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平成29年12月27日

本会加盟（準加盟）団体事務局長 殿
公益財団法人日本体育協会
事務局長

河内 由博

スポーツ庁「パブコン〜もしもあなたがスポーツ庁長官だったら〜」

国民のスポーツ実施率向上のための事業プランの公募について（通知）

平素より本会国民スポーツ推進事業に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
スポーツ庁においては、スポーツ審議会健康スポーツ部会で審議されている国民のスポ
ーツ実施率の飛躍的向上のための行動計画策定の一環として、国民のスポーツ実施率を向
上させるために国が実施すべき施策について、別添資料のとおり、事業プランを募集する
こととなりました。

つきましては、貴団体をはじめとする多くのスポーツ団体関係者に具体的な事業プラン
の提案に取り組んでいただきたく、貴団体におかれましては、ご多忙の折とは存じますが、

貴団体役職員等関係者に対して周知いただきますとともに、貴団体加盟団体及び関係諸機
関に対し、この趣旨をご周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、本件については、スポーツ庁ホームページにおいても公表されておりますのでご
覧ください。（www．mext．go．jpIsportsh menu几oshu／detail／1399235．htm）

（添付資料）
・パブコンチラシ

・スポーツ庁パブコン実施案内
≪本件に関するお問い合わせ先≫
公益財団法人日本体育協会
総務部企画調整課￣

担当：金谷
TEL：03−3481−2269
e・mail：kikaku＠jap

FAX：03−3481−2284
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パブコシーもしもあなたがスポーツ庁長官だったら〜
平成29年12月12日

スポーツ庁では平成29年3月に第2朗スポーツ碁本計画を策定し、平成33年度末までに成人の週1回以上のスポーツ実施率を65％に引き上げるという目録を掲げています。
この目標にそってスポーツ参画人口の拡大を図り、国民の健脚日進に質誠するため、本年7月にスポーツ奮毎会のもとに健康スポーツ都会を投達しました。この都会ではスポーツ実施率
の飛躍的穣向上にむけて、国民全体に向けたスポーツ実施率向上のための新たなアプローチや、即効性のある取り組みを行動計画としてまとめる予定です。
この行動計画策定に向けた取り綿みの−垢として、国民のみなさまにスポーツ実施率向上のための寧柴プランを募集することといたしました。本年10月の＝周年記者会見において、スポー
ツ庁は成人の過1回のスポーツ実施率を55％にするというチャレンジングな告孫に向かって、従来の延長線上にはないものも含め、あらゆる手立てを検討し実行していくことを鈴木長官が表
明しており、今回の募集（よ その試みの一つでもあります。
スポーツによる健臓増進によって、現在42兆円まで娘大している国民医惣寅の抑制効架も期待きれます。また、国民みなきんのスポーツ英樹こつながる行動計画ですので、多くの方に公募
に参加していただき、みなさんと一緒に作り上げていくことができればいいと考えております。たくさんのご応募をお待ちしております。

【参考資押】
第2劇スポーツ基本計画
スポーツ実施率
スポーツの実施状況等に関するせ拾調査
スポーツ蕾強会健康スポーツ都会

応募要項
1趣旨
スポーツ庁では、国民のスポーツ実施率を向上させるために国が実施すべき施策について、謡梁プランを募集します。スポーツ・健康増進行政に携わっている、いないにかかわらず、多
くの方の応募をお待ちしています。なお、スポーツにはウオーキング、ハイキング、体操、ダンス、ヨガなども含まれます。
2 企画の条件
（1）国民のスポーツ実施率の向上に質する寧薬であること
（2）実施率を上げるターゲットを開脚こしていること

メインのターゲットは「ビジネスパーソン」「女性」「子供」「高齢香」「陸曹割の5カテゴリーまたは「その他」から選択して下さい。複数のカテゴリーにまたがる錫全でも、事業
の対象の中心と蹴るカテゴリーを一つ過訳してください。また、例えば「（掛こ実能率の低い）2脈女性」のように、このカテゴリー肉でさらにターゲットを絞り込んでも構いません。
（3）寅用及び効架を定量的に示していること
（4）想定する覇業期間は1年以上3年以内であること
3 企画密盃のポイント
（1）この事築により期待される効果
（2）撃麓の実現可能性
（3）寧築内容のユニークさ

4 企画の募集期間・応募方法答
（1）募集期間平成30年1月9日（火曜日）〜1月31日（水曜日）

（2）応募方法（現在調整中。後日縛乾します。）
（3）様式 企画乱筆PDFファイルA4（横）2枚以内とします。昌語は主に日本語を使用して下さい。
与 応募資格
誇査・表彰は一触部門、行政部門に分けて行います。応募時にどちらか1つを遊訳して下きい。
（1）一般部門；年齢、捜別、固描、田楽を問いません。個人またはグループでの応募が可能です。
（2）行政即9；現在または過去において、都道府県または市区町村のスポーツまたは蝕陳行政に従事した経験を綿つ個人またはグループ。グループでの応募に（ま、全員がこの条件を満たし

ている必要があります。
6 選定方法等
（1）選定方法

1．書類選考∴有職善による過重委員会において、提出された企画書にて琶頼追考を実施して、優秀プランを決定します。
2．最終プレゼン スボーッ庁（予定）にて優秀プランの応募害による鰯終プレゼンを実施します。その上で、一般宮田1、行政部門から各l点を長官賞とし、それ以外を観賞とします。
（2）懸賞内容
1．一触部門∴長官賞l点副費「償れのオリンピアン・パラリンとアンとのスポーツ体験」
優秀賞 3点程度

2．行政部門 長官賞1点副賞「スポーツ庁長官1日派遣」
侵索賛 3点線虞
7 スケジューノ巧予定）
震集開蛤
平成30年1月9日
着果締切
平成30年1月31日
著頼蓉蛮
平成30年2月中旬一下旬
最終プレゼン 平成30年3月中旬〜下旬 〈同日に長官賞発表）

8 応募上の留意点
（1〉応募点数に制限はありません。他者の立案した企画の一郎または全部の無断使用や、使用未許諾の画像・ロコ等の使用は御遠慮下きい。
（2）応募された企画蕾は返却いたしません．また、応募された事業プランの著作権はスポーツ庁に帰属するものとします．受賞作品はHP尊で公表する擬合があります。
（3〉長官賞・優秀賞を獲得した毒貸プランがそのまま事築化されるとは限りません。
（4）書類蕾杏の窟粟は、最終プレゼン動晴の公表をもって回答に瞥えさせていただきます。醤査経過・採点害に関するお聞合せには一切応じられません。
（5〉応募に際して御提供いただく個人情報（ま、本件に関する御連絡にのみ使用いたします．
（6〉呂終プレゼンに動Pする照に発生する交通貫胸肉に限る）についてはスポーツ庁が負担し、支給額は規定に準じます。ただし、グループでの受賞の場合、支給対祭は代表者1名のみ
となります．
（7）￣飯部門の長官賞のオリンピアン・パラリンピアンとのスポーツ体験の操に発生する交通質（国内に限る）についてはスポーツ庁が負担し、支給額は規定に準じます。ただし、グルー
プでの受賞の螺合、支給対象は最大5名握臆となります。なお、オノンとアン・パラリンビアンの人選、日時、場所及び体験の内容は受賞決定後にスポーツ庁が受賞者と胸壁の上決定しま
す。可能な限り受賞者の要望を優先しますが、聖堂にお応えできないこともあることをご了承ください。
（8）行政部門の愚官費（スポーツ庁長官の1日派遣）について、日時及び内容（授賞決定後にスポーツ庁が受賞者と調整の上決定します。内容については、スポーツ実施率の向上に資するも
のに限ります。その際に架生する交通喪についてはスポーツ庁が負担します。
（9〉行政部門の応募内容について、所属する組織・団体の了承は掛こ求めません。
9 問合せ先
応募に関する問合せは、下記アドレス宛のe一m訓でのみ受け付けます。
pubcon＠mext．90．jP

