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盛岡市スポーツ推進計画アクションプラン 

１ アクションプラン策定の背景と趣旨 

「盛岡市スポーツ推進計画（以下，スポーツ推進計画という。）」は，平成 23 年に施行された

スポーツ基本法第 10 条に規定する地方スポーツ推進計画として，平成 25 年度から 10 年間の計

画として策定しました。 

この間，人生 100 年時代と呼ばれ，健康寿命の延伸への取組が強く意識されるようになり，市

においても平成 31 年３月市議会定例会における「議員発議」により，「盛岡市スポーツを通じた

健康づくりの推進に関する条例（以下，条例という。）」が制定されるなど，その基本政策に沿っ

た取組を推進することが求められています。 

このことから，スポーツ推進計画の基本方針実現に向けて，スポーツ関係団体及び市役所関係課

が連携し，現在の計画達成状況の分析及び「盛岡市スポーツを通じた健康づくりの推進に関する条

例」に沿った施策の展開について検討し，スポーツ推進計画に定める「ライフステージに応じたス

ポーツ活動等の推進」に特化した「盛岡市スポーツ推進計画アクションプラン（以下，アクション

プランという。）」を策定し，更なる取組を進めることとしました。 

２ アクションプラン策定におけるスポーツの捉え方 

(1) 「スポーツ」という言葉の語源 

スポーツという言葉の語源である英語の「Sport」は 19～20 世紀にかけて世界で一般化した

言葉であり，その由来はラテン語の「deportare」（デポルターレ）という単語だとされていま

す。 

デポルターレとは，「運び去る，運搬する」の意味で，転じて，「日々の生活から離れる」気

晴らしや遊び，楽しみ，休養といった要素を指します。 

つまり人生を楽しく，健康的で生き生きとしたものにするため，より楽しむために，誰もが自

由に身体を動かし，自由に観戦し，楽しめるものであることこそが，スポーツの本質なのです。 

(2) 国における「スポーツ」の捉え方 

スポーツ基本法において，スポーツは「心身の健全な発達，健康及び体力の保持増進，精神的

な充足感の獲得，自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他

の身体活動」と広く捉えられ，「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」であるとされています。 

国において，スポーツとは「競技としてルールに則り他者と競い合い自らの限界に挑戦するも

の」や「健康維持や仲間との交流など多様な目的で行うもの」があるとされており，例えば散歩

やダンス・健康体操，ハイキング・サイクリングもスポーツとして捉えられています。 

スポーツは文化としての身体活動を意味する広い概念であり，各人の適性や関心に応じて行う

ことができ，一部の人のものではなく「みんなのもの」です。スポーツを「する」ことでみんな

が「楽しさ」「喜び」を得られ，それがスポーツの価値の中核なのです。 

  また，スポーツに対し，①人生を健康で生き生きとしたものにできるもの②年齢・性別・障が

いの有無等に関わらない共生社会，健康長寿社会の実現，経済・地域の活性化に貢献できるもの

ーとしての価値も見出しています。 

(3) 国における組織横断的な連携の推進 

厚生労働省及びスポーツ庁は，それぞれが健康増進，スポーツの振興について取り組んできた

ところですが，その連携を強化するために「スポーツを通じた健康増進のための厚生労働省とス

ポーツ庁の連携会議」を設置し，第 1回を平成 30 年６月４日に開催しました。 

会議における検討事項の例として，「スポーツを通じた生活習慣病対策，企業における従業員

の健康づくり対策，メンタルヘルス対策などの連携策」や「普及広報における連携策」を挙げ，
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スポーツを通じた健康増進に向けた連携に取り組んでいます。 

(4) 市における「スポーツ」の捉え方 

市においては，「スポーツ」とは「競技スポーツ」だけでなく，日常の中で楽しみや自身の健

康づくりのために行う「身体活動」も含め，ウォーキング，散歩，階段使用など，目的をもって

楽しく体を動かすこともスポーツであると捉えることとしています。 

３ アクションプラン策定の目的 

アクションプランは，スポーツ推進計画の基本方針である「すべての市民がスポーツに親しみ，

スポーツを通じて健康でいきいきと暮らすことができる盛岡のまちづくり」の実現に向け，日常

の中で楽しみや自身の健康づくりのために行う「身体活動」を積極的に推し進めることを目的に

策定するものであり，条例第３条に定める基本政策「生涯にわたるスポーツ活動による健康長寿

社会の形成」及び「地域におけるスポーツ活動による世代間の交流及び地域の活性化の推進」の

実現を図るものです。 

４ アクションプランの位置付け 

  スポーツ推進計画における「スポーツを「する」環境づくり」の「ライフステージに応じたスポ

ーツ活動等の推進」に重点を置き，市として健康づくりに戦略的に取り組む具体策として位置付け

るものです。 
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５ アクションプランの期間及び成果指標と評価 

(1) 期間 

アクションプランの対象とする期間については，現スポーツ推進計画の掲げる基本方針及び成

果指標の向上を目的とすることから，令和３年度から令和４年度までの２年間とします。 

(2) 成果指標と評価 

アクションプランが対象とするスポーツを「する」環境づくりの成果指標については，スポー

ツ推進計画に現在設定されている数値を目指していくこととします。 

また，位置付けられた事業及び内容は，スポーツ推進審議会において進捗状況を点検・評価し，

必要に応じて令和５年度以降の次期スポーツ推進計画に引き継ぐことも想定するものとします。 

６ 市の健康づくり関連施策に関する現状 

(1) スポーツ推進計画の状況 

スポーツ推進計画に盛り込んだ施策については，概ね予定どおり実施していますが，成果指標

の成人の週１回以上のスポーツ実施率は令和２年度実績が 44.1％と下降傾向にあり，令和４年

度における目標達成は困難な状況となっています。 

  

(2) 第２次もりおか健康 21プランの状況 

第2次もりおか健康21プラン（平成２７年度～令和６年度）においては，全体目標として「健

康寿命を延ばす」ことを掲げ，領域目標として「がん」「脳血管疾患・循環器疾患・糖尿病」

「栄養・食生活」「身体活動・運動」「喫煙・飲酒」「歯・口腔の健康」「こころの健康」「社

会環境づくり」の８領域において目標を設定し，個人の健康づくりを地域や学校，職場，保健医

療関係機関，各種団体等の健康づくりサポーターが支援し，協働で健康づくりを推進しています。 

当該計画の令和元年度における中間評価では，日頃から意識的に身体を動かすように心がけて

いる人の割合が目標値に達していない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（出典）第２次もりおか健康 21プラン中間評価より 

スポーツを「する」環境づくり

【成果指標】

単位 平成23年度 令和元年度 成果 令和２度 指標数値根拠 令和４年度

％ 28.1 44.6 44.1
R2まちづくり評
価アンケート

65.0以上

男性　31.9 35.6 37.1
R2国保特定健診

実績
※２男性　28.0未満

女性　23.4 25.2 25.2
R2国保特定健診

実績
※２女性　19.0未満

※１　まちづくり評価アンケートの結果に基づく数値となりますが，当該アンケートを行う際，平成30年度から「スポーツには，競うスポーツだけでな
く，健康づくりのために行うウォーキング（散歩等を含む）やラジオ体操等の運動も含む」旨の表記を行っています。

※２　国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成24年７月10日　厚生労働省告示第430号）別表第５に掲げる数値を参考としたも

のです。

指標

成人の週１回以上の
※1
スポーツ実施率

成人肥満者（ＢＭＩ25以上）の割合(40歳

以上)
％



4 

 

(3) 障がい者福祉計画の状況 

市は，盛岡市総合計画に掲げる基本構想「人がいきいきと暮らすまちづくり」の実現に向け，

障がいのある人が地域の一員として，安心して自立した生活を送ることができる地域社会を目指

し，施策を推進するための指針として，「盛岡市障がい者福祉計画（平成27年度～令和６年度）」

を策定して取り組んでいます。 

当該計画の中間年度の令和元年度の見直しでは，障がい者の暮らしについてのアンケート調査

において「スポーツや趣味の活動を「している」と答えた人の割合は，平成 29 年度実績で

23.9％であり，令和６年度の目標値である 30％に達していない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

（出典）障がい福祉計画 

(4) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の状況 

市は，盛岡市総合計画の基本構想で，目指す将来像を「ひと・まち・未来が輝き世界につなが

るまち盛岡」と定め，「人がいきいきと暮らすまちづくり」を基本目標の一つとし，「高齢者が

住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる長寿社会の実現」を達成するため「盛岡市高齢

者保健福祉計画・第 8 期介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）」を策定しています。 

第８期の計画策定にあたり，65 歳以上を対象に「高齢者保健福祉に関する意向調査」を行った

中において，「地域活動へどのくらいの頻度で参加しているか」の設問に対しては「スポーツ関

係のグループやクラブに参加していない 56.5％」「老人クラブに参加していない 68.6％」との

結果でしたが，「健康づくり活動や趣味等のグループ活動に参加してみたいと思うか」の設問に

対しては，既に参加している及び参加に肯定的な回答が約６割となっており，今後も高齢者の健

康・生きがい対策を充実する必要があります。 

 
地域活動への参加頻度について 

〔問〕以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。 

 【スポーツ関係のグループやクラブ】         【老人クラブ】 

   
 
グループ活動に参加者としての参加について 

〔問〕地域住民の有志によって，健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って，いきいきした地域づくりを 

進めるとしたら，あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか。 

    
（出典）高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 
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(5)健康づくり推進における課題 

スポーツ庁の「スポーツ実施率向上のための行動計画」では，スポーツ実施における課題とし

て，①スポーツを実施する人としない人の 2 極化が課題である「子ども・若者」，②スポーツ実

施率が特に低い「働く世代」，③スポーツ実施率は比較的高いが，健康・体力の保持等が必要と

なる「高齢者」，④スポーツ実施率が低く，未実施者における無関心層の多い「障がい者」とい

う特徴の課題があると記されています。 

また，スポーツの意義や効果は理解し，自分でもスポーツをしたいと思っているものの，実行

に移せていない層が存在し，その理由の例として，三つの間（「時間」「空間」「仲間」）がな

いといった課題が存在すると考えられることから，スポーツをするきっかけづくり，環境面から

のサポートに努めることが必要であるとされています。 

市においても同様の課題があると考えており，さらに，前述の市の健康づくり関連施策の分析

から共通して見えてくるのは，各世代や個々の状況に応じてスポーツ（身体活動）の実施意欲を

引き出し，市民の日常生活の中に自然に取り込まれていくような仕組み，情報発信，既存の事業

の連携，改善等が必要な状況にあります。 

  

～コラム～   えっ？「掃除機をかける」のと「軽い筋トレ」はほぼ同じ⁉ 
 

日々の生活の中には，知らず知らずに体を動かしているという無意識な身体活動，例えば掃除や

洗濯，買い物，子供の世話など数多くあります。これらを数値化することで，「どれくらいエネルギーを

消費しているのか」を知ることができます。それが「METs（メッツ）」です。 

METsは身体活動の強度を表す単位で，安静時（横になったり，座って楽にしている状態）を「１」

とした時と比較して，何倍のエネルギーを消費するのかが分かります。例えば，「掃除機をかける」は

3.3METs，「洗車をする（ほどほどの労力）」は 3.5METsで，これらは，「軽い筋トレをすること」に相

当します。 

同じく，「自転車で通勤する」や「階段をゆっくり上る」4.0METsは「卓球」や「バレーボール」と，「活

発に子供と遊ぶ」5.8METsは「バドミントン（試合以外）」や「アクアビクス（水中運動）」に相当しま

す。このように，様々な身体活動の強度が METs として示されているのです。 

【出典：スポーツ庁 Web広報マガジン DEPORTARE】 
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７ ライフステージに応じたアクションプラン（具体的取組） 

アクションプランでは，「ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進」を対象に，具体的な

事業をさらに充実させ，事業内容，実施主体，工程及び目標を定めます。 

(1)重点事業 

 

   取組方針 「ウォーキング」を核とした健康づくり施策の推進 

   達成目標 週 1回以上ウォーキングしている 

市民（成人）の割合 60％  （令和４年度末） 
 

 

 

 

 

事業名 健康づくり推進アプリによる運動習慣の定着推進 

内容 

［ウォーキングマップ等を取り込んだ健康づくり推進アプリの構

築・活用］ 

 ①マップ機能を活用したウォーキングの推奨 

 ②健康教室，スポーツ教室，健康診断への参加促進 

 ③毎日の体重・血圧記録等，日常からの健康づくり意識の向上 

 →健康ポイントを付与することで，運動習慣の定着を図る。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課 

【協  力】観光課，経済企画課，農政課，健康増進課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

調査 実施 

 

事業名 
スポーツ，観光，商業等を連動させたウォーキングマップ充実と観

光スポット誘導 

内容 
既存のウォーキングマップに，スポーツ，観光，商業等の情報を追

加し，健康づくりと，まちなかの賑わいや観光振興につなげる。 

事業の実施主体等 
【実施主体】健康増進課 

【協  力】スポーツ推進課，観光課，農政課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 ２0％（マップ改定割合） 

 

事業名 元気はなまる筋力アップ教室等の充実 

内容 
元気はなまる筋力アップ教室等，既存の介護予防教室の内容の充実

を図っていく。 

事業の実施主体等 【実施主体】長寿社会課，健康福祉課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

実施 実施 
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事業名 
総合型地域スポーツクラブによる健康づくり教室の実施及びプロス

ポーツチーム，オリンピアン，トップアスリートによる講師 

内容 
各世代を対象に，健康づくり教室や，プロスポーツチーム，オリン

ピアン，トップアスリートを派遣した講話を行う。 

事業の実施主体等 
【実施主体】総合型地域スポーツクラブ，スポーツ推進課，プロス

ポーツ団体， 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～コラム～   プラス「10」分のウォーキングから始めるストレス対策 
 

運動や趣味に時間を割けているときは，心理的にも時間的にも余裕があるときではないでしょうか。余

裕がないと心が落ち着かなかったり，睡眠に悪影響が出たりします。また，身体はさほど疲れていない

はずなのに「疲労感が抜けない」「動くのがおっくう」と感じてしまうのも，強いストレスによって脳が疲れ

ているせいかもしれません。 

 

「忙しくて運動する時間なんてない！」そんな多くの人に提案したいのが「ウォーキング」です。 

ウォーキングはジョギングや水泳，自転車（サイクリング）などと同じ有酸素運動で，長く続けられる運動

のひとつです。大事なのは「長く続けられる強度の運動。心地よいと感じる強度で有酸素運動を続ける

ことで，セロトニンなどの神経伝達物質（神経と神経で連絡を取り合う物質）が分泌されるのです。 

セロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれ，精神的な落ち着きが得られると言われています。 

 

日々の生活の中で「疲れたな」と感じたときこそ，ちょっと歩いてみる。手軽に取入れられるウォーキング

を習慣化することで，日々の生活はより快適なものになっていくでしょう。 

【スポーツ庁 Web広報マガジン DEPORTAREより】 

～コラム～  みんなで歩けば，市の医療費が年間約 44億 4千万円削減⁉ 
 

国土交通省が策定した「まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量（歩数）調査のガイ

ドライン」によると，歩くことで，１日１歩あたりの医療費抑制効果を 0.065～0.072円と試算していま

す。今より 1,500歩多く歩くことで，1人あたり年間約 35,000円の医療費抑制に相当することになり

ます。ウォーキングやスポーツの実施は，医療費の抑制に貢献できる可能性を秘めていると言えます。 

 

ちなみに，もりおか健康 21プランの令和元年度中間においては，年齢 20歳以上の市民の毎日の歩

数は，目標より約 1,300～2,400歩少ない状況です。 

もし，20歳から 79歳までの人口 211,536人（令和３年９月末現在）の 60％（126,921人）の皆さ

んがウォーキングに親しみ，1日の歩数が 1,500歩増加したとして試算すると， 

 １人年間 35,000円削減×126,921人＝4,442,235,000円 

の医療費削減が期待できるという試算になります。 

 

いつまでも健康な体で暮らし，医療費削減も期待できるウォーキングや運動を，楽しみながら日々の生

活に取り込んでいきましょう。 
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(2)主要事業 

 

取組方針 各ライフステージに応じた 

スポーツを通じた健康づくり施策の推進 
 

 

 

 

 
   〔子どもたちのスポーツ推進〕 

事業名 子どもへの運動の楽しさの体験機会提供 

内容 

小さい頃の嫌な思い出が，子どもたちの課題である二極化の原因で

もあると思われるため，小学校入学前後において，運動の楽しさを

体感できるイベントを，大型ショッピングセンター等で実施する。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課，スポーツ協会，総合型地域スポーツ

クラブ 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 ２回（実施回数） 

 

事業名 子どもへの運動の楽しさの体験機会提供 

内容 

小中学校の体育において，ダンススクールの講師などに依頼したダ

ンス体験を行い，競技スポーツ以外で楽しみながら体を動かすこと

の喜びを体験させる。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課，プロスポーツ団体 

【協  力】学校教育課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 5校（実施学校数） 

 

事業名 全小学校に導入している SAQ トレーニングの効果検証 

内容 
全小学校に導入している SAQ トレーニングの効果を検証し，必要

に応じて学校へのアドバイスや情報共有を行う。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課，学校教育課 

【協  力】スポーツ協会 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

調査 実施 
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〔働く世代のスポーツ推進〕 

事業名 企業，団体，町内会等の表彰制度の創設，インセンティブの付与 

内容 

市が定める健康づくりに関する成果指標を達成している，健康診断

時における運動の習慣づけＰＲ等の独自の取組を行っている等，健

康づくりに取り組む企業，団体，町内会等を表彰する制度を創設す

る。 

事業の実施主体等 【実施主体】スポーツ推進課  

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 実施 

 

事業名 子育て家庭向け広報紙を活用した健康づくり情報の発信 

内容 
子育て家庭向けに発行している「はぐ便り」に，子育てにおけるス

ポーツ（健康づくり）の大切さに関する記事を掲載する。 

事業の実施主体等 
【実施主体】生涯学習課 

【協  力】スポーツ推進課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

１回（記事掲載回数） ３回（記事掲載回数） 

関連する他の施策 子どもたちのスポーツ推進 

 

事業名 
働く世代による未経験スポーツ，ニュースポーツ体験教室「大人ス

ポーツクラブ」の実施 

内容 

働く世代について，各種スポーツ競技の未経験者を対象とした体験

教室を実施し，多様なスポーツ競技，ニュースポーツ及び近年注目

のクライミング等，スポーツの楽しさや体を動かすことの喜びを再

確認してもらい，運動の習慣化を目指す。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課，スポーツ協会，総合型地域スポーツ

クラブ ，関係団体 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 実施 

 

 

〔高齢者のスポーツ推進〕 

事業名 医療機関と連携した運動の習慣づけＰＲ 

内容 

医療機関と連携し，医療機関受診時や健康診断時等，健康に対する

意識が高まるタイミングに合わせ，市の健康づくり施策やフレイル

予防等のキーワードを周知し，運動を始めるきっかけとなるよう促

す。 

事業の実施主体等 【実施主体】スポーツ推進課，健康増進課，医療機関 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 実施 

関連する他の施策 働く世代のスポーツ推進 
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〔障がい者のスポーツ推進〕 

事業名 障がい者スポーツキャラバンの実施 

内容 

障がいの有無によらず楽しめる障がい者スポーツを，障がいのある

インストラクターが，市内の小学校を巡回して指導し，小学校と地

域の障がい者の相互交流にもつなげる。 

事業の実施主体等 

【実施主体】障がい福祉課 

【協  力】スポーツ推進課，学校教育課，スポーツ推進委員，関

係団体 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 １校（実施校数） 

関連する他の施策 子どもたちのスポーツ推進 

 

事業名 障がい者スポーツの認知度向上に向けた情報発信 

内容 

障がいの有無によらず楽しめる障がい者スポーツについて，内容及

び実際の大会等の様子を市ホームページ等で紹介し，認知度向上及

び普及促進に努める。 

事業の実施主体等 【実施主体】スポーツ推進課，障がい福祉課，関係団体 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 実施 

 

 

〔生涯にわたるスポーツ推進〕 

事業名 多分野のイベントにおける健康づくり企画の実施 

内容 

グルメ関係，団体企画(商工会等)関係，ステージ発表関係，スポーツ

関係など，それぞれ実施している複数のイベントや事業を調整し，

多分野にわたるイベントでの連携や各種イベントに健康づくり分野

のミニイベントの追加を検討するなど，日常と健康づくりの融合を

目指す。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課 

【協  力】観光課，経済企画課，関係団体 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

調査 実施 

 

 

〔情報共有によるスポーツの普及促進〕 

事業名 市ホームページの改善 

内容 

市ホームページに，スポーツ・健康づくり関連ページへの総合窓口

となるページを設定し，情報へ到達しやすくする。庁内関係部署へ

の相互リンクの設定など，相互連携・情報集約を行う。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課 

【協  力】広聴広報課，市関係課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

実施 実施 
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事業名 Webを活用した健康フェア 

内容 
Web開催可能な健康づくり教室や，自宅で取り組める動画等を，市

の YouTube アカウントで配信する。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課，総合型地域スポーツクラブ 

【協  力】市関係課，プロスポーツ団体 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

検討 ５種類（公開動画数） 

 

事業名 大型ショッピングセンターでのＰＲ（デジタルサイネージの活用） 

内容 

大型ショッピングセンターで実施されているデジタルサイネージに

おいて，健康づくりに関する情報や，市のホームページへの誘導の

ためのＰＲを掲出する。 

事業の実施主体等 
【実施主体】スポーツ推進課 

【協  力】広聴広報課，市関係課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

１回（実施回数） ２回（実施回数） 

 

事業名 総合的健康づくりパンフレットによる情報発信 

内容 

市内で実施されている健康づくり事業，教室，スポーツイベントに

ついて，幅広い分野を掲載したパンフレットを作成し，スポーツを

始めたくなるきっかけづくりに繋げる。 

事業の実施主体等 
【実施主体】総合型地域スポーツクラブ 

【協  力】スポーツ推進課 

工程・目標 
令和３年度 令和４年度 

１回（実施回数） １回（実施回数） 

 

 

  ～コラム～   太らないよう食事を減らしているので運動しなくていい？ 
 

日本ではおよそ 8割の人が運動不足を自覚していますが，２０１１年９月に発刊された医学雑誌「THE 

LANCET」 では，２００７年の日本において喫煙や高血圧に続き運動不足が原因で約５万人が死亡し

ているという報告が記載されています。 

国民医療費が４３兆円にも達する中，日々の健康増進や疾病予防につながると言われている「スポー

ツ」の実施が，医療費の抑制に貢献できる可能性を秘めています。 

 

また，「食べない・運動しない」の低エネルギー型の生活習慣による「痩せ」た女性は，骨や筋肉の「質」

が低下するだけでなく，様々な健康リスクを引き起こす可能性が高まります。歳を重ねても健康的な体

を保つには「適量の食事」「適度な運動」が必要です。まだ若いから大丈夫なんてことはありません。 

 

学生は塾や受験勉強，働く世代は家事や仕事などが忙しくてスポーツをする時間がないという声があ

りますが，通学時の電車やバスは一駅手前で下車して歩くことや，エレベーターやエスカレーターを使わ

ず階段を利用するなど，工夫によっては生活の中にスポーツを取り入れることも可能です。 

いつまでも健康な体で暮らしを楽しむためにも，生活の中に自然にスポーツが取り入れられる「スポ―

ツインライフ」という姿を目指して，出来ることから体を動かしてみませんか。 

【出典：スポーツ庁 Web広報マガジン DEPORTARE】 
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８ 終わりに 

アクションプランは，市民の皆さんの生活の中に自然にスポーツが取り込まれ，スポーツによる

幸福で豊かな生活を享受し，スポーツによる健康づくりが実現するよう，スポーツ実施率向上のた

めの新たなアプローチや，即効性のある取組をまとめたものです。 

スポーツを通じた健康増進については，徐々にその必要性や効果が浸透しつつある一方で，個々

人の行動変容を促し実行に移していくハードルは依然として高い面もあります。 

アクションプランが，期待する目的を達成するためには，こうした課題を解消し，より多くの実

施主体を巻き込んでいく社会的機運を醸成する努力が欠かせないと考えます。 

市では，アクションプランに掲げる個々の施策を実行するとともに，「施策に取り組むべき主体」

と位置付けている関係各方面において，アクションプランを踏まえた主体的・積極的な取組が展開

されるよう働きかけ，継続して普及啓発やスポーツ環境の整備を進めていきます。 

 

 

 

 

～コラム～   医師がスポーツを勧める時代！ 
 

人生 100年時代，生涯を通じて健康で生き生きと過ごすためには，運動やスポーツが必要不可欠で

す。運動やスポーツは，健康な人が疾病予防のために行うのはもちろんですが，生活習慣病などの患

者さんであっても適切に行えば，疾病の状態や生活の質を維持・改善するのに役立ちます。 

 

厚生労働省が提唱する健康増進普及月間の統一標語に「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後に

クスリ」というものがあります。このように，厚生労働省は１に運動を掲げています。運動・スポーツの良

いところは，食事療法や禁煙などと違って，嫌な思いや，我慢が生じるものではないという点です。 

運動・スポーツは，楽しみや喜びを感じながら，それがそのまま疾病の予防や治療につながるというの

が，極めて優れた点であると言えます。 

 

世界的に見れば，日本は素晴らしい医療を受けられる国の１つと言えますが，病気にならない，病気

にさせない体づくりが一番重要です。そのために，スポーツは重要な役割を担っています。 

スポーツをすることで生活に潤いや楽しみが増え，人生が豊かになります。楽しいことが健康につなが

るスポーツは私たちの生活に欠かすことができません。 

医師がスポーツを勧め，スポーツと医療が連携することで，健康な人だけでなく，患者さんであっても，

誰もが安全に，安心して楽しくスポーツができる世の中になります。 

【スポーツ庁 Web広報マガジン DEPORTAREより】 
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盛岡市スポーツを通じた健康づくりの推進に関する条例 

平成 31年３月 27日条例第 24号 

 

（目的） 

第１条 この条例は，スポーツを通じた健康づくりに関し，基本政策を定め，並びに市の責務，市民

等，スポーツ・健康づくり関連団体及び事業者の役割を明らかにするとともに，必要な事項を定め

ることにより，スポーツを通じた健康づくりに関する施策（以下「スポーツ健康施策」という。）

を総合的かつ計画的に推進し，もって市民が健康で生き生きとした暮らしを持続できる地域社会の

実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民等 市の区域内に居住する者のほか，市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び市の

区域内に存する学校に通学する者をいう。 

(２) スポーツ・健康づくり関連団体 市内においてスポーツ又は健康づくりに関連した活動を行う

法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。）をいう。 

(３) 健康づくり 心身の健康の保持及び増進を図るための取組をいう。 

（基本政策） 

第３条 市民が健康で生き生きとした暮らしを持続できる地域社会を実現するため，市民等，スポー

ツ・健康づくり関連団体，事業者及び市は，相互に協力し，次に掲げる事項の実現に努めるものと

する。 

(１) 生涯にわたるスポーツ活動による健康長寿社会（市民が健康な生活及び長寿を享受することが

できる社会をいう。）の形成 

(２) 地域におけるスポーツ活動による世代間の交流及び地域の活性化の推進 

（市の責務） 

第４条 市は，この条例の目的を達成するため，次に掲げる責務を有するものとする。 

(１) スポーツ健康施策を策定し，及び計画的に実施すること。 

(２) 広報活動，啓発活動その他の活動を通じて，スポーツを通じた健康づくりに関する市民の理解

を深めるよう努めること。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は，スポーツを通じた健康づくりに関する理解を深め，自らの健康の保持及び増進に

努めるとともに，スポーツ健康施策に協力するよう努めるものとする。 

（スポーツ・健康づくり関連団体の役割） 

第６条 スポーツ・健康づくり関連団体は，市のスポーツ健康施策の効果的な推進が図られるよう，

相互に連携するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は，その雇用する労働者がスポーツ活動を行いやすい環境の整備に努めるとともに，

スポーツ健康施策に協力するよう努めるものとする。 

（スポーツ健康施策の策定及び実施における留意事項） 

第８条 市長は，スポーツ健康施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，関係団体との協議の場を

設けるものとする。 

２ 市長は，スポーツ健康施策を進めるに当たっては，市民等の意見を反映することができるよう必

要な措置を講ずるものとする。 

（スポーツの機会の提供等） 

第９条 市長は，全ての市民等が生涯にわたって，体力，年齢，目的等に応じ，身近にスポーツに親

しむことができるよう，その機会を提供するとともに，地域におけるスポーツ活動が推進されるよ

う環境の整備に努めるものとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 


