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スポーツ×地方創生、まちづくりプロジェクト始動！！
「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・まちづくり」優良自治体表彰制度を創設。記念すべき第１回表彰式を開催しました。

【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」

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選出しました。
「スポまち！長官表彰2021」では、表彰式のほか、特別ゲストを迎え、室伏広治スポーツ庁長官とのスポーツによる「まちづくり」トークセッ
ションを行うなど、今後の全国でのスポーツによる地方創生、まちづくりの端緒を開きました。

トークセッションの様子

表彰式の様子

フォトセッションの様子

表 彰 式
【北海道 北見市】
〈喜びの声〉
このたびは、スポーツ庁長官表彰の「スポーツ・健康まちづくり優良
自治体表彰2021」を賜り、誠に光栄に存じます。
これもひとえに多くの関係者の皆さまの日頃からのご尽力が結実した
賜物であると、深く感謝を申し上げます。
今回の受賞を励みに、今後とも地域資源であるカーリングを最大限に
活用し、より一層、北見市の魅力向上に取り組んでまいります。
北見市長 辻󠄀 直孝 氏

記念撮影の様子

【北海道 東神楽町】
〈喜びの声〉
楽しく気がついたら健康になっていたをモットーに、健幸のまちづく
りを進めている北海道東神楽町です。
今後も子どもから高齢者まで、思い思いのスポーツとの出会いを大事
にして、健康を実感できる環境づくりを実践していきます。
この度は、スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021、誠にあ
りがとうございます。
東神楽町長 山本 進 氏

記念撮影の様子

【北海道 増毛町】
〈喜びの声〉
人口減少・高齢化が進む中、まちの活力を維持するために「健康寿命
延伸・高齢者が活躍するまち」を目標に掲げ、運動習慣の普及・定着
によって町民の健康づくりを進めてきたところ、このような素晴らし
い賞を賜り、大変光栄です。
受賞を励みに今後もより一層町民の健康づくりに取り組んでまいりま
す。
増毛町長 堀 雅志 氏

記念撮影の様子

【北海道 壮瞥町】
〈喜びの声〉
北海道の南西部、支笏洞爺国立公園内に位置し、昭和の大横綱「北の
湖」前相撲協会理事長の出身地である壮瞥町は、洞爺湖、有珠山、昭
和新山といった資源を有する農業と観光の町です。
今回の受賞を契機に、スポーツによる「ひとづくり」「まちづくり」
を一層推進し、“スポーツによる地方創生”に取り組んでまいります。

壮瞥町長 田鍋 敏也 氏

記念撮影の様子

【宮城県 角田市】
〈喜びの声〉

この度は、前例のない「スポーツ」と「道の駅」の連携からはじまっ
た「スポーツによるまちづくり」の取り組みが名誉ある賞をいただき、
大変光栄に思っております。連携協定を締結しここまでご指導いただ
いた笹川スポーツ財団、仙台大学の皆様に心より感謝申し上げます。
これからも地域スポーツ運営組織であるスポネットかくだとともに、
スポーツで元気なまちを目指していきます。ありがとうございました。
角田市長 黑須 貫 氏

記念撮影の様子

【秋田県 大館市】
〈喜びの声〉
東京2020大会聖火リレーの実施やタイ王国ホストタウンでの取り組
みが、スポーツへの市民の盛り上がりと期待を生み、「スポーツ・健
康まちづくり計画」の策定につながりました。
この度の受賞は、今までの取り組みが実を結んだものと嬉しく思いま
す。大館市の取組を全国に発信し、スポーツ・健康まちづくりの広が
りに貢献します。
大館市長 福原 淳嗣 氏

記念撮影の様子

表 彰 式
【山形県 庄内町】
〈喜びの声〉
この度、スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021の表彰、大
変感謝申し上げます。
庄内町は、多くの体育施設があり、全町民がスポーツに親しめる環境
整備を図っており、スポーツ大会も数多く開催されております。
今回のこの表彰を更なる契機として、スポーツを中心とした町民の
健康、庄内町の活性化につながることを期待します。
庄内町長 富樫 透 氏

記念撮影の様子

【茨城県 笠間市】
〈喜びの声〉
「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」に選出いただき
誠に光栄に存じます。
今回の受賞は，スケートボードをはじめ，合気道やゴルフ，障がい者
スポーツなど，笠間市の特色あるスポーツの魅力が認められた結果と
嬉しく思っています。この栄誉を励みとし，引き続きスポーツの力で
地域の活力向上に取り組んでまいります。
笠間市長 山口 伸樹 氏

記念撮影の様子

【茨城県 つくば市】
〈喜びの声〉
この度は、つくば市の取組を「スポーツ・健康まちづくり優良自治体
表彰2021」にご選出いただきありがとうございます。
平成29年に自転車活用推進法が施行されて以降、全国で自転車を活
用した様々な取組が進んでいますが、今回の廃校を活用した自転車プ
ロジェクトを成功させ、各地の取組と連動することで、自転車による
健康増進や環境負荷低減等の課題解決を実現していきます。
つくば市長 五十嵐 立青 氏

記念撮影の様子

【茨城県 境町】
〈喜びの声〉
この度はこの様な素晴らしい賞をいただけましたこと、町を代表して、心より
感謝申し上げます。当町はこれまで、オリンピック基準のホッケー場やテニス
コート、また、世界レベルのアーバンスポーツパーク等、スポーツ施設の整備
に力を入れ、特に次世代の若者が活躍できる環境を整備してきました。将来、
ここ境町から世界へ羽ばたく、そんな選手が出ることを期待し、これからもス
ポーツを核としたまちづくりを推進していきたいと存じます。この度は誠にあ
りがとうございました。
境町長 橋本 正裕 氏

記念撮影の様子

【栃木県 矢板市】
〈喜びの声〉

この度は、栄えあるスポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021
をいただき誠にありがとうございます。
２０１６年からスポーツツーリズムに取り組んできた成果と今回の
「未来体育館」による、まちづくりプロジェクトが評価されたことは、
矢板市民をはじめ関係者の誇りであります。
この表彰を糧に、今後の取り組みを加速してまいります。
矢板市長 齋藤 淳一郎 氏

記念撮影の様子

【千葉県 銚子市】
〈喜びの声〉
この度の受賞誠にありがとうございます。
銚子市を代表し深く感謝申し上げます。この受賞により本市のスポー
ツ関係者に多くの自信と勇気を身につけられたことでしょう。
今後も本市が目指す「新しいつながりを築き、人の流れをつくる」に
際して、スポーツを通じての交流に更なる磨きをかけ、地域のつなが
りを強固なものにしていきたいと存じます。
銚子市長 越川 信一 氏

記念撮影の様子

表 彰 式
【新潟県 村上市】
〈喜びの声〉
この度は、「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」とい
う大変すばらしい賞を賜り、大変光栄に存じます。東京2020オリン
ピック競技大会においては、本市でスケートボード日本代表選手の事
前キャンプが行われました。そのレガシーを活かし、村上市スケート
パークを核に、スポーツを活用したまちづくり、地域の活性化に力を
注いでまいりたいと存じます。
村上市長 高橋 邦芳 氏

記念撮影の様子

【富山県 富山市】
〈喜びの声〉
このたびは、富山市の「とほ活」プロジェクトについて、表彰いただ
き、誠にありがとうございます。
「とほ活」プロジェクトは市民がいつまでも健康で、幸福に暮らす活
力ある都市の創造に向けて、歩くライフスタイルへの転換を推進する
取り組みです。本受賞を契機に、「とほ活」がさらに広がっていくこ
とを期待しています。
富山市長 藤井 裕久 氏

記念撮影の様子

【富山県 滑川市】
〈喜びの声〉
この度の受賞は「生涯スポーツ社会」「健康寿命延伸都市」の実現に
向けてスポーツの振興に努めております本市にとり誠に喜ばしい限り
であり、厚くお礼申し上げます。この受賞を契機に、市民が健康でい
きいきと活躍できる「ひと・まち・産業が元気なまち 滑川」の実現
に向けてより一層、各種施策を推し進めてまいります。今後ともご理
解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
滑川市長 上田 昌孝 氏

記念撮影の様子

【石川県 かほく市】
〈喜びの声〉
かほく市の子どもたちが天候に左右されず、いつでも運動できる空間
として整備した「あそびの森かほっくる」に対し、このような素晴ら
しい表彰を賜りまして、大変光栄に感じております。
今後も子育て世代のニーズを把握しながら、かほっくるを大いに活用
して様々な施策を展開し、健康増進や定住促進につなげていきたいと
考えております。
かほく市長 油野 和一郎 氏

記念撮影の様子

【長野県 野沢温泉村】
〈喜びの声〉

「温泉とスキーの村」として知られている野沢温泉村。110年前それ
まで厄介者でしかなかった雪がスキーというスポーツによって化学反
応を起こし、村に繁栄をもたらしました。
この度の受賞は、スキーを中心としたまちづくりを進めてきた当村に
とって大変な名誉であり、今後もスポーツの力で通年型マウンテンリ
ゾートとしてのまちづくりを進める所存であります。
野沢温泉村長 富井 俊雄 氏

記念撮影の様子

【静岡県 沼津市】
〈喜びの声〉
この度は名誉ある賞をいただき大変嬉しく思います。
本市では、スポーツを活かしたまちづくりを進めており、このフェン
シングの事業をロールモデルに、将来的には他スポーツにも拡げ、地
域活性化に繋げたいと考えています。この受賞を契機に、より多くの
人の関わりや交流を生み出し、「夢」の実現に向け邁進してまいりま
す！この度は誠にありがとうございます。
沼津市長 賴重 秀一 氏

記念撮影の様子

表 彰 式
【静岡県 御殿場市】※当日公務によりご欠席
〈喜びの声〉
御殿場市の取り組みが評価され非常に光栄に思います。
東京2020大会では自転車競技ロードレース開催会場、ホストタウン自治体として、多くの市民が大会に参画
したことで大きな感動を得ることができ、地域のスポーツに対する意識が高まりました。
これを東京2020大会レガシーとして持続的に広く波及させ、スポーツによるまちづくりを推進していきます。

御殿場市長 勝又 正美 氏

【静岡県 裾野市】
〈喜びの声〉
このような栄えある賞をいただいたことを市民と共に喜びたいと思い
ます。当市では、地域資源の「あるもの磨き」をし「準高地トレーニ
ングができるまち」として、スポーツ合宿の誘致やアスリートの支援
等に取り組んでおります。この受賞を機に、富士山麓の自然環境等を
生かしたスポーツによるまちづくりに一層の力を注ぎ、市民のシビッ
クプライドの醸成に努めてまいります。
裾野市長 髙村 謙二 氏

記念撮影の様子

【静岡県 御前崎市】
〈喜びの声〉
スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021をいただき誠にありがとうござ
います。
今回の受賞につきましては御前崎市にとりまして大変名誉なことで嬉しく思っ
ております。御前崎スポーツ振興プロジェクトを展開するにあたりましては、
市内の民間企業や観光業、商工会の皆様などのお力をお借りして取り組むこと
ができたことに感謝しております。今後もオール御前崎で取り組み、更なる発
展に努めてまります。
御前崎市長 栁澤 重夫 氏

記念撮影の様子

【愛知県 西尾市】
〈喜びの声〉
今年４月にスポーツ都市を宣言し、西尾市にとってスポーツ都市元年
といえる年に、このような名誉ある賞を賜り、大変光栄に思います。
来年３月に開催するフルマラソン大会「にしおマラソン」を始め、市
民の健康づくり、地域の活性化や一体感を醸成するような取組を通し
て、感動や興奮を共有できる「スポーツ」を核とした魅力あるまちづ
くりを推進してまいります。
西尾市長 中村 健 氏

記念撮影の様子

【兵庫県 西宮市】
〈喜びの声〉

この度はこのような賞をいただき、大変喜ばしく思っております。
西宮市は都市部にありながら海・山・川などの自然に恵まれた環境に
あり、甲子園エリアはスポーツ施設だけでなく、プロや実業団チーム
が拠点とするなど、スポーツ資源が豊富です。
これらを市の魅力・財産として、市の発展に生かしていきたいと考え
ております。
西宮市長 石井 登志郎 氏

記念撮影の様子

【鳥取県 湯梨浜町】
〈喜びの声〉
この度は栄えある表彰を賜り誠にありがとうございました。
湯梨浜町にはグラウンド・ゴルフやウオーキングのほか、特産の二十
世紀梨や温泉、豊かな自然など様々な資源がございます。
これらの資源を組み合わせ、スポーツ・健康まちづくりのほか移住定
住促進や産業振興など、今後とも地方創生の実現に向けて邁進して参
ります。
湯梨浜町長 宮脇 正道 氏

記念撮影の様子

表 彰 式
【広島県 北広島町】
〈喜びの声〉
この度は、「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」の受
賞自治体として表彰して頂き、誠に有難うございます。
スポーツには、チカラがあります。 体・心の健康、仲間作り、「生
きがい」「やりがい」の創出や経済効果を生み出すこともできます。
北広島町は、このスポーツのチカラで町の活性化に取り組み、町民が
幸福感・満足感を実感できるまちづくりを目指しています。
北広島町長 箕野 博司 氏

記念撮影の様子

【徳島県 美馬市】
〈喜びの声〉
この度は、記念すべきスポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰
2021を賜り、誠に光栄に存じます。
本市が大塚製薬や徳島ヴォルティスとともに連携し、進めてまいりま
した「ヴォルティスコンディショニングプログラム」の取り組みが全
国に広がり、多くの方が健康で暮らすことができることを期待してお
ります。
美馬市長 藤田 元治 氏

記念撮影の様子

【佐賀県 小城市】
〈喜びの声〉
この度は「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」におい
て、小城市の取組みを評価いただき、大変光栄な賞を賜り、誠にあり
がとうございます。
今回の受賞を励みに、健康をテーマに、スポーツ、そして温泉、医療
といった小城市の特色ある地域資源を活かし、小城市ならではのス
ポーツ・健康まちづくりに引き続き取り組んで参りたいと思います。
小城市長 江里口 秀次 氏

記念撮影の様子

【鹿児島県 鹿児島市】
〈喜びの声〉
この度の受賞を大変嬉しく思いますとともに、チーム関係者やプロ
ジェクトにご賛同いただいた企業及び地元団体をはじめ、関係の皆様
方のご協力・ご尽力に心より感謝申し上げます。今後、この施設が多
くの方々に親しまれ、交流が広がることで、当プロジェクトが官民連
携での地域活性化のモデルとなるよう、市民や関係者と一体となって、
スポーツを通じた活力あるまちづくりを推進してまいります。
鹿児島市長 下鶴 隆央 氏

記念撮影の様子

【沖縄県】
〈喜びの声〉
今回、スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021において「沖縄空手振興
ビジョン」及び「沖縄空手振興ビジョンロードマップ」に基づく取組が表彰さ
れることを大変喜ばしく思います。
ビジョンの基本理念で定めた「保存・継承」、「普及・啓発」、「振興・発
展」の３つのキーワードのもとに、沖縄の伝統文化である空手の価値を県民の
みならず世界の人々が再認識するともに、「空手発祥の地・沖縄」の認知度向
上及びブランディングを図ります。
沖縄県知事 玉城 デニー 氏

記念撮影の様子

【沖縄県 沖縄市】
〈喜びの声〉
この度は、スポーツコンベンションシティを推進する本市の取組みを
評価していただき、「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰
2021」という栄えある賞を受賞できましたことを、大変嬉しく思っ
ております。沖縄市がスポーツを活用する自治体のモデルとして、引
き続き、全力で邁進してまいりますので、今後とも、お力添えを賜り
ますよう、お願いいたします。
沖縄市長 桑江 朝千夫 氏

記念撮影の様子

開 催 概 要
■催事名称

：スポまち！長官表彰2021

■主催

：スポーツ庁

■日時

：2021年12月14日（火）13:00～16:50

■会場

：浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル）

■内容

：「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、

※開場12:00～

「スポーツ・まちづくり」優良自治体表彰制度を創設。記念すべき第１回表彰式を開催しました。
〈当日プログラム〉

〈当日の様子：特別ゲストとスポーツ庁長官によるトークセッション〉

〈当日の様子：開会挨拶/フォトセッション/スポまち！ピックアップ〉

室伏長官による開会挨拶の様子

フォトセッションの様子（3人並んだ様子）

〈本資料に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉「スポまち！長官表彰2021」運営事務局
E-mail：spomachi2021@jtbcom.co.jp

スポまち！ピックアップの様子（ボールを掲げる様子）

