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施策の大綱 3

高齢者にやさしいむらづくり

　高齢者が地域で輝くとともに、地域に見守られ、住み慣れた地域でいつまでも生きがいをもって
生活できる高齢者にやさしいむらづくりを目指します。

　本村の高齢者人口は減少傾向であり、今後も減少し続けることが予想される中、高齢化
率は、上昇傾向にあると推計されています。また、全世帯数の約40％が高齢者世帯となって
います。
　このような中、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心・安全に生き生きと暮らし続け
るためには、高齢者の自立支援や、要介護状態にならないための介護予防の推進が必要と
なります。また、今後、高齢化の進展により、認知症高齢者の増加が見込まれることから、
認知症になっても安心して暮らせる体制づくりが重要となります。
　さらには、地域包括ケアシステムの構築の推進とさらなる機能強化を図り、多様化・増加
する生活支援ニーズへの対応や、医療分野や介護分野における様々なサービスの充実も
図る必要があります。
　また、支援の必要な本人だけでなく、その家族や高齢化していく地域への支援も必要と
なることから、社会福祉協議会、介護事業所、民生委員等との連携体制の充実、医療機関や
リハビリテーション等の専門職との連携の強化、地域の助け合い活動などの活性化を推進
していく必要があります。

めざす姿

現状と課題

施策体系

高齢者にやさしい
むらづくり

（1）生きがいづくりや社会参加の促進

（2）介護予防・生活支援サービスの充実

（3）認知症対策の推進

（4）地域包括ケアの推進

（5）介護保険制度の円滑な運営

施策の展開（公助）

（1）生きがいづくりや社会参加の促進 

◆高齢者の就労機会の拡大や地域貢献活動の取り組みを推進します。
◆地域やボランティアの協力により、高齢者の生きがいづくりを推進します。

（2）介護予防・生活支援サービスの充実

◆介護予防の自主的な取り組みや活動が広がるように、知識の普及・啓発や、地域活動の
　育成・支援を進めます。
◆介護予防対象者を把握し、対象者に適した社会資源・福祉サービスの利用につなげます。
◆生活支援サービスと専門的な介護予防サービスの提供体制を整備します。
◆地域での見守りや急病等に適切に対応できる地域づくりを進めます。

（3）認知症対策の推進

◆認知症キャラバン・メイトと認知症サポーターの養成に取り組みます。
◆認知症の抱える課題について、地域の中で理解を深め、支え合う体制づくりを強化します。
◆認知症初期集中支援チームにより、認知症の早期発見、早期治療につなげます。
◆権利擁護、虐待防止の取り組みを推進します。

（4）地域包括ケアの推進 

◆地域包括支援センターを中心としたネットワークを整備します。
◆在宅支援に向けた、リハビリ専門職等関係機関との連携を図ります。
◆球磨圏域市町村と郡市医師会等関係機関と連携して、在宅医療･介護連携推進事業の
　推進を図ります。

（5）介護保険制度の円滑な運営

◆介護保険サービスの充実を図ります。
◆介護人材の確保に向けた取り組みを推進します。
◆介護給付費等の適正化への取り組みを推進します。
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村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆家族を含めた介護予防に主体的に取り組みます。
◆介護保険制度や認知症について、正しい知識を身につけます。
◆自立した生活、介護予防など利用者のできることの支援に取り組みます。
◆利用者だけでなく、家族の支援にも取り組みます。
◆高齢者の社会参加や生きがいづくりに努めます。
◆高齢者が通える集いの場をつくります。

関連する個別計画

指標と目標値

●高齢者福祉計画及び介護保険事業計画
●山村振興計画

●過疎地域自立促進計画
●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

ふれあいサロン参加者延べ人数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 3,474 2,900

健康づくり出前講座参加者延べ人数 人 2,089 2,000

認知症サポーター養成講座の受講者数（累計） 人 820 1,100
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村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆障害者（児）に対する理解と認識を深め、共に生活できるよう助け合います。
◆障害者の就労支援と障害者が利用しやすい環境を整備します。
◆障害者の社会参加を支援します。

関連する個別計画

指標と目標値

●障害者計画
●過疎地域自立促進計画

●障害福祉計画・障害児福祉計画
●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型利用者数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 25 35

児童発達支援、放課後等デイサービス利用者数 人 13 20

施策の大綱 4

障害者（児）福祉の充実

　障害者（児）に対する地域の理解・協力が促進され、障害者（児）が住み慣れた地域で安心して
暮らすことができる村を目指します。

　平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、行政や事業者は「合理的配慮の提供」が
求められており、地域で自立した生活を送ることができる社会を実現する必要があります。
このような中、本村の障害者手帳の交付を受けている方は減少傾向にあり、高齢化が進んで
います。また、支援者も高齢化しており、「親亡き後」が問題となっています。
　障害福祉施策については、障害者（児）が地域で暮らし、地域の一員としてともに生活
できるよう法制度の改正が進められています。障害のある方が自立して暮らしていくため
には、経済的な安定が重要となることから、就労支援体制の整備や企業の雇用、職場への
定着を推進していくことが求められています。
　また、障害のある方が身近な地域で適切に障害福祉サービスを選択し利用できるよう、
サービスの提供に努めていますが、高齢障害者の介護保険サービスへの円滑な利用移行、
障害児福祉サービスの多様化にきめ細かく対応するため、支援の拡充、心の病への対応
など、サービスの質の確保を図ることが求められています。

めざす姿

現状と課題

施策体系

障害者（児）福祉の
充実

（1）地域生活の支援

（2）障害児の健やかな育成のための発達支援

（3）日常生活支援の充実

（4）就労・社会参加の促進

（1）地域生活の支援

◆障害の特性に配慮した支援を行います。
◆周囲の理解促進に向けた啓発・広報に努めます。
◆関係者が情報交換を行う機会を設けます。

施策の展開（公助）

（2）障害児の健やかな育成のための発達支援

◆障害児のニーズに応じた通所支援及び地域生活支援事業の提供体制を整備します。
◆乳幼児期における障害の早期の気付きや早期療育に取り組み、障害のある子どもの能力を
　最大限に伸ばしていくための支援を行います。
◆関係機関が連携して、切れ目のない支援を提供する体制を構築します。

（3）日常生活支援の充実

◆障害者とその家族が必要とする障害福祉サービスの充実に努めます。
◆自立した日常生活または社会生活を営むことができる地域生活支援事業の充実を図ります。
◆関係機関との連携を強化し、地域の相談支援体制の充実を図ります。

（4）就労・社会参加の促進

◆就労の機会の確保・充実を図ります。
◆関係機関と連携して、就労場所や仕事の多様化を促進します。
◆スポーツ・レクリエーション活動や文化活動などへの積極的な社会参加を促進します。
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村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆身近な福祉活動やボランティア活動に参加します。
◆福祉に関するネットワークを広げ、互いに支え合う地域共生社会の推進に貢献します。
◆高齢者が社会参画しやすい環境づくりに取り組みます。
◆地域で見守り、支え合う体制づくりに努めます。

関連する個別計画

指標と目標値

●地域福祉計画
●山村振興計画

●過疎地域自立促進計画
●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

介護支援ボランティア・ポイントの付与数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

ポイント 2,263 2,300

施策の大綱 5

地域福祉の充実

　地域で支え合う仕組みづくりを推進するため、地域のネットワークづくりを進めるとともに、
地域福祉を支える担い手を育成し、誰もが暮らしやすい地域づくりを目指します。

　共に支え合い助け合う地域づくりを推進するため、学習会などによる啓発や、社会福祉
協議会と連携したボランティアの養成を行ってきました。しかし、受講者数が固定化して
おり、住民のボランティア意識のさらなる醸成や、参加しやすい工夫が必要となっています。
　また、少子高齢化に伴い、高齢者のみの世帯や高齢者のひとり暮らしの増加や引きこもり
など、地域福祉を取り巻く課題が複雑かつ多様化してきています。
　今後、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、誰もが活躍できる地域コミュ
ニティを育成し、福祉などの公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる
「地域共生社会」の仕組みづくりが求められています。

めざす姿

現状と課題

施策体系

（1）みんなで支え合う仕組みづくりの推進

◆生活支援コーディネーターや社会福祉協議会を中心とした、地域福祉のネットワークの
　強化を図ります。
◆日常的なつながりの基盤となるコミュニケーションの場づくりに取り組みます。

施策の展開（公助）

（2）地域福祉人材の確保・育成

◆生活支援コーディネーターや球磨村地域支え合い推進協議体とともに、福祉意識の
　醸成に取り組みます。
◆地域の特性に応じた地域づくりを推進します。
◆担い手の発掘・育成に取り組むとともに、ボランティア活動を支援します。

（3）孤立を防ぐ相談機能の強化

◆村民が抱える問題を早期に発見し、適切な相談や支援ができるよう、相談体制の充実を
　図ります。
◆生活困窮者が相談しやすい体制づくりや生活実態の的確な把握に努めます。
◆社会福祉協議会などの関係機関と連携を図り、個々に応じた就労や自立の促進に努めます。

（4）自殺対策の推進

◆自殺予防に対する正しい知識の普及啓発に努めます。
◆悩みや困難を抱えた人が孤立しないための相談・支援体制の整備を図ります。

地域福祉の充実

（1）みんなで支え合う仕組みづくりの推進

（2）地域福祉人材の確保・育成

（3）孤立を防ぐ相談機能の強化

（4）自殺対策の推進
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施策の大綱 1

子育て支援の充実

　子育て世代が安心して子育てできる環境づくりと子育ての支援の充実により、子育てしやすい
むらづくりを目指します。

　本村では、地域子育て支援拠点事業としての「陽だまりサロン」や「病後児保育事業」
などを実施し、安心して子育てができる環境づくりに努めてきました。また、保育料の軽減
など経済的な支援を実施し、子育て支援の充実も図ってきました。
　しかし、本村における少子化傾向は続き、家族形態の多様化による家庭での子育て力の
低下や地域とのつながりの希薄化が懸念されます。
　親子が地域で孤立することがないよう、子育て支援に関わる関係機関が連携し、地域
全体で親子を支える体制づくりの強化が求められています。
　児童福祉では、「球磨村子ども子育て支援事業計画」を踏まえ、子どもを安心して生み
育てることができる子育て環境の構築を進めています。
　子育て支援はもとより、働きながら子育てをしている世帯の生活支援、子どもたちの
健全育成のためのメニュー充実、支援体制の確立などが求められています。

めざす姿

現状と課題

施策体系

子育て支援の充実

（1）子育て支援体制の充実

（2）職業生活と家庭生活との両立の推進

（3）子どもの安全確保

（4）支援を必要とする子どもや家庭への支援

（1）子育て支援体制の充実
◆子どもや保護者が気軽に立ち寄ることができる場として、地域子育て支援センターを支援します。
◆義務教育と連動した「学び」へのスムーズな移行を図るため、保・小・中連携を強化します。
◆子どもたちを有害な環境から守る対策を強化し、青少年が健やかに育つ環境づくりを推進します。
◆行政と地域の連携を図り、子育て世代間の交流の場づくりを推進します。
◆子育て世帯への経済的な支援を継続して行います。

村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆子育てに対する理解を深め、家族で協力して子育てに取り組みます。
◆育児に関わる人が働きやすい職場環境づくりに努めます。
◆子育て家庭への支援や地域での見守りに努めます。

関連する個別計画

指標と目標値

●子ども・子育て支援事業計画　●過疎地域自立促進計画　●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

地域子育て支援センター利用者数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 48 54

施策の展開（公助）
基本目標5　子どもはむらの宝《子育て・教育・文化》

（2）職業生活と家庭生活との両立の推進

◆多様な働き方の実現と、男女共同参画を推進します。
◆結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を推進します。

（3）子どもの安全確保

◆子どもへの交通安全教育の拡充を図ります。
◆関係機関と連携した見守りの輪を構築します。
◆被害にあった子どもへの支援を充実させます。

（4）支援を必要とする子どもや家庭への支援

◆ひとり親家庭、障害児やその保護者が安心して生活できる環境づくりに努めます。
◆児童虐待に速やかに対応できる体制を整備します。
◆子育てに不安を持つ親等への支援強化を図ります。
◆関係課が連携し、子どもの貧困解消を図ります。



基本計画
基本計画基本目標5　子どもはむらの宝《子育て・教育・文化》

90 91

施策の大綱 2

子育て支援の充実

　地域、家庭、学校、行政が連携し、子ども一人ひとりに応じた確かな学力、豊かな心、健康な
体等が育まれる学校教育を目指します。

　学校教育については、これからの社会がどんなに変化が激しく予測が難しい状況でも
自ら課題を発見し、自ら学び、自ら考え、判断して行動できるよう、学校や地域等で学んだ
ことが子どもたちの「生きる力」となることが求められています。これまでも子どもたちの
「生きる力」の育成に向けて、確かな学力の育成、豊かな心の醸成、健康な体の育成、信頼
される学校づくり、教育環境の充実などに取り組んできました。
　確かな学力の育成では、学校訪問等によって現状の把握や必要な指導･助言を行い、学校
内外の教職員研修の充実や情報化･国際化に対応する教育の推進を図りながら学力の向上
に努めてきました。しかし、国や県の学力調査結果にはまだまだ課題も多く、「主体的･対話的
で深い学び」の実現に向けた授業改善が必要です。また、特別支援教育の充実をさらに
推進し、個に応じたきめ細やかな指導の充実を図る必要があります。
　豊かな心の醸成では、生徒指導・道徳教育・人権教育等の充実に取り組んできました。
しかし、いじめ･不登校等の指導上の問題への対応には、学校や家庭だけでは解決できない
難しさがあります。問題の未然防止や早期発見･早期対応には、学校総体としての取り組みや
専門機関等との早期の連携が求められます。また、道徳教育、人権教育、体験学習・ふるさと
学習の充実に向け、さらなる推進体制の確立が必要です。
　健康な体の育成では、小学校運動部活動の社会体育移行の問題、食育、防災・安全教育等
の充実に取り組んできました。小学校運動部活動については、検討委員会を平成27年12月
に立ち上げ、検討を重ねてきました。しかし、保護者や児童のニーズの多様化、指導者不足、
中学校運動部活動への接続などの課題があります。防災教育については、村の防災への取り
組みと連動させながら、「自分の命は自分で守る」意識の高揚を更に図っていく必要があります。
　信頼される学校づくりでは、学校評価の公開や学校に保護者や地域住民の意見を取り
入れ、地域と連携を深めながら信頼される学校づくりに努めてきました。しかし、学校と家庭・
地域との連携･協働はまだまだ不十分で、地域とともにある学校づくりに向けてコミュニティ・
スクールや地域学校協働活動がうまく機能する体制づくりが求められています。また、保育
園・小学校・中学校のさらなる連携も、育ち・学びの連続性の視点からその取り組みを強化
する必要があり、信頼される教職員としての資質・能力の向上と不祥事防止が求められています。
　教育環境の充実では、施設の老朽化に伴う修繕や改修工事を行い、通学環境を整備し、
老朽化したスクールバスの入れ替え等を行い、安心・安全な教育環境の充実に努めてきま
した。また、グローバル化する社会に対応した教育環境の整備充実のためのICT機器の導入
や無線ＬＡＮの整備も実施してきました。学校施設や通学環境等の充実については、子ども
の命を守る視点からも大切な課題です。地域の担い手となる子どもたちの可能性を広げる
教育環境づくりに引き続き取り組んでいく必要があります。

めざす姿

現状と課題

施策体系

学校教育の充実

（1）確かな学力の育成

（2）豊かな心の醸成

（3）健康な体の育成

（4）信頼される学校づくり

（5）教育環境の充実

（1）確かな学力の育成
◆学力調査結果の検証を行い、学力向上に向けた課題の解決・改善に取り組みます。
◆ＩＣＴの効果的な活用と、情報活用能力の育成に取り組みます。
◆ＩＣＴの活用やＡＬＴ　との連携により、国際化に対応した指導体制づくりを推進します。
◆特別支援教育に対する理解を深め、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援に努めます。

施策の展開（公助）

（2）豊かな心の醸成

◆子ども同士や、教職員との信頼関係を基盤にした、学級・学校づくりを推進します。
◆家庭や専門機関等との連携を密にして、いじめ・不登校、問題行動等の未然防止と、
　早期発見・早期対応に取り組みます。
◆「特別の教科 道徳」の指導方法の確立を図り、豊かな人間性を育成するための
　教育内容を充実させます。
◆子どもたちの社会性や豊かな人間性を育み、健全な育成と体験学習の充実を図ります。
◆村の自然、歴史、文化等の素晴らしさを知るふるさと学習の充実を図ります。
◆発達段階に応じ、一人ひとりを大切にした人権教育に取り組みます。

※1 ALT… 日本人教師を補佐し、生きた英語を子どもたちに伝える、英語を母語とする外国語指導助手のこと。

※1
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（3）健康な体の育成
◆部活動指針等を基に、外部指導者の活用と地域との連携・協働を図り、運動部活動の
　適正な推進に努めます。
◆食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけます。
◆関係機関や地域と連携し、登下校時の防犯・交通事故防止に努めます。
◆児童・生徒と教職員が災害時に適切な対応ができるよう、防災教育に取り組みます。

村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆家庭では、子どもの心身の健康を育み、生活体験を通して生活習慣や善悪の
　判断等規範意識の基盤をつくります。
◆学校教育に関心を持ち、協力することで、地域ぐるみで子どもの健やかな育ちを見守ります。
◆学校現場への地域の積極的な関わりをつくります。

関連する個別計画

指標と目標値

●教育大綱
●過疎地域自立促進計画

●いじめ防止基本方針
●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

児童生徒へのタブレット端末の設置率

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

％ 57 100

（4）信頼される学校づくり

◆学校と地域が連携・協働して、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動に取り組む
　体制づくりに努めます。
◆小１プロブレム　や中１ギャップ　等の解消につながる連携のあり方を模索し、
　保・小・中連携の強化を図ります。
◆教職員の資質・能力の向上と不祥事防止に努めます。

（5）教育環境の充実

◆車両や設備は、随時、更新します。
◆校舎の長寿命化計画を作成し、計画的に改修工事を実施します。

※2 中1ギャップ… 小学校から中学校への進学において新しい環境での学習や生活に移行する段階で、不登校やいじめ
等の生徒指導上の諸問題につながっていく事態のことで、学習内容や人間関係の変化、心身の発達
(思春期)など幾多の原因が作用し合って起こると考えられているもの。

※1 小1プロブレム… 入学したばかりの小学校1年生が、遊びから学びへと指導が一変する学校生活に適応できず、学習
に集中できない、教師の話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況のこと。

※1 ※2
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施策の大綱 3

生涯学習の振興

　近年、少子・高齢化やグローバル化、情報化の中で子どもを取り巻く環境が大きく変化し、
学校や地域等の抱える課題は複雑化、多様化しています。また、地域における教育力の低下
や家庭の孤立といった問題もあります。そうした状況の中で、地域と学校がパートナーと
して連携・協働し、社会総掛かりによる教育を実現することがますます重要になってい
ます。未来を担う子どもたちを健やかに育むためには、学校、家庭及び地域住民がそれぞれ
の役割と責任を自覚しつつ、地域全体で子どもを育む体制づくりが求められています。
　また、生涯にわたって強い自主性を持ち続けられるような拠点、信頼感に満ちた互恵的な
人間関係の形成を促し、豊かでうるおいのある地域を創造していく原動力を育むため
公民館活動を推進していく必要があります。
　教育の原点であり、すべての教育の出発点である家庭での教育は、親の学び場でもある
ことから、子育てに喜びを見いだせるような支援を行う必要があります。
　本村では、これまで生涯学習事業として、囲碁・簡単レシピ・わらじづくり・ひょっとこ
踊り・ハッピー体操・くまむら歴史研究の６講座を実施してきました。また、学習成果の発表
の機会として、生涯学習フェスティバルを毎年３月にくまむら文化祭と同時開催してきました。
　しかし、近年、講座数の減少や受講生の高齢化も目立ち始めており、村民のニーズを的確
に把握した講座内容の充実や開催日時等の見直しなどが求められています。
　また、仕事上や社会生活のあらゆる面において、新しい知識や技術の習得など質の高い
ニーズが高まっていることから、学校や行政機関、社会教育関係団体などと連携した取り
組みを推進していく必要があります。
　人権問題は、憲法が保障する基本的人権を侵害する重大な問題であり、同和問題、水俣病
患者をめぐる人権、ハンセン病回復者等の人権、女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、
LGBT　などに関する様々な問題が、依然として存在しています。
　本村では、人権教育として青少年育成も含めた研修会等を毎年実施し、人権意識の高揚
を図っています。しかし、毎年参加者の固定化がみられることから、村民一人ひとりが、人権
問題について正しい知識を身に付けるとともに、自らの問題としてとらえ、あらゆる差別や
偏見をなくすよう人権教育、啓発に取り組んでいく必要があります。

現状と課題

※1

※1 LGBT…レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性同一性
障害者等の身体の性と心の性が一致しない者）の頭文字を合わせた言葉で、性的少数者のこと。

　村民一人ひとりが生きがいのある生活を送るため、生涯を通して学ぶ機会を充実させ、学んだ
知識や能力を、地域や暮らしの場で活かすことができる生涯学習を目指します。

めざす姿

施策体系

生涯学習の振興

（1）地域学校協働活動の推進

（2）公民館活動の推進

（3）家庭・地域教育力向上への支援

（4）生涯学習事業の充実

（5）社会教育関係団体との連携

（6）人権教育・啓発の推進

（1）地域学校協働活動の推進
◆学校を核とした地域づくりを目指します。
◆地域全体で子供たちの学びや成長を支えます。
◆地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して様々な活動を実践します。

施策の展開（公助）

（2）公民館活動の推進

◆体育活動に加えて、幅広く文化活動ができるよう公民館分館の活動を支援します。

（3）家庭・地域教育力向上への支援

◆「くまもと家庭教育支援条例」を柱とした家庭の役割や子どもの教育に対しての
　責務等について理解を広めつつ、学習機会を提供します。
◆地域と学校が連携・協働して、地域全体で子どもたちの成長を支え、地域を創生する
　教育を推進します。

（4）生涯学習事業の充実

◆学習ニーズにあった講座の企画・運営を充実します。
◆様々な知識や技術をもつ地域人材を登用し、伝統・文化などの学習や世代間の交流を
　図ります。

（5）社会教育関係団体との連携

◆学びを通した仲間づくりと、子供会や青年団、老人クラブなどの団体とのネットワーク
　づくりを推進します。
◆学習成果が生かされる場を充実させます。
◆学んだ知識や技能が地域課題の解決につながる仕組みづくりに努めます。

（6）人権教育・啓発の推進

◆職員・村民への人権問題に関する学習機会の提供と、内容の充実を図ります。
◆啓発活動により人権を尊重する意識の高揚を図ります。
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村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆生涯学習講座に参加し、交流の輪を広げます。
◆基本的人権を尊重し、自ら人権意識の高揚に努めます。
◆事業所内での人権啓発を実践し、雇用や待遇による差別をなくします。
◆個々の学習や活動で得た知識や技能などを、地域の課題解決やむらづくりに活かします。

関連する個別計画

指標と目標値

●社会教育計画
●過疎地域自立促進計画
●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

生涯学習講座の受講者数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 95 120
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施策の大綱 4

生涯スポーツの振興

　関係団体等と連携・協働を図りながら、村民がスポーツに親しむきっかけづくりやスポーツに
よる生きがいづくりを推進し、健康を意識したスポーツの振興とスポーツを通じた交流の拡大
を目指します。

　近年、健康・体力づくりへの関心は高く、ウォーキングやグラウンドゴルフを行う等、多く
の住民が生活の一部としてスポーツの必要性を感じています。しかしながら、「仕事」や
「始めるきっかけの難しさ」などの理由により、なかなか取り組むことができないでいる住民
が多いのが現状です。
　総合型地域スポーツクラブ「くまむらスマイルスポーツクラブ」においては、指導者の
高齢化や指導者不足、会員の固定化が顕著であり、会員数を増加させることが課題となって
います。さらには、小学校運動部活動の社会体育への移行に伴い、児童のスポーツ環境の
確保、支援を図る必要があります。
　村民のスポーツ振興及び健康づくりの拠点として整備した球磨村総合運動公園は、
スポーツイベントやレクリエーション活動に村内外を問わず活用されていますが、落成から
20年が経過したため、設備の劣化や機能低下等が見られます。今後、計画的な整備・改修を
行う必要があります。
　このような課題解決と村の活性化に向けて、これまで以上に体育協会やスポーツ推進
委員会を中心とした関係機関との連携を図り、各団体の育成や指導者の養成、ニーズに対応
したイベントの開催など、スポーツによる地域づくりが必要となってきています。

めざす姿

現状と課題

施策体系

生涯スポーツの振興

（1）指導者の確保と資質の向上

（2）各種スポーツ団体の育成と活動支援

（3）体育施設の整備・充実及び有効活用

（1）指導者の確保と資質の向上
◆定期的な情報交換と、スポーツイベント等の企画や運営の活動を支援して、スポーツ
　推進委員の育成に努めます。
◆小学校運動部活動の社会体育移行に伴い、新たな指導者の育成を図ります。

村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

◆スポーツ・レクリエーション活動に積極的に参加します。
◆地域ぐるみでスポーツに親しむ機会や環境づくりに努めます。
◆スポーツ活動への理解に努め、支援します。

関連する個別計画

指標と目標値

●社会教育計画　　●過疎地域自立促進計画

指　標

くまむらスマイルスポーツクラブ参加者数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 175 220

村内体育施設利用者数 人 45,928 50,000

施策の展開（公助）

（2）各種スポーツ団体の育成と活動支援

◆スポーツイベントの開催、競技スポーツの充実を図り、参加促進に努めます。
◆体育協会をはじめ各種競技団体との連携を強化します。
◆体育協会加盟の各種目協会の自主的活動の支援を強化します。
◆「くまむらスマイルスポーツクラブ」活動の支援を強化します。
◆スポーツクラブに限らず、幅広い活動を目指すための情報収集や、会員の増加に
　つながるようクラブ間の連携の強化を図ります。

（3）体育施設の整備・充実及び有効活用

◆定期的な設備の点検を実施し、維持管理と有効活用を図ります。
◆各種スポーツニーズに対応した用具・設備の充実を図ります。

※1


