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第６章 計画の実現に向けて 

 

 

本計画におけるスポーツ振興施策を実施し「霧島市総合計画」「霧島市教育振興

基本計画」の目標を実現するためには、計画期間中に継続的な点検評価を行い、評

価結果を施策や事業の展開の中に反映させながら、必要な施策を講じていくことと

します。 

 

 

 

年度毎の霧島市スポーツ推進審議会※において、上記の点検・評価結果を報告、

審議し、その審議結果を次年度の取り組みや目標設定に反映させるとともに、次期

計画の策定における改善にも資することで、より効率的・効果的なスポーツ振興に

つなげます。 

 

 

 

より効果的に施策を展開していくためには、庁内をはじめスポーツ関係団体や総

合型クラブ※、地域などの各組織間において、基本理念で掲げた“スポーツ環境づ

くり”を実現するための事業連携を推進します。そのために、本計画の基本的な理

念や方針、具体的な取り組みの視点などについての共通理解をもち、スポーツ振興

意識の共有化を図ります。さらに、事業連携と組織間連携の推進が図られることに

より、スポーツ振興の分野にとどまることなく、健康や観光、産業、まちづくりの

各分野への広がり期待でき、一人でも多くの市民がスポーツに親しむという本計画

の目標を達成します。 
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新しい公共（14）：従来「行政により担われてきた公共」に対し、市民・NPO・行政の

協働によって課題を解決していくものであり、市を構成するみんなが手を携え

担っていく公共の考え方をいいます。 

 

学校施設開放事業（8・12・17）：霧島市は小学校、中学校の校庭、体育館及び武道館を学

校教育に支障のない範囲で市民に開放しています。 

 

霧島錦江湾国立公園（28）：霧島錦江湾国立公園は、平成 24年 3月の霧島屋久国立公園

の再編成に伴い、姶良カルデラ相当部分の海域など約 2万 2千 haが区域に編

入され、火山景観を主要な構成要素とする国立公園として変更指定されました。 

 

霧島市スポーツ推進審議会（30）：スポーツ基本法の規定による地方スポーツ推進計画

やスポーツの推進に関する重要事項を調査審議するために、霧島市スポーツ推

進審議会条例に基づいて設置された機関です。 

 

霧島ジオパーク（28）：宮崎県（都城市、小林市、えびの市、高原町）と鹿児島県（霧島

市、曽於市、湧水町）にまたがる国立公園であり、20余りの火山の集まりであ

るその周辺の加久藤カルデラ起因の滝などのジオサイトをみどころとし、「自

然の多様性とそれを育む火山活動」をテーマとしたジオパークです。平成 22

年 9月に日本ジオパークネットワークへの加盟が認定されました。 

 

軽スポーツ（23・27・31）：気軽に親しめる簡易スポーツで、特別な用具を必要とせず比較

的簡単なルールで展開されるスポーツ。例えば、ウォーキング、ジョギング、

タオル等を使った体操などを言います。 

 

健康生きがいづくり推進モデル事業（2）：地域住民の健康・生きがいづくりの意識を高め、

推進していくために、モデル的に地域の特性やニーズにあった健康いきがいづ

くりの取り組みを 5 年間実施し、6 年目以降地域で健康・生きがいづくりを日

常的に推進できる体制をつくるための事業です。 

 

指定管理者制度（17・18）：従来、公の施設の管理運営の委託先については、地方公共団

体が出資する法人等に限られていましたが、「民間でできるものは民間で行う」

という視点から、地方自治法の一部を改正する法律が施行（平成 15年 9月 2

日）され、民間企業や NPO法人等の幅広い団体が管理運営を行えることとなり

ました。公の施設の管理に民間の知識やノウハウを活用し、住民サービスの向

上と経費の節減を図ることを目的とする制度です。 

 

スポーツ権（1・2・20）：国民の誰もが自主的にスポーツを行う権利（スポーツ権）をもっ

ており、あらゆる場面においてこの権利の確保が図られるという考え方。国は

スポーツ基本法の前文と第 2条に「スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生

活を営むことが人々の権利」と初めて明記しました。 
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スポーツ推進委員（2・11・25・26）：スポーツ基本法第 32条に基づき、市町村教育委員会

が委嘱する非常勤の職員です。霧島市には、91名のスポーツ推進委員がおり、

地域にスポーツの楽しさを伝え、誰もがスポーツしやすい環境をつくるため、

地域で事業の企画・運営などを行っています。スポーツ基本法の施行（平成 23

年 8月 24日）に伴い、霧島市体育指導委員の名称が「霧島市スポーツ推進委

員」に変更となりました。 

 

スポーツツーリズム（29）：スポーツを「観る」「する」ための旅行そのものや、周辺地

域観光に加え、スポーツを「支える」人々との交流、あるいは生涯スポーツの

観点からビジネスなどの多目的での旅行者に対し、旅行先の地域でも主体的に

スポーツに親しむことのできる環境の整備など、大会の招致・開催、合宿の招

致も包含した、複合的でこれまでにない「豊かな旅行スタイルの創造」を目指

すものです。 

 

全国体力・運動能力調査（1・15・16）：文部科学省が、国民の体力・運動能力の現状を明

らかにすることを目的に、毎年実施している調査。体育・スポーツ活動の指導

と行政上の基礎資料として広く活用されています。 

 

総合型地域スポーツクラブ（総合型クラブ）（2・13・14・17・23・25・26・30）：複数の種目が用

意され、地域住民が年齢、関心、技術などのレベルに応じて自由に参加できる

スポーツクラブです。参加者は、指導者の下で個々のニーズに応じたスポーツ

を行うことができます。 

 

ニュースポーツ（11・14・23）：日本において 20 世紀後半以降に新しく考案・紹介された

スポーツ群をいいます。軽スポーツ※、レクリエーションスポーツとも呼ばれ

ています。 
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・『詳解スポーツ基本法』日本スポーツ法学会編（成文堂 2012年） 

・『子どもの体力向上のための取組ハンドブック』（文部科学省 2012年） 

・『平成 22年度文部科学白書』 
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番号 面積（㎡） 施設概要

国分陸上競技場 20,464 1周400ｍ・6コース公認【照明】
国分体育館 4,338 メイン　60ｍ×34ｍ
国分球場 12,652 両翼99ｍ、中堅122ｍ
国分庭球場 5,190 6面・砂入り人工芝【照明】
多目的屋内運動場 2,890 メイン　50ｍ×45ｍ【照明】
多目的広場 13,500 天然芝135ｍ×100ｍ【照明】
相撲道場 72 土俵数1　屋根付

国分武道館 国分武道館 剣道2面・柔道2面
国分弓道場 国分弓道場 10人立ち・遠的3人

国分総合プール 25ｍ公認屋内6コース
ふれあい温泉センター 50ｍ公認屋外8コース
多目的広場 12,600 天然芝・土105ｍ×68ｍ【照明】
庭球場 1,560 2面・砂入り人工芝【照明】
ソフトボール場 6,200 両翼63ｍ・中堅67ｍ【照明】
体育館 1,566 メイン　21ｍ×32ｍ
庭球場 1,550 2面・クレー【照明】
第１グラウンド 8,775 天然芝116ｍ×75ｍ
第２グラウンド 11,115 クレー105ｍ×95ｍ
多目的広場 2,750 サッカー1面

6 南公園 ソフトボール場 19,000 両翼63ｍ・中堅67ｍ【照明】

7 児童体育館 児童体育館 678 バレー1面・バド2面
溝辺運動場 13,970 ソフトボール2面・野球1面【照明】
溝辺体育館 3,786 バレー3面・バド8面
溝辺庭球場 2,247 3面・砂入り人工芝【照明】
溝辺グラウンドゴルフ場 5,036 16ホール　公認
溝辺弓道場 1,655 6人立ち

溝辺多目的交流施設
（上床どーむ）

2,959 テニス4面・ゲート8面

横川運動場 13,436 ソフトボール2面・サッカー1面
横川体育館 4,362 バレー4面・バド9面
庭球場 1,770 2面・砂入り人工芝【照明】
ジョギングコース 2,325 一周　930ｍ　幅2.5ｍ
横川温水プール 1,179 25ｍ屋内・7コース
みやまの森運動場 19,950 ソフトボール2面・野球2面【照明】
牧園アリーナ 4,735 バレー4面・バド14面
ゲートボール場 5,850 ゲートボール6面
プール 827 25ｍ屋内・6コース
体育館 1,103 バレー2面・バド4面
霧島運動場 13,589 野球、ソフトボール1面・サッカー1面【照明】
霧島弓道場 36 近的場　3人立ち
隼人運動場 18,785 ソフトボール2面・野球1面【照明】
隼人体育館 3,050 バレー3面・バド8面
隼人武道場 450 柔道・剣道兼用
隼人弓道場 451 10人立ち
隼人庭球場 10,781 ハード4面・オムニ2面【照明】
隼人健康温水プール 1 屋内歩行用プール
隼人温水プール 1,678 25ｍ屋内・7コース

15 隼人相撲道場 隼人相撲道場 1 土俵数1
牧之原運動場 28,495 ソフトボール2面・野球1面【照明】
福山体育館 1,300 バレー2面・バド4面
福山運動場 13,000 ソフトボール１面【照明】
福山プール 462 25ｍ屋外・6コース
福山パークゴルフ場 14,887 18ホール（908ｍ）　公認
まきばドーム 36,431 テニス5面・ゲート10面
多目的広場 27,400 サッカー3面

18 春山緑地公園 多目的グラウンド 41,000 野球2面・ソフトボール4面

17 まきのはら運動公園

4

国分運動公園1

13 隼人体育施設

隼人松永運動施設14

16 福山体育施設

みやまの森運動公園10

11
牧園海洋B&G海洋セン
ター

霧島体育施設

国分海浜公園

北公園

国分総合プール

12

上床公園8

5

横川運動公園9

霧島市内のスポーツ施設一覧

2 7,136

施設名

3 19,000
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霧島市スポーツ振興計画 

－生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツ環境づくり－ 
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