
「スポーツ・健康まちづくり」優良自治体表彰

（スポーツ×地方創生、まちづくりプロジェクト！）

t-hoshino
参考４－１



「スポーツ・健康まちづくり」優良自治体表彰制度

東京 2020 大会等の後も、そのレガシーとして、全国を先導するような優良な「スポーツ・健康まちづく
り」に国の事業（※）も活用して今後取り組もうとしている自治体のアイデアを表彰するとともに、積極的に
広く全国へアピールし、スポーツを活用した特色あるまちづくりの全国展開を推進。
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表彰審査を通った自治体は、
（１）室伏スポーツ庁長官から表彰式において直接に表彰授与
（２）スポーツ庁が様々な媒体で積極的に広く全国にアピール

ＨＰ

※ 仕組みやスケジュールの詳細は、スポーツ庁のＨＰを御覧下さい。
（https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1384512_00002.htm）

※採択済みの予算事業、認定済みの地域再生計画に基づく特別措置

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/1384512_00002.htm


平成２８年３月３１日 

   令和３年７月１５日 
 

 
募集を開始！「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰 2021」 

 

 

 

東京 2020大会等を切っ掛けとした日本中でのスポーツへの関心の高まりを、単に一過

性のものとすることなく、「オリパラ・レガシー」として、全国各地域で、スポーツを

活用した「地方創生、まちづくり」（「スポーツ・健康まちづくり」）へと転化させ、

大会終了後も将来にわたって継続・定着させることが重要です。このため、第 2 期「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和元年１２月２０日閣議決定）において、各自治

体のそうした取組を、関係省庁一丸で推進していくこととされています。 

 

そこでスポーツ庁では、本年１月に、東京 2020大会を切っ掛けとしてスポーツを活用

した「地方創生、まちづくり」に積極的に取り組もうとする自治体を応援するため、「ス

ポーツ・健康まちづくり」優良自治体表彰制度を創設したところです。 

第１回目の表彰について、本日１５日（木）から、募集を開始しました。 

 

なお、本年１２月予定の表彰式典では、受賞自治体の首長に対し、室伏スポーツ庁長

官が表彰状をお渡します。 

 

○ 東京 2020 大会を切っ掛けに、「オリパラ・レガシー」として、スポーツを活用し

た「地方創生、まちづくり」に積極的に取り組もうとする自治体を表彰し、全国に広

く知っていただくための制度を本年１月に創設。 

○ 本日１５日（木）から、第１回目の表彰について、募集を開始。 

 

スポーツ庁  



スポーツ庁長官 室伏 広治
詳細は
こちら👇

【問合せ先】
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付
Mail: stiiki@mext.go.jp

TEL: 03-6734-3931（直通）

～ 全国の自治体のアイデアを募集します！ ～

スポーツ×地方創生まちづくり
プロジェクト始動!!

スポーツのチカラを活用し、地域の様々な社会課題（少子高齢化、住民健康、

過疎化、経済衰退など）の解決を図る、自治体の皆さまのアイデア、
今後の総合的なまちづくり計画をお待ちしています。

「オリパラ・レガシー」として、今後、スポーツを活用した特色ある「まちづくり」に積極的に取り組もうとする
自治体を応援するため、「スポーツ・健康まちづくり」優良自治体表彰制度を創設。

記念すべき第１回での表彰を目指して、ぜひ、ご応募ください。

【募集スケジュール（令和3年度）】
♦募集期間：7月15日(木)～9月30日(水) 
♦表彰式典：12月中旬～下旬

創意あふれる皆様のご応募、楽しみにお待ちしております。
１２月の表彰式典※でお会いしましょう！

「スポーツ・健康まちづくり計画」

障害者スポーツの体験・交流 ホストタウン等のスポーツ国際交流

住民向け健康スポーツ教室 スポーツツーリズムの推進

地元プロスポーツチームとの連携

※「スポーツ」：“競技スポーツ”のみならず、散歩から防災訓練、草刈りまで、あらゆる身体活動と広く捉えています。

※表彰式典に御参加いただいた首長様に対しては、室伏スポーツ庁長官が表彰状をお渡しします。
地元メディアの同行も歓迎。

スポーツがしたくなるような環境整
備

mailto:stiiki@mext.go.jp


スポまち！長官表彰2021 （2021年12月14日） の式典概要

★スポまち！長官表彰2021
日時：令和3年12月14日（火）13:00～16:50
会場：浅草橋ヒューリックホール
出席者：室伏スポーツ庁長官、受賞自治体の首長29名（受賞自治体30団体中）

特別ゲストとして道下美里氏、武井壮氏

プログラム：①室伏長官オープニング挨拶
②トークセッション
「スポーツ×地域の未来！」
東京2020パラリンピック金メダリスト（三井住友海上火災保険株式会社） 道下美里 女史、公益社団法人
日本フェンシング協会会長 武井壮 氏を特別ゲストに迎え、室伏スポーツ庁長官とのトークセッションを実施

③フォトセッション

④優良自治体表彰（第１部）
表彰状授与・個別記念撮影
⑤優良自治体表彰（第２部）
受賞取組紹介・受賞自治体首長コメント

⑥スポまち！ピックアップ
室伏スポーツ庁長官が訪問させていただく自治体を抽選により決めるお楽しみイベントを実施
北見市が選ばれました（北見市へは今後調整の上、ご訪問することをお約束）。

※上記プログラムのほか、長官との名刺交換・懇話や、受賞自治体首長間の意見交換等も行いました。

スポーツのチカラを活用し、地域の様々な社会課題（少子高齢化、

住民健康、過疎化、経済衰退など）の解決を図ることを目的とした各

自治体のアイデアや今後の総合的なまちづくり計画を審査し、30自治

体を優良自治体として表彰しました。

スポーツ×地方創生、まちづくりプロジェクト始動！！

スポまち！長官表彰2021
～スポーツのチカラでまちづくり～

満員御礼！



■フジテレビ 地方創生につなげる「スポまち」
https://www.fnn.jp/articles/-/293006

全国の地方メディア・全国メディア地方版

■NHK スポーツを生かした特色あるまちづくり 30自治体を国が表彰
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211214/k10013388121000.html

■NHK（石川NEWS WEB） 石川県かほく市
スポまち！長官表彰 全国３０自治体表彰にかほく市が選ばれる
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20211214/3020010080.html

■NHK（富山NEWS WEB） 富山県富山市、滑川市
スポーツ生かしたまちづくり 富山市と滑川市が表彰受ける
https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20211214/3060009239.html

■毎日新聞 パラマラソン金の道下美里さんらトークショー スポーツ自治体表彰式
https://mainichi.jp/articles/20211214/k00/00m/050/207000c

【参考】多くのメディアで取り上げられました！

■NHK（茨城NEWS WEB） 笠間市、つくば市、境町
スポーツまちづくり表彰に 笠間 つくば 境町の３市町
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20211216/1070015397.html

全国メディア

■室蘭民報 北海道壮瞥町
壮瞥町、喜びの表彰 スポーツ健康まちづくり優良自治体
https://www.muromin.jp/news.php?id=46515

■とちぎテレビ 栃木県矢板市
矢板市が優良自治体としてスポーツ庁から表彰 スポーツ・健康まちづくり
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f8af74fdce4d16a7d48e912246c7e31657acb67

■沖縄タイムス 沖縄県、沖縄県沖縄市
県の空手振興・沖縄市アリーナ活用 スポーツのまちで表彰
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/879442

■中日新聞 静岡県御前崎市
スポーツ庁が御前崎市を表彰 まちづくり高評価
https://www.chunichi.co.jp/article/384408

■NHK（富山NEWS WEB） 富山県富山市
スポーツ生かしたまちづくり 富山市の「とほ活」
https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20211214/3060009240.html

PRTIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000090546.html
ＨＰ
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop09/list/detail/138451
2_00003.html

Facebook
https://www.facebook.com/japansportsagency/posts/2875502569407555
Twitter
https://twitter.com/sports_JSA/status/1470691602419294208
Instagram
https://www.instagram.com/p/CXdcbI6vRs_/?utm_source=ig_web_copy_link

※ 長官個人のInstagram
https://www.instagram.com/p/CXdcbI6vRs_/?utm_medium=copy_link

スポ庁広報

その他多数のメディアで取り上げられました！

■読売新聞 （茨城版） 茨城県笠間市、つくば市、境町 スポーツ庁３市町表彰

■読売新聞 スポーツによる街づくりに熱心な自治体
https://www.yomiuri.co.jp/sports/para-sports/

■NHK（静岡NEWS WEB） スポーツによる街づくりに熱心な自治体
スポーツ活用のまちづくり 沼津市など県内４市が表彰受ける
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20211214/3030014321.html

■静岡新聞 静岡県沼津市、御殿場市、裾野市、御前崎市
沼津、御殿場、裾野、御前崎 健康まちづくりでスポーツ庁表彰
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/999859.html

■中日新聞 富山県富山市
「とほ活」スポーツ庁が表彰 健康まちづくり推進で
https://www.chunichi.co.jp/article/383700

■茨城新聞 茨城県笠間市、つくば市、境町
つくば、笠間、境を表彰 スポーツ通じ地域振興
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16394884437533

■月刊事業構想 スポーツの力を活かしまちづくりを行う優良自治体を表彰
https://www.projectdesign.jp/articles/news/879a56f0-5696-4be3-bca4-3356db6290b9

■琉球新報 沖縄県、沖縄県沖縄市
全国で沖縄だけ！空手で地域振興、スポーツ庁が県を表彰、沖縄市も
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1441862.html

■毎日新聞 栃木県矢板市
「優良自治体表彰」 県内から矢板市受賞 「未来体育館」拠点の地域計画評価
https://mainichi.jp/articles/20211219/ddl/k09/010/057000c

■北鹿新聞社 秋田県大館市
大館市に優良自治体表彰 「賑わいと交流生む」に評価
http://www.hokuroku.co.jp/smarts/index/51/detail=1/b_id=904/r_id=5074/

https://www.fnn.jp/articles/-/293006
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211214/k10013388121000.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20211214/3020010080.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20211214/3060009239.html
https://mainichi.jp/articles/20211214/k00/00m/050/207000c
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20211216/1070015397.html
https://www.muromin.jp/news.php?id=46515
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f8af74fdce4d16a7d48e912246c7e31657acb67
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/879442
https://www.chunichi.co.jp/article/384408
https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20211214/3060009240.html
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首長さまと
名刺交換・意見交換

首長さま控室にて

室伏長官オープニング挨拶

スポまち！ピックアップ

首長さま喜びの声

表彰式

満員御礼！
全国各地から約30社の

メディアが参加

当選自治体は北海道北見市！
会場では歓声の声があがりました！！

トークセッション

スポまち！長官表彰２０２１式典の様子

スポまち！ピックアップ
（長官が後日訪問させていただく先

を抽選）

フォトセッション
（受賞30自治体のうち29自治体の首長さまが

式典に参加）
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２０道県３０自治体

○北見市 ○東神楽町

○増毛町 ○壮瞥町

○かほく市

○富山市

○滑川市
○笠間市

○つくば市

○境町

○銚子市

○矢板市

○沼津市

○御殿場市

○裾野市
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○西尾市
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○美馬市

○西宮市
○湯梨浜町

○北広島町

○小城市

○鹿児島市

○沖縄県

○沖縄市

20道県30自治体

☝
受賞全自治体の取組概要！

室伏スポーツ庁長官表彰「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」の受賞自治体

全国から３０自治体が受賞！
・県：１団体
・市：２１団体
・町：７団体
・村：１団体



室伏スポーツ庁長官表彰「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」の受賞自治体

【受賞自治体 取組名称】

◆北海道 北見市 「Curling City Kitami魅力向上プロジェクト」
東神楽町 「東神楽町健康食育タウン事業（東神楽流からだの『見える化』計測中。）」
増毛町 「増毛町スポーツ・健康まちづくりプロジェクト（生涯現役で働き続けられる町を目指す健康寿命延伸事業）」
壮瞥町 「スポーツでチャレンジ！スポーツによる持続可能なまちづくり」

◆宮城県 角田市 「Kスポ（総合スポーツ施設）と道の駅かくだを核としたスポーツによるまちづくり」
◆秋田県 大館市 「観光とスポーツによる賑わいと交流を生むまちづくり」
◆山形県 庄内町 「スポーツ合宿等による地域活性化、健康と生きがいをつくる生涯スポーツの推進」
◆茨城県 笠間市 「笠間市スケートボードの聖地プロジェクト」

つくば市 「廃校への自転車拠点・ジオパーク中核拠点整備による地域振興プロジェクト」
境町 「世界レベルのスポーツ施設等を活用した茨城県境町のまちづくり」

◆栃木県 矢板市 「未来技術を活用した健康＆スポーツの飛躍的レベルupプロジェクト」
◆千葉県 銚子市 「銚子市しごと・ひと・まち創生推進計画＜スポーツツーリズムの促進＞」
◆新潟県 村上市 「スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト」
◆富山県 富山市 「SDGsの実現に向けた歩くライフスタイルの推進「とほ活」プロジェクト」

滑川市 「「雪国ハンデを乗り越えろ」滑川市屋内運動場（KENKO DOME）活用推進プロジェクト」
◆石川県 かほく市 「「あそびの森かほっくる」でみんな元気！～かほく市こども屋内運動施設の整備～」
◆長野県 野沢温泉村「マウンテンスポーツを通じた村民社会形成プロジェクト」
◆静岡県 沼津市 「フェンシングで地域に活力を！～「フェンシングのまち沼津」ブランディング事業～」

御殿場市 「東京2020大会ロードレース会場のレガシーを活用したまちづくり」
裾野市 「富士の麓で頂点を目指す！スポーツ応援プロジェクト～準高地トレーニングができるまち～」
御前崎市 「御前崎スポーツ振興プロジェクト～ワンストップでスポーツ合宿をトータルサポート～」

◆愛知県 西尾市 「スポーツを核とした健康まちづくりプロジェクト（市民の健康づくりをお手伝い）」
◆兵庫県 西宮市 「地域スポーツ資源を生かしたビジネスの振興～スポーツを核とした甲子園エリア活性化計画～」
◆鳥取県 湯梨浜町 「グラウンド・ゴルフとウオーキングによる友情と健康の輪の拡大プロジェクト」
◆広島県 北広島町 「全町民参加型「きたひろスポーツ」推進プロジェクト」
◆徳島県 美馬市 「「美と健康」のまちづくりプロジェクト（美馬市版SIB）」
◆佐賀県 小城市 「アイル資源磨きプロジェクト」
◆鹿児島県鹿児島市 「鹿児島ユナイテッドFCトレーニング施設活用地域活性化プロジェクト」
◆沖縄県 沖縄県 「空手が沖縄経済を成長させる新エンジンに（沖縄空手振興ビジョンロードマップ）」

沖縄市 「沖縄市スポーツコンベンションシティ3.0加速化プロジェクト」

受賞全自治体の取組概要！



別冊

（2021受賞自治体の取組概要）
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