
平成27～29年度の事業実績及び平成30年度の事業計画

27 28 29 課題 課題解決に向けての対策 具体的内容 実施状況・予定

１　スポー

ツによる地

域の活性化

１　スポー

ツ推進委

員・指導者

派遣事業

・運動能力アップ親子塾は4回実施

し、延べ87名の児童とその保護者が参

加しました。

・学童保育所出前講座は28回実施し、

延べ624人の児童が参加しました。

・健康課主催の健康予防事業で3回、

生涯学習課主催の公民館事業で1回実

施しました。

・運動能力アップ親子塾は4回実施

し、延べ65名の児童とその保護者が参

加しました。

・学童保育所出前講座は26回実施し、

延べ680人の児童が参加しました。

・千手分館と大隈分館の公民館事業に

おいて各1回実施し、延べ40人が参加

しました。

・運動能力アップ親子塾は3回実施

し、延べ122名の親子が参加しまし

た。

・学童保育所出前講座は25回実施し、

延べ586名の児童が参加しました。

・大隈分館の公民館事業において1回

実施し、20名が参加しました。

スポーツ推進委員は学童保育所出前講座を

中心に事業展開し、運動指導対象者の拡充

を図ってきました。指導においては講座あ

たりの指導者を2～3人と定めスポーツ推進

委員の指導負担の平準化を図ってきまし

た。また、荒木教授のコオーディネーショ

ントレーニング研修会や筑豊地区スポーツ

推進委員協議会の研修会等により委員のス

キルアップも図りました。現在、スポーツ

推進委員の運動指導は子どもに対する指導

が中心となっていますが、本事業の目的を

達成するためには、各公民館単位への運動

支援など、より地域に密着した事業展開が

必要です。

指導者の指導スキルの向

上を図るとともに、地域

における様々な年代に対

する指導を目指して、生

涯学習課や高齢者介護

課、健康課と連携した事

業を展開します。

①運動能力アップ親子塾は年中から小学3年生とその保護

者を対象に家庭でもできる運動遊びを紹介することで、

親子のスポーツ機会の充実を図ります。（スポーツ推進

委員）

②学童保育所出前講座は児童に対してコオーディネー

ショントレーニングとニュースポーツ等の運動指導をす

ることで、子どものスポーツ機会の充実を図ります。

（スポーツ推進委員）

③申し出に応じて地域の公民館等に出向いて運動指導を

実施することで、市民のスポーツ機会の充実を図りま

す。（スポーツ推進委員・地域活動指導員）

④スポーツ推進委員や地域活動指導員に各種研修会への

参加を促進することで、指導員の資質の向上を図りま

す。（スポーツ推進委員・地域活動指導員）

①運動能力アップ親子

塾は10月から12月まで

4回実施予定です。

②学童保育所出前講座

は各3回計21回を実施

予定です。

③嘉麻市社会福祉協議

会のふれあい・いきい

きサロンを対象に出前

講座を実施予定です。

④コオーディネーショ

ントレーニング研修会

を4月に実施しまし

た。

２　スポー

ツ情報提供

事業

・広報嘉麻及び嘉麻市公式ホームペー

ジで各種教室や大会の情報提供を行い

ました。

・荒木教授のコオーディネーション理

論について、毎月広報嘉麻に連載しま

した。

・スポーツ振興くじ助成金を活用し嘉

麻市スポーツ情報ホームページを3月

に公開、施設案内、教室・イベント情

報、団体情報、プロジェクトKの取り

組みなどの情報を掲載しました。

・広報嘉麻及び嘉麻市スポーツ情報

ホームページで各種教室や大会の情報

提供を行いました。

・荒木教授のコオーディネーション理

論については、嘉麻市スポーツ情報

ホームページに毎月連載しました。

・嘉麻市スポーツ情報ホームページに

市の主催事業や各種イベント情報など

スポーツ情報を集約することにより、

ホームページ閲覧件数が1か月平均で

28年度の約1,500件から29年度は約

3,500件に増加しました。

嘉麻市スポーツ情報ホームページを開設

し、施設利用案内や教室・イベント情報、

スポーツ団体情報、プロジェクトKの取り

組みなど嘉麻市のスポーツ情報の集約を図

り、情報提供してきました。掲載してきた

情報は、市が主催する事業が中心でしたの

で、今後は各種スポーツ団体等の情報も掲

載するなど内容の充実を図ることが必要で

す。

嘉麻市スポーツ情報ホー

ムページにおいて、目的

別に様々なスポーツ情報

を得ることができるよ

う、市体育協会や市内の

スポーツ団体、指定管理

者の情報など掲載内容の

充実を図ります。

①スポーツ教室やイベントに関する情報は、開催周知や

実施状況に関する情報を嘉麻市スポーツ情報ホームペー

ジに掲載します。

②市体育協会や市内のスポーツ団体、指定管理者のス

ポーツ教室や活動に関する情報を嘉麻市スポーツ情報

ホームページに掲載します。

３　スポー

ツによるコ

ミュニティ

創造事業

鴨生地区をモデル地区としたスポーツ

によるコミュニティ育成事業を年4回

実施予定。3回実施し延べ45名参加し

ました。

鴨生地区に対して出前講座を年2回実

施し、延べ28名が参加しました。他地

域の拡充については実施できませんで

した。

平成28年度から鴨生地区をモデル地区とし

て地域活動指導員による出前事業を実施し

ています。今後も鴨生地区への継続的な支

援を実施するとともに、事業の拡充を目指

し、生涯学習課など関係部署と連携した取

り組みが必要です。

事業の拡充を目指して出

前事業における支援内容

を定め、生涯学習課や高

齢者介護課等と連携し地

域の公民館で活動してい

る団体に対して出前講座

の啓発を行います。

地域活動指導員が地域の公民館等に出向き運動指導する

ことにより、市民の憩いの場の創出を図り、市民が健康

づくりに取り組みながら地域コミュニティが形成できる

よう支援します。

嘉麻市社会福祉協議会

のふれあい・いきいき

サロンを対象に出前講

座を実施しています。

４　スポー

ツ・健康教

室開催事業

・ストレッチヨガ（午前・夜の部）を

隔月、健康運動教室、シェイプアップ

教室、楽フィットネスを毎月実施しま

した。

・ストレッチヨガ（午前の部）につい

ては、託児を行い、参加者の拡充を実

施しました。教室参加者数は延べ

3,259名です。

・健康運動教室は毎月8回程度実施

し、延べ937名が参加しました。リズ

ミカルフィットは11月から毎月4回実

施し、延べ151名が参加しました。

・産後ママのリフレッシュケアを1月

から3月まで4回実施し、延べ27名が参

加しました。

・リズミカルフィットと産後ママにつ

いては託児を行い、参加者の拡充を図

りました。

・健康運動教室は毎月8回程度実施

し、延べ902名が参加しました。リズ

ミカルフィットは毎月4回程度実施

し、延べ512名が参加しました。

・産後ママのリフレッシュケアは1月

から3月まで3回実施し、延べ12名が参

加しました。

参加者の年齢区分は健康運動教室は60

～70代、リズミカルフィットは30～70

代、産後ママは20～30代です。リズミ

カルフィットと産後ママについては託

児を行い、参加者の拡充が実施できま

した。

託児付きの教室や産後の母親を対象にした

教室を実施し、参加者層の偏りや固定化の

解消を図ってきました。参加者は主に女性

で、年齢層は高齢者が中心ですが、子育て

世代の参加が増加しています。更なる参加

者層の拡充が必要です。

参加者数の増加、参加者

層の拡大のため、指導員

のスキルアップを図りな

がら、男性向け教室や障

がい者に対するスポーツ

教室の実施します。

①健康運動教室及びリズミカルフィットは、嘉穂総合体

育館や稲築体育館において定期的な運動教室を実施する

ことで、市民のスポーツ機会の充実を図るとともに新た

なコミュニティの形成を図ります。

②産後ママのリフレッシュケアは0歳児を養育する母親を

対象に自宅でできるトレーニングや食事指導を実施する

ことにより、産後の母親のスポーツ機会の充実や健康増

進を図るとともに新たなコミュニティの形成を図りま

す。

③男性向けや障がい者に対するスポーツ教室を実施する

ことにより、参加者層の拡充を図るとともに、男性や障

がい者のスポーツ機会の充実を図ります。

①健康運動教室とリズ

ミカルフィットは毎月

実施しています。

②産後ママのリフレッ

シュケアは全4回を2

クール実施予定です。

③65歳以上の男性を対

象に、腰痛や肩こりな

ど悩みに応じた筋力ト

レーニング教室を全4

回を3クール実施予定

です。

平成30年10月3日　平成30年度第2回嘉麻市スポーツ推進審議会　資料

平成27～29年度の事業実績 平成30年度の事業計画
基本目標 基本施策
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５　スポー

ツ大会誘

致・スポー

ツ大会支援

・誘致大会については、フットサルの

大会、九州リーグ、県リーグなど19

回、九州地区大学バスケット大会が3

回、テコンドー交流大会が1回、プロ

バスケットボール「ライジング福岡」

の公式戦が2回、ギラヴァンツ北九州

の大会が1回開催され、6,050名が参加

しました。

・合宿については、少年サッカークラ

ブが4日間、高校の部活が13日間行わ

れ1,348名が参加しました。

・誘致大会については、フットサルの

県リーグやアビ・ギラフットサル筑豊

大会等が35回、テコンドー交流大会、

全九州空手道選手権大会、マーチン

グ・バトントワリング福岡県大会が1

回開催され10,096名が参加しました。

・合宿については、少年スポーツクラ

ブ関係が9日間、高校の部活が21日間

行われ1,954名が参加されました。

・誘致大会については、フットサル県

リーグ、全日本ユース福岡県大会、ア

ビ・ギラフットサル筑豊大会等が38回

開催され、9,562名が参加しました。

また、平成29年11月24日～25日に開

催された中学校駅伝九州大会の支援を

行い、約1,100名が参加しました。

・合宿については、少年スポーツクラ

ブ関係が5日間、高校の部活が15日間

行われ、1,318名が参加しました。

交流人口の増加のため、スポーツ大会及び

合宿誘致の各団体への働きかけと合わせ

て、ホームページなどを利用して広く情報

提供を行うことが必要です。

周辺のお弁当店や飲食

店、宿泊施設等をホーム

ページに掲載し、広く情

報提供するとともに、ボ

ルダリング施設が整備さ

れたことから、産業振興

課と連携し交流人口の増

加に努めます。

各団体に働きかけ、大会や合宿を誘致します。 嘉穂総合体育館を準

ホームアリーナとし

て、福岡県初の日本

フットサルリーグ（Ｆ

リーグ）、ボルクバ

レット北九州の試合が

平成30年8月5日と8月

19日に開催され、10月

7日にも開催予定で

す。

２　スポー

ツ環境の整

備

１　スポー

ツ施設情報

提供事業

嘉穂総合運動公園において、施設の利

用者やその保護者及び観覧者等が気軽

に施設内でウォーキング・ジョギング

できるよう公園周辺のウォーキング・

ジョギングマップを設置することで、

ウォーキング・ジョギング人口の増加

を図りました。

スポーツ施設を活用したウォーキング・

ジョギングコースの増設を図るとともに、

市民が気軽にスポーツ施設を利用できるよ

う、施設で実施できる運動を情報提供する

ことが必要です。

スポーツ施設を活用した

ウォーキング・ジョギン

グコースの増設を進めま

す。また施設で実施でき

る運動を広報嘉麻やホー

ムページで情報提供しま

す。

市内のスポーツ施設において、施設の利用者やその保護

者及び観覧者等が気軽に施設内でウォーキング・ジョギ

ングできるよう施設周辺のウォーキング・ジョギング

マップを設置することで、ウォーキング・ジョギング人

口の増加を図ります。

サルビアパーク周辺の

ウォーキング・ジョギ

ングマップを設置予定

です。

２　人間に

有益なス

ポーツ運動

施設の改善

事業

「荒木式」スポーツコオーディネー

ショントレーニング教室受講者の保護

者に対して荒木秀夫教授による脳機能

発達を目指したスポーツ環境の整備に

関する講話を実施し、身近な家庭環境

における脳機能の発達を意識した環境

づくりの啓発を図りました。研修会へ

は保護者16名が参加しました。

環境整備の対象は、身近な家庭環境から公

共施設までと広範囲であるため、まずは身

近な家庭環境に対する心理的・行動的に有

益な環境づくりへの取り組みが必要です。

身近な家庭環境に対する

脳機能発達を目指した生

活環境の改善について市

民への啓発を進めます。

①「荒木式」スポーツコオーディネーショントレーニン

グ教室受講者の保護者に対して荒木秀夫教授による脳機

能発達を目指したスポーツ環境の整備に関する講話を実

施することで、身近な家庭環境における脳機能の発達を

意識した環境づくりの啓発を図ります。

②嘉麻市スポーツ情報ホームページにおいて、荒木教授

による脳機能発達を目指した生活環境の改善に関する研

修会の内容を情報提供します。

スポーツコオーディ

ネーショントレーニン

グ教室受講者の保護者

に対し、荒木先生の講

話を実施予定です。

３　自然の

なかでの豊

かな運動環

境の開発事

業

市内の史跡や自然を活用したウォーキ

ングコースを作成し、ウォーキングイ

ベントを実施することで、ウォーキン

グ人口の増加を図りました。文化財係

と連携し、嘉穂地区及び稲築地区の史

跡を巡るコースを作成。11月に嘉穂地

区、3月に稲築地区のコースでイベン

トを開催しました。延べ30名が参加し

ました。

文化財係と連携し大法白馬山周辺の史

跡を巡るトレッキングコースを作成

し、3月にトレッキングイベントを実

施しました。10名が参加しました。

嘉穂地区の益冨山周辺のハイキング

コースで文化財係と連携したイベント

を開催し16名が参加しました。

史跡や自然を活用したコースの増設を図り

ながら、随時イベントを開催することが必

要です。また、イベントを実施したコース

を市民が手軽に利用できるよう情報提供す

ることが必要です。

市内の史跡など教育・文

化資産を活用し、その所

属機関と連携を図りなが

らコースの増設、イベン

トの開催を実施します。

また、市民が気軽に何度

もコースを利用できるよ

うコースの案内表示や情

報提供の充実を図りま

す。

①市内の史跡などを巡るウォーキングコースやトレッキ

ングコースを作成しイベントを実施します。

②嘉麻市スポーツ情報ホームページにおいて、コースの

案内やイベント情報を随時情報提供します。

熊ヶ畑地区コースの

ウォーキングイベント

を4月に実施しまし

た。10月に碓井地区

コースを実施予定で

す。
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３　生涯ス

ポーツの推

進

１　子育

て・子育ち

支援事業

・スポーツ振興くじ助成金を活用し、

コオーディネーショントレーニング指

導者用DVD（乳幼児編）を100枚作

成。公立保育所、私立保育園、私立幼

稚園に配布しました。

・乳児を対象としたコオーディネー

ション理論やトレーニングを掲載した

啓発冊子「家庭でできる乳児コオー

ディネーショントレーニング」を配布

することにより、保護者が家庭でト

レーニングできるよう普及を図りまし

た。啓発冊子は400冊作成しました。

・家庭でできる乳児コオーディネー

ショントレーニングガイドブックを4月

から母子健康手帳と合わせて配布しま

した。配布については健康課に依頼

し、約250部配布しました。

・こどもクリニックは、2歳児が1名受

講しました。

・啓発冊子は、健康課を通じて、生後

2か月を経過した赤ちゃんの家庭訪問

の際に、保護者に対して212部配布し

ました。

・こどもクリニックは1名が受講しま

した。

指導者の育成については、指導者用DVDを

市内の乳幼児施設に配布し、また、荒木教

授による研修会を実施してきました。保護

者への啓発は、啓発冊子を作成し、健康課

を通じて保護者に配布しています。運動の

苦手な子や動きの気になる子、発達障がい

や障がいを持つ子を対象にした荒木教授に

よるこどもクリニックも実施しています。

年々こどもクリニックの要望が増加してお

り。動きの気になる子などを対象にした支

援の充実を図ることが必要です。

動きの気になる子などを

対象にした支援について

は、今後も指導者の育成

を図るとともに、保護者

向けの啓発、こどもクリ

ニックの開催や情報の共

有など支援の充実を図り

ます。

①乳幼児施設職員を対象に荒木教授によるコオーディ

ネーショントレーニング指導者研修会を実施することに

より、乳幼児施設の指導者の育成を図ります。

②家庭でできる乳児コオーディネーショントレーニング

ガイドブックを配布することにより、保護者が家庭でト

レーニングできるよう普及を図ります。

③子どもの発達に不安のある家庭を対象に荒木教授とマ

ンツーマンでコオーディネーション理論の観点から子ど

もの様子を観察しアドバイスを行う「こどもクリニッ

ク」を実施することにより、保護者が子どもの発達に応

じた子育てができるようトレーニングの普及を図りま

す。

④こどもクリニックにおける荒木教授の助言内容をデー

タベース化し、発達支援に関係する機関や保護者に対し

て情報の共有を図ります。

①保育士を対象に発達

の遅れが気になる子ど

もに対するコオーディ

ネーショントレーニン

グ研修会を7月に実施

しました。2月に2回目

を実施予定です。

②私立保育園6ヵ所、

私立幼稚園3ヵ所が、

補助金を活用し月1～2

回程度トレーニングを

実施しています。

２　保育、

幼児教育の

推進事業

・コオーディネーショントレーニング

指導は、私立保育園5ヵ所、私立幼稚

園3ヵ所が補助金を活用し月1回程度ト

レーニングを実施しました。

・こどもクリニックは、幼児が2名受

講しました。

・スポーツ振興くじ助成金を活用し、

コオーディネーショントレーニング指

導者用DVD（乳幼児編）を100枚作

成。公立保育所、私立保育園、私立幼

稚園に配布しました。

・コオーディネーショントレーニング

指導は、私立保育園6ヵ所、私立幼稚

園3ヵ所が補助金を活用し月1回程度ト

レーニングを実施しました。

・こどもクリニックは、幼児が7名受

講しました。

・コオーディネーショントレーニング

指導は、私立保育園6ヵ所、私立幼稚

園3ヵ所が補助金を活用し月1回程度ト

レーニングを実施しました。

・こどもクリニックは4名が受講しま

した。

指導者の育成については、指導者用DVDを

市内の乳幼児施設に配布し、また、荒木教

授による研修会を実施してきました。指導

については、公立保育所は市保育士による

定期的な実技指導を実施し、私立保育園・

幼稚園にはトレーニングが取り組めるよう

財政支援を実施しています。運動の苦手な

子や動きの気になる子、発達障がいや障が

いを持つ子を対象にした荒木教授によるこ

どもクリニックも実施しています。年々こ

どもクリニックの要望が増加しており。動

きの気になる子などを対象にした支援の充

実を図ることが必要です。

動きの気になる子などを

対象にした支援について

は、今後も指導者の育成

を図るとともに、保護者

向けの啓発、こどもクリ

ニックの開催や情報の共

有など支援の充実を図り

ます。

①乳幼児施設職員を対象に荒木教授によるコオーディ

ネーショントレーニング指導者研修会を実施することに

より、乳幼児施設の指導者の育成を図ります。

②私立保育園、私立幼稚園については、トレーニング指

導に係る経費を補助するプロジェクトＫ事業推進補助金

を交付することで、トレーニングの普及を図ります。

③子どもの発達に不安のある家庭を対象に荒木教授とマ

ンツーマンでコオーディネーション理論の観点から子ど

もの様子を観察しアドバイスを行う「こどもクリニッ

ク」を実施することにより、保護者が子どもの発達に応

じた子育てができるようトレーニングの普及を図りま

す。

④こどもクリニックにおける荒木教授の助言内容をデー

タベース化し、発達支援に関係する機関や保護者に対し

て情報の共有を図ります。

①保育士を対象に発達

の遅れが気になる子ど

もに対するコオーディ

ネーショントレーニン

グ研修会を7月に実施

しました。2月に2回目

を実施予定です。

②私立保育園6ヵ所、

私立幼稚園3ヵ所が、

補助金を活用し月1～2

回程度トレーニングを

実施しています。

３　小学

生、中学生

のスポーツ

運動を通じ

た総合教育

の推進事業

・スポーツ推進課職員によるトレーニ

ング指導を7校の小学校で実施しまし

た。

・こどもクリニックは、小学生4名、

中学生1名が受講しました。

・スポーツ振興くじ助成金を活用し、

コオーディネーショントレーニング指

導者用DVD（小学生編）を100枚作

成。各小学校及び学童保育所に配布し

ました。

・スポーツ推進課職員によるトレーニ

ング指導をすべての小学校で実施しま

した。

・こどもクリニックは、小学生3名が

受講しました。

・スポーツ推進課職員によるトレーニ

ング指導をすべての小学校で実施しま

した。

・こどもクリニックは6名が受講しま

した。

指導者の育成については、指導者用DVDを

市内の各小学校に配布し、また、荒木教授

による研修会を実施してきました。指導に

ついては、すべての小学校で運動指導が実

施できています。また、運動の苦手な子や

動きの気になる子、発達障がいや障がいを

持つ子を対象に、荒木教授によるこどもク

リニックも実施しています。中学校に対す

る運動指導は未実施ですが、徳島大学内指

導者研修会に中学校の教員が参加されたこ

とと、嘉穂中学校への試行も実施でき、少

しずつですが広がりを見せています。今後

も小学校への継続的な実施と中学校への普

及の促進が必要です。また、年々こどもク

リニックの要望が増加しているため、動き

の気になる子などを対象にした支援の充実

を図ることが必要です。

小中学校の教員に対する

研修会を充実し、更なる

指導者の育成を図るとと

もに、動きの気になる子

などを対象にした支援に

ついては、こどもクリ

ニックの開催や情報の共

有、乳幼児施設との連携

など支援の充実を図りま

す。

①小中学校教員を対象に荒木教授によるコオーディネー

ショントレーニング指導者研修会を実施することによ

り、小中学校の指導者の育成を図ります。

②小学校児童を対象に、スポーツ推進課職員によるト

レーニング指導を実施することにより、小学校における

トレーニングの普及を図ります。

③子どもの発達に不安のある家庭を対象に荒木教授とマ

ンツーマンでコオーディネーション理論の観点から子ど

もの様子を観察しアドバイスを行う「こどもクリニッ

ク」を実施することにより、保護者が子どもの発達に応

じた子育てができるようトレーニングの普及を図りま

す。

④こどもクリニックにおける荒木教授の助言内容をデー

タベース化し、発達支援に関係する機関や保護者に対し

て情報の共有を図ります。

⑤学校教育課と連携し小学校における体育専門指導者の

配置ついて検討します。

⑥中学校に対するコオーディネーショントレーニングの

導入を促進します。

①小中学校の教員を対

象とした研修会を7月

に実施しました。ま

た、中学校保健体育科

教員を対象とした研修

会を10月に実施しまし

た。

②小学校への運動指導

は、全ての小学校で実

施しています。原則低

学年は学期に2回、高

学年は学期に1回実施

しています。
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平成27～29年度の事業実績及び平成30年度の事業計画

27 28 29 課題 課題解決に向けての対策 具体的内容 実施状況・予定

平成30年10月3日　平成30年度第2回嘉麻市スポーツ推進審議会　資料

平成27～29年度の事業実績 平成30年度の事業計画
基本目標 基本施策

６　高齢者

の生きがい

ある生活実

現のための

事業

高齢者介護課主催の運動教室において

コオーディネーショントレーニングを

実施することにより、高齢者に対する

トレーニングの普及を図りました。碓

井文化ホールにおいて計14回実施し、

終了後ＯＢ会が発足しました。

稲築公民館とサルビアパークにおい

て、それぞれ計12回実施し、約20名が

参加しました。また、昨年度までに実

施した教室（4箇所）がOB会として継

続的に自主運営しています。

山田、嘉穂、碓井、稲築の4地区にお

いて毎月1回～4回実施し、それぞれの

教室に約20名が参加しました。

高齢者に対するコオーディネーショント

レーニングの普及については、高齢者介護

課が主催する運動教室においてコオーディ

ネーショントレーニングを実施していま

す。指導者の育成は、平成28年度に高齢者

関係施設の職員を対象に研修会を実施し指

導者の育成を図りましたが、高齢者全体に

対する体系的な導入には至っていません。

体系的な導入を目指し、まずは高齢者関係

施設への普及の促進が必要です。

高齢者施設職員に対する

研修会を充実し、更なる

指導者の育成を図りま

す。

高齢者関係施設職員を対象に荒木教授によるコオーディ

ネーショントレーニング指導者研修会を実施します。

高齢者関係職員に対す

る研修会は10月以降に

実施予定です。

４　競技ス

ポーツの推

進

１　各種競

技大会、未

経験の競技

体験会の開

催事業

・市民総合体育大会には14種目約900

名が、県民体育大会には150名が参加

しました。

・嘉麻シティマラソン大会は約1,000

名が参加しました。

・子ども駅伝大会は駅伝やマラソンな

どの競技に延べ560名が参加しまし

た。

・小学4～6年生を対象としたカヌー教

室は5回実施し、18名の児童が参加。

・市民総合体育大会には10種目約600

名が、県民体育大会には157名が参加

しました。

・嘉麻シティマラソン大会は約650名

が参加しました。

・子ども駅伝大会は駅伝やマラソンな

どの競技に延べ656名が参加しまし

た。

・カヌー教室は5回実施し、延べ58名

の児童が参加しました。

・市民総合体育大会には16種目895名

が、県民体育大会には9種目147名が参

加しました。

・嘉麻シティマラソン大会は826名の

申し込みがありましたが天候不良によ

り中止になりました。

・子ども駅伝は駅伝やマラソンなどの

競技に延べ644名が参加しました。

・カヌー教室は3回実施し、延べ30名

の児童が参加しました。

市体育協会やその加盟する団体、各種実行

委員会に対し、各種教室や大会が円滑に実

施できるよう財政的な支援を実施していま

す。また、未経験の競技体験会としてカ

ヌー教室を実施しています。未経験のス

ポーツ体験会については、子ども達が様々

なスポーツに関心が持てるようカヌー教室

以外のスポーツについても実施することが

必要です。

カヌー教室以外のスポー

ツ教室については、嘉麻

市の特性を生かしたス

ポーツ教室を実施しま

す。

①市体育協会及び各実行委員会に対して、各種教室や大

会が円滑に実施できるよう財政的支援を実施します。

②カヌー、トレイルランニング、ボルダリング等のス

ポーツ体験会を実施します。

②カヌー教室は8月に4

回実施しました。

２　子ども

達のスポー

ツと競技力

向上への関

心を高める

事業

・子ども達の競技スポーツへの関心を

高めまるためドッジボール大会を開催

し、市内小学校の低学年5チーム、高

学年3チーム、87名の児童が参加しま

した。

・プロバスケットボール選手の橋本選

手、金丸選手、堤選手による教室を実

施し、市内の年長から小学生までが40

名、中・高校生が103名の計143名が参

加しました。

・県事業ふくおか夢体験事業を活用

し、元ソフトバンクホークスの柴原選

手による野球教室を実施しました。市

内外の小学生58名が参加しました。

・ドッチボール大会は市内小学校の低

学年4チーム、高学年9チーム、135名

の児童が参加しました。

・プロバスケットボール選手の橋本選

手による教室を実施し、市内の年長か

ら小学生までが23名、中・高校生が61

名の計84名が参加しました。

・元ソフトバンクホークスの柴原選手

による野球教室を実施し、市内小学生

47名が参加しました。

・ドッジボール大会は市内小学校の低

学年3チーム、高学年5チーム93名の児

童が参加しました。

・元日本代表選手によるバレーボール

教室を実施し、市内の小学生44名、中

学生24名の計68名が参加しました。

・小学3年生を対象に荒木式スポーツ

コオーディネーショントレーニング教

室を開催し、市内の小学3年生15名

が、基礎的なトレーニングのほか水

泳、テニス、バレーボールのトレーニ

ングを受講しました。

子ども達のタレント発掘と競技力育成に向

けた事業については、平成29年度からサル

ビアパークにおいて指定管理者と連携し、

小学3年生を対象とした荒木式スポーツコ

オーディネーショントレーニングを実施し

ています。29年度は水泳、テニス、バレー

ボール競技の種目を実施しました。その他

の種目についても実施できるよう事業の充

実が必要です。

荒木式スポーツコオー

ディネーショントレーニ

ングについては、様々な

種目の教室が実施できる

よう、各種スポーツ団体

と連携を図ります。

①小学生を対象としたドッジボール大会を実施すること

で子ども達の競技スポーツへの関心を高めます。

②トップアスリート選手によるスポーツ教室を実施する

ことで、夢と希望を持ってスポーツに取り組む子ども達

の育成を図ります。

③小学3年生を対象とした荒木式スポーツコオーディネー

ショントレーニング教室を開催し、低学年期に応じたス

ポーツコオーディネーショントレーニングプログラムを

実施することで、将来さまざまなスポーツに対応できる

よう、子どもの潜在能力の全体的な育成を図ります。

①ドッジボール大会は

1月に実施予定です。

②橋本選手によるバス

ケットボール教室を8

月に実施しました。

③荒木式スポーツコ

オーディネーショント

レーニング教室は昨年

度受講の4年生と今年

度受講の3年生を対象

に実施しています。

３　指導者

養成・育成

とスポーツ

科学の普及

事業

・荒木先生による市内研修会を6回実

施しました。参加人数は教員や保育士

など延べで約130名が参加しました。

また、徳島大学内研修会を実施し小学

校教員4名が参加しました。

・嘉穂総合体育館に朝原宣治氏を招

き、嘉麻市スポーツシンポジウムを実

施しました。教員や保育士など約150

名が参加しました。

・市内研修会を6回実施しました。参

加人数は延べで、スポーツ推進委員42

名、小学校教員38名、保育士167名、

学童保育士4名、スポーツ指導者21

名、高齢者関係職員19名、その他県や

市の職員等34名、計325名が参加しま

した。また、徳島大学内研修会を実施

し小学校教員3名、保育士5名の計8名

が参加しました。

年間5回の研修会を実施し、延べでス

ポーツ推進委員14名、小学校教員28

名、中学校教員13名、保育士111名、

学童保育士2名、高齢者施設関係者7

名、その他26名の計194名が受講しま

した。

スポーツ指導者の育成については、競技力

向上の土台となるコオーディネーショント

レーニングの指導者研修会を中心に実施し

ました。スポーツ推進委員や地域活動指導

員をはじめ、乳幼児施設職員、小中学校教

員、高齢者関係施設職員など多くの指導者

が受講しています。今後もコオーディネー

ショントレーニング研修会の内容の充実を

図るとともに、幅広いスポーツ指導者の発

掘、育成を図ることが必要です。

今後もコオーディネー

ショントレーニング研修

会の内容の充実を図ると

ともに、幅広いスポーツ

指導者の発掘、育成を図

ります。また、コオー

ディネーショントレーニ

ング指導者相互の意見交

換や課題の共有ができる

ようネットワークを作り

ます。

①荒木教授によるコオーディネーショントレーニングを

はじめ身近なスポーツ科学や運動科学、栄養学などに関

する研修会を実施することで、指導者の育成を図りま

す。

②公認スポーツ指導者資格に関する情報を提供すること

で、競技力の向上を目指した指導者の育成を図ります。

③指導者相互の連携や課題の共有ができるようコーディ

ネーショントレーニング指導者のネットワークを設置す

ることで、コオーディネーション理論の知識及びトレー

ニング指導の技術の向上を図ります。

①コオーディネーショ

ントレーニング研修会

は、スポーツ推進委

員、保育士、小中学校

教員、中学校保健体育

科教員を対象とした研

修会を実施しました。

11月以降に、保育士、

障がい者施設職員、高

齢者施設職員を対象と

した研修会を実施予定

です。
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