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冬季オリンピックの動向

○ソチ冬季オリンピックにおけるスキー競技
（男子27種目，女子22種目）
・アルペン
・クロスカントリー
・ジャンプ
・ノルディック複合
・フリースタイル
・スノーボード
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競技力向上のための取組

○マルチサポート戦略事業によるアスリート支援
メダル獲得が期待できる競技に対し，アスリート支援や研究開発について，
多方面から専門的かつ高度な支援を戦略的・包括的に実施するもの

例）フィードバックシステムの構築，スキー用ワックスの開発など

○マルチサポート・ハウス
ソチ冬季大会において，競技直前の準備のために，選手村村外に設置された
スポーツ医・科学，情報面等の総合的なサポート拠点

機能 内容

コンディショニングミール 疲労回復やウェイトコントロールなどエネルギー調達可能な選手用
の食事の提供

リカバリーボックス 持ち出し用の補食の提供（おにぎり，オレンジジュース等）

メディカル・ケア マッサージベッド，多機能電気治療器，高周波治療器，レーザー
治療器等の設置

リカバリープール 交代浴用のビニールプールの設置

トレーニングルーム 自転車エルゴメーター，バランスボール，
ストレッチマット等の設置

映像分析 映像分析用の作業スペースの提供

用具整備サポート
メンテナンス機器等補完

プラズマ処理装置等の設置（スピードスケート）
ストラクチャーマシンの設置（ノルディック複合）
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マ ル チ サ ポ ー ト 戦 略 事 業
（前年度予算額：2,834,069千円）
27年度予定額：3,100,000千円

オリンピック競技・パラリンピック競技を対象に、我が国のトップアスリートが世界の強豪国に競り勝ち、確実にメダルを獲得することができるよう、メダル
獲得が期待される競技をターゲットとして、アスリート支援や研究開発について、多方面から専門的かつ高度な支援を戦略的・包括的に実施する。
2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでのマルチサポート・ハウスの設置に向け、リオデジャネイロで継続的に有益な情報収集を行い、確
実かつ安定的に準備を行うための戦略拠点の設置等を行う。

強化合宿や競技大会における動作分析、ゲーム分析、情報収集、栄養サポート、コ
ンディショニングサポート、心理サポートなど、各分野の専門スタッフが、スポーツ医・科
学、情報等を活用して、トップアスリートが試合に勝つために必要なサポートを実施。

我が国の科学技術を活用して、選手専用（テーラーメイド型）の競技用具やウェ
ア、シューズ、日本人の弱点を強化するための専用トレーニング器具、コンディショニ
ング、疲労回復方法等の研究開発を実施。

2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックにおいて、競技直前の準備のために選手、コー
チ、サポートスタッフが必要な機能（分析サポート、リカバリー・コンディショニング、コミュニケーショ
ン・リラックス、情報戦略）を選択できるマルチサポート・ハウスの設置に向け、戦略的な準備を行
う。

アスリート支援

マルチサポート・ハウスの設置の準備

研究開発

バイオメカニクス
／マテリアル心理学

情報戦略・評価

栄養学 動作分析

マネジメント生理学

医 学科 学

第３０回オリンピック競技大会（2012/ロンドン）
マルチサポート・ハウス

□ マルチサポート・ハウスの設置に向けた最前線の戦略拠点をリオデジャネイロに設置。
□ リオデジャネイロで継続的に有益な情報収集を行い、確実かつ安定的に準備等を実施。

第２２回オリンピック冬季競技大会（2014/ソチ）
マルチサポート・ハウス
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競技力向上のための取組

○アスリートのための強化・研究活動等の拠点
・国立スポーツ科学センター
・ナショナルトレーニングセンター

（写真：風洞実験棟での練習風景（左），ハイパフォーマンス・ジム(右)）

・ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設

(グラフ)競技別強化拠点施設の年間稼働率
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スキー（ジャンプ）
（札幌市ジャンプ競技場
（大倉山、宮の森））

バイアスロン
（西岡バイアスロン
競技場）

アイスホッケー
（苫小牧白鳥アリーナ）

カーリング
（軽井沢風越
公園カーリング
ホール（軽井沢
アイスパーク））

サッカー
（堺市立サッカー・
ナショナル
トレーニング
センター）

ボート

（戸田公園漕艇場及び
国立戸田艇庫）

馬術
（御殿場市馬術・
スポーツセンター）

ライフル射撃
（埼玉県長瀞射撃場）

アーチェリー
（ヤマハリゾート
「つま恋」アーチェ
リー競技場）

自転車
（日本サイクル

スポーツセンター）

ボブスレー・
リュージュ

（長野市ボブスレー・
リュージュパーク
「スパイラル」）

スピードスケート
（長野市オリンピック
記念アリーナ
「エムウエーブ」）

高地トレーニング
（飛騨御嶽高原高地
トレーニングエリア）

ホッケー
（岐阜県
グリーン
スタジアム）セーリング

（和歌山マリーナ
（ディンギー
マリーナ））

フィギュアスケート
（中京大学アイスアリーナ
「オーロラリンク」）

ショートトラック
（帝産アイススケート
トレーニングセンター）

近代五種
（自衛隊体育学校）

２０競技等2５施設（平成２７年１月１日時点）

高地トレーニング
（蔵王坊平
アスリート
ヴィレッジ）

カヌー
（スプリント）
（木場潟カヌー
競技場）

スキー
（ノルディック複合）
（白馬ジャンプ競技場

及び白馬クロスカ
ントリー競技場）

ラグビー
（熊谷スポーツ文化公園）

ゴルフ
（フェニックス・
シーガイア・
リゾート）

カヌー
（スラローム）
（富山市立
室牧公民館高熊分館
「井田川カヌー競技場」）

ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設一覧

スピードスケート
（明治北海道十勝オーバル
（帯広の森屋内スピード

スケート場））
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国民体育大会冬季大会について

○冬季国体の開催実績（スキー競技部分）

○文部科学省における冬季国体への支援
・国民体育大会開催事業
・スポーツ振興くじ助成
（日本スポーツ振興センター所管）

開催地 参加選手・監督数

第66回(H23) 秋田県 1497名

第67回(H24) 岐阜県 1487名

第68回(H25) 秋田県 1479名

第69回(H26) 山形県 1485名

第70回(H27) 群馬県 （H27年2月20日開催）

第71回(H28) 岩手県 （H28年2月20日開催）
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冬季アジア札幌大会の開催への協力

○国際競技大会の招致・開催
→トップレベルの競技に触れることのできる機会の創出
→国内外からの観光客の獲得

○2017年札幌冬季アジア大会の開催
（１）大会概要

・開催期間 ：2017年2月19日～26日
・開催都市 ：札幌市、帯広市（帯広市はスピードスケートのみ開催）
・参加国数等：約30の国と地域から選手・役員約1,200人が参加

観客数は約90,000人

（２）文科省における札幌大会の開催に対する支援

・スポーツ振興くじ助成（日本スポーツ振興センター所管）

・JOC及び大会組織委員会と連携した大会開催準備
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オリンピック・パラリンピック・ムーブメントの推進

○2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて，
「オリンピック・パラリンピック・ムーブメント」を推進することが必要。

（参考：オリンピック憲章）
オリンピック・ムーブメントは、オリンピズムの諸価値に依って生きようとする
全ての個人や団体による、IOC の最高権威のもとで行われる、計画され組織された
普遍的かつ恒久的な活動である。

オリンピック・ムーブメントの目的は、オリンピズムとその諸価値に従いスポーツを
実践することを通じて若者を教育し、平和でよりよい世界の建設に貢献することである。

○2018年平昌冬季オリンピック・パラリンピックなども踏まえながら，
オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを全国に波及させる。
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パラリンピック冬季大会について

○パラリンピックの起こり
1989年 国際パラリンピック委員会（IPC）設立
1960年 第1回パラリンピック夏季大会（イタリア・ローマ）
1976年 第1回パラリンピック冬季大会（スウェーデン・エンシェルツヴィーク）

○パラリンピアンへの支援体制
・平成26年度より，障害者スポーツが厚生労働省から文部科学省に移管
→パラリンピアンの強化についても，オリンピアンの強化と一体的に取り組む

（参考）
「スカパー！」が日本初となる24時間パラリンピック専門チャンネルを開設
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トップアスリートへの表彰について

○アスリートに対する顕彰・表彰による社会的な機運の醸成

○文部科学省では，アスリート等を対象とした顕彰・表彰を実施
・スポーツ功労者顕彰
・オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会優秀者等顕彰・表彰
・国際競技大会優秀者等表彰 など

（写真）下村文部科学大臣から賞状を受け取る上村愛子選手(左)，葛西紀明選手(右)
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スポーツによる地域活性化推進事業

「日本再興戦略」において「スポーツ立国を目指し、国際競技力の向上、生涯スポーツ社会の実現、スポーツによる健康づくり等を推進す
る。」こととされるとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2014」では2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の開催に向けた
取組として「東京大会等を契機として、スポーツを通じた街おこし」を推進することとされたところである。
これらを受けて、スポーツが持っている本来の力を引き出すことにより、各地域でスポーツを活用したコミュニティを構築し、他者との協

働や公正さと規律を重んじる社会、健康で活力に満ちた長寿社会、地域の人々の主体的な協働により、深い絆で結ばれた一体感や活力がある
地域社会を目指す。

目的・要旨

スポーツを通じた健康増進の意識の醸成や運動・スポーツへの興味・関心を喚起する取組とともに、さらにはスポーツツーリズムを活用し
た地域の活性化など、以下の事業を実施することにより、スポーツによる地域の活性化を促進する。

事業内容

スポーツによる健康づくり・スポーツを通じた街おこし

(1)スポーツを通じた健康長寿社会等の創生 (2)地域スポーツコミッションの活動支援
中高齢者など自身の健康づくりの必要性を感じているものの、行動に移せな
い者などを対象として、運動・スポーツへの興味・関心を喚起するため、
➢健康ポイント等のインセンティブ付き運動・スポーツプログラムの実施
➢オリンピアン・パラリンピアンなどを活用した各種スポーツイベント（競技
体験会等）の開催

➢ヘルスリテラシー（健康に関する知識・理解）向上のためのシンポジウ
ムや健康運動・スポーツ教室

などの地方公共団体が行うスポーツによる健康増進の取組を支援することを
通じて、運動・スポーツに対する無関心層を減らすとともに、スポーツ実施者を
増やすことにより、健康寿命の延伸を図り、超高齢化や人口減少社会の進
展にも対応できるスポーツを通じた地域の活性化を目指す。

地域スポーツコミッションが実施する新たなスポーツイベントの創出及
び誘致等の取組を支援することにより、地域におけるスポーツを活性化
するとともに、スポーツを観光資源とした地域の活性化の促進を図る。

地域スポーツコミッションとは・・・地域におけるスポーツ振興、スポーツツーリズム推進に、
地方公共団体、民間企業（スポーツ産業、観光産業など）、スポーツ団体等が連
携・協働して取り組むことを目的としている地域レベルの連携組織のこと。

ス ポ ー ツ 立 国 の 実 現

（ 新 規 ）
27年度予定額：305,619千円

地 方 公 共 団 体

補助 補助
国
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地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト

学校
（運動部活動）

総合型クラブ
小学校
（体育）

○ 小学校体育活動
コーディネーター
としてアスリート
スタッフを派遣

体育の授業等の支援

○ 地域のジュニア
アスリート等を支援

地域課題解決の取組

① 学校、地域連携
② 健康増進
③ 体力向上
④ 子育て支援 など

連
絡
・
調
整

企画・立案

○ 拠点クラブにおいてトップアスリートを活用し、地域のジュニアアスリート等を指導するとともに、学校に

「小学校体育活動コーディネーター」を派遣することなどを通じて、地域スポーツとトップスポーツの好循環を実現

○ 拠点クラブを核としたエリアネットワークを構築し、好循環の自立・継続化

「拠点クラブ」を核とした

エリアネットワーク構築

＜実践研究＞

①自立・継続に向けた
エリアネットワーク構築

② スポーツ指導者（トップ
アスリート等）の共有化

③ エリアネットワークを
活用した共同事業化へ
向けた実践トップアスリートによる支援

好循環の実現

スポーツ
少年団

拠点
クラブ

連
絡
・
調
整
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平成26年度「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」選定クラブ

【愛知県】
NPO法人朝日丘スポーツクラブ（豊田市）

【宮崎県】
NPO法人東大宮スポーツクラブ（宮崎市）

全国２３都道府県：３１クラブ

好循環推進プロジェクト実施：２４クラブ
・ トップアスリート等によるジュニアアスリート支援等の実施
・ 地域の課題解決への取組の実践等
・ 小学校体育活動コーディネーターの派遣による支援

「拠点クラブ」を核としたｴﾘｱﾈｯﾄﾜｰｸ構築に関する実践研究：７クラブ
・ 地域スポーツ活動の自立・継続に向けた課題の把握・共有化
・ スポーツ指導者（トップアスリート等）の共有化
・ エリアネットワークを活用した共同事業化へ向けた実践

【島根県】
Yu－Gaku加茂スポーツクラブ（雲南市）
NPO法人さくら総合スポーツクラブ（安来市）

NPO法人幕別札内スポーツクラブ（幕別町）

【北海道】
NPO法人よりづかちょいスポ倶楽部（北広島市）
NPO法人おにスポ（登別市）
NPO法人枝幸三笠山スポーツクラブ（枝幸町）

【滋賀県】
公益財団法人滋賀レイクスターズ（大津市）

【茨城県】
NPO法人つくばフットボールクラブ（つくば市）

【青森県】
NPO法人スポネット弘前（弘前市）

【岩手県】
財団法人滝沢市体育協会（ﾁｬｸﾞﾁｬｸﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）（滝沢市）

NPO法人スポーツ・サンクチュアリ・川口（川口市）
NPO法人浦和スポーツクラブ（さいたま市）

【東京都】
NPO法人黄金井倶楽部（小金井市）

【福井県】
NPO法人さばえスポーツクラブ（鯖江市）

NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブ（半田市）

【石川県】
NPO法人クラブパレット（かほく市）

【岐阜県】
NPO法人つけちスポーツクラブ（中津川市）

【大阪府】
NPO法人FC岸和田（岸和田市）

【奈良県】
NPO法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ（橿原市）

【和歌山県】
NPO法人ゆうゆうスポーツクラブ海南（海南市）

【岡山県】
NPO法人美咲町柵原星の里スポレク倶楽部（美咲町）

【福岡県】
NPO法人わかばスポーツ＆カルチャークラブ（福岡市）

NPO法人SCC（鹿児島市）

【熊本県】
NPO法人A-lifeなんかん（南関町）

【高知県】
NPO法人まほろばクラブ南国（南国市）

【長崎県】
NPO法人WillDo（佐世保市）

【大分県】
NPO法人七瀬の里Nクラブ（大分市）

【鹿児島県】
NPO法人隼人錦江スポーツクラブ（霧島市）

【埼玉県】
NPO法人ゴールドルーツスポーツクラブ（上里町）

：平成26年度に事業を実施する都道府県
：平成23～25年度に事業を実施した県

凡例
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地域におけるスノースポーツの取組事例

総合型地域スポーツクラブ※の活動の例

※総合型地域スポーツクラブ
地域住民が自主的・主体的に運営し，身近な学校や公共施設などを拠点として日常的
に活動する地域密着型のスポーツクラブ。多種目・多世代・多志向が特徴。

その他の団体の活動等への支援

○NPO法人枝幸三笠山スポーツクラブ
（北海道枝幸郡枝幸町）

・スキーのトップアスリートが、紋別スキー
スポーツ少年団、上湧別スキー少年団
に所属する小・中学生の指導を実施。

○NPO法人おにスポ（北海道登別市）

・スノーボードのトップアスリートが、登別市
スキー少年団に所属する小・中学生の
指導を実施。

○スポーツ振興くじ助成、スポーツ振興基金助成により、スキー大会やスキー教室など
など、地方自治体やスポーツ団体の活動への助成

○日本体育協会によるスポーツ指導者資格制度（スキ－、職業スキー含む）への助成 14



2002年ＦＩＦＡワールドカップ日韓大会のクロアチア代表チーム
のキャンプ地誘致を契機に、スポーツによる地域活性化を推進。
（2006年に「スポーツ健康都市」を宣言）

2008年に総合型地域スポーツクラブ「ネージュスポーツクラブ」を設立し、
スポーツの場としてだけではなく、地域の子育て支援や健康増進の場として
活用。

2013年に総合型クラブ、体育協会、観光協会等が連携した「十日町市スポー
ツコミッション」を創設し、スポーツイベント等の誘致による経済効果の創
出、地域の情報配信、地域アイデンティティの醸成、地域コミュニティの再
生に取り組んでいる。

事例：新潟県十日町市の取組
（総合型地域スポーツクラブを中心とした地域活性化、地域スポーツ・コミッション）

【取組事例】
スノーモービル技量ライセンススクールの実施
○ＭＦＪ公認チームを発足
○スノーモービルスクール参加による認定ライセンス取得を

目玉に、はとバスツアーや海外（台湾）へのＰＲ活動を実施
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2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を成功に導き、全国各地で障害の有無に関わらずスポーツを行うことが
できる社会を実現するため、国が、各地域において障害者スポーツに取り組みやすい環境の整備を促進する。

趣旨

○ 都道府県・政令市において、域内の障害者スポーツ普及のための体制
づくりやノウハウ作成に関する実践研究を実施。

1.地域における障害者のスポーツ参加促進に関する実践研究

○ 障害者のスポーツ参加の阻害要因を障害種や程度別に把握・分析する
専門的な調査研究を実施。

２．障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究

スポーツ関係者と障害福祉関係者

が、各々でスポーツ活動を実施

スポーツ関係者と障害福祉関係者が、

各地域で連携・協働体制を構築し、障害

の有無に関わらずスポーツの振興を一

体的に図る。共生社会の実現にも寄与。

これまで

これから

スポーツ団体

スポーツ
行政

施設

レク協 学校

スポーツ推進
委員 社協

障害者ス
ポーツ団体

福祉団体

福祉行政

施設

施設

ｽﾎﾟｰﾂ・福祉
行政 社協

実行委員会

スポーツ団体

レク協

学校

福祉団
体

障害者スポー
ツ団体

スポーツ推進
委員

地域における障害者スポーツ普及促進事業
（ 新 規 ）

２７年度予定額 ： １３０，５３５ 千円

身近な地域における障害者スポーツ環境の整備

障害者スポーツ振興体制の構築

障害者スポーツ振興体制
(文科省、厚労省、中央団体等との連携)

地域における障害者スポーツの普及
促進に必要な方策について検討

有識者会議

実行委員会

障害者スポーツ
振興体制

実行委員会

障害者スポーツ
振興体制

実行委員会

障害者スポーツ
振興体制

障害者スポーツ
振興体制

障害者スポーツ
振興体制

（参考）
◆「経済財政運営と改革の基本方針2014 ～デフレ
から好循環拡大へ～」（平成26年6月24日閣議決定）
○東京大会等に向けて、・・（略）・・障害者スポーツ
の推進・・（略）・・・に向けて全国の自治体等と連携
した取組を行う。

◆週１日以上のスポーツ実施率（成人）
障害者 １８．２％ 一般 ４７．５％

◆地方の障害者スポーツ行政体制
・障害者スポーツをスポーツ担当部局で一緒
に行っている都道府県は東京都・佐賀県のみ
・市町村では７１．２％が障害福祉関連部局が担当

国

都道府県・政令市

域内

進行管理・
選定・評価

域内への普及

事業内容

民間団体
への委託事業

都道府県・政令市
への委託事業

※ ※ ※

※実行委員会は、都道府県・政令市の障害福
祉部局又はスポーツ部局が中心となって実施
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障害者のスノースポーツの広がり

障害者スポーツ団体・スポーツ団体の普及の取組例

企業による取組例

○ＮＰＯ法人日本障害者スキー連盟

・障害者スキー普及講習会の開催
初心者への普及や競技スキーヤーの発掘育成を図るため、知的障害者向けの
アルペンスキーの習熟度別講習会を開催。

○公益社団法人日本職業スキー教師協会

・組織内に障がい者スキー委員会を設置し、障がい者スキー認定教師養成講習会
や指導講習会を開催。

○公益財団法人神奈川県スキー連盟

・障がいを持つ人のためのスキー教室の開催
参加を希望するすべての障害種を対象に、スキー、バイスキー、
チェアスキー等のスキー教室とサポーターへの講習等を実施。
これまで２５回の開催実績有り。

○日立ソリューションズスキー部「チームAURORA」

・日本初の本格的な障がい者スキー部（設立：2004年11月）。選手５名、監督１名。
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