
【修正文対比表】新たな振興計画（中間とりまとめ） 

原 文 修正文案（見え消し） 溶け込み文 

3 ⑼ 希望と活力にあふれる「スポーツアイランド沖

縄」の形成 

スポーツが持つ言語を超えたコミュニケーションは、

人と人、地域と地域の交流を活性化させ、地域の一体

感や潜在的な活力を向上させる可能性を有するととも

に、スポーツを通じた国際貢献、課題解決といった

SDP*13 の推進にもつながるものです。また、日々の

スポーツを通じた健康増進は、免疫力を高め、ひいて

は感染症への抵抗力を強めることはもとより、心身を健

康に保ち明るく豊かな社会づくりに寄与するものです。 

 

 

本基本施策の展開においては、本県の亜熱帯・海洋

性の地域特性を生かし、スポーツを通じた地域・経済

の活性化、競技力の向上及び社会課題の解決等を推

進することで、本県におけるスポーツの経済的価値や

社会的価値を向上させ、希望と活力にあふれる「スポ

ーツアイランド沖縄」の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

3 ⑼ 希望と活力にあふれる世界にはばたき躍動する

「スポーツアイランド沖縄」の形成 

スポーツが持つ言語を超えたコミュニケーションは、

人と人、地域と地域の交流を活性化させ、地域の一体

感や潜在的な活力を向上醸成させる可能性を有すると

ともにものであり、スポーツを通じた国際貢献、社会課

題解決といった SDP*13 の推進にもつながるもので

す。また、日々のスポーツを通じた健康増進は、免疫力

を高め、ひいては感染症への抵抗力を強めることはも

とより、心身を健康に保ち明るく豊かな社会づくりに寄

与するものです。 

 

本基本施策の展開においては、本県の亜熱帯・海洋

性の地域特性を生かし、地域特性や産業等とスポーツ

を関連づけ、スポーツの持つソフトパワーの活用による

沖縄の豊かな姿を構築するため、競技力の向上及び

社会課題の解決等を推進することで、本県におけるス

ポーツの経済的価値や社会的価値を向上させ、希望と

活力にあふれる世界にはばたき躍動する「スポーツア

イランド沖縄」の形成を目指します。 

 

 

 

3 ⑼ 世界にはばたき躍動する「スポーツアイランド沖

縄」の形成 

スポーツが持つ言語を超えたコミュニケーションは、

人と人、地域と地域の交流を活性化させ、地域の一体

感や活力を醸成させるものであり、スポーツを通じた国

際貢献、社会課題解決といった SDP*13 の推進にもつ

ながるものです。また、日々のスポーツを通じた健康増

進は、心身を健康に保ち明るく豊かな社会づくりに寄与

するものです。 

 

 

 

本基本施策の展開においては、本県の地域特性や

産業等とスポーツを関連づけ、スポーツの持つソフトパ

ワーの活用による沖縄の豊かな姿を構築するため、世

界にはばたき躍動する「スポーツアイランド沖縄」の形

成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

赤字：修正、削除 

青字：要約、記載場所の移動 

緑字：用語集へ記載 



「スポーツアイランド沖縄」の形成に向けては、世界

中から多くの人を呼び込むスポーツコンベンションの推

進や、プロスポーツチーム等のスポーツ資源を活用し

た地域振興の促進、県民等のスポーツ参画の促進、こ

れらに対応するための人材の育成が求められるととも

に、地域外から人を呼び込むスポーツコンベンションの

推進（アウター施策）と県民等のスポーツ参画の促進

（インナー施策）を同時並行して実施することが重要で

あり、両施策が共にあることによる地域の活性化が課

題です。 

 

 

このため、スポーツ関連産業の振興と地域の活性

化、県民が主体的に参画するスポーツ環境の整備に

取り組むとともに、スポーツマネジメントや指導者など

スポーツに関わる多様な人材の育成を大学、競技団体

等と連携して進めるほか、アウター施策とインナー施策

の均衡を図る取組を進め、両施策によるメリットを県民

や県外から訪れた人々が共に享受できるよう取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

「スポーツアイランド沖縄」の形成に向けては、世界

中から多くの人を呼び込むスポーツコンベンションの推

進や、プロスポーツチーム等のスポーツ地域資源を活

用した地域振興まちづくりの促進、トップアスリートの輩

出基盤の整備構築、県民等のスポーツ参画の促進、こ

れらに対応するための人材の育成が求められるととも

に、地域外から人を呼び込むスポーツコンベンションの

推進（アウター施策）と県民等のスポーツ参画の促進

（インナー施策）を同時並行して実施することが重要で

あり、両施策が共にあることによる地域の活性化が課

題です。（移動：イ－③に移動） 

 

このため、スポーツ関連産業の振興と地域の活性

化、県民が主体的に参画するスポーツ環境の整備に

取り組むとともに、スポーツマネジメントや指導者など

スポーツに関わる多様な人材の育成を大学、競技団体

等と連携して進めるほか、アウター施策とインナー施策

の均衡を図る取組を進め、両施策によるメリットを県民

や県外から訪れた人々が共に享受できるよう取り組み

ます。（移動：イ－③に移動） 

 

 

 

 

 

 

 

「スポーツアイランド沖縄」の形成に向けては、世界中

から多くの人を呼び込むスポーツコンベンションの推進

や、プロスポーツチーム等の地域資源を活用したまち

づくりの促進、トップアスリートの輩出基盤の構築、県

民等のスポーツ参画の促進、これらに対応するための

人材の育成が課題です。 

 

 

 

 

 

 

このため、スポーツ関連産業の振興と地域の活性

化、県民等が主体的に参画するスポーツ環境の整備

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ア スポーツ関連産業の振興と地域の活性化 

野球、サッカー、空手等のキャンプ・大会の誘致やカ

ヌー、セーリング等の多様な種目の合宿実施など、本

県の環境や既存のインフラを生かしたスポーツツーリ

ズムの推進を踏まえ、各競技選手のニーズに対応する

施設・設備等の整備や医療機関、リカバリー、コンディ

ショニング施設との連携を進めスポーツ医・科学拠点

の形成を目指します。 

 

また、野球等のキャンプ地訪問観光や、サッカー、バ

スケットボール、ハンドボール等の地元チームを活用し

たイベントや、サイクリング、ランニング、ゴルフ及びア

ウトドアスポーツ・アクティビティ等を目的とするスポー

ツツーリズム等、県民と観光客が一体となって楽しめる

スポーツ・健康×観光といった沖縄のソフトパワー活用

を盛り込んだコンテンツの開発を促進します。 

 

本県の地理的・自然的条件とスポーツ資源を有効に

活用し、スポーツ交流拠点としての国際的なブランド力

の向上と既存産業の連携強化によるスポーツを核とし

た新産業の創出、スポーツを活用したまちづくりに向

け、次に掲げる施策を推進します。 

 

 

 

 

 

ア スポーツ関連産業の振興と地域の活性化 

野球、サッカー、空手等のキャンプ・大会の誘致やカ

ヌー、セーリング等の多様な種目の合宿実施など、本

県の環境や既存のインフラを生かしたスポーツツーリ

ズムの推進を踏まえ、各競技選手のニーズに対応する

施設・設備等の整備や医療機関、リカバリー、コンディ

ショニング施設との連携を進めスポーツ医・科学拠点

の形成を目指します。（移動・統合：ア－①へ移動） 

 

また、野球等のキャンプ地訪問観光や、サッカー、バ

スケットボール、ハンドボール等の地元チームを活用し

たイベントや、サイクリング、ランニング、ゴルフ及びア

ウトドアスポーツ・アクティビティ等を目的とするスポー

ツツーリズム等、県民と観光客が一体となって楽しめる

スポーツ・健康×観光といった沖縄のソフトパワー活用

を盛り込んだコンテンツの開発を促進します。 

（移動・統合：ア－①へ移動） 

本県の地理的・自然的条件とスポーツ資源を有効に

活用し、スポーツ交流拠点としての国際的なブランド力

の向上と、新産業の芽を育て、既存産業の連携強化に

よるとの相乗効果により成長する産業として発展、スポ

ーツを通じ地域・経済を活性させるため、スポーツコン

ベンションの推進とスポーツ交流拠点の形成、スポーツ

を核とした新たな産業の創出とグローバル展開、スポ

ーツ資源を活用したまちづくりに向け、次に掲げる施策

を推進します。 

 

ア スポーツ関連産業の振興と地域の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県の地理的・自然的条件とスポーツ資源を有効に

活用し、スポーツ交流拠点としての国際的なブランド力

の向上、新産業の芽を育て、既存産業との相乗効果に

より成長する産業としての発展、スポーツを通じ地域・

経済を活性させるため、スポーツコンベンションの推進

とスポーツ交流拠点の形成、スポーツを核とした新たな

産業の創出とグローバル展開、スポーツ資源を活用し

たまちづくりに向け、次に掲げる施策を推進します。 

 

 



① スポーツコンベンションの推進とスポーツ交流拠点

の形成 

各スポーツコンベンションの誘致・受入れを推進する

市町村やスポーツコミッション沖縄等と連携し、各種ス

ポーツキャンプやスポーツイベント、競技大会等のスポ

ーツコンベンションの誘致・開催に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、スポーツコンベンションの促進は、沖縄観光の

課題である「閑散期と繁忙期の平準化」や、長期滞在

傾向等による経済効果の増大に寄与することから、本

県の魅力的なスポーツ環境のプロモーションを積極的

に展開するとともに、高付加価値コンテンツの造成や環

境整備に取り組みます。 

さらに、スポーツコンベンションの核となるＪ１規格ス

タジアムの整備、地域・観光交流拠点となるスポーツ関

連施設の整備・充実や老朽化・耐震化対策等に取り組

① スポーツコンベンションの推進とスポーツ交流拠点

の形成 

各スポーツコンベンションの誘致・受入れを推進する

市町村やスポーツコミッション沖縄等と連携し、各種ス

ポーツキャンプ、合宿やスポーツイベント、競技大会等

のスポーツコンベンションの誘致・開催に取り組みま

す。 

 

地元プロスポーツチーム等を活用したイベント、キ

ャンプ地訪問観光、各種アウトドアスポーツ・アクティ

ビティ等を目的とするスポーツツーリズム等、県民と

観光客が一体となって楽しめるスポーツ・健康×観

光といった沖縄のソフトパワー活用を盛り込んだコン

テンツの開発を促進するとともに、各競技選手のニ

ーズに対応する施設・設備等の整備や医療機関、リ

カバリー、コンディショニング施設等との連携を進め

スポーツ医・科学拠点の形成に取り組みます。 

 

また、スポーツコンベンションの促進推進は、沖縄観

光の課題である「閑散期と繁忙期の平準化」や、長期

滞在傾向等による経済効果の増大に寄与することか

ら、本県の魅力的なスポーツ環境のプロモーションを積

極的に展開するとともに、高付加価値コンテンツの造成

や環境整備に取り組みます。 

さらに、スポーツコンベンションの核となるＪ１規格ス

タジアムの整備、地域・観光交流拠点となるスポーツ関

連施設の整備・充実や老朽化・耐震化対策等に取り組

① スポーツコンベンションの推進とスポーツ交流拠点

の形成 

各スポーツコンベンションの誘致・受入れを推進する

市町村やスポーツコミッション沖縄等と連携し、各種ス

ポーツキャンプ、合宿やスポーツイベント、競技大会等

のスポーツコンベンションの誘致・開催に取り組みま

す。 

 

地元プロスポーツチーム等を活用したイベント、キ

ャンプ地訪問観光、各種アウトドアスポーツ・アクティ

ビティ等を目的とするスポーツツーリズム等、県民と

観光客が一体となって楽しめるスポーツ・健康×観

光といった沖縄のソフトパワー活用を盛り込んだコン

テンツの開発を促進するとともに、各競技のニーズ

に対応する施設・設備等の整備や医療機関、リカバ

リー、コンディショニング施設等との連携を進めスポ

ーツ医・科学拠点の形成に取り組みます。 

 

また、スポーツコンベンションの推進は、沖縄観光の

課題である「閑散期と繁忙期の平準化」や、長期滞在

傾向等による経済効果の増大に寄与することから、本

県の魅力的なスポーツ環境のプロモーションを積極的

に展開するとともに、高付加価値コンテンツの造成や

環境整備に取り組みます。 

さらに、スポーツコンベンションの核となるＪ１規格ス

タジアムの整備、地域・観光交流拠点となるスポーツ関

連施設の整備・充実や老朽化・耐震化対策等に取り組



むとともに、スポーツ交流の受入拠点の充実に取り組

みます。 

 

② スポーツを核とした新たな産業の創出とグローバル

展開 

スポーツに関連した高付加価値製品・サービスの開

発に向け、トップアスリートのトレーニングに関するデー

タの活用や医・科学分野との連携強化に取り組むとと

もに、グローバルな市場に向けた展開を促進します。 

また、スポーツは、新産業の創出に向けて利活用す

べき地域資源として有望とされていることから、健康づ

くり・リハビリテーション、ものづくり、ICT 等の既存産業

等との連携を強化し、プロスポーツチームをはじめとす

る県内企業等が新たなスポーツ関連事業を創出しやす

い環境づくりに取り組_むとともに、スポーツ関連産業の

展示会誘致・開催等に取り組みます。 

あわせて、持続的な県内スポーツ関連産業の発展

のため、スポーツ関連人材の育成に取り組みます。 

 

 

 

③ スポーツ資源を活用したまちづくり 

アリーナ・スタジアム、県内プロスポーツチーム及び

トップアスリート等の地域資源を活用したまちづくりを進

めるとともに、スポーツ関連団体やアスリート等の参画

による多様な社会課題の解決を促進します。 

また、本県の魅力を活用し、開催地周辺の地域経済

むとともに、スポーツ交流の受入拠点の充実に取り組

みます。 

 

② スポーツを核とした新たな産業の創出とグローバ

ル展開 

スポーツに関連した高付加価値製品・サービスの開

発に向け、トップアスリートのトレーニングに関するデー

タの活用や医・科学分野との連携強化に取り組むとと

もに、グローバルな市場に向けた展開を促進します。 

また、スポーツは、新産業の創出に向けて利活用す

べき地域資源として有望とされていることから、健康づ

くり・リハビリテーション、ものづくり、ICT 等の既存産業

等との連携を強化し、プロスポーツチームをはじめとす

る県内企業等が新たなスポーツ関連事業を創出しやす

い環境づくりに取り組むとともに、スポーツ関連産業の

展示会誘致・開催等に取り組みます。 

あわせて、持続的な県内スポーツ関連産業の発展

のため、スポーツ関連人材の育成にスポーツマネジメ

ントや指導者などスポーツに関わる多様な人材の育成

を大学、競技団体等と連携して取り組みます。 

 

③ スポーツ資源を活用したまちづくり 

アリーナ・スタジアムスタジアム・アリーナ、県内プロ

スポーツチーム及びトップアスリート等の地域資源を活

用したまちづくりを進めるとともに、スポーツ関連団体

やアスリート等の参画による多様な社会課題の解決や

スポーツを通じた国際貢献を促進します。 

むとともに、スポーツ交流の受入拠点の充実に取り組

みます。 

 

② スポーツを核とした新たな産業の創出とグローバ

ル展開 

スポーツに関連した高付加価値製品・サービスの開

発に向け、トップアスリートのトレーニングに関するデー

タの活用や医・科学分野との連携強化に取り組むとと

もに、グローバルな市場に向けた展開を促進します。 

また、スポーツは、新産業の創出に向けて利活用す

べき地域資源として有望とされていることから、健康づ

くり・リハビリテーション、ものづくり、ICT 等の既存産業

等との連携を強化し、プロスポーツチームをはじめとす

る県内企業等が新たなスポーツ関連事業を創出しやす

い環境づくりに取り組むとともに、スポーツ関連産業の

展示会誘致・開催等に取り組みます。 

あわせて、持続的な県内スポーツ関連産業の発展

のため、スポーツマネジメントや指導者などスポーツに

関わる多様な人材の育成を大学、競技団体等と連携し

て取り組みます。 

 

③ スポーツ資源を活用したまちづくり 

スタジアム・アリーナ、県内プロスポーツチーム及び

トップアスリート等の地域資源を活用したまちづくりを進

めるとともに、スポーツ関連団体やアスリート等の参画

による多様な社会課題の解決やスポーツを通じた国際

貢献を促進します。 



を活性化させる国際競技大会や大規模スポーツイベン

トを市町村及び関係団体と連携し、誘致・開催に取り組

みます。 

 

さらに、県民のスポーツ参画意識の向上や競技力向

上を図るため、各種スポーツイベント開催を推進し、児

童生徒をはじめとする県民がスポーツと接する機会や

トップアスリートと交流する機会の創出に取り組みま

す。 

 

イ 県民等が主体的に参画するスポーツ環境の整備 

本県のスポーツ振興は、県民等の主体的なスポーツ

参画が重要であることから、青少年から高齢者まで幅

広い世代におけるスポーツ文化を醸成するとともに、県

内トップアスリートの競技力向上や県民の積極的なス

ポーツへの参画、主体的、活動的、健康的な生き方で

あるアクティブライフの推進に向けて、次に掲げる施策

を推進します。 

 

 

 

 

① スポーツ・レクリエーション施設及び関連基盤の整

備・充実 

各種スポーツコンベンションに対応した施設の整備・

充実に取り組むとともに、老朽化の進んだ既存施設に

ついては、施設利用者の安全確保のための対策を計

また、本県の魅力を活用し、開催地周辺の地域・経

済を活性化させる国際競技大会や大規模スポーツイベ

ントを市町村及び関係団体と連携し、誘致開催に取り

組みます。 

さらに、県民のスポーツ参画意識の向上や競技力向

上を図るため、各種スポーツイベント開催を推進し、児

童生徒をはじめとする県民がスポーツと接する機会や

トップアスリートと交流する機会の創出に取り組みま

す。 

 

イ 県民等が主体的に参画するスポーツ環境の整備 

本県のスポーツ振興は、県民等の主体的なスポーツ

参画が重要であることから、青少年から高齢者まで幅

広い世代におけるスポーツ文化を醸成するとともに、県

内トップアスリートの競技力向上や県民の積極的なス

ポーツへの参画と主体的、活動的、健康的な生き方で

あるアクティブライフの推進を図ることが必要です。 

このため、スポーツ・レクリエーション施設及び関連

基盤の整備・充実、県民の競技力向上・スポーツ活動

の推進、県民一人ひとりが参加する生涯スポーツの推

進に向けて、次に掲げる施策を推進します。 

 

① スポーツ・レクリエーション施設及び関連基盤の整

備・充実 

各種スポーツコンベンションに対応した施設の整備・

充実に取り組むとともに、老朽化の進んだ既存施設に

ついては、施設利用者の安全確保のための対策を計

また、本県の魅力を活用し、開催地周辺の地域・経

済を活性化させる国際競技大会や大規模スポーツイベ

ントを市町村及び関係団体と連携し、誘致開催に取り

組みます。 

さらに、県民のスポーツ参画意識の向上や競技力向

上を図るため、各種スポーツイベント開催を推進し、児

童生徒をはじめとする県民がスポーツと接する機会や

トップアスリートと交流する機会の創出に取り組みま

す。 

 

イ 県民等が主体的に参画するスポーツ環境の整備 

本県のスポーツ振興は、県民等の主体的なスポーツ

参画が重要であることから、青少年から高齢者まで幅

広い世代におけるスポーツ文化を醸成するとともに、県

内トップアスリートの競技力向上や県民の積極的なス

ポーツへの参画と主体的、活動的、健康的な生き方で

あるアクティブライフの推進を図ることが必要です。 

このため、スポーツ・レクリエーション施設及び関連

基盤の整備・充実、県民の競技力向上・スポーツ活動

の推進、県民一人ひとりが参加する生涯スポーツの推

進に向けて、次に掲げる施策を推進します。 

 

① スポーツ・レクリエーション施設及び関連基盤の整

備・充実 

各種スポーツコンベンションに対応した施設の整備・

充実に取り組むとともに、老朽化の進んだ既存施設に

ついては、施設利用者の安全確保のための対策を計



画的に取り組みます。 

さらに、県民、観戦者等が簡易的かつ効果的にスポ

ーツを「する」、「みる」、「ささえる」ことができるよう、ス

ポーツ関連施設におけるICTの活用導入に取り組みま

す。 

加えて、地域における身近なスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の場を確保するため、公共スポーツ・レクリエ

ーション施設等の整備・充実と適切な管理・運営や学

校体育施設の有効活用に取り組みます。 

 

② 県民の競技力向上・スポーツ活動の推進 

小学校から社会人までの一貫した指導体制の充実

や各競技団体の主体的な課題解決の支援に取り組み

ます。 

また、県外チームの招待や県外での強化試合の推

進、コーチ等の招聘、専門的な知識・技能や高いコー

チング能力だけでなく、コミュニケーションスキルを身に

付ける等、多様なニーズに的確に対応できる指導力を

身に付けた指導者の養成・確保、競技団体及び中体

連・高体連と連携した少年種別の継続した強化支援等

により、競技力の向上やトップアスリートの育成に取り

組みます。 

 

③ 県民一人ひとりが参加する生涯スポーツの推進 

総合型地域スポーツクラブをはじめとした地域スポ

ーツ環境を充実させ、県民の運動・スポーツをする機会

創出を図り、生涯スポーツ社会の実現に取り組みま

画的に取り組みます。 

さらに、県民、観戦者等が簡易的かつ効果的にスポ

ーツを「する」、「みる」、「ささえる」ことができるよう、ス

ポーツ関連施設におけるICTの活用導入に取り組みま

す。 

加えて、地域における身近なスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の場を確保するため、公共スポーツ・レクリエ

ーション施設等の整備・充実と適切な管理・運営や学

校体育施設の有効活用に取り組みます。 

 

 ② 県民の競技力向上・スポーツ活動の推進 

小学校から社会人までの一貫した指導体制の充実

や各競技団体の主体的な課題解決の支援に取り組み

ます。 

また、県外チームの招待招聘や県外での強化試合

の推進、コーチ等の招聘、専門的な知識・技能や高い

コーチング能力だけでなくに加え、コミュニケーションス

キルを身に付ける等、多様なニーズに的確に対応でき

る指導力を身に付けた指導者の養成・確保、競技団体

及び中体連・高体連と連携した少年種別の継続した強

化支援等により、競技力の向上やトップアスリートの育

成に取り組みます。 

 

③ 県民一人ひとりが参加する生涯スポーツの推進 

総合型地域スポーツクラブをはじめとした地域スポ

ーツ環境を充実させ、県民の運動・スポーツをする機会

創出を図り、生涯スポーツ社会の実現に取り組みま

画的に取り組みます。 

さらに、県民、観戦者等が簡易的かつ効果的にスポ

ーツを「する」、「みる」、「ささえる」ことができるよう、ス

ポーツ関連施設におけるICTの活用導入に取り組みま

す。 

加えて、地域における身近なスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の場を確保するため、公共スポーツ・レクリエ

ーション施設等の整備・充実と適切な管理・運営や学

校体育施設の有効活用に取り組みます。 

 

 ② 県民の競技力向上・スポーツ活動の推進 

小学校から社会人までの一貫した指導体制の充実

や各競技団体の主体的な課題解決の支援に取り組み

ます。 

また、県外チームの招聘や県外での強化試合の推

進、コーチ等の招聘、専門的な知識・技能や高いコー

チング能力に加え、コミュニケーションスキルを身に付

ける等、多様なニーズに的確に対応できる指導力を身

に付けた指導者の養成・確保、競技団体及び中体連・

高体連と連携した少年種別の継続した強化支援等によ

り、競技力の向上やトップアスリートの育成に取り組み

ます。 

 

③ 県民一人ひとりが参加する生涯スポーツの推進 

総合型地域スポーツクラブをはじめとした地域スポ

ーツ環境を充実させ、県民の運動・スポーツをする機会

創出を図り、生涯スポーツ社会の実現に取り組みま



 

す。 

また、市町村、スポーツ・レクリエーション関連団体等

と連携しながら、年齢、性別、障害等を問わず、様々な

世代や個人が持つ多様性に応じて、広くスポーツ・レク

リエーションに参画できる環境、スポーツ・レクリエーシ

ョン参加の機会拡充に取り組みます。 

さらに、生活習慣病や肥満の予防など県民の健康寿

命の延伸のため、スポーツ・レクリエーションを通じた健

康維持増進に取り組みます。 

す。 

また、市町村、スポーツ・レクリエーション関連団体等

と連携しながら、年齢、性別、障害等を問わず、様々な

世代や個人が持つ多様性に応じて、広くスポーツ・レク

リエーションに参画できる環境の構築、スポーツ・レクリ

エーション参加の機会拡充に取り組みます。 

スポーツコンベンションの推進と県民がスポーツをす

る機会の充実をバランスよく進めることができるよう、ア

ウター施策とインナー施策*14の双方に取り組みます。 

*14 アウター施策・・・地域外からの通年型の誘客拡大を図るスポーツ合宿・キャンプの誘致、ス

ポーツアクティビティの創出等 

インナー施策・・・住民向けの継続的な交流人口拡大を図るスポーツ教室・交流イベントの開催、

スポーツインライフの推進等 

さらに、生活習慣病や肥満の予防など県民の健康寿命

の延伸のため、スポーツ・レクリエーションを通じた健康

維持増進に取り組みます。 

す。 

また、市町村、スポーツ・レクリエーション関連団体等

と連携しながら、年齢、性別、障害等を問わず、様々な

世代や個人が持つ多様性に応じて、広くスポーツ・レク

リエーションに参画できる環境の構築、スポーツ・レクリ

エーション参加の機会拡充に取り組みます。 

スポーツコンベンションの推進と県民がスポーツをす

る機会の充実をバランスよく進めることができるよう、ア

ウター施策とインナー施策*14の双方に取り組みます。 

*14 アウター施策・・・地域外からの通年型の誘客拡大を図るスポーツ合宿・キャンプの誘致、ス

ポーツアクティビティの創出等。 

インナー施策・・・住民向けの継続的な交流人口拡大を図るスポーツ教室・交流イベントの開催、

スポーツインライフの推進等 

さらに、生活習慣病や肥満の予防など県民の健康寿命

の延伸のため、スポーツ・レクリエーションを通じた健康

維持増進に取り組みます。 



【修正文対比表】新たな振興計画（中間とりまとめ） 

原 文 修正文案（見え消し） 溶け込み文 

５ ⑸ 新たな価値を創造し、産業を牽引する人づくりと

人材の確保 

イ 産業を担う人づくり 

リーディング産業や地場産業等を成長・高度化させ、

本県の持続的な経済発展につなげる人材の育成と定

着に向けた次に掲げる施策を推進します。 

 

① 多彩で質の高いサービスを提供できる観光人材の

育成・確保 

国際化の進展や社会情勢の変化に柔軟に対応でき

るよう、業種や各階層に応じて必要なスキルや知識を

習得し、併せてSDGs の理念に基づき地域を支え、そ

の魅力や強みを引き出す地域主体の観光振興を構想

し、裾野の広い観光産業を体系的にマネジメントできる

高度な観光産業人材の育成と確保に取り組みます。 

 

 

 

加えて、観光産業が魅力的な職場となるよう処遇改

善や生産性向上、キャリアデザイン等による人材の定

着に取り組むとともに、観光産業の魅力発信や観光教

育の推進等により観光産業従事者の拡大に取り組み

ます。 

５ ⑸ 新たな価値を創造し、産業を牽引する人づくりと

人材の確保 

イ 産業を担う人づくり 

リーディング産業や地場産業等を成長・高度化させ、

本県の持続的な経済発展につなげる人材の育成と定

着に向けた次に掲げる施策を推進します。 

 

① 多彩で質の高いサービスを提供できる観光人材の

育成・確保 

国際化の進展や社会情勢の変化に柔軟に対応でき

るよう、業種や各階層に応じて必要なスキルや知識を

習得し、中長期において活躍できる観光産業人材の育

成に取り組みます。 

また、併せてSDGs の理念に基づき地域を支え、そ

の地域の魅力や強みを引き出す地域主体の観光振興

を構想し、裾野の広い観光産業を体系的にマネジメント

できる高度な観光産業人材の育成と確保に取り組みま

す。 

加えてさらに、観光産業が魅力的な職場となるよう処遇

改善や生産性向上、キャリアデザイン等による人材の

定着に取り組むとともに、観光産業の魅力発信や観光

教育の推進等により観光産業従事者の拡大に取り組

みます。 

５ ⑸ 新たな価値を創造し、産業を牽引する人づくりと

人材の確保 

イ 産業を担う人づくり 

リーディング産業や地場産業等を成長・高度化させ、

本県の持続的な経済発展につなげる人材の育成と定

着に向けた次に掲げる施策を推進します。 

 

① 多彩で質の高いサービスを提供できる観光人材の

育成・確保 

国際化の進展や社会情勢の変化に柔軟に対応でき

るよう、業種や各階層に応じて必要なスキルや知識を

習得し、中長期において活躍できる観光産業人材の育

成に取り組みます。 

また、地域の魅力や強みを引き出す地域主体の観

光振興を構想し、裾野の広い観光産業を体系的にマネ

ジメントできる高度な人材の育成と確保に取り組みま

す。 

 

さらに、観光産業が魅力的な職場となるよう処遇改

善や生産性向上、キャリアデザイン等による人材の定

着に取り組むとともに、観光産業の魅力発信や観光教

育の推進等により観光産業従事者の拡大に取り組み

ます。 

赤字：修正、削除 

青字：要約、記載場所の移動 

緑字：用語集へ記載 


