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Ⅲ 令和５年度スポーツ局主要事業の概要 

１ 誰もが生涯を通じて楽しめるスポーツ活動の推進 

(1) かながわパラスポーツの推進

ア かながわパラスポーツ推進事業費         1,131万円 ☆

「かながわパラスポーツ」の普及推進のため、市町村や団体と連携し、かなが

わパラスポーツフェスタや体験会等を開催するとともに、貸出用具の購入によ

りパラスポーツの環境整備を行う。 

イ かながわパラスポーツ推進強化事業費           3,035万円 ☆

「かながわパラスポーツ」のさらなる推進のため、スポーツセンター（藤沢市

善行）や特別支援学校の体育施設等を活用して、障がい者が日常的にスポーツ

に取り組めるよう、スポーツ教室等を開催するとともに、スポーツセンターの

パラスポーツ用具を拡充する。 

(2) 楽しみながら行うスポーツへのきっかけづくり

ア 生涯スポーツ推進事業費                   909万円

スポーツに親しむきっかけを創り、スポーツの習慣化を図るため、生涯スポー

ツの普及・啓発を継続的に行うとともに、スポーツセンター（藤沢市善行）にお

いて、総合型地域スポーツクラブの支援を行うほか、スポーツ情報の収集・提供

等により県内のスポーツ活動を幅広く支援する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

イ 幼児期からの運動習慣形成事業費          694万円

幼児期の運動習慣の形成及び児童期の体力向上を図るため、市町村と連携して

運動遊びの重要性を普及・啓発するとともに、運動遊びを体験する機会を提供す

る。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ウ スポーツツーリズム推進事業費   2,066万円  ☆ 

スポーツを通じた地域活性化に向けて、グルメ、観光、スポーツ体験を楽し

みながら県内地域を巡るサイクルツーリズムを推進するため、新たに地域の魅

力を活かしたルートプラン作成、アプリによる情報発信、体験イベントを様々

な主体と連携し実施する。 

(3) スポーツに親しむ意欲や態度の育成

ア かながわパラスポーツ推進事業費（再掲）     （1,131万円）☆

「かながわパラスポーツ」の普及推進のため、市町村や団体と連携し、かなが

わパラスポーツフェスタや体験会等を開催するとともに、貸出用具の購入によ

りパラスポーツの環境整備を行う。 

イ かながわパラスポーツ推進強化事業費（再掲）    （3,035万円）☆

「かながわパラスポーツ」のさらなる推進のため、スポーツセンター（藤沢市

善行）や特別支援学校の体育施設等を活用して、障がい者が日常的にスポーツ

に取り組めるよう、スポーツ教室等を開催するとともに、スポーツセンターの

パラスポーツ用具を拡充する。 

☆印は、Ⅳ参考資料

に該当

 新 

-4-

一部



ウ 生涯スポーツ推進事業費（再掲）         （909万円）

スポーツに親しむきっかけを創り、スポーツの習慣化を図るため、生涯スポー

ツの普及・啓発を継続的に行うとともに、スポーツセンター（藤沢市善行）にお

いて、総合型地域スポーツクラブの支援を行うほか、スポーツ情報の収集・提供

等により県内のスポーツ活動を幅広く支援する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

エ 幼児期からの運動習慣形成事業費（再掲）     （694万円）

幼児期の運動習慣の形成及び児童期の体力向上を図るため、市町村と連携して

運動遊びの重要性を普及・啓発するとともに、運動遊びを体験する機会を提供す

る。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

オ 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費             2,379万円  ☆

生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保す

るとともに、教員の働き方改革を推進するため、部活動の地域移行等に向けた

実証事業の実施や担い手となる指導者等を登録する広域的な人材バンクの設置

を行う。 

(4) スポーツを行う習慣の確立

ア 生涯スポーツ推進事業費（再掲）         （909万円）

スポーツに親しむきっかけを創り、スポーツの習慣化を図るため、生涯スポー

ツの普及・啓発を継続的に行うとともに、スポーツセンター（藤沢市善行）にお

いて、総合型地域スポーツクラブの支援を行うほか、スポーツ情報の収集・提供

等により県内のスポーツ活動を幅広く支援する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

イ 幼児期からの運動習慣形成事業費（再掲）      （694万円）

幼児期の運動習慣の形成及び児童期の体力向上を図るため、市町村と連携して

運動遊びの重要性を普及・啓発するとともに、運動遊びを体験する機会を提供す

る。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ウ 働く世代の女性の運動促進事業費              <  5,397万円> ☆

全国の中でも腰痛等の体の不調を訴える割合が高く、運動する時間が取りに

くい本県の働く世代の女性に行動変容を促すため、就業時間内に実施する運動

プログラムを提供する職場訪問事業や商業施設でのウォーキング促進事業等を

実施する。 

(5) スポーツを通じた健康・生きがいづくり

ア スポーツによる未病改善実践事業費  250万円 

スポーツによる未病改善を推進するため、スポーツセンター（藤沢市善行）

と大学等の専門機関との連携のもと、県民が自らの体力や運動能力を把握し、

未病改善に向けた効果的なスポーツ活動を行うことを総合的にサポートする

「未病改善スポーツドック」を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

新 

新 

-5-



イ 高齢者スポーツ推進事業費          3,223万円

高齢者の社会参画や健康・生きがいづくりを支援するため、高齢者のスポー

ツや文化活動の成果を発表する「ゆめかながわシニアフェスタ」を開催すると

ともに、愛媛県で開催予定の全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック）へ

神奈川県選手団の派遣等を行う。

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ウ 生涯スポーツ推進事業費（再掲）           （909万円）

スポーツに親しむきっかけを創り、スポーツの習慣化を図るため、生涯スポー

ツの普及・啓発を継続的に行うとともに、スポーツセンター（藤沢市善行）にお

いて、総合型地域スポーツクラブの支援を行うほか、スポーツ情報の収集・提供

等により県内のスポーツ活動を幅広く支援する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

２ スポーツ活動を拡げる環境づくり 

(1) スポーツ活動の環境整備

ア スポーツセンター費   ５億 6,152万円 

スポーツセンター（藤沢市善行）を適切に運営するため、施設の維持管理等

を行う。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

イ スポーツセンターアリーナ１改修工事費   １億 7,500万円 

スポーツセンター（藤沢市善行）の競技環境を整備するため、施設の老朽化

対策工事や天井等の改修工事を行う。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ウ スポーツセンター球技場１観客席防水改修工事実施設計費  460万円 

スポーツセンター（藤沢市善行）の競技環境を整備するため、球技場１の観

客席防水改修工事の実施設計を行う。 

エ 山岳スポーツセンタークライミング設備改修工事費     8,200万円

山岳スポーツセンター（秦野市戸川）の競技環境を整備するため、リードウ

ォールの機械設備の改修工事を行う。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

オ 武道館整備工事費                  11億 6,600万円

武道館（横浜市港北区岸根町）の競技環境を整備するため、施設の老朽化対

策改修工事及び冷暖房設備工事を行う。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

カ スポーツ医科学・栄養サポート事業費                       598万円

スポーツ医科学及び栄養学的側面から競技力向上やスポーツ障害の予防を図る

ため、スポーツセンター（藤沢市善行）において、ジュニア・ユースアスリート

等を対象にしたトレーニング指導や、食事摂取や栄養バランスに関するセミナー

等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]
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キ 競技スポーツ振興事業費                  1,197万円

生涯を通じたスポーツ活動を積極的かつ効果的に推進していくため、スポー

ツに関する各種表彰事業、「かながわアスリートネットワーク」の企画・運営

等を行うとともに、市町村対抗形式による「かながわ駅伝」競走大会を開催す

る。

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ク 障害者スポーツサポーター養成事業費                      167万円 ☆

障がい者スポーツの振興及び県民の障がい者スポーツに対する理解促進を図

るため、障害者スポーツサポーター養成講習会を開催し、障がい者スポーツを

支える人材を養成する。 

ケ 生涯スポーツ推進事業費（再掲）             （909万円）

スポーツに親しむきっかけを創り、スポーツの習慣化を図るため、生涯スポー

ツの普及・啓発を継続的に行うとともに、スポーツセンター（藤沢市善行）にお

いて、総合型地域スポーツクラブの支援を行うほか、スポーツ情報の収集・提供

等により県内のスポーツ活動を幅広く支援する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

コ スポーツツーリズム推進事業費（再掲） （2,066万円）☆ 

スポーツを通じた地域活性化に向けて、グルメ、観光、スポーツ体験を楽し

みながら県内地域を巡るサイクルツーリズムを推進するため、新たに地域の魅

力を活かしたルートプラン作成、アプリによる情報発信、体験イベントを様々

な主体と連携し実施する。 

サ 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費（再掲）      (2,379万円）☆

生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保す

るとともに、教員の働き方改革を推進するため、部活動の地域移行等に向けた

実証事業の実施や担い手となる指導者等を登録する広域的な人材バンクの設置

を行う。 

(2) 障がい者スポーツの推進

ア 障害者アスリート支援事業費補助             1,588万円 ☆

東京2020大会後の神奈川育ちの障がい者アスリートの継続的な競技力向上の

ため、障がい者アスリートや指導者へ競技活動費の支援を行う。 

イ 障害者スポーツ普及推進事業費              6,669万円 ☆

障がい者スポーツの普及推進を図るため、県障害者スポーツ大会を開催する

とともに、全国障害者スポーツ大会及び関東ブロック大会への選手団の派遣等

を実施する。 

ウ 県精神障害者スポーツ大会開催事業費            429万円 ☆

精神障がい者のスポーツ参加の機会を拡充し、社会参画を推進するため、精

神障がい者を対象としたスポーツ大会や普及啓発イベントを開催する。 

新 一部 
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エ タレント発掘・育成事業費   1,067万円 

東京 2020大会後の継続的なスポーツ推進の観点から、神奈川育ちのアスリート

を早期かつ計画的に発掘・育成するため、神経系の発達が著しく、動作習得に最

適な時期とされる９歳～12 歳のゴールデンエイジを対象に、スポーツセンター

（藤沢市善行）において運動能力テストやタレント育成プログラム等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

オ 障害者スポーツサポーター養成事業費（再掲） （167万円）☆ 

障がい者スポーツの振興及び県民の障がい者スポーツに対する理解促進を図

るため、障害者スポーツサポーター養成講習会を開催し、障がい者スポーツを

支える人材を養成する。 

カ かながわパラスポーツ推進事業費（再掲）   （1,131万円）☆ 

「かながわパラスポーツ」の普及推進のため、市町村や団体と連携し、かなが

わパラスポーツフェスタや体験会等を開催するとともに、貸出用具の購入によ

りパラスポーツの環境整備を行う。 

キ かながわパラスポーツ推進強化事業費（再掲）   （3,035万円）☆ 

「かながわパラスポーツ」のさらなる推進のため、スポーツセンター（藤沢市

善行）や特別支援学校の体育施設等を活用して、障がい者が日常的にスポーツ

に取り組めるよう、スポーツ教室等を開催するとともに、スポーツセンターの

パラスポーツ用具を拡充する。 

ク スポーツ医科学・栄養サポート事業費（再掲） （598万円） 

スポーツ医科学及び栄養学的側面から競技力向上やスポーツ障害の予防を図る

ため、スポーツセンター（藤沢市善行）において、ジュニア・ユースアスリート

等を対象にしたトレーニング指導や、食事摂取や栄養バランスに関するセミナー

等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

(3) アスリートの育成

ア 国民体育大会等関連事業費   ３億 6,549万円 

神奈川育ちの国際レベル選手育成の一助とするため、国民体育大会へ本県選

手団として参加する役員、選手・監督の派遣及び競技者の発掘・育成・強化に

取り組む競技力向上対策事業等に対して支援する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

イ スポーツ医科学・栄養サポート事業費（再掲）  （598万円） 

スポーツ医科学及び栄養学的側面から競技力向上やスポーツ障害の予防を図る

ため、スポーツセンター（藤沢市善行）において、ジュニア・ユースアスリート

等を対象にしたトレーニング指導や、食事摂取や栄養バランスに関するセミナー

等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

-8-



ウ 競技スポーツ振興事業費（再掲）             （1,197万円）

生涯を通じたスポーツ活動を積極的かつ効果的に推進していくため、スポー

ツに関する各種表彰事業、「かながわアスリートネットワーク」の企画・運営

等を行うとともに、市町村対抗形式による「かながわ駅伝」競走大会を開催す

る。

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

エ タレント発掘・育成事業費（再掲）            （1,067万円）

東京 2020大会後の継続的なスポーツ推進の観点から、神奈川育ちのアスリート

を早期かつ計画的に発掘・育成するため、神経系の発達が著しく、動作習得に最

適な時期とされる９歳～12 歳のゴールデンエイジを対象に、スポーツセンター

（藤沢市善行）において運動能力テストやタレント育成プログラム等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

オ 障害者アスリート支援事業費補助（再掲）        （1,588万円）☆

東京 2020 大会後の神奈川育ちの障がい者アスリートの継続的な競技力向上の

ため、障がい者アスリートや指導者へ競技活動費の支援を行う。 

３ 大規模スポーツイベントの成功とそのレガシーの創出・継承 

(1) 大会を契機としたスポーツの普及推進、レガシーの創出・継承

ア セーリング普及推進事業費   695万円 

セーリングに「見る・触れる」機会を創出し、多くの県民にセーリングの魅

力を伝えるため、セーリングの大会にあわせて、ブース出展やステージイベン

ト等を実施する。

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

イ セーリング体験事業費   975万円 

セーリングに親しむ人を増やし、さらなる普及につなげるため、セーリング

体験会を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ウ オリンピック・パラリンピック機運継承事業費              146万円

多くの県民にスポーツの価値や競技の魅力を伝えるため、東京 2020 大会の事

前キャンプ実施国との交流、オリンピアンが中学校を訪問して授業を行うＪＯ

Ｃオリンピック教室を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

エ スポーツツーリズム推進事業費（再掲） （2,066万円）☆ 

スポーツを通じた地域活性化に向けて、グルメ、観光、スポーツ体験を楽し

みながら県内地域を巡るサイクルツーリズムを推進するため、新たに地域の魅

力を活かしたルートプラン作成、アプリによる情報発信、体験イベントを様々

な主体と連携し実施する。 

新 一部 
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オ 競技スポーツ振興事業費（再掲）              （1,197万円）

生涯を通じたスポーツ活動を積極的かつ効果的に推進していくため、スポー

ツに関する各種表彰事業、「かながわアスリートネットワーク」の企画・運営

等を行うとともに、市町村対抗形式による「かながわ駅伝」競走大会を開催す

る。

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

カ かながわパラスポーツ推進事業費（再掲）        (1,131万円) ☆

「かながわパラスポーツ」の普及推進のため、市町村や団体と連携し、かなが

わパラスポーツフェスタや体験会等を開催するとともに、貸出用具の購入によ

りパラスポーツの環境整備を行う。 

キ かながわパラスポーツ推進強化事業費（再掲）         （3,035万円）☆

「かながわパラスポーツ」のさらなる推進のため、スポーツセンター（藤沢市

善行）や特別支援学校の体育施設等を活用して、障がい者が日常的にスポーツ

に取り組めるよう、スポーツ教室等を開催するとともに、スポーツセンターの

パラスポーツ用具を拡充する。 

ク スポーツによる未病改善実践事業費（再掲）   （250万円） 

スポーツによる未病改善を推進するため、スポーツセンター（藤沢市善行）

と大学等の専門機関との連携のもと、県民が自らの体力や運動能力を把握し、

未病改善に向けた効果的なスポーツ活動を行うことを総合的にサポートする

「未病改善スポーツドック」を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ケ スポーツ医科学・栄養サポート事業費（再掲）       （598万円）

スポーツ医科学及び栄養学的側面から競技力向上やスポーツ障害の予防を図る

ため、スポーツセンター（藤沢市善行）において、ジュニア・ユースアスリート

等を対象にしたトレーニング指導や、食事摂取や栄養バランスに関するセミナー

等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

コ タレント発掘・育成事業費（再掲）            （1,067万円）

東京 2020大会後の継続的なスポーツ推進の観点から、神奈川育ちのアスリート

を早期かつ計画的に発掘・育成するため、神経系の発達が著しく、動作習得に最

適な時期とされる９歳～12 歳のゴールデンエイジを対象に、スポーツセンター

（藤沢市善行）において運動能力テストやタレント育成プログラム等を実施する。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

サ 障害者アスリート支援事業費補助（再掲）          (1,588万円）☆

東京 2020 大会後の神奈川育ちの障がい者アスリートの継続的な競技力向上の

ため、障がい者アスリートや指導者へ競技活動費の支援を行う。 
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シ 高齢者スポーツ推進事業費（再掲）              （3,223万円）

高齢者の社会参画や健康・生きがいづくりを支援するため、高齢者のスポー

ツや文化活動の成果を発表する「ゆめかながわシニアフェスタ」を開催すると

ともに、愛媛県で開催予定の全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック）へ

神奈川県選手団の派遣等を行う。

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

ス スポーツセンター費（再掲）   (５億6,152万円) 

スポーツセンター（藤沢市善行）を適切に運営するため、施設の維持管理等

を行う。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

セ 武道館整備工事費（再掲）             （11億 6,600万円）

武道館（横浜市港北区岸根町）の競技環境を整備するため、施設の老朽化対

策改修工事及び冷暖房設備工事を行う。 

[スポーツ課長 TEL 045-285-0791]

（注）（ ）は再掲。< >は他局計上事業で関連する事業。 
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○新働く世代の女性の運動促進

１ 目的 

  女性の健康寿命延伸に向けて、全国の中でも腰痛や肩こり等の体の不調を訴える

割合が高く、運動する時間が取りにくい本県の働く世代の女性に行動変容を促すた

め、あらゆる機会を捉えて、運動促進につながる効果的な取組を展開し、県民の未

病改善を進める。 

２ 予算額 5,397万円（健康医療局 保健医療部 健康増進課にて予算計上） 

３ 事業内容 

（1） 職場訪問エクササイズ（健康医療局）

企業にエクササイズ事業者（スポーツトレーナー等）を派遣し、従業員（参

加者）に対して、就業時間内に複数回の運動プログラムを提供する。 

（2） バナー広告（健康医療局）

スマートフォンを通じて広告を展開することで、手軽に取り組めるエクササ

イズ動画等を掲載する未病女子naviへ誘導する。 

（3） 商業施設におけるウォーキング促進（スポーツ局）

日常生活の延長で気軽にできる運動として、買い物をしながらのウォーキン

グを促進する。 

（4） プロスポーツチームと連携した女性向け運動促進（スポーツ局）

プロスポーツチームと連携し、女性のスポーツファンに対し、スタジアムを

活用した運動プログラムを提供する。 

【３(1)事業イメージ】 【３(3)事業イメージ】 

【１】 

問合せ先 

【３(1)、(2)】健康医療局保健医療部健康増進課 課長 柾  電話 045-210-4770 

【３(3)、(4)】スポーツ局スポーツ課 課長 田中 電話 045-285-0791 
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