
妊産婦・子育て世代の方々と
スポーツでリフレッシュ！

龍谷大学 スポーツサイエンスコース 松永敬子ゼミ
竹本チーム

経営学部3年 竹本美咲 幾田敢大 今田温稀 中鹿祐里

政策学部3年 村上由季



「スポーツ・健康・生きがい」
個人を彩るレガシー

「地域・環境・社会」
地域を創るレガシー

「観光・産業・文化」

文化を深めるレガシー

「ＫＡＮＳＡＩ・アジア・世界観」

世界を拡げるレガシー

「教育・科学・次世代」
未来を育てるレガシー

私たち一人ひとりがスポーツを楽しみ、

生涯にわたって健康で生きがいに満ちた

ライフスタイルの実現をめざします。

晴 舞台

表 舞台

華 舞台

大 舞台

夢 舞台

レガシー創出のテーマ

● 再創（リノベーション）

● 発揮（エクスプレッション）

● 拡大（グローバリゼーション）

● 進化（エボリューション）

● 活力（バイタリゼーション）

レガシー創出のビジョン

大会コンセプトの実現

The Blooming of Sport for Life

「スポーツ・フォー・ライフの開花」

この大会を機に、地域に関わるソフト・ハード・

人的交流が活性化する取組を実践することで

地域の創生をめざします。

日本・関西が持つ伝統的な文化資源や産業を

世界に発信し、さらなる成長をめざします。

各地域の国際化の進展とともに、活力ある

成熟社会のムーブメントをアジアに拡大し、

多様性を有した世界観の発信拠点として

貢献していきます。

次世代に繋げるよう、様々な教育・学術活動の

進化をめざすとともに、あらゆる世代が一緒に

活動する中で、精神的価値観や人生観にあふれる

人材の教育をめざします。

「将来に伝える」

「個性が輝く」

「多様性が交わる」

「日本を魅せる」

妊産婦や子育て世代が気軽に
スポーツができる場の提供

WMGのレガシー基本構想×仏教SDGs

龍谷大学独自の視点
SDGｓの理念「誰ひとりとり残さない」

≒仏教の精神「摂取不捨」
（すべてのものをおさめとって見捨てない）

継続的に支えていく
土台作り

妊産婦や子育てに悩む方々を対象に、
スポーツや交流を通して

リフレッシュできる環境を作る



ＷＭＧの参加年齢・スポーツ実施率の現状

全体 男性 女性

令和
元年

令和
2年

令和
元年

令和
2年

令和
元年

令和
2年

10代 52.5 64.1 58.7 65.1 45.4 63.0

20代 45.7 58.3 49.3 61.3 41.8 55.1

30代 45.6 55.1 49.3 59.0 41.8 51.0

40代 45.3 52.8 50.1 53.7 40.3 51.9

50代 48.7 54.2 50.5 55.3 47.0 53.1

60代 62.1 65.1 61.3 65.3 62.8 65.0

70代 73.4 74.8 74.4 76.3 72.5 73.6

年代別スポーツ実施率

週1日以上 ｎ＝20,000 （％）
出所：令和2年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」の概要
関西ワールドマスターズゲームズ2021 大会基本計画

40歳以下19％、41～50歳33％、
51～60歳32％、61歳以上16％

これまでのWMG参加者データ・年齢区分

→40歳以下が少ない！！

妊産婦や子育て世代の
スポーツ実施率が低い！

〈妊産婦・子育て世代へのヒアリング〉
育児で忙しい、環境がない、
時間がない、仕事が忙しい



・孤独だと感じる・気分の落ち込み・「母親失格」という考え方
・睡眠不足・交流の減少

産後うつや自殺者の現状

実際に産後うつの患者さんはいらっしゃるんですか？

コロナの影響であまり周りと関われないこともあり、
うつの疑いがある方も実際にいらっしゃいます。
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自殺者の年次推移
女 男

コロナウイルス感染拡大の影響により
11年ぶりに自殺者が増加

出所：自殺者数｜警察庁Webサイト（令和２年）

＜松永ゼミ生の知人である看護師さんへのヒアリング＞

産後うつの主な原因

特に女性が増えている！



子育て世代
包括支援
センター

交流
情報

保育

相談
教室

手当

訪問

検診
スポーツを通して

妊産婦、子育て世代が
リフレッシュできる

ような支援が少ない！！

京都府全体の支援

京都府の子育て支援の現状

＜深草はぐくみ室の職員さんへのヒアリング調査＞

お子様と一緒にリフレッシュする機会の提供は積極的に行っているが、
妊産婦や子育て世代の方々に特化したスポーツでの健康促進

といったことまでは、行政では手が回っていないのが現状としてある。

→この企画が実現し、一つでも皆さんの交流できる場が増えて欲しい。



妊産婦・子育て世代へのヒアリング調査と企画の提案

・週1回以上スポーツを行えている人は少ない
→育児で忙しい、環境がない、時間がない、仕事が忙しい
・妊産婦向け、子育て世代の方々を対象とした
スポーツ交流イベントがあれば、参加したい
・子供も楽しめる内容にしてほしい
・安心できる環境にしてほしい
・WMGを知らない人がほとんどだった

・妊産婦・子育て世代の方々のリフレッシュ！
・スポーツを通した交流
・妊産婦同士のつながりをつくる
・スポーツ実施率の向上
・2026年のWMG参加のきっかけにしてもらう
→40歳以下の参加者を増加させる

妊産婦・子育て世代へのヒアリング 課題

・妊産婦の健康促進に
目が向けられていない
・スポーツ実施率が低い
・スポーツができる環境が少ない
・交流の場が少ない
・WMGの認知度が低い

企画の目的

・妊産婦・子育て世代
（妊産婦はお話会のみの参加もOK）
・お子様同伴の参加もOK
（2歳～小学生以下）
※はぐくみ室の職員さんからの
アドバイスにより決定

参加対象

妊産婦・子育て世代の方々がスポーツでリフレッシュできる機会の提供



龍谷大学でのイベント実績

龍谷大学短期大学部
こども教育学科に
協力要請予定

託児スペースの確保
安全面の向上

龍谷大学ジュニアキャンパス

龍谷大学主催・学生主体
小学生対象のスポーツイベント

松永ゼミ運営実績あり

お父さん・お母さんが安心して
子供を預けられる！！

子供も楽しめる環境を提供可能！



開催概要

会場：龍谷大学深草キャンパスの各施設

参加費：大人1人500円（子供は無料）

参加対象：妊産婦・子育て世代
子供の同伴も可能

人数：産婦、子育て世代最大20人まで（予定）
妊婦10人まで（原則妊娠16週以降で）
※子供は含まない

開催頻度：年2回（春と秋）

時間帯：休日の午前中

消毒・検温
手洗い・うがい
の徹底。

マスクの徹底。 換気の徹底
窓は常に開ける。

注意喚起の
紙の張り出し
お声がけをする。

バドミントン
ラケットを人数
分用意する。

定期的に
消毒を行う。

<コロナ対策>

※交渉中



プログラム（室内で行う）

交流会 交流会

助産師さんのお話
スポーツ

アイス
ブレイク

アイス
ブレイク

ウォーミング
アップ

妊婦 子育て世代
設営30分
受付30分

プログラム約2時間
片付け30分

※産婦の方々は好きな方を選んでもらう。

ニュースポーツ
体験

10分

20分 20分

10分

40分

40分

40分

40分



各回ごとに

別の競技を実施

大学生も一緒に

競技に参加する

開催予定競技（WMG開催競技）

アルティメット
（フライングディスク）

・ドッチビーを使用
・バスケットコートで行う
・1チーム6人
・接触プレーなし
・1試合5分

シッティングバレー
・座って行う
・ソフトバレーボールを使用
・ネットを低くする
・1チーム6人で行う
・11点先取

バドミントン
・コートを狭くする
・ネットを低くする
・ダブルスで行う
・11点先取

※どの競技も交代自由で、勝敗にこだわらず、楽しむことを目的に行う。



比較的動かずに行えるので妊婦さんでも安心！！

開催予定競技

・モルックを投げピンを倒す
・50点先取

ニュースポーツ体験

・2チームで行う
・自球をジャックに近づけた方の勝利

ボッチャモルック



予約の際に

・年齢
・性別
・妊娠中か
・夫婦での参加なのか
・子供同伴の場合は子供の年齢、人数

などを事前に聞いて、
当日の具体的なプログラムを決める。

広告・宣伝、予約方法（詳細は検討中）

・チラシ
保育園、児童館、
龍谷大学内掲示
定期検診での配布

・SNS

既存の＃や、独自の＃の活用
例：＃子育てママと繋がりたい

＃深草子育て応援

・龍谷大学ホームページ

・京都はぐくみアプリ

予約方法：龍谷大学の公開講座

TSUNAGUプログラムへの登録を目指す
認知拡大に向けて



予算見込み・使用施設紹介

予算削減ポイント
・SNSの活用
・龍谷大学での開催
・学生ボランティアの派遣

参加費
大人1人500円
子供は無料

施設使用料 無料

設備費等 無料

広告宣伝費 約1万円を想定

保育士 交渉中

助産師 交渉中

運営スタッフ 学生ボランティア

※細かな予算は開催決定後検討予定

使用予定施設

卓球場体育館

第４トレーニング室

季節や競技によって使用場所を変更

専精館



産後うつの防止
→自殺者の低下

お母さん・お父さん
同士の交流ができる

運動不足解消

妊産婦・子育て世代の方々のスポーツ実施率の向上

妊産婦・子育て世代の方々のリフレッシュができる

WMG2026参加の
きっかけにしてもらう

まとめ

関西全体でスポーツを
盛り上げられる

皆で妊産婦助ける
環境をつくっていく
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