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２ アクションプランの展開

アクションプランは、計画で示した推進施策について、具体的な事業をスポーツ推進に

かかる戦略体系に基づいて示します。 

戦略１ 市民スポーツの普及・推進【４９事業】 

施策 推進施策 番号 事業名 

１

地
域
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

（１）子どものスポー

ツ推進 

幼児期における積極的

な身体活動の推進 

1-1 幼児期の運動遊び啓発事業 

1-2 指定管理者による幼児スポーツ教室事業 

1-3 
乳幼児及び子育て家庭への身体づくりの推

進 

1-4 
幼児・親子向けプログラム（フィットネス、レク

リエーション） 

子ども居場所づくりと連

携した身体活動の推進 
1-5 スポーツを通じた世代間交流事業 

学齢期のスポーツの推

進 

1-6 学校教育へのスポーツ指導員の活用事業 

1-7 食育推進事業 

1-8 町田市こどもマラソン大会 

（２）働き盛り・子育

て世代のスポーツ

推進 

【重点施策】健康づくり

と連携したスポーツの

推進 

1-9 健康づくり推進事業 

1-10 親子栄養講習会 

1-11 健康教育講座 

1-12 健康づくり講習会 

1-13 講師派遣事業 

既存施設の利用時間の

延長 

1-14 既存施設の利用時間の延長等 

1-15 夜間照明施設整備事業 

ファミリースポーツの推

進 

1-16 指定管理者による親子スポーツ教室事業 

1-17 スポーツ施設の親子利用促進 

1-18 地域一体型ファミリースポーツ推進事業 

1-19 
スポーツ推進委員による運動機会創出交流

事業 

働き盛りの人のための

プログラムの開発 

1-20 民間プログラム連携事業 

1-21 学校温水プールでの教室事業 

1-22 指定管理者による勤労者スポーツ教室事業 

（３）高齢者のスポ

ーツ推進 

【重点施策】高齢者を対

象としたスポーツの推

進と指導員の育成 

1-23 高齢者スポーツ普及事業 

1-24 ロコモティブシンドローム対策事業 

1-25 スポーツ指導員育成事業 

1-26 
〔再掲〕スポーツ推進委員による運動機会創

出交流事業 

（４）障がいのある

人のスポーツ推進 

【重点施策】障がい者ス

ポーツの推進 

1-27 障がい者スポーツ大会 

1-28 障がい児スポーツ教室 
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1-29 障がい者スポーツ教室事業 

1-30 障害者スポーツ指導員配置事業 

1-31 〔再掲〕スポーツ指導員育成事業 

２

「
市
民
ス
ポ
ー
ツ
」
の
環
境
づ
く
り 

（１）地域スポーツ

の場の整備 

【重点施策】地域スポー

ツ推進のためのクラブ

ハウス等の整備 

2-1 地域学校開放推進事業 

2-2 学校施設・備品改善事業 

【重点施策】ストリート系

スポーツの場の整備 
2-3 スケートパーク整備事業 

公園・緑地等の芝生の

整備 
2-4 公園・緑地等の芝生整備事業 

新たなスポーツ利用の

場や機会の創出 

2-5 高架下スペースのスポーツ利用 

2-6 法政スポーツ教室事業 

2-7 東京家政学院大学テニスコート開放事業 

2-8 大学連携推進事業 

（２）地域スポーツ

の仕組みづくり 

【重点施策】まちだ地域

スポーツクラブモデル

事業の推進 

2-9 地域スポーツクラブ設立・運営推進事業 

【重点施策】「まちだニュ

ースポーツ」の推進 

2-10 まちだニュースポーツ推進事業 

2-11 キンボールスポーツ事業 

大学との協定の締結 2-12 スポーツに関わる人材育成連携事業 

スポーツ指導員の充実 
2-13 スポーツ指導員登録制度事業 

2-14 〔再掲〕スポーツ指導員育成事業 

ボランティアスタッフが

活躍できる仕組みづくり 
2-15 スポーツボランティア活性化事業 

（３）既存スポーツ

施設の有効活用 

既存スポーツ施設の有

効利用 

2-16 屋外スポーツ施設維持管理事業 

2‐17 スポーツ広場の再編成・整備事業 

2-18 利用種目の見直し 

施策 推進施策 番号 事業名 
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戦略２ トップスポーツ支援【１９事業】 

施策 推進施策 番号 事業名 

３

ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
チ
ー
ム
へ
の
支
援
と
協
働

（１）交流の活性化 

ホームタウンチームの

社会貢献活動やイベン

トへの参加拡充 

3-1 ホームタウン活動マッチング事業 

市内小・中学校との連携

促進 
3-2 ホームタウンチームスポーツ普及啓発事業 

（２）運営支援 

スポーツイベントの集

客増に向けた連携強化 

3-3 ホームゲーム開催周知連携事業 

3-4 
ホームゲーム観戦・参加環境充実化支援事

業 

試合会場・練習会場の

優先確保 
3-5 ホームタウンチーム施設利用支援事業 

サポーターの拡大 3-6 ホームタウンチーム相互連携事業 

（３）広報・告知活動

の充実 

【重点施策】スポーツを

通じたシティセールスの

推進 

3-7 ホームスタジアムホスピタリティ向上事業 

４

「
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
」
の
環
境
づ
く
り

（１）競技スポーツ

の場の整備 

【重点施策】オリンピック

キャンプ地招致 

4-1 

2019年ラグビーワールドカップ及び 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックキャ

ンプ地招致事業 

4-2 全国大会等誘致事業 

4-3 ジャパンラグビートップリーグ大会誘致事業 

スポーツ施設の有効活

用策の検討 
4-4 競技スポーツの場の整備 

（２）競技スポーツ

の連携強化 

スポーツ団体との情報

の共有化 
4-5 体育協会等との情報共有の強化 

ボランティアスタッフが

活躍できる仕組みづくり

（再掲） 

4-6 〔再掲〕スポーツボランティア活性化事業 

大学との協定の締結

（再掲） 
4-7 〔再掲〕スポーツに関わる人材育成連携事業 

（３）障がい者スポ

ーツの活性化 

障がい者の競技スポー

ツ大会への場の提供 
4-8 障がい者の競技スポーツ大会誘致 

（４）顕彰制度・奨励

制度等の活性化 

【重点施策】トップアスリ

ートとの交流の活性化 

4-9 トップアスリートと市民のつながり創出事業 

4-10 
指定管理者によるトップアスリートとの交流イ

ベント実施事業 

顕彰制度、奨励制度の

充実 

4-11 表敬訪問事業 

4-12 全国大会等出場者祝金支給事業 

施策 推進施策 番号 事業名 
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戦略３ スポーツ環境の整備【８事業】 

施策 推進施策 番号 事業名 

５

ス
ポ
ー
ツ
の
ま
ち
づ
く
り

（１）スポーツ・ツーリ

ズムの推進 

スポーツ・ツーリズム

の連携促進 
5-1 スポーツ･ツーリズム実施事業 

（２）公園等における

スポーツ施設の整備 

【重点施策】野津田

公園におけるスポー

ツ施設整備 

5-2 第二次野津田公園整備基本計画推進事業 

（３）広域スポーツの

ブランド化 

市民マラソン等の活

性化 
5-3 武相マラソン大会支援事業 

（４）公共スポーツ施

設のユニバーサルデ

ザイン化 

ユニバーサルデザイ

ンの推進 
5-4 既存スポーツ施設のバリアフリー改修 

（５）スポーツ情報発

信力の強化 

【重点施策】総合的な

スポーツ情報発信力

の強化 

5-5 スポーツフォーラム活性化事業 

5-6 生涯学習ポータルサイト構築事業 

5-7 生涯学習ＮＡＶＩ 

5-8 スポーツ情報発信・広報支援事業 
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３ アクションプランの構成 

計画には、「戦略１ 市民スポーツの普及・推進」に１９、「戦略２ トップスポーツ

支援」に１４、「戦略３ スポーツ環境の整備」に５つの推進施策が設定してあります。 

推進施策は、町田市スポーツ推進計画で定めた施策の目標を達成するための手段であり、

個々の事業の目的となります。 

アクションプランには、推進施策ごとに具体的な事業内容を７６の個票としてまとめて

あります。 

【個票の見方】 

 

推進施策 スポーツ指導員の充実 

事業名 スポーツ指導員登録制度事業 

＜目的・狙い＞ 

 スポーツ指導員の登録制度により、スポーツの指導をできる地域住民を、指

導員を必要としている団体等に対して紹介することで、市内スポーツの活性化

を図ります。 

＜取り組み内容＞ 

スポーツ指導員の登録制度を確立し、市内の団体、部活動等の学校における

活動、地域スポーツクラブ及び地域活動への指導員の紹介を行います。 

実施主体 スポーツ振興課 取り組みの場 団体等の活動場所 

取り組みの 

概要 

連携先 町田市体育協会 対象者 スポーツ指導員 

指標 現状 

（2013 年度）
未実施 

事業目標 
登録制度の実施 目標水準 

（2018 年度） 
実施 

2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

実施計画 

検討 実施 

推進施策：計画で定めた推進

施策の名称 

事業名：実施主体となる

担当部署が取り組む事業

名称 

取り組みの概要：施策の課

題に対応する当該事業の

目的・狙い、事業の取り組

み内容 

取り組みの場：事業を実施

する主な活動場所 

対象者：市が事業の

実施にあたり直接働

きかける人やモノ 

実施主体：事業を主体的に

実施する部署 

連携先：事業実施にあたり

連携して行う部署ならびに

関係機関 

事業目標：計画期間内に達

成すべき状態や目標値 

実施計画：計画期間内の

各年度の取り組み内容 

現状と目標水準：2013 年

度現在の事業の状況と最

終年度での事業の達成状

態または目標値 




