーツ教室（１教室）

ホームページ等によるPRとともに、地域や学校、スポー 長野市スポーツ課ホームページ内に、総合型地域スポー
総合型地域スポーツクラブを周知するための啓発活動を積極的に ツ推進委員等への周知を図る。
ツクラブの概要と市内のクラブの紹介ページを作成。
行います。

地域密着型スポーツチームとの連携･協力により、スポーツの振
興及び地域の活性化を図ります。

ＡＣ長野パルセイロへの支援（5,466千円）
・ホームゲーム活性化事業補助等
ＡＣ長野パルセイロへの委託事業として、スポーツ
交流事業を実施。
・スポーツ交流事業 42回実施
・スタジアム交流事業 7回を予定
長野広域連合主催のスポーツ交流事業への協力
（市内幼保小施設への案内配布及び参加者の調整）
・ＡＣ長野パルセイロの教室 2施設
・信濃グランセローズの教室 2施設
・信州ブレイブウォリアーズ 2施設

ＡＣ長野パルセイロへの支援（4,546千円）
・ホームゲーム活性化事業補助等
ＡＣ長野パルセイロへの委託事業として、スポーツ
交流事業を実施。
・スポーツ交流事業 42回実施
・スタジアム交流事業 ７回実施
長野広域連合主催のスポーツ交流事業への協力
（市内幼保小施設への案内配布及び参加者の調整）
・ＡＣ長野パルセイロの教室 2施設
・信濃グランセローズの教室 2施設
・信州ブレイブウォリアーズ 2施設

スポーツを通じて交流、親睦の輪を広げること、また健 ８月の長野市少年野球大会開催を支援した。
康の増進を図ることを目的に、スポーツ団体の育成並びに ９月23日の少年柔剣道大会開催を支援した。
市民スポーツの振興・普及のために開催されるスポーツ大 長野市女性スポーツ団体連絡会の事務局
スポーツ大会運営費の助成（少年野球大会、少年柔剣道
スポーツ団体の育成及びスポーツの普及を目的とした支援を行い 会等の一部を助成する。（14大会）
④
大会、女性スポーツ関連大会、市町村駅伝大会等 14大
ます。
スポーツ団体の大会開催運営等支援
会）
（長野市少年野球連盟、長野市少年柔剣道連絡協議会）
長野市女性スポーツ団体連絡会の事務局
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

取組３：障害者のスポーツ大会・講習会の開催や、障害のある人とない人の交流などユニバーサルスポーツの振興を図ります。
◇ユニバーサルスポーツの振興

①

ユニバーサルスポーツの振興を図ります。

障害者スポーツ大会、車いすマラソン大会等への支援を
引続き行うとともに、フロアホッケーやニュースポーツの ニュースポーツの体験会の開催、車いすマラソン大会の
支援を行った。
普及について検討を行う。

取組４：多様なニーズに合わせて適切な指導ができる質の高いスポーツ指導者やスポーツ推進委員の養成と活躍の場の提供を進めます。
◇スポーツ推進委員の資質向上・活用

スポーツ推進委員の資質向上のため定期的な研修会等を開催しま
①
す。

市協議会主催の研修会を開催する。
市協議会主催の研修会を開催した。
(７月24日実施予定、冬期実施予定)
(７月11日、12月６日)
また、国・県協議会等が開催する関連研修会について随 また、国・県協議会等が開催する関連研修会について案
時案内を行っている。
内した。

平成28年11月３日開催のスポーツフェスティバルにおい 平成28年11月3日開催のスポーツフェスティバルにおい
て、ソフトバレーボール大会を自主事業として開催する予 て、ソフトバレーボール地区交流会を自主事業として開催
スポーツ推進委員によるスポーツ推進事業の開催について研究し 定である。
した。
②
ます。
研修会については２回開催する予定であり、１回目は指 研修会は、１回目はテーピングに関する講演会、２回目
導者として必要なテーピングに関する講演会を実施する予 はノルディックウォーキングの実技を実施した。
定である。２回目は冬期（12月～２月）に実施予定。

③

スポーツ推進委員の適正配置について検討します。

平成29年度改選に伴い、現在委員数について検討を行っ 検討の結果、平成29年度改選委員の定数は前期と同様の
ている。
159名とした。

◇地域のスポーツ指導者の育成・資質向上

④

⑤

地域のスポーツ指導者の育成・資質向上を図ります。

市スポーツ協会の指導者向け研修会を行う予定である。 市スポーツ協会の指導者向け研修会を行った。また、ス
また、スポーツ推進委員や市主催スポーツ教室の指導員等 ポーツ推進委員や市主催スポーツ教室の指導員等を対象に
を対象にした研修会の実施や県等が実施する研修会の紹介 した研修会の実施や県等が実施する研修会の紹介を行っ
を行っていく。
た。

地元大学をはじめ専門的知識を有する高等教育機関の活用など、 地元大学を始め専門的知識を有する高等教育機関の積極 専門指導者に対するサポート体制の整備･充実につい
て、指導者の意見を聞きながら検討した。
地域のスポーツ指導者に対するサポート体制の整備に努めます。 的活用について、調査・研究を進める。
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1

長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

【施策２】競技スポーツの振興
◆トップレベルの競技スポーツにふれる機会の充実や選手強化への支援などにより、競技力の向上とスポーツ活動への関心を高める競技スポーツの振興を目指します。
実績値

現状値

目標値

H22

H28

H23

H24

H25

H26

H27

H28

全国大会参加可能種目に占める長野市チーム・
選手の出場種目の割合

30.4%

31.0%

29.5%

28.1%

28.7%

24.8%

24.3%

集計中

市内の競技場でプロスポーツやトップスポーツを
観戦した市民の割合

25.8%

30.0%

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

21.5%

施策の指標

※スポーツ推進市民アンケートによる調査（平成27年度実施）

取組５：トップレベルの競技者などによるスポーツ教室やイベントの開催を通じ、スポーツへの関心を高め、競技スポーツ人口の拡大を図ります。
◇スポーツの一貫指導体制の構築
①

②

スポーツの一貫指導について検討します。

一貫指導体制のモデルとなる事業を支援します。

スポーツの一貫指導について調査・検討する。
スケート競技の普及と強化を目的としエムウェーブス
スケート競技の普及と強化を目的としエムウェーブス ケートクラブ等一貫指導体制のモデル的事業を支援した。
ケートクラブ等一貫指導体制のモデル的事業を支援する。

県体育協会主催のＳＷＡＮ事業への連携・協力を引き続 県体育協会主催のＳＷＡＮ事業への協力を行った。
タレント発掘事業（SWANプロジェクト）を推進し、競技力向上等 き実施する。
市独自の冬季スポーツ選手の発掘・育成プログラムの検
③
に努めます。
市内冬季競技団体の選手発掘・育成事業を支援する。 討を冬季競技団体へ依頼し、実施した。
◇競技力向上や選手強化のための環境整備・支援事業の推進

④

冬季競技振興基金（ながの夢応援基金）を活用して、冬 長野市スケート協会が実施したオリンピアンによるス
季競技のジュニア育成プログラムの実施について協力・支 ピードスケートのジュニア育成プログラムに対して協力・
トップアスリートによる教室･イベント等の開催を促進します。 援する。
支援した。
市内中学校にて、オリンピック教室を開催する。（JOC
戸隠中学校及び鬼無里中学校でオリンピアンによるオリ
主催）
ンピック教室を開催した。（JOC主催）

⑤

競技力向上や選手強化のため、施設利用面において支援します。

⑥

全国大会等への出場者を激励金により支援します。

長野市スポーツ協会に対して、事業実施にかかる経費を 長野市スポーツ協会に対して、事業実施にかかる経費を
負担金として支出する。
負担金として支出した。
平成28年５月26日現在
激励金申請件数 ４件
交 付 額
12千円
当初予算額
990千円
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決算額 1,341千円

107件
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1

長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

取組６：全国中学校スケート大会（スピードスケート・フィギュアスケート）を継続的に開催し、青少年のあこがれや目標となる地域づくりを推進します。
◇スポーツ拠点づくりの推進
拠点化10年目の大会となる第37回全国中学校スケート大 連続開催10回目となる第37回全国中学校スケート大会
会を平成29年２月４日～２月７日に開催する。
を、平成29年２月４日～２月７日に開催した。
２月４日（土）
全国中学校スケート大会を平成19年度から10年間、長野市におい ■開会式
■競 技
て継続して開催します。
①
２月４日～２月７日（火）
（平成25年４月に５年間延長開催が決定し、平成33年度までの15年 ・スピードスケート
・フィギュアスケート
２月５日～２月７日（火）
間継続開催となった。）
■閉会式
２月７日（火）（競技別に実施）
■当初予算額 24,575千円

■参加選手数

スピードスケート
フィギュアスケート

■観客数
■決算額

男子
女子
男子
女子

210人
186人
27人
93人

14,382人
24,275千円

取組７：オリンピック・パラリンピック・スペシャルオリンピックスの資産をいかし、スポーツの国際大会や全国大会などを誘致・開催するとともに、長野マラソン・長野車いすマラソン大会の充実を図ります。
◇国際的大会をはじめとする各種競技大会の誘致・開催
国際大会等開催経費の一部を支援する。

①

国際大会や全国的な競技大会等の計画的な誘致・開催に努めま
す。

・第18回長野マラソン大会
・オリンピックデーラン長野大会
・全日本スピードスケート距離別選手権大会
・ジャパンカップスピードスケート競技会
・ジュニアスピードスケート選手強化・育成プログラム
「ドリームリンク長野」
・全日本スプリントスピードスケート選手権大会
・アジアリーグアイスホッケー大会
・ISUワールドカップスピードスケート競技会
・全日本エンデュランス馬術大会

国際大会等開催経費の一部を支援した。
・第18回長野マラソン大会
・オリンピックデーラン長野大会
・全日本スピードスケート距離別選手権大会
・ジュニアスピードスケート選手強化・育成プログラム
「ドリームリンク長野」
・全日本スプリントスピードスケート選手権大会
・全日本アイスホッケー選手権大会
・ISUワールドカップスピードスケート競技会
・全日本エンデュランス馬術大会
決算額

当初予算額

54,750千円

56,850千円
その他大会の開催
・全日本大学軟式野球選手権大会
・全日本女子剣道選手権大会
・Ｊリーグインターナショナルユースカップ

②

国際大会をはじめとする各種競技大会へのサポート

等

既存スポーツボランティア団体との連携、協働を図る。 スポーツボランティア団体のエムウェーブ友の会、スパ
高等教育機関との連携事業を継続する。
イラル友の会と情報交換を行うとともに、市や競技団体が
実施する国際競技大会等ではボランティア活動を継続して
いる。
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

取組８：競技団体や各種スポーツ団体の選手強化への支援や団体間の連携を強化するとともに、専門的能力を持つ指導者の養成・確保を図ります。
◇関係機関との連携強化

①

庁内のスポーツ関係部局間相互の連携・協力を推進します。

②

市スポーツ協会との連携･協力体制を強化します。

各課が開催する計画の進捗状況の報告等の際に情報交換 各課が開催する計画の進捗状況の報告等の際に情報交換
を行う。また、必要に応じて個別に情報交換を行う。
を行っている。また、必要に応じて個別に情報交換を行っ
ている。
常に連携している。

常に連携している。

県や他市町村と情報交換を行う。また、県、他市町村と 県スポーツ課、県体育協会等と連携して冬季国体(ス
県や他市町村との連携･協力による、広域的な事業の展開につい の連携による広域的な事業等について研究する。
ケート競技）を開催した。
③
て検討します。
北信教育事務所管内の市町村とは、スポーツ振興担当者
会議において情報交換を行った。
④

NPO法人（市民公益活動法人）等との協働を推進します。

NPO法人等との協働について検討する。

情報収集を行った。

◇高度な専門的能力を持つ有資格者の養成・確保
指定管理者制度導入施設において、引き続き専門的な知 市が主催する若返り、ピラティス、ウォーキング等の講
識を有する職員による教室の開催、スポーツ指導などを積 座、また指定管理者が自主事業として実施するスポーツ教
極的に行っていく。
室において、専門的な知識を有する者が指導に当たってい
る。

⑤

専門的知識を有する指導者を活用します。

⑥

指導者養成等のためにかかる経費の一部を負担するた
長野市スポーツ協会へ事業実施にかかる経費を負担金と
め、長野市スポーツ協会へ事業実施にかかる経費を負担金 して支出した。
市スポーツ協会が進めるスポーツ指導者育成事業を支援します。 として支出する。
決算額 37,428千円（他事業含む）
当初予算額 37,428千円（他事業含む）

長野市スポーツ協会へ事業実施にかかる経費を負担金と 長野市スポーツ協会へ事業実施にかかる経費を負担金と
市スポーツ協会と連携･協力して、指導者のモラル意識の向上を して支出する。
して支出した。
⑦
目的とした講習会等の開催を促進します。
当初予算額 37,428千円（他事業含む）
決算額 37,428千円（他事業含む）
◇スポーツの推進を図るための人材登用
⑧

市教育委員会にスケート競技の専門家を引き続き配置します。

⑨

市スポーツ協会が配置する専門知識を有する人材の確保について
支援します。

体育指導士１名をスポーツ課に配置。

体育指導士１名をスポーツ課に配置。

必要が生じた場合に支援する。

今年度は支援の必要がなかった。
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

施策３：スポーツ活動の環境整備
◆スポーツ活動の拠点整備やスポーツに関する情報提供の充実などにより、身近で利用しやすいスポーツ環境を目指します。
実績値

現状値

目標値

H22

H28

H23

H24

H25

H26

H27

H28

市民一人当たりの市有スポーツ施設利用回数

8.1回

10.5回

7.7回

8.8回

8.2回

7.7回

7.9回

8.2回

スポーツデータバンク登録件数

238件

300件

246件

253件

257件

241件

213件

146件

施策の指標

取組９：大規模スポーツ施設を計画的に改修・整備し、国際的・全国的スポーツ大会の開催や選手強化のための使用など有効活用を図ります。また、エムウェーブとスパイラルのナショナルトレー
ニングセンターとしての機能を発揮していいきます。
◇市民ニーズに対応するスポーツ施設の整備・居心地の良い空間の提供
・緑ヶ丘テニスコート人工芝張替工事
23,382千円
・芋井マレットゴルフ場建設工事
36,351千円
・運動場ほかオープン前整備
32,331 千円
・三輪体育館耐震補強外工事
34,182千円
・健康･レジャー施設建設工事
1,979,980千円
大規模施設（オリンピック施設）をはじめとするスポーツ施設の計 ・健康･レジャー施設屋内運動場建設工事
414,200千円
①
画的な改修・整備を行います。
・リバーフロントグランド改修工事
38,531千円
・松代マレットゴルフ場建設実施設計業務
18,457千円
・大豆島体育館建設工事
329,141千円
・陸上競技場耐震化工事
95,760千円

・緑ヶ丘テニスコート人工芝張替工事
23,382千円
・芋井マレットゴルフ場建設工事
32,109千円
・運動場ほかオープン前整備
32,061 千円
・三輪体育館耐震補強外工事
30,489千円
・健康･レジャー施設建設工事
1,337,546千円
・健康･レジャー施設屋内運動場建設工事
375,808千円
・松代マレットゴルフ場建設実施設計業務
15,822千円
・大豆島体育館建設工事
332,295千円
決算額 2,311,584千円

予算額 3,148,618千円
② 市民ニーズに対応するスポーツ施設の整備を行います。

施設のバリアフリー化に留意するとともに、環境保全に 施設のバリアフリー化に留意するとともに、環境保全に
配慮した整備に努める。
配慮した整備に努めた。

③ スポーツ施設の管理運営の弾力化を図ります。

指定管理者制度の導入による管理運営を行い、モニタリ 指定管理者制度の導入による管理運営を行い、モニタリ
ングの実施により利用者満足度向上に努めている。
ングの実施により利用者満足度向上に努めた。
本年度から北部ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸに指定管理者制度
を導入している。

④ 大規模施設スポーツ施設の有効利用を図ります。

引き続き、指定管理者の自主事業によるスポーツ教室や
講座などを実施し、サービスの充実を図っていく。

⑤ 競技力向上のための環境整備を図ります。

競技力向上のため、トレーニングに適した環境整備に努 競技力向上のため、トレーニングに適した環境整備に努
めていく。
めた。

⑥ 居心地のよい空間の提供に努めます。

市民交流の場として機能するスポーツ環境づくりに努め 市民交流の場として機能するスポーツ環境づくりに努め
ていく。
た。

9 /12

大規模スポーツ施設では、指定管理者の自主事業による
スポーツ教室や講座などを実施し、サービスの充実を図っ
た。
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長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

競技団体と連携し選手の強化・育成、競技普及のため活 エムウェーブ及びスパイラルにおいて、競技団体と連携
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設の高機能化を 用を図っていく。
し選手の強化・育成、競技普及のため活用を図った。
⑦
図るとともに、選手の育成・強化に向けて有効活用します。

取組10：大規模スポーツ施設や各市営スキー場の特色をいかし、冬季スポーツをはじめ各種スポーツの一層の振興を図ります。
◇観光との連携による冬季スポーツ等の振興
ながの夢応援基金を活用して、冬季スポーツ選手の育
成・強化やオリンピックムーブメントの推進を図る。

ながの夢応援基金を活用して、冬季スポーツ選手の育
成・強化やオリンピックムーブメントの推進を図った。

・全国中学校スケート大会
・第18回長野マラソン大会
・オリンピックデーラン長野大会
・全日本スピードスケート距離別選手権大会
”ながの夢応援基金”を活用し、ウインタースポーツの拠点を目指 ・ジャパンカップスピードスケート競技会
①
・ジュニアスピードスケート選手強化・育成プログラム
します。
「ドリームリンク長野」
・全日本スプリントスピードスケート選手権大会
・アジアリーグアイスホッケー大会
・ISUワールドカップスピードスケート競技会
・全日本エンデュランス馬術大会
（・長野灯明まつり）

・全国中学校スケート大会
・第18回長野マラソン大会
・オリンピックデーラン長野大会
・全日本スピードスケート距離別選手権大会
・ジュニアスピードスケート選手強化・育成プログラム
「ドリームリンク長野」
・全日本スプリントスピードスケート選手権大会
・全日本アイスホッケー選手権大会
・ISUワールドカップスピードスケート競技会
・長野灯明まつり

事業計画（取崩額）

事業実績（取崩額）

82,750千円

74,850千円

エムウェーブを無料開放し、親子で一緒にスケートを楽 エムウェーブを無料開放し、親子で一緒にスケートを楽
しみ、冬季のスポーツを実践する機会を提供する。
しみ、冬季のスポーツを実践する機会を提供した。
②

ウインタースポーツに親しむ機会を提供します。

エムウェーブ無料開放 3回予定
当初予算額 5,378千円

エムウェーブ無料開放
決算額 5,378千円

3回実施

合宿利用申請の緩和に伴う影響を検証し、必要な調整を 合宿利用申請の緩和に伴う影響を検証し、必要な調整を
行う。
行った。
観光の視点に立った、快適かつ魅力のある施設のあり方について
③
東京オリンピックの事前合宿の誘致に向け関係競技団体
東京オリンピックの事前合宿の誘致に向け関係競技団体
研究し、整備に努めます。
にに情報収集を行っている。
にに情報収集を行っている。
取組11：地域のスポーツ・レクリエーション活動の拠点となる社会体育施設などの充実を図ります。また、学校体育施設の利用拡充を進めます。
◇社会体育施設等の整備と適正配置

①

地域のスポーツ振興の拠点について研究、検討します。

スポーツ拠点である運動公園が、市民サービス向上で何 社会体育館の建設・改修、学校教育課体育館・グラウン
を提供できるか引続き調査、研究を進める。
ドの開放を実施した。
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1

長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

北部地域スポーツ･レクリェーションパーク建設を計画的に実施
②
します。

③

④

⑤

河川敷の有効活用について調査、検討します。

マレットゴルフ場の整備について検討します。

指定管理者制度導入によるサービスの向上に努めます。

平成28年度
計画

平成28年度
実績

Ｈ26年４月に供用開始した。（建設事業完了）

リバーフロントスポーツガーデンの芝生グラウンド増設
について検討する。

芝生グラウンド増設に着手した。

芋井マレットゴルフ場の建設を行う。
地元と協議の上、松代マレットゴルフ場の実施設計を行
う。

芋井マレットゴルフ場が竣工した。
松代マレットゴルフ場の実施設計を行った。

テニスコート（城山、若穂中央公園）、茶臼山運動施設
（茶臼山テニスコート、篠ノ井体育館、茶臼山市民プー
ル、茶臼山屋内運動場、茶臼山運動場、アーチェリー
場）、市民プール（城山、犀南、北部、芹田、安茂里、鬼
無里B&G海洋センター）、青垣公園市民プール、若穂多目
的広場（以上更新）の事業者選定を実施する。
モニタリングを継続実施する。

テニスコート（城山、若穂中央公園）、茶臼山運動施設
（茶臼山テニスコート、篠ノ井体育館、茶臼山市民プー
ル、茶臼山屋内運動場、茶臼山運動場、アーチェリー
場）、市民プール（城山、犀南、北部、芹田、安茂里、鬼
無里B&G海洋センター）、青垣公園市民プール、若穂多目
的広場（以上更新）の事業者選定を実施した。
モニタリングを継続実施した。

◇学校体育施設開放の充実

⑥

学校体育施設開放の充実を図ります。

市立小学校
市立中学校

55校
24校

の施設開放を実施している。

市立小学校
市立中学校

53校
22校

の施設開放を実施した。

◇受益者負担の見直し
答申に基づき条例改正を行い、平成29年4月の施行に向
答申に基づき条例改正を行い、平成29年4月の施行に向
スポーツ施設の有料化を含む適切な料金体系について見直しを検 け、利用者・団体への周知を図っていく。
け、利用者・団体への周知を図った。
⑦
討します。
取組12：インターネットを利用したスポーツ施設やスポーツ教室の予約案内システムなど、利用しやすい情報提供体制の整備・充実を図ります。
◇市民ニーズの積極的な把握
国･県などが実施する調査結果や、統計資料を収集した
第二次長野市スポーツ推進計画策定の基礎資料とするた
り、専門誌の情報を有効に活用し、市民ニーズを把握して め、スポーツ推進市民アンケートを実施した。
広報広聴課が毎年度実施している「まちづくりアンケー
市民が必要としている情報や興味・関心を持つような情報を積極 いく。
①
ト」を活用した。
的に収集し、市民ニーズの把握に努めます。
国･県などが実施する調査結果や、統計資料を収集した
り、専門誌の情報を収集した。
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1

長野市スポーツ推進計画施策の展開と具体的な取組み状況（平成28年度）
施 方
策 策

進捗状況

具体的な取組み（事業）

平成28年度
計画

平成28年度
実績

◇スポーツ情報の収集・発信の充実
広報紙、ホームページ、ポスター、チラシ等の情報発信 各種スポーツ大会やスポーツ教室等の情報について、広
多様な媒体を利用した多角的かつ、きめ細かな情報の提供・発信 を継続して実施している。
報紙やホームページ、ポスター、チラシ等を活用し情報を
②
を行います。
また、他の情報発信方法についても研究し、新たな手法 発信した。
を取り入れる。

③

④

市のホームページのスポーツ関係コーナーを充実します。

長野市ホームページ スポーツ課内の｢DO!SPORTSなが
の｣による情報提供を継続していく。

スポーツに関わる人々が交流できるネットワーク等について研究 個々に活動しているスポーツ団体等とのネットワークづ
くりについて研究する。
します。

長野市ホームページ体育課内の｢DO!SPORTSながの｣にお
いて、市内で活動するスポーツクラブ等の紹介・募集案内
や、スポーツ指導を行う人材の案内等を掲載した。

◇施設・公財案内予約システムの充実

インターネットを利用した”長野市施設・講座案内予約システ
⑤
ム”の充実を図ります。

更新したシステムの検証と改善に向けた研究を行う。

更新したシステムの検証と改善に向けた研究を行った。

予算額

決算額

7,812千円

7,812千円

取組13：体育施設愛護会活動や大規模大会の運営に関わるスポーツボランティアを育成し、その活動を支援します。
◇イベントボランティアの育成と組織化
社会体育施設愛護会協定を締結し、利用団体による維持 社会体育施設愛護会協定を締結し、利用団体による維持
管理活動のより一層の推進を図る。
管理活動のより一層の推進を図る。
①

体育施設愛護会の活動を支援します。

運動場
マレットゴルフ場
社会体育館
テニスコート

8か所
10か所
7か所
1か所

【エムウェーブ友の会】
長野マラソン、スピードスケート競技会、全中スケート
大会等に参加した。
【スポーツ課OBを中心とする職員ボランティア】
長野マラソン、全中スケート大会に参加した。
【スパイラル友の会】
イベントボランティアの育成（支えるスポーツの振興）を推進し
②
ボブスレー、リュージュ、スケルトン等、スパイラル開
ます。
催の大会に参加した。

運動場
マレットゴルフ場
社会体育館
テニスコート

8か所
10か所
8か所
1か所

【エムウェーブ友の会】
長野マラソン、スピードスケート競技会、全中スケート
大会、その他競技会等に参加した。
【スポーツ課OBを中心とする職員ボランティア】
長野マラソン、全中スケート大会に参加した。
【スパイラル友の会】
ボブスレー、リュージュ、スケルトン等、スパイラル開
催の大会に参加した。

高等教育機関（市内大学、短期大等）との連携事業の実 長野マラソン、各種スケート大会等において、市内の大
施により将来的なスポーツボランティアの育成を実施す 学、短大の学生が運営に協力した。
る。
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