
令和４年度 うるま市⼦どもスポーツ⼒向上促進事業

主催︓うるま市教育委員会 ⽣涯学習スポーツ振興課
運営︓スポーツデータバンク沖縄株式会社



1．事業⽬的・背景
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Ø 本事業はうるま市教育委員会を主体とし、スポーツデータバンク沖縄株式
会社（⺠間）が運営事業者として、⼦どもたちの「健康⼒」「スポーツ

⼒」に対する課題解決を⾏う仕組み（サービス）を展開することで、⼦ど
もたちの「体⼒減少」「運動嫌い」の改善、将来を⾒据えたスポーツ実施
率の向上促進を⽬指す。

Ø ⼦どもたちを取り巻く環境改善の⼀環として、保護者等へのアプローチを

⾏うことで、⼦どもたちの運動をきっかけとした⼤⼈の健康意識の改善、
スポーツ実施率の向上を⽬指す。

◆4つの達成⽬標◆

① 市内⼩学⽣の運動習慣の改善によるスポーツ⼒向上（体⼒向上・健康意識の向上）

② 幼少期の運動嫌いの抑制

③ ⼦どもを通じた取り組みによる⼤⼈の運動・健康意識の改善

④ ⼦どもから⼤⼈までのスポーツ実施率の向上

Point

事業⽬的



1．事業⽬的・背景
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令和元年度にスポーツ庁が⾏った「全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査」では、⼩・中学⽣の男⼥ともに体
⼒合計点が前年度より低下しているだけでなく、⼩学⽣男⼦においては調査を開始された平成20年度以降で最低
点という結果となっている。

体⼒低下の背景（スポーツ庁）

l学校での授業以外の運動時間の減少
→ 1週間の運動時間が420分以上の割合の減少

lスクリーンタイムの増加
→ 特に男⼦は⻑時間化が進んでいる

l肥満児童・⽣徒の増加
l朝⾷を⾷べない児童（⼩学⽣）の増加

※スクリーンタイム
平⽇1⽇当たりのテレビ、スマートフォン、ゲーム機等によ
る映像の視聴時間

⼩学⽣男⼦:(H30)54.2点▶(R1)53.6点（-0.6点）
⼩学⽣⼥⼦:(H30)55.9点▶(R1)55.6点（-0.3点）

中学⽣男⼦:(H30)42.2点▶(R1)41.6点（-0.6点）
中学⽣⼥⼦:(H30)50.4点▶(R1)50.0点（-0.4点）

＊児童⽣徒の運動時間（体育の授業を除く）

全国的な⼦どもの体⼒・運動能⼒の低下



1．事業⽬的・背景
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⼦どもたちの健康課題（体⼒低下・肥満率の増加等）は⼤きな課題として考えられており、体育専科の教員の採
⽤なども含めた取り組みが⾏われていますが、幼少期からの運動嫌いを抑制し、定期的・継続的に運動を⾏える
環境づくりを⾏うことで、将来を⾒据えた運動習慣・健康意識の改善を⾏うことが必要であると考えている。

うるま市の現状と課題

l ⼦どもの体⼒低下（体⼒テストが県平均を下回る）
l 中学校部活動の加⼊率が年々減少している
l ⼦どもから成⼈まで肥満率が⾼い傾向がある
l 運動嫌いと運動の過熱化による⼦どもの運動に対する⼆極化が進んでいる

うるま市の課題

＊出典︓うるま市第 2 期保健事業実施計画



1．事業⽬的・背景
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1. 運動嫌いにより運動をやめてしまう
Ø 令和元年度スポーツ庁全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査結果から、運動が嫌いな児童ほど、中学校以降に⾃主的に運動・ス

ポーツをしたいと思わなくなっている傾向があることがわかっている。そのため、幼少期に「運動嫌い」となってしまうことで、
中学校以降の運動に対する意欲は起きにくくなり、運動から距離を置いてしまう。そのため、幼少期に「運動嫌い」となる児童を
減らすことで、運動に対する否定感をなくし、継続した運動の実施を促す仕組みづくりを⾏う。

2. ⼦どもの運動をフックとした⼤⼈へのアプローチ
Ø 健康課題は⼦どもだけでなく、全国的にも⼤⼈の課題となっています。うるま市においても成⼈の肥満率が⾼く改善が必要ではあ

るものの、⼤⼈は⼦どもよりも運動に対する否定感があり、⾝近に運動をするキッカケづくりが必要となっている。そこで、⼦ど

もが運動を⾏うようにするために、その「保護者」向けにもアプローチし、「⼀緒に運動をしてもらう」「意識を⾼めてもらう」
仕組みづくりを⾏うことで、ご⾃⾝の健康意識や運動実施を促す。

なぜ⼦どもにフォーカスするのか

中学⽣〜⼩学⽣

得意・好き

苦⼿・嫌い

運動部活動に⼊る・⾃主的に運動する

運動部活動には⼊らない・運動しない
運動が

各種運動・健康コンテンツや情報

⼦どもへのアプローチを通じた保護者へのアプローチ



2．事業概要︓全体像

教育委員会・学校・外部事業者等が連携し、⼩学⽣を対象にした「正しく・楽しく体を動かすコンテンツ」を定期的に開催することで、
運動・スポーツに対する苦⼿意識の緩和や定期的な運動習慣の構築⽬指すとともに、⼀⽅の課題としてあがっている「スポーツのやりす
ぎ」緩和のため、⼩学⽣の運動指導に従事する教員・指導者等を対象にしたセミナー・研修会等を開催し、⼩学⽣にあったスポーツ指導
を⾏う環境づくりをすることで、スポーツ指導に対する過熱化防⽌や指導⼒、⼤⼈の健康意識の向上を⽬指す。

① ⼩学⽣を対象にした専⾨指導者による正しく・楽しくできる運動・スポーツ教室の実施
② 指導従事者（教員・指導者）、保護者等を対象とした各種指導者セミナー・研修会の開催

［事業内容］

事業内容① 事業内容②

［各種専⾨家］
プロチーム、有識者

⺠間事業者 等

⼩学⽣を対象にした専⾨指導者による
正しく・楽しくできる運動・スポーツ教室の開催

指導従事者（教員・指導者）、保護者等を
対象とした各種セミナー・研修会の開催

指導 講師

• 場所︓市内⼩学校内 18校
• 回数︓全720回
• ※実施回数は学校在籍⽣徒数により変動
• 時期︓2022年9⽉〜2023年3⽉（予定）
• 時間︓50分程度／回
• 内容︓⾛り⽅、ダンス

運動教室、体操教室
サッカー教室 等

• 場所︓市内施設
• 回数︓各全18回程度
• 時期︓2022年9⽉〜2023年3⽉（予定）
• 時間︓90〜120分／回
• 内容︓⽣活習慣

栄養
運動の⼆極化
器械体操（研修会）全体コーディネート

各種指導者・講師調整 等

×

【連携団体】県内プロスポーツチーム、県内⺠間スクール事業者、県内各種トレーナー・スポーツインストラクター
6

参加費は無料参加費は有料



2．事業概要︓各種スポーツ教室開催内容
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本事業は、⼀昨年度・昨年度に（公財）沖縄県保健医療福祉事業団の補助事業としてうるま市と連携をして取り
組んで参りました。今年度は、うるま市の事業として継続し、⼦ども達の運動嫌い抑制を図るため、「運動が苦
⼿」「あまり好きではない」児童が主に参加できるよう、低強度のスポーツ・運動プログラムを提供するとともに、
市内スポーツ少年団への加⼊も減少傾向にあるため、実施校で活動をしているスポーツ種⽬もプログラムに取り⼊
れて実施します。

開催内容

スポーツチャレンジ
プログラム かけっこ教室 ダンス教室 運動教室 器械体操教室

スポーツ少年団
実施種⽬ バスケットボール教室 バレーボール教室 サッカー教室 野球教室 バドミントン教室

＊昨年度チラシ抜粋
●実施プログラム案

＊昨年度チラシ抜粋



2．事業概要︓各種スポーツ教室開催場所
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本事業は、今年度よりうるま市教育委員会主催事業として取り組んで参ります。そのため、うるま市内全18校
にて開催を致します。

開催場所

学校名 住所 全校⽣徒数 実施予定回数
1 宮森⼩学校 ⽯川1-46-1 410 30

2 城前⼩学校 ⽯川400 404 30

3 伊波⼩学校 ⽯川伊波287-1 742 60

4 与那城⼩学校 与那城屋慶名468-29 488 40

5 南原⼩学校 勝連南⾵原279-1 283 25

6 勝連⼩学校 勝連内間1173 334 30

7 平敷屋⼩学校 勝連平敷屋3850 215 20

8 津堅⼩中学校 勝連津堅1327-2 3（11） 7

9 川崎⼩学校 字川崎117 401 30

10 天願⼩学校 みどり町1-8-1 763 65

11 あげな⼩学校 字⻄原151 485 40

12 ⽥場⼩学校 字⽥場876 861 70

13 具志川⼩学校 字具志川3133 308 28

14 兼原⼩学校 字喜屋武66 689 60

15 ⾼江洲⼩学校 字⾼江洲118-1 651 55

16 中原⼩学校 字宮⾥731 838 70

17 ⾚道⼩学校 字⾚道921 564 50

18 彩橋⼩中学校 与那城平安座8169-1 106 10

各学校における実施回数については、⽣徒数に応じて設定をしています



2．事業概要︓各種セミナー
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ゴールデンエイジの時期に必要な「栄養」「睡眠」「体づくり」などの⼦どもの健康増進における正しい情報を保護者が理解す
ることで、家庭のなかでも⼦どもたちの健康増進に寄与できる仕組みづくりとして、対⾯・オンラインによる保護者対象の各種

セミナーを開催する。
また、⼦どもの健康増進をフックに保護者⾃⾝や家庭内の「⼤⼈の健康リテラシー」の向上にもつなげることで、うるま市が抱
えている⼤⼈の健康課題の解決も⽬指す取り組みとする。

指導従事者（教員・指導者）、保護者等を対象とした各種セミナー

●開催概要︓保護者向け「⼦どもの健康づくりセミナー」
• 開催回数 全18回(60分〜90分程度)

• 開催⽅法 対⾯・オンライン
• 対象 保護者（教職員・指導者）
• 参加費 無料
• コンテンツ ⾷事・睡眠・メンタル・トレーニング（体づくり・怪我予防） 等
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⼩学校では、原則として学級担任が⼤半の教科を指導することから、体育の指導に困難さを感じている教員がいる。なかには体育
専科の教員が配置されている学校もあるが、全校がそうではないといった現状がある（平成28年度「⼩学校における体育専科教員

の配置拡⼤を選んだ教育委員会の割合︓全国2.8％）。

今年度は、体育の授業を指導する教員の質の向上により⼦どもたちの運動嫌いを抑制させることを⽬的に実施する。

教職員向け器械体操研修会

2．事業概要︓研修会

●開催概要︓教員向け運動指導研修会
• 開催回数 全18回（90分〜120分程度）
• 開催⽅法 実技指導
• 対象 教職員

• 参加費 無料
• コンテンツ 器械体操
• 講師 ケンケン体操教室 ⼜吉代表 他



2．事業概要︓ICTツールを活⽤した管理
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事業の課題



2．事業概要︓感染症対策
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感染症対策

各教室開催に際し、下記のとおり感染症対策を実施し、保護者が安⼼して参加できるよう⾏ないます。

ü 感染症予防マニュアルの作成及び周知
ü フライヤー内での案内、個別問い合わせ対応

ü 指導者の体調確認（当⽇の検温）
ü 教室開始前・終了後の⼿洗いうがい（指導者・児童）
ü アルコール除菌の設置と実施
ü マスクの着⽤とソーシャルディスタンスによる指導



3．ご依頼内容及びスケジュールについて
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本事業におけるご依頼内容については下記となります。

ご依頼内容

① チラシを活⽤した保護者へのメール配信によるご案内及びご案内後のメール開封率のご確認
② 放課後スポーツ教室の実施可能な曜⽇・時間帯・利⽤可能な体育施設のご確認（2022年9⽉〜2023年3⽉）

*8⽉中にご活⽤可能な体育施設がある場合には、合わせて可能な⽇程と時間帯をご確認させて下さい
③ スポーツ少年団 各種⽬責任者への事業説明（主催者及び運営者と協⼒して開催）
④２学期始業式以降（8/29〜）に⼿渡しでのチラシ配布のご案内

今後のスケジュール

令和4年 令和5年

7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

学校への事業のご案内 7/21

保護者・⽣徒への事業のご案内 ※1 7/21〜

学校管理職向け事業説明 ※2

スポーツ少年団 各種⽬責任者への事業説明

プレ体験会（無料）のご案内

プレ体験会（無料）の開催

教室開催のご案内（無料体験会含む） 8/29〜

無料体験会の開催 9/12 〜 〜10/16

有料教室の開催 10/17〜 〜3/14

アンケート調査の実施

※1 別紙「（チラシ）⼦どもスポーツ⼒向上促進事業」を活⽤し、メール配信によるご案内をお願い致します
※2 学校管理職向け説明会については、8⽉上旬〜中旬頃の開催に向けて教育委員会よりご案内させて頂きます


