
 

 

 

令和３年度の 

スポーツ関連主要事業について 
 

Ⅰ 健康・余暇   Ｐ１～２ 

４ 幅広い分野の文化芸術に親しみ、生涯を通じてスポーツを楽しむ機会を広げます 

  

Ⅲ 教育   Ｐ３～６ 

13 【体育】児童生徒の健やかな体を育みます 

19 文化芸術・スポーツを担う人材を育てます 

  

Ⅳ 居住環境・コミュニティ   Ｐ７ 

26 文化芸術・スポーツを生かした地域をつくります 

 

【本資料掲載事業予算額 ～文化スポーツ部～】 

（単位：百万円）    

区  分 
Ｒ３年度当初 

予算額 

Ｒ２年度当初 

予算額 
比較増減 

当初予算額 1,996.6 836.8 1,159.8 

※ スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック推進室予算額を抽出    

 

【本資料掲載事業予算額 ～教育委員会事務局～】 

（単位：百万円）    

区  分 
Ｒ３年度当初 

予算額 

Ｒ２年度当初 

予算額 
比較増減 

当初予算額 151.3 160.8 △9.5 

※ 保健体育課予算額を抽出    

  

資料 No.３ 
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④ ライフステージに応じたスポーツを楽しむ機会の充実 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

生涯スポーツ推進費 

（スポーツ振興課） 
12.1 12.9 △ 0.8  

県民が生涯にわたってスポーツを楽し

める環境を整備するため、総合型地域

スポーツクラブの育成や指導者養成、

各種スポーツイベント開催等の取組を

実施 

高齢者スポーツ活動 

振興事業費 

（スポーツ振興課） 

18.7 18.7 0.0  

高齢者の生きがいと健康づくりを推進

するため、（公財）いきいき岩手支援財

団が実施する健康と福祉のまつり事業

（スポーツ活動）やねんりんピック選

手派遣等に要する経費を補助 

スポーツ医・科学 

サポート事業費 

（スポーツ振興課） 

27.7 29.4 △ 1.7  

本県選手の競技力向上と県民の健康増

進を図るため、いわてアスレティック

トレーナーの養成、スポーツ医・科学に

基づく各種研修会等の開催、競技団体

等へのトレーナー派遣を実施 

スポーツ推進プラット 

フォーム構築事業費 

（スポーツ振興課） 

1.4 9.2 △ 7.8  

スポーツの力による健康社会の実現と

人的・経済的交流を推進するため、官民

一体によるスポーツ推進体制の構築に

向けた取組を実施 

スポーツ施設設備整備費 

（盛岡南公園野球場（仮称） 

整備事業費負担金） 

（スポーツ振興課） 

1,309.5 86.1 1,223.4  

県と盛岡市の共同事業として、盛岡南

公園野球場（仮称）の整備を推進 

復興五輪ムーブメント 

推進事業費 

（オリンピック・ 

パラリンピック推進室） 

264.7 372.4 △ 107.7 
一部

新規 

東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を契機とした地域活性化を

図るため、県内市町村におけるホスト

タウン交流等の支援や大会に向けた機

運醸成等の取組を実施するとともに、

新たに、ホストタウン及び事前キャン

プ地における新型コロナウイルス感染

症対策を市町村等と連携して実施 

Ⅰ 健康・余暇 

４ 幅広い分野の文化芸術に親しみ、 
 生涯を通じてスポーツを楽しむ機会を広げます 
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事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

ラグビー県いわて 

推進事業費 

（オリンピック・ 

パラリンピック推進室） 

70.1 51.1 19.0  

ラグビーワールドカップ2019™釜石開

催のレガシーを生かし、メモリアルイ

ベント開催や県外との交流等、ラグビ

ー県いわての定着に向けた取組を実施 

 

⑤ 障がい者スポーツへの参加機会の充実 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

障がい者スポーツ 

振興事業費 

（スポーツ振興課） 

23.7 23.8 △ 0.1  

障がい者スポーツの振興を図るため、

スポーツ教室や大会の開催を通じた参

加機会の提供や研修会による指導者養

成等を実施 

スポーツを通じた 

共生社会づくり推進費 

（スポーツ振興課） 

3.1 6.4 △ 3.3 
一部

新規 

スポーツを通じた共生社会の推進を図

るため、障がいのある人もない人も共

に参加できる大会の開催や総合型スポ

ーツクラブの受入環境を整備するとと

もに、普及啓発に向けた取組を拡充 

復興五輪ムーブメント 

推進事業費 

（オリンピック・ 

パラリンピック推進室） 

264.7 372.4 △ 107.7 
一部

新規 

東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を契機とした地域活性化を

図るため、県内市町村におけるホスト

タウン交流等の支援や大会に向けた機

運醸成等の取組を実施するとともに、

新たに、ホストタウン及び事前キャン

プ地における新型コロナウイルス感染

症対策を市町村等と連携して実施 

 

⑥ 岩手発の「超人スポーツ」の創出等によるスポーツ参加機会の拡大 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

超人スポーツ推進事業費 

（スポーツ振興課） 
0.9 2.1 △ 1.2  

スポーツを楽しむ機会の充実を図るた

め、岩手発の新しい「超人スポーツ」を

体験するためのワークショップを開催 
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① 豊かなスポーツライフに向けた学校体育の充実 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

オリンピック・ 

パラリンピック教育 

推進事業費 

（保健体育課） 

5.6 5.3 0.3  

オリンピック・パラリンピックへの興

味関心を高め、スポーツを通じた国際・

異文化、共生社会への理解等を深める

ため、オリンピアン・パラリンピアン等

を学校に派遣 

 

 

② 適切な部活動体制の推進 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

教職員人事管理費 

（部活動指導員配置事業費） 

（保健体育課） 

52.3  73.3 △ 21.0  

部活動を担当する教員の負担軽減及び

部活動の質的な向上を図るため、県立

学校に部活動指導員を配置するととも

に市町村に対し部活動指導員の配置に

要する経費を補助（補助率：2/3、補助

対象：市町村） 

中学生スポーツ・文化活動 

調査事業費 

（保健体育課） 

0.8 1.0 △ 0.2  

中学生のスポーツ及び文化活動におけ

る「生徒本位の有意義な活動の在り方」

の普及啓発を図るため、研修会の開催

等により周知 

地域部活動推進実践 

研究事業費 

（保健体育課） 

2.9 0.0 皆増 新規 

休日の部活動について、地域の活動と

して地域人材が担う地域部活動を推進

するための実践研究を実施 

岩手県高等学校体育連盟 

強化事業費補助 

（保健体育課） 

55.9 55.7 0.2  

「希望郷いわて国体」を契機に確立さ

れた各競技の一貫指導体制を基に、全

体の競技力を維持・発展させるため、岩

手県高等学校体育連盟が実施する選手

強化に要する経費の一部を補助（補助

率：定額、補助対象：岩手県高等学校体

育連盟） 

 Ⅲ 教育 

13 【体育】児童生徒の健やかな体を育みます 
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事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

岩手県中学校体育連盟 

強化事業費補助 

（保健体育課） 

19.1 23.8 △ 4.7  

「希望郷いわて国体」を契機に確立さ

れた各競技の一貫指導体制を基に、全

体の競技力を維持・発展させるため、岩

手県中学校体育連盟が実施する選手強

化に要する経費の一部を補助（補助率：

定額、補助対象：岩手県中学校体育連

盟） 

全国高等学校総合体育大会 

推進事業費 

（保健体育課） 

13.8 0.0 皆増 新規 

令和３年度に本県で開催される全国高

等学校総合体育大会(スキーインター

ハイ）の大会運営を支援（補助率：定額、

補助対象：全国高等学校スキー大会岩

手県実行委員会(仮称)） 

 

 

③ 健康教育の充実 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

指導運営費 

（がん教育総合支援事業費） 

（保健体育課） 

0.9 1.7 △ 0.8  

がん教育に携わる指導者の理解促進と

資質向上を図るために作成した指導マ

ニュアルを普及啓発するため、研修会

等を開催 
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③ アスリートの競技力の向上 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

オリンピック選手等 

育成・強化事業費 

（スポーツ振興課） 

21.8 31.4 △ 9.6  

オリンピックをはじめとする国際大会

等に向け競技力の向上を図るため、ス

ーパーキッズの発掘育成、トップアス

リートの活動支援の実施とともに、潜

在能力（ポテンシャル）を持ったアスリ

ートの活動支援を実施 

いわて競技力向上事業費 

（スポーツ振興課） 
141.3 146.1 △ 4.8 

一部

新規 

本県選手の競技力向上を図るため、（公

財）岩手県体育協会による競技団体の

選手強化事業に対する補助や最新競技

用具の整備を行うとともに、アスリー

トの県内定着に向けた支援を強化 

スキー全国大会少年種別 

強化事業費補助 

（スポーツ振興課） 

5.8 － 皆増 新規 

令和３年度及び４年度に開催されるス

キー競技の大規模大会を契機として、

国際大会等で活躍する次世代選手を育

成するため、高地での強化事業や大会

出場時のサポート等を実施 

 

 

④ 障がい者アスリートの競技力の向上 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

パラリンピック選手等 

育成・強化事業費 

（スポーツ振興課） 

6.5 7.3 △ 0.8  

パラリンピックをはじめとする国際大

会等に出場する選手を輩出するため、

障がい者スポーツ選手発掘・育成研修

会の開催や障がい者トップアスリート

の活動支援等の取組を実施 

パラアスリート 

拡張支援事業費 

（スポーツ振興課） 

5.3 5.4 △ 0.1  

障がい者アスリートの競技選択や活動

機会の拡張を図るため、複数の競技種

目への体験機会の創出や環境整備に向

けた指導員等の派遣、競技用具の整備

等の取組を実施 

 

  

19 文化芸術・スポーツを担う人材を育てます 



6 

 

⑤ スポーツ医・科学サポートを通じた競技力の向上 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

スポーツ医・科学 

サポート事業費 

（スポーツ振興課） 

27.7 29.4 △ 1.7  

本県選手の競技力向上と県民の健康増

進を図るため、いわてアスレティック

トレーナーの養成、スポーツ医・科学に

基づく各種研修会等の開催、競技団体

等へのトレーナー派遣を実施 

 

 

⑥ スポーツ活動を支える指導者等の養成 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

いわて指導者育成事業費補助 

（スポーツ振興課） 
3.0 4.6 △ 1.6  

本県選手の競技力向上に向けて、指導

者の指導技術や資質の向上を図るた

め、国体競技監督へ義務付けられてい

る指導者資格の取得に要する経費を補

助 

いわて競技力向上事業費 

（スポーツ振興課） 
141.3 146.1 △ 4.8 

一部

新規 

本県選手の競技力向上を図るため、（公

財）岩手県体育協会による競技団体の

選手強化事業に対する補助や最新競技

用具の整備を行うとともに、アスリー

トの県内定着に向けた支援を強化 

スポーツ医・科学 

サポート事業費 

（スポーツ振興課） 

27.7 29.4 △ 1.7  

本県選手の競技力向上と県民の健康増

進を図るため、いわてアスレティック

トレーナーの養成、スポーツ医・科学に

基づく各種研修会等の開催、競技団体

等へのトレーナー派遣を実施 

障がい者スポーツ 

振興事業費 

（スポーツ振興課） 

23.7 23.8 △ 0.1  

障がい者スポーツの振興を図るため、

スポーツ教室や大会の開催を通じた参

加機会の提供や研修会による指導者養

成等を実施 
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② スポーツを生かした人的・経済的な交流の推進 

〔単位：百万円〕 

事業名 
R3当初 

予算額 

R2当初 

予算額 
差引 新規 事業内容 

地域活性化 

スポーツ推進事業費 

（スポーツ振興課） 

26.6 29.9 △ 3.3  

スポーツを通じた地域活性化を図るた

め、「いわてスポーツコミッション」に

よるスポーツイベント・合宿等の誘致

や、トップ・プロスポーツチームとの連

携による県民のスポーツ参加機会の充

実等に向けた取組を実施 

日本スポーツマスターズ2022 

開催準備費 

（スポーツ振興課） 

6.4 － 皆増 新規 

令和４年度（Ｒ４.秋）に開催予定の「日

本スポーツマスターズ2022」に向けて、

受入態勢の整備や機運醸成に向けた取

組を実施 

特別国民体育大会冬季大会 

スキー競技会開催準備費 

（スポーツ振興課） 

48.0 － 皆増 新規 

令和４年度（Ｒ５.２）に開催予定の「特

別国民体育大会冬季大会スキー競技

会」に向けて、会場整備に要する経費の

補助や機運醸成に向けた取組を実施 

スポーツ推進プラット 

フォーム構築事業費 

（スポーツ振興課） 

1.4 9.2 △ 7.8  

スポーツの力による健康社会の実現と

人的・経済的交流を推進するため、官民

一体によるスポーツ推進体制の構築に

向けた取組を実施 

復興五輪ムーブメント 

推進事業費 

（オリンピック・ 

パラリンピック推進室） 

264.7 372.4 △ 107.7 
一部

新規 

東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を契機とした地域活性化を

図るため、県内市町村におけるホスト

タウン交流等の支援や大会に向けた機

運醸成等の取組を実施するとともに、

新たに、ホストタウン及び事前キャン

プ地における新型コロナウイルス感染

症対策を市町村等と連携して実施 

ラグビー県いわて推進事業費 

（オリンピック・ 

パラリンピック推進室） 

70.1 51.1 19.0  

ラグビーワールドカップ2019™釜石開

催のレガシーを生かし、メモリアルイ

ベント開催や県外との交流等、ラグビ

ー県いわての定着に向けた取組を実施 

 

 Ⅳ 居住環境・コミュニティ 

26 文化芸術・スポーツを生かした地域をつくります 


