
⑵ ボランティアの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （その他） 

  ・マラソンの伴走 

 

 ⑶ ボランティアに参加しない理由 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

  ・スポーツに関する知識が無いため ・健康上の理由 ・ボランティア参加方法がわからない 

 

１２．スポーツの振興について 

 ⑴ スポーツ振興に重要なこと 
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 （新たな施設の整備） 

・体育館（２０） ・プール（１０） ・公園（３） ・フットサルコート（３） 

・サイクリング・ランニング・ウォーキングコース（７） ・テニスコート（２）  

・スポーツジム（５） ・プロ野球の公式戦ができる野球場（４） 

・アイススケート ・公式マラソンコース  

 

（その他） 

・一般のクラブ・同好会の周知・紹介・活動の促進 

・スポンサー参加、導入の促進、仕掛け 

・それぞれの年代、階層が集うこと 

・出雲で全国的にも強豪といわれるスポーツ（なぎなた、出雲高弓道など）をもっと知らせ

て更に人口拡大、強化につなげると良い。「横田ホッケー」など出雲ならではのスポーツ

ブランドを作っていくと将来的にも発展していくと思う。 

・小中高のスポーツ大会へ市民が観戦できる様に市として宣伝する（室外スポーツ中心） 

・スポーツというと大げさな感じを受ける。若い時からスポーツ、運動部に縁のある人とそ

うでない者の認識の差が大きい。大会目的になってしまうところに本来のスポーツの意義

はどうかと疑問を感じる。（オリンピックも同様）島根県は高齢県、気軽に健康維持でき

る（カーブスのような）施設が男女共公共にあって安く使えたら県民の活動年齢が上がる。

ゲートボール等もいいが、雨でも雪でも夏も冬も気にせず続けられる場所が欲しい。 

・テレビなどを見てスポーツをしてみたいなと思っても、運動が苦手だと本格的なチームや

施設に行くのは抵抗してしまいます。なので、楽しむだけ大会にも出ないみたいな苦手な

人でも楽な気持ちで楽しめるスポーツチームやイベントがあると嬉しいです。 

・サイクリングロードの再整備、一部路線はボコボコであったり、途中トイレ休憩ができな

い。大社地区ではさみしい林道内を走るコースがある。（何か動物が出てきそう）コース

変更も含め県外客も呼べる出雲市ならではのサイクリングコースを整備すべきと思う。 

・全国から人が集まるマラソン大会、人気の大会は人が全国から集まる。観光とつながる。 

・市のスポーツ施設全てを知らせてほしい（料金等）。現在、市のスポーツは何が行われて

いるか知らせてほしい。参加を強いることがないように。 

・気軽に参加できる大会の実施（定期） 

・スポーツを通じた交流を高めるべき 

・子どもが大会で利用できるよう施設の増加、大規模化。今のままでは、スポーツをやらな

くなってしまう。 

・沢山の人に市がどのようにスポーツを振興しているか知らせること 

・大会やイベントのために無理矢理ボランティアに駆り出されたことによるスポーツへの嫌

悪感を生まないために、ボランティアは純粋にやりたい人だけで組織してほしい。 

90/101



・出雲体育館建設計画は存じていますが、県立体育館を有効利用して一般の人でも使用でき

るようになってほしい。また、学校の体育館使用も開放してはどうでしょうか。 

・施設整備に合わせて施設周辺の禁煙を徹底することが大事だと思います。 

・スポーツをしたくても出来ない高齢者のための運動環境が必要かと思います。中高年の人

口が多いので、ウォーキングやスポーツジムだけでなく手軽に無料で使用できる運動設

備・器具があれば良いと思います。 

・もっと初心者の人が参加できて興味の持てる大会を開催してほしい。 

・島根県ではプロ野球の試合を生で観戦することが今でもできていない、これでは、野球を

したいと思ってくれる少年たちは出てこないと思う。 

・既存の日帰り温泉施設にスポーツ施設を組み合わせることによるシナジー効果。自転車用

道路の整備（段差をなくす等） 

・民間スポーツ団体と出雲市での話し合い、どのような事を団体が求めている等の情報交換 

・誰でも気軽に使用できる所が全くないので、町の中心に安心して利用できる所を必要とし

ています（大きな施設ではなくて） 

・企業へのアピール。職場に市からのチラシが一枚でもあれば目につきやすいし、一緒にや

る仲間を探す手間も省ける。 

・市職員自らのスポーツ体験（接待ゴルフはＮＧ、スポーツではない） 

・小さな子どもを育児中の母でもスポーツで気分転換できる時間が欲しい 

・指導者の育成の講習会等の開催を多く。 

・地域の小さなコミュニティの取組を基として、その活動の場を上のランクへと繋げていく

と、底辺からの広がりもあり、全体の意識も高まり、向上心も出てくると思います。 

・高齢者の運動の機会が近場である事、補助金 

・子どもが小さくてスポーツができない人に対してサポート。本当はもっと体を動かしたい。 

・若い年齢層の増加 

・特別なイベントではなく、障害者や健康上問題のある人でも日常的に参加できるような種

目、施設、機会の充実と情報提供、指導者や支援者の育成。 

・総合型地域スポーツクラブでの取組 

・スポーツ施設の周りに複合施設や公園があるとスポーツに関心がない人でも身近に感じて

もらえそう 

・ディオッサに資金をかけていく 

・他県からも参加でき、親子で気軽に参加できるイベントをもっとやって地域活性して欲し

い。 

・ジュニアの育成、スポーツをさせやすい保護者の環境整備（雇用者の理解、仕事量の調整

など） 

・技術を競うだけより、一人でもたくさんの人が楽しく参加できる方が良いと思う 
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・青少年のスポーツ振興援助 

・スポーツイベントが無駄遣いになっていないことをアピールできるような情報発信 

・小さな子どもが安心してスポーツできる環境作り 

・出雲市は何のスポーツを一番推してるのかを明確化すること。ぼんやりが、一番の悪。 

 

 ⑵ スポーツ振興による効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 ・子どもの夢を育む 

 ・人口増加 

 ・経済効果 

 ・経済発展 

 ・出雲市のイメージ向上 

●スポーツ振興については、既存施設の整備・有効活用やスポーツ人口拡大のための積極的な取組

が重要であり、市民の健康増進や地域コミュニティの形成・活性化に効果があるとの回答が多く

ありました。 
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Ⅺ．市内スポーツ施設管理者の現状について 

配布対象：出雲市内全てのスポーツ施設管理者 １２団体 

配布時期：令和３年 1月２５日 回答期限：令和３年２月１７日 

回答団体：１０団体（回答率：８３．３％ 参考：前回１００％） 

 

１．活動状況について 

⑴ 各団体で主催する講習会・研修会・スポーツ教室・大会 

講習会等名称・内容 実施場所 実施時期 実施回数 参加者数 

ゲートボール大会     2回   

ソフトテニス研修会 湖陵総合公園 11月 1回 66人 

ゲートボール大会 湖陵運動広場 3月 1回 48人 

避難所運営ゲーム HUG他 湖陵体育センター 7月 1回 8人 

卓球大会 サン・アビリティーズいずも 3月 1回 108人 

囲碁将棋交流大会 サン・アビリティーズいずも 1月 1回 46人 

サンアビ DEスポレク サン・アビリティーズいずも 9月 1回 25人 

出雲ドームdeスポーツ＆健康

フェスティバル 
出雲ドーム 4月 1回 3,500人 

いずもスポーツクラブ 21 出雲ドーム他 通年 1,467回 15,941人 

僕も私もチャレンジラグビー

体験 
出雲西部体育館 2月 1回 26人 

デイキャンプ体験会＆ラグビ

ー選手と遊ぼう 
長浜中央公園 5月 1回 51人 

スポーツまつり２０１９ 
古志スポーツセンターアリー

ナ 
12月 1   

平成温泉杯（ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会） 平成公園グランドゴルフ場 秋 1 300 

  

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

全て中止 （1団体） （10.0%） ※重複回答 

一部中止（縮小開催含む） 7団体 70.0%  

影響なし 1団体 10.0%  

記載なし 2団体 20.0％  

 

２．施設管理上の問題点・要望 

・大会のためグランド利用の要望が高まっており、費用を含めた整備基準をお願いします。 

・老朽化、アリーナ床面の劣化、雨漏り他、バリアフリーになっていない、特にトイレ、グラウン

ドの管理（雑草対策） 

・建物の老朽化、体育室の天井がところどころめくれているので修繕して欲しい。用具室にある不

用品の処分 

・体育館に更衣室設置の要望の声が出ているが、スペースが無く苦慮している。 

・施設の老朽化、修繕費用が高額 

・施設や設備の老朽化により、利用者にベストな状態で施設を提供できていない状況にあります。 

・施設の老朽化が進んでおり、雨漏りなどが毎年発生するなど修繕必要箇所が増加しています。修
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繕箇所が増えている一方で修繕費予算は減額になるため、今後益々必要な修繕ができない状況に

あります。 

・施設の老朽化に伴い、館内の複数個所で雨漏りや浸水が見られる。浸水の影響で内外壁の剥離や

鉄骨の錆・白華等により、利用者の安全を確保できない状態にあるため、早急の改修・改善を要

望します。 

・冬場の猪対策。（織の設置・捕獲） 

・施設の老朽化に伴い、外壁の塗装が剥がれたり、タイルに亀裂が入ったりしているため、改修等

対応をお願いしたい。 

・体育館照明の LED化 ・暖房器具の導入 

・園内の遊具について、長期間使用中止になっているが、年々劣化が進んでおり、部品の脱落等の

危険も考えられるため撤去して欲しい。また、現在は使用できる遊具の数が限られており、園内

を利用される方に満足していただくために遊具の新設も併せてしてほしい。 

・天然芝生多目的広場を囲うフェンスが劣化しているため、全面的に更新してほしい。 

・屋外トイレの洋式化 

・スポーツセンター内に児童クラブがあるが、トイレ、フロア等の利用が同一場所を使用する為、

管理体制がお互いがしているが、難しい面もある。 

・現在駐車場不足の為グランド内を駐車場として利用している。 

・フットサルの要望があるが、施設がそうした対策がされていないとの理由で断っている。 

・テニスプレー中に、つまづき等により怪我が無いようコートの修理には特に注意している。 

●施設の老朽化に伴う修繕に関する項目が多くありました。今後も適正な管理が求められています。 

 

３．施設管理で工夫されていることや今後に向け検討されていることなど 

・大会等を事前に調整することで、作業及び整備を効率的に行っている。 

・アリーナ照明器具の取り換えなど安全上問題が多い、業者との連携を図っている。 

・グランド周辺の雑木、雑草対策、溝清掃 

・フットサル利用の際、ドアの戸が衝撃で痛む恐れがあるので、マットを立てかけている。 

・定期的な除草作業、各種団体との意見交換 

・有料施設の利用者だけでなく、誰でも自由に集い利用できる”市民の憩いの場”として公園を認

識してもらえるよう、これまでも緑地部分の整備や「ラン・ウォーク・サイクルステーション」

の開設など、利用活性化を図ってきました。今後に向けては、当公園に備わっている特徴・特色

を活かした日常型事業（環境整備）を検討しています。 

・障がい者の方に快適に利用していただけるように自動販売機に点字ラベルを張るなど工夫をして

いるほか、ホームページを視覚障がい者や色覚障がい者の方でも閲覧できるようウェブアクセシ

ビリティに配慮した設計にしています。 

・現在は、新型コロナウイルス感染症への対応として、施設の感染対策の取組を利用者へ周知し、

協力をお願いすることで、安心、安全に利用いただけるよう努めています。 

・施設の予約状況をホームページにアップし、手軽に空き具合を確認できるようにしている。 

・駐車場に関しては、現在拡張工事をしていただいているが、完成後も古志コミセン、古志幼稚園

にお願いすることになる。出来る限り乗り合わせをお願いしているが、サッカー、バスケットの

試合が同時にあると不足気味だと思う。 

・テニスコート（8面）の改修については、主管課（都市計画課）へ 4年計画でお願いしている。 

●多くの人に利用してもらえるよう施設の特徴に合わせそれぞれ工夫を実施されていることがう

かがえます。 
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４．施設の利用・予約の調整方法 

・大会利用は前年度より調整し、一般利用は希望日の前月 1日より受付 

・特に調整を行うケースは少ない。 

・利用については申請書を提出してもらい許可書を作成している。予約の調整については申請書提

出前に空き状況を確認している。 

・恒常的利用団体等から年間の利用計画を提出してもらい、利用の調整を図っている。 

・電話受付、早い順 

・利用時間 8時間以上の大会及びイベントは利用日の属する月の 1年前に受付を開始。予約が集中

する月の初日は利用希望日を複数伺い調整を行う。その他の予約は、利用日の 3か月前の日の属

する月の初日から受付を開始  

・年度ごとに利用希望調査を行い、可能な限り多くの利用が入るよう調整。その他の予約は、利用

日の 3か月前の日の属する月の初日から受付を開始。 

・次年度の大会等の利用調整を毎年 2月に実施。当法人の定める優先順位に従い利用日の調整を行

い、利用日を確定 

・通常予約：来館し、申請書を提出 

・年間の大会等の利用調整を毎年 2月に実施。 

・通常の利用予約は毎月 1日に次月分を電話にて受付。（先着順） 

・次年度の調整は 1月中旬に野球・テニス・ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ連盟、中体連、スポ少、体協に予定表を提

出して頂き 2月末に決定 

・大会やイベント等の利用は、毎年 2月に利用調整を実施。その他の利用は、1か月前の 1日から

予約を受け付け 

・定期利用者（毎週、周 1～2 回）を優先して受付、その他の空き具合によって先着順として受け

付けている。ある程度先まで受け付けている。 

・大会等は優先して予約を受け入れることにしている。 

 

５．施設利用者からの改善要望 

・老朽化した設備等の改修、利用料の減額（特に照明設備や多目的運動場の利用料） 

・利用料金を安くして欲しい［アンケート調査での要望］ 

・古くなった器具、設備の更新 

・ＷＥＢ申請（申請手続きを湖陵総合公園まで行かないといけないため） 

・男女各大使用トイレの様式を和式から洋式にしてほしい。（高齢者の利用が殆どのため） 

・園内の遊具が使用できないため、早急な対応をお願いしたい。 

・休日に訪れても遊ぶものが少ないため困っている。 

・新しい遊具を設置して欲しい等遊具に関する意見多数。 

・ネット予約が出来るようにして欲しいという声があるが、現在は直接か電話で受け付けている。 

・テニスコートの改修 

●施設利用者からも施設管理者同様に施設整備に関する要望が多くありました。 
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６．市のスポーツ行政に対し、ご意見・ご要望 

・体育施設は地域のスポーツ振興の場であるとともに若者等の交流機能を果たしている。集中化よ

り分散化も考えておく事も大切と思います。 

・廃校になった学校等のスポーツ用具を譲ってほしい。 

・工事に伴う施設の長期休館期間についての利用料補填 

※特に今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、利用料収入が大幅減額となっている中

で非常に厳しい状況にありました。工事日程等決定される前に事前協議を要望します。 

・多種多様なスポーツの実施に伴い、利用者の施設ニーズも多様化しています。市民のスポーツ施

設の利用実態を把握し反映させることは、今後の市民スポーツ機会の推進に大きく影響するもの

と考えます。（例えば、サン・アビリティーズいずもは畳の部屋があることから、畳の施設を求

めて利用が集中する状況。⇒畳の施設のニーズが高い。） 

・地域住民の多様な活動の拠点であり、今後も必要である。新体育館も開設予定ではあるが、こち

らの施設も体育館として、この先も活用していくために施設の更新をお願いしたい。 

・建築後 18 年余り、修繕するところも出始めている。修繕費を増額するか、決済を早くやるか、

事後処理として修繕を早く出来るようにして欲しい。 
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Ⅻ．県内他市及び交流市の現状について 

配布対象：県内他市及び交流市 ９市 

配布時期：令和３年１月２２日 回答期限：令和３年２月１０日 

回答者：９市 （回答率：１００％） 

 

１．スポーツ推進計画策定状況 

質問項目 今回調査 前回調査 比較増減 

策定している 6市 66.7% 4市 44.4% 22.3% 

策定していない 3市 33.3% 5市 55.6% △22.3% 

 

２．施設整備計画策定状況 

質問項目 今回調査 前回調査 比較増減 

策定している 2市 22.2% 1市 11.1% 11.1% 

策定していない 7市 77.8% 8市 88.9% △11.1% 

 

３．小・中学生の各種大会への参加費補助制度の有無 

質問項目 今回調査 前回調査 比較増減 

ある 2市 22.2% 2市 22.2% 0.0% 

ない 7市 77.8% 7市 77.8% 0.0% 

「ある」と回答した市の制度内容 

（江津市）a.補助対象となる活動：学校教育活動（スポーツ活動） 

     b.対象となる大会規模：県大会以上 

     c.補助対象者：選手・補員・マネージャー 

     d.補助対象経費：交通費（1/3）・宿泊費（1/3） 

食糧費（選手のみ、各種大会要領に定める弁当代または、１食 800円） 

（浜田市）a.補助対象となる活動：学校教育活動（スポーツ活動・文化活動） 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象者：選手・補員・マネージャー・引率者（上限２人） 

     d.補助対象経費：交通費（全額）・宿泊費（全額） 

※前回調査：雲南市、浜田市 

 

４．全国大会等への出場者に対する激励金制度の有無 

質問項目 今回調査 前回調査 比較増減 

ある 9市 100.0% 8市 88.9% 11.1% 

ない 0市 0.0% 1市 11.1% △11.1% 

「ある」と回答した市の制度内容 

（安来市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動・文化活動（年齢制限等規程無し） 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象経費：（個人）国内大会：10,000円、国外大会：30,000円 

（団体）国内大会：上限 100,000円、国外大会：上限 300,000円 

（松江市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動（年齢制限等規程無し） 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 
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     c.補助対象経費：（個人）5,000円、国際大会：20,000円、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ：50,000円 

（団体）上限 50,000円、国体は上限無し 

（雲南市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動・文化活動（小学生以上） 

     b.対象となる大会規模：西日本大会以上 

     c.補助対象経費：（個人）5,000円（団体）一人 5,000円、上限 20,000円） 

（大田市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動・文化活動（小学生以上） 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象経費：（個人）全国大会 10,000円、国際大会 30,000円 

（団体）全国大会 100,000円、国際大会 300,000円 

（江津市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動・文化活動（小学生以上）成年はスポーツのみ 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象経費：小・中学校（個人）10,000円（団体）50,000円 

高校生（10,000円／人、上限 30,000円） 

             成人（5,000円／人、上限 30,000円） 

（浜田市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動・文化活動（小学生以上）成年はスポーツのみ 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象経費：（個人）中学生以下 5,000円、高校生以上 10,000円 

                 国体：一律 5,000円、国際大会：一律 30,000円 

（団体）個人と同様、ただし、最大 10人分まで（国体は予算の範囲内） 

（益田市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動・文化活動（年齢制限等規程無し） 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象経費：国内開催大会（個人）5,000円 

（団体）10人までは 5,000円／人 

10人以上は 50,000円 

             国外開催大会（個人）20,000円 

（団体）10人までは 20,000円／人 

10人以上は 200,000円 

（津山市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動（年齢制限等規程無し） 

     b.対象となる大会規模：全国大会以上 

     c.補助対象経費：（個人）5,000円、国際大会：20,000円 

※オリンピックは別途審議し決定した額 

（団体）5,000円／人、上限 100,000円 

（諫早市）a.補助対象となる活動：スポーツ活動（小学生以上） 

     b.対象となる大会規模：九州大会以上（高校生・一般は全国大会以上） 

     c.補助対象経費：（個人）小・中学生：九州大会 5,000円、全国大会 10,000円 

                 高校生・一般：5,000円、国際大会：30,000円 

                 ※国際大会のうちオリンピック・パラリンピック出場者には

10万円、世界選手権出場者については 5万円を交付 

（団体）規程無 

 ●小・中学生への派遣費補助を行っているのは、江津市と浜田市のみとなっています。 

 ●激励金制度については、全ての市で行っています。 

 ●全体的に激励金制度で一律の金額を補助する傾向となっています。安来市、松江市、益田市、

津山市においては、全年代で統一の制度となっています。 
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【各市の大会出場に対する支援事業のまとめ】 

小学生未満 小学生 中学生 高校生 一般

無

小・中学生各種大

会参加費補助金

（部活動）

大会規模 無

支援制度

大会規模

金額

支援制度

大会規模

金額

支援制度

大会規模

金額

支援制度 無

大会規模 無

無

無

支援制度

大会規模

金額

支援制度

大会規模

支援制度 無

大会規模 無

小学生未満 小学生 中学生 高校生 一般

益田市

スポーツ・文化全国大会等出場激励費

全国大会以上

国内：個人5,000円/人（上限50,000円）国外：20,000円/人（上限200,000円）

支援制度

（幼稚園児

含む）

全国大会等出場激励金

西日本大会以上

個人：5,000円/人、団体：1名につき5,000円、上限20,000円　国際大会：20,000円/人

優秀選手等激励金

②オリパラ：5万円/人

　その他の国際大会：3万円/人

無

大会規模 無

金額 無

①学校保健体育等補助金（部活動） ③全国大会等出場

者激励金

④スポーツ全国大

会等出場激励金②文化・スポーツ活動激励金支給

①県大会以上
③個人：10,000円

（上限30,000円/

件）

津山市

小・中学生各種大会派遣費補助金 ①文化・スポーツ活動激励金

中国ブロック大会以上 ①全国大会②世界大会

②国際スポーツ競技大会出場激励金

大田市

支援制度 無

金額 無

金額

①全国大会②国際大会③オリンピック

①5,000円/人②20,000円/人③市で審議した金額

団体競技：10万円を上限

文化・スポーツ大会等出場激励金

①a：10,000円/人（上限100,000円）

①b：30,000円/人（上限300,000円）

②：5,000円/人（上限：予算の範囲内）

①個人：5,000円/人

    団体（41名以上）：20万円

出雲市

①全国大会②国際大会

①個人：10,000円/人、団体（10人以上）：100,000円/団体

②個人：30,000円/人、団体（10人以上）：300,000円/団体

運賃・宿泊費の１/2相当の基準金額

により算定

雲南市

④5,000円/人（上

限30,000円）

②全国大会以上

①交通費・宿泊費の1/３+食糧費：800円/1食（引率者除く）

②個人：10,000円/人、団体（5名以上）：50,000円/団体

江津市

無

無 ②社会教育活動は個人：5,000円

（上限50,000円）

松江市

スポーツ競技全国大会等出場選手激励金支給

全国大会以上

個人：5,000円/人、上限50,000円（国体：上限なし）

　国際大会20,000円/人　オリンピック50,000円/人

①スポーツ活動激励金
支援制度

浜田市

小中学校スポーツ文化活動激励金無

①学校教育活動は、交通費、宿泊費全額補助

②国民体育大会激励金

①a：全国大会ｂ：国際大会

②全国大会

金額

諫早市

安来市

スポーツ・文化全国大会等出場激励金

全国大会以上

①国内　個人：10,000円/人（上限100,000円）②国外　個人：30,000円（上限300,000円）

スポーツ激励金

九州大会以上 全国大会以上

九州大会：5,000円/人、全国大会：10,000円/人

（国体5,000円/人）、国際大会：30,000円

全国大会5,000円/人、国際大会

30,000円/人（オリパラ：100,000円/
無

金額

金額

大会規模 全国大会以上
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５．各種スポーツ関係団体の状況・支援内容 

 ⑴ 体育協会 

市名 競技団体数 登録人数（人） Ｒ２補助金（千円） 

出雲市 ４２ ― ２１，０００ 

松江市 ３７ ３１，８８２ ９，１０１ 

安来市 ２２ 約２，９００ １１，６００ 

雲南市 １４ 約８５０ ４，９６５ 

大田市 ３３ ― ３，４０２ 

江津市 １８ 把握していない ９６５ 

浜田市 ３６ 不明 ４，８３４ 

益田市 ２２ 把握していない ６，０００ 

津山市 ２８ １４，０６４ １０，０３３ 

諫早市 ３４ ４，８６４ １１，３３４ 

 

 ⑵ スポーツ少年団 

市名 種目数 団数 団員数（人） 指導者数（人） Ｒ２補助金（千円） 

出雲市 １５ ８６ １，４９７ ４５２ ６，０００ 

松江市 １１ ３０ ８６２ ２６３ ２，６６９ 

安来市 ５ １６ ２７７ ６９ ※体育協会補助金に含まれる 

雲南市 ８ ３６ ６００ １６１ ２，２７６ 

大田市 ３ １１ １７８ ４９ ６７４ 

江津市 ２ ８ １３３ ２５ ２７９ 

浜田市 ７ １３ １８２ ５４ ６５０ 

益田市 把握していない 

津山市 １０ ５６ １，０００ ２５１ １，２１８ 

諫早市 ６ ４２ ６１２ １６１ ５５２ 

 

 ⑶ スポーツ推進委員 

市名 委員数（人） 報酬額（円） Ｒ２補助金（千円） 

出雲市 ６１ ２０，６００ ８５２ 

松江市 １４０ ２４，０００ ６１４ 

安来市 ３８ １３，７００ ７１５ 

雲南市 ４３ ２４，０００ １２０ 

大田市 ２５ ― ５５８ 

江津市 １２ ５，１００円/回 ７３５ 

浜田市 ３６ ２４，０００ １，２７４ 

益田市 １７ ２６，０００ ６６６ 

津山市 ５７ ２８，０００ ０ 

諫早市 ７７ ４５，０００ ７３７ 
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 ⑷ 総合型地域スポーツクラブ 

市名 クラブ数 登録人数（人） Ｒ２補助金（千円） 

出雲市 ９ ２，２４０ ０ 

松江市 ６（うち休止中１） ３，１２４ 制度なし 

安来市 ３ １，２３２ ０ 

雲南市 ３ ６７８ ０ 

大田市 １ ９７ １，２２０ 

江津市 ― ― ― 

浜田市 ５ ４５０ ０ 

益田市 ２ ― ０ 

津山市 １ １６５ ０ 

諫早市 ２ ２５６ ０ 

 ⑸ その他スポーツ推進に関係した支援事業（ソフト事業） 

市 事業名 Ｒ２予算額（千円） 

松江市 地域体育協会育成事業 ４，４４０ 

・主に公民館区ごとに組織された地域体育協会の円滑な運営を一層充実するために、 各

地域体育協会（29 団体）及び松江市地域体育協会連合会に対して補助金を交付する。 

生涯スポーツ育成事業 １，０２０ 

・生涯スポーツ活動の実践及び普及、奨励活動を目的に結成された松江市レクリエーショ

ン団体連合会(※)の運営に対して補助金を交付する。 

※加盟団体 松江市グラウンド・ゴルフ協会、松江ウォーキング協会ほか 計 12 団体 

安来市 ― ― 

雲南市 スポーツ少年団母集団育成事業 ３０（県体協より） 

・子ども達（団員）を支援、サポートする指導者や地域の方に向けた研修会や講習会を実

施。令和 2 年度は指導者の資質向上をテーマに行った。コロナ禍でどのような指導が重

要であるか、また子ども達のメンタルを支える声掛けの必要性を学んだ。 

大田市 トップアスリート誘致事業 ４００  

・全国で活躍できる選手を輩出することを目標に、トップアスリートと触れ合う機会      

を設定し、スポーツ活動の活性化を図る。 

江津市 スポーツリーダーバンク １００ 

・スポーツ活動指導者の登録を行い自治会、地域コミュニティーやスポーツ団体などの要

請に応じて適切な指導者の派遣を行う 

浜田市 体操のまち浜田振興事業 ４００ 

 ・平成２８年度の高校総体において、体操競技が当市で開催されたことを契機とし         

令和１２年度に島根県で開催される国民スポーツ大会に向け、競技人口の増加と競技力

の向上を図ることを目的とする。 

益田市 ― ― 

津山市 スポーツ大会・合宿誘致事業 ９，０００ 

・津山市所管のスポーツ施設を利用して、市外からのスポーツ大会・合宿の参加者が市内

の宿泊施設を利用する２日間以上の大会・合宿を開催する実行委員会その他の団体に対

して、予算の範囲内で補助金を交付 

諫早市 ― ― 
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