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     スポーツ振興審議会委員名簿 資料１ 

 

  氏  名 所    属 備  考 

会長 苅 谷 春 郎 法政大学スポーツ健康学部長   

委員 川 崎 登志喜 玉川大学教育学部教育学科 准教授   

委員 渡 辺  剛 国士舘大学体育学部学部長   

委員 幸 山  博 町田市体育協会理事長 
２００９年６月

２０日まで 

委員 鈴 田 良 男 町田市体育協会理事長 
２００９年６月

２１日から 

委員 朝比奈 照 雄 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会理事   

委員 土 方 周 明 NPO法人アスレチッククラブ町田副理事長   

委員 寺 田 雄 久 社団法人 町田青年会議所直前理事長   

委員 新 井  恵 高齢者体力づくり支援士   

委員 新宅 永灯至   公募市民 

委員 菊盛 由利子   公募市民 

委員 比良田 健 一 金井中学校校長   
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スポーツ振興計画策定調整会議委員名簿 資料２ 

 

  氏  名 所    属 備  考 

会長 荒 木 純 生 文化スポーツ振興部長   

副会長 笠 原 道 弘 文化スポーツ振興部スポーツ振興課長   

委員 宗 田 隆 由 政策経営部企画調整課長 
２００９年３月

３１日まで 

委員 〃 政策経営部企画政策課長 
２００９年４月

１日から 

委員 平 野  清 市民部市民協働推進課長 
２００９年３月

３１日まで 

委員 老 沼  誠 市民部市民総務課長 
２００９年４月

１日から 

委員 千 葉  章 地域福祉部福祉総務課長   

委員 八 木 俊 次 いきいき健康部健康課長 
２００９年３月

３１日まで 

委員 富 岡 淳 一 いきいき健康部健康総務課長 
２００９年４月

１日から 

委員 小 山 俊 一 子ども生活部子ども総務課長   

委員 高 橋 修 一 経済観光部産業観光課長 
２００９年３月

３１日まで 

委員 小 池  晃 経済観光部産業観光課長 
２００９年４月

１日から 

委員 楠  裕 次 都市づくり部都市計画課長   

委員 田 村 俊 二 学校教育部教育総務課長   

委員 天 野 三 男 生涯学習部生涯学習課長   
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スポーツ振興計画策定の経過 資料３ 

 

開催日  概要 

２００８年 

７月２２日 

第１回町田市スポーツ振興計画策定

調整会議 
 

７月２７日 第１回町田市スポーツ振興審議会 委員自己紹介、町田市の現状 

９月２１日 第２回町田市スポーツ振興審議会 
町田市のスポーツのこれまでの経緯、

現状について既存の調査・計画の説明 

１１月５日 
第２回町田市スポーツ振興計画策定

調整会議 
 

１１月１５日 第３回町田市スポーツ振興審議会 スポーツ振興に関する理念等の検討 

２００９年 

１月２７日 

第３回町田市スポーツ振興計画策定

調整会議 
 

１月３１日 第４回町田市スポーツ振興審議会 中間報告として計画骨子（案）を審議 

２月  中間報告を教育委員会へ報告 

３月  中間報告を市議会へ報告 

４月１８日 第５回町田市スポーツ振興審議会 

・市議会、教育委員会の意見を反映した

計画骨子の検討 

・具体的な施策に関する意見交換 

５月２６日 
第４回町田市スポーツ振興計画策定

調整会議 
 

６月２１日 第６回町田市スポーツ振興審議会 計画（案）に関する審議 

８月２１日 
第５回町田市スポーツ振興計画策定

調整会議 
 

８月２８日 第７回町田市スポーツ振興審議会 計画（案）に関する審議 

９月  計画（案）を市議会、教育委員会に報告

９月～１０月 パブリック・コメント 計画（案）への意見募集 

１１月１４日 第８回町田市スポーツ振興審議会 計画（案）の最終確認 

１１月２４日 市長答申 計画（案）を市長に答申 

１２月 町田市スポーツ振興計画策定  

１２月  計画を市議会、教育委員会に報告 
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町田市におけるスポーツ振興の取り組み 資料４ 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S33.2　市政施行（人口61,105人） Ｓ49.4  市立高等看護学院開校 Ｓ62.3  南市民センターオープン H11.3  町田・相模原両市が業務核都市に位置づけられる
S33.3　初代市長青山藤吉郎就任 Ｓ49.5  玉川学園文化センターオープン Ｓ62.4  国際版画美術館オープン H11.5  子どもセンターばあんオープン
S33.6  町田市町内会連合会発足 Ｓ49.6  第一回空き缶追放市民運動 Ｓ63.5  かしの木山自然公園オープン H11.10  フォトサロンオープン

S34.10  市全域を都市計画区域に指定 S50.2  東京都水道事業との統合開始 Ｓ63.11  花の家オープン H11.10  コミュニティバスまちっこ「公共施設循環」運行開始
S36.5　し尿処理場完成 S50.4  消費者センターオープン Ｓ63.12  町田リス園オープン H11.11  市民フォーラムオープン

S37.2　交通安全都市宣言 S50.6  第1回空き缶について考える市民集会開催 Ｈ1.4  健康福祉会館オープン H12.3  市民病院東棟オープン
S39.12  下水道計画決定（鶴川団地） S50.11  ゴミ問題市民集会開催 Ｈ1.4  地域資源回収奨励金制度スタート H12.7  金森図書館移転オープン

S41.5  青少年健全育成都市宣言 S52.3  忠生公園オープン Ｈ2.1  鶴見川クリーンセンター完成 H12  高齢者在宅サービスセンターの管理委託をNPO法人へ委託
S42.4  町田市准看護学院開校 S52.5  原町田市民の森誕生 Ｈ2.9  木曽森野センターオープン H12  ファミリーサポートセンターの運営をNPO法人へ委託
S42.9  第1回市民自治意識調査実施 S52.8  忠生市民センターオープン H2.11  中央図書館オープン H12  モデル地区街づくり検討開始（２地区）
S42.12  旧鶴川下水処理場稼働 S52.10  町田下水処理場運転開始 H3.12  柿ワイン販売 H13.2  男女平等等参画都市宣言

S43.5   「市民憲章」発表 S53.7  図師・小野路歴史環境保全地域指定 H4.4  第１回町田さくらまつり開催 H13.7  町田まちづくり公社「ぽっぽ町田」オープン
S43.6  玉川学園を文教地区に指定 S53.7  地域資源化推進要綱制定 H4.4  町田ぼたん園オープン H14.1  二十祭まちだ（新しい成人式）開催
S43.12  ゴミの袋収集始まる S53.10  市民ホールオープン H4.11  ふるさと農具館オープン H14.6  市の鳥「カワセミ」決定

S45.1  市役所新庁舎オープン S53.12  公民館新館オープン H5.6  まちだ市民大学HATS開校 H14.10  まちだ中央公民館オープン
S45.10  団地建設と市民生活（団地白書）発表 S54.5  第1回市民福祉のつどい H5.9  町田市基本構想（第１次）議決 H14.11  現「原町田大通り」開通

S46.12  すみれ教室開設 S54.9  成瀬センターオープン H6.4  町田市リサイクル公社設立 H16.3 町田市基本構想（第２次）議決
S47.2  やまゆり号(日本初のハンディキャブ）S55.10  原町田地区市街地再開発事業が完了 H7.5 町田市学長懇談会発足 H17.3 玉川学園コミュニティバス試験運行開始
S47.4  老人相談員制度スタート S56.6  手話通訳者派遣制度スタート H7.4  小山センターオープン H17.4 小山ヶ丘小学校開校（21年ぶりの新設校）
S47.5  市立図書館完成 S57.2  リサイクル文化センターオープン H8.5  町田市子ども憲章制定 H17.5 子どもセンター「つるっこ」オープン
S47.5  「すみれ教室」を市の施設へ S57.10  つくし野センターオープン H8.6  なるせ駅前市民センターオープン H18.4 町田市コールセンター開始
S47.6  市の木「けやき」市の花「サルビア」決定 S57.10  木曽山崎センターオープン H9.4  紙ゴミ資源化スタート H18.10 ごみゼロ市民会議開始
S47.10  ゴミ減量作戦スタート S58.2  非核平和都市宣言 H9.5忠生がにやら自然館・自然観察園オープン H18.11 町田市民文学館開館
S47.11  金森市民の森誕生 S58.4  堺市民センターオープン H9.11コミュニティバスまちっこ「相原ルート」運行開始 　市内・周辺14大学と包括協定締結

Ｓ48.2  市長への手紙スタート S60.7 町田ダリア園オープン H10  町田国際協会発足
Ｓ48.9  ２３万人の個展 S60.11鶴川市民センターオープン
Ｓ48.9  考えながら歩くまちづくりへの提言まとまる Ｓ61.4 在宅福祉サービス公社設立
Ｓ48.11  郷土資料館（現・市立博物館）オープン Ｓ61.11自由民権資料館オープン

Ｓ61.11せりがや会館オープン

S34.8　市営プールオープン S46 鶴川球場オープン S59 鶴間公園運動場オープン H13.4  サン町田旭体育館オープン
S38 市民球場オープン S46 鶴川中央公園テニスコートオープン S61 成瀬運動場テニスコートオープン（現、成瀬クリーンセンターテニスコート） H17 上の原グラウンドオープン

S40.4  市立体育館オープン S47 藤の台テニスコートオープン（現、スポーツ広場） S63 三輪みどり山球場オープン H17 相原中央グラウンドオープン
S47 町田中央公園テニスコートオープン Ｈ1.10  市立室内プールオープン H18.4 小野路公園開園

S48 鶴川第二テニスコートオープン H2.10  町田市立（野津田）陸上競技場・総合体育館オープン H18.4 小野路球場・グラウンドオープン
S49 藤の台球場オープン H2.10  野津田公園テニスコートオープン H18.4 相原中央テニスコートオープン

S53 忠生公園ソフトボール場オープン H18.4 木曽山崎グラウンド
S53 鶴間公園テニスコートオープン H19.8 野津田球場オープン
S53 山崎テニスコートオープン（現、スポーツ広場）

S35 町田市営プール使用条例公布 S63 町田市体育施設条例公布 H9.4 （新）町田市体育施設条例施行
S37 町田市営プール使用条例一部改正公布 H1.6 町田市立室内プール条例公布 H11.3 （新）町田市体育施設条例一部改正公布

S38 町田市営総合運動場設置及び使用条例公布 H2.6 町田市立総合体育館条例公布 H12.12 （新）町田市体育施設条例一部改正公布
S39 町田市立体育館設置条例公布 H2.6 町田市立（野津田）陸上競技場条例公布 H13.12 （新）町田市体育施設条例一部改正公布
S39 町田市立体育館使用条例公布 H4.4 町田市立室内プール条例一部改正公布 H14.3 （新）町田市体育施設条例一部改正公布（室内プール）

H4.9 町田市立室内プール条例一部改正公布 H16.3 （新）町田市体育施設条例一部改正公布
H4.6 町田市立（野津田）陸上競技場条例一部改正公布 H18.4 （新）（新）町田市体育施設条例（全部改正による）施行
H4.9 町田市立（野津田）陸上競技場条例一部改正公布 H19.3 （新）（新）町田市体育施設条例一部改正公布
H4.9 町田市立総合体育館条例一部改正公布 H20.4 （新）（新）町田市体育施設条例一部改正施行

H21.4 （新）（新）町田市体育施設条例一部改正施行

S22.4　町田町体育協会発足 H12.5 全国私立高校バレーボール選手権大会に関する協定書締結
S22　町田武相駅伝競技大会開催（町田体協陸上競技部主催S26から町田町主催へ） S63.5 成瀬クリーンセンターテニスコート施設管理公社へ管理委託 H15.8 関東私立高校バレーボール選手権大会に関する協定締結
S22　町田武相バレーボール大会開催 S63.5 三輪みどり山球場施設管理公社へ管理委託 H15.3 第二期施設予約システム導入
S33.10　市制第一回市民体育祭開催（於、町田第一中校庭） H1.5 全国大会等出場者補助金交付制度スタート H16.11 Ｖリーグ東京町田大会に関する協定書締結

S37 社会教育課社会体育係誕生 Ｈ1.10 市立室内プール施設管理公社へ一部管理委託 H18.4 体育施設の管理を指定管理者に委ねる
S40 市民球場と市立体育館におけるはじめての市民体育祭開催 Ｈ2.4 サン町田旭体育館施設管理公社へ管理委託 H18.2 関東身体障害者陸上競技選手権大会に関する協定書締結
S40 スポーツ教室スタート Ｈ2.10 町田市立陸上競技場管理公社へ管理委託 H18.2 FCゼルビアのホーム公式戦に関する協定書締結

S42 青少年と母親の体力づくり曜日限定無料開放スタート H9.7 第一期施設予約システム導入 H18.3 ペスカドーラ町田のホーム公式戦に関する協定書締結
S46 スポーツ課誕生スポーツ行政新時代スタート H19.7 地域活性化懇談会スタート
S46 社会体育実技指導員制度スタート（H4年から社会体育実技指導員バンク設置へ） H19.12 第６８回東京国体町田市一部開催合意書締結

S47 学校スポーツ施設開放スタート H20.4　大学連携事業スタート
S48 学校施設での「遊び場」開放スタート H20.7 第68回国民体育大会東京開催内定 　
S48 多種類のスポーツ用具を積んだ「移動スポーツ車」巡回スタート H21.3 第三期施設予約システム導入予定

S49.2 第一回子供マラソン大会開催
S49.9 第一回身障者スポーツ大会（現障がい者スポーツ大会）開催
S49.12 小山スポーツ広場登録

S50 10人以上の団体登録をすれば公共施設（含む、学校施設）を無料で利用できる「団体登録制度」スタート
S54.7 学校プール開放スタート

町田市の歴史とスポーツ振興の歴史年表

市
政
の
歴
史

（
抜
粋

）

昭和６０年代 平成以降昭和４０年代 昭和５０年代昭和３０年代年
代

ス
ポ
ー

ツ
施
設

ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業

関
連
条
例
制
定
・
改
正

（現、サン町田旭町体育館）

青山藤吉郎　市長 大下勝正　市長 寺田和雄　市長 石阪市長
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町田わいわいミーティング２００８ 資料５ 

 

町田わいわいミーティング２００８ －まちだ市民討議会－  

実施報告書より 

■討議テーマ 

『市民スポーツと健康づくり ～もっと気軽に！もっと楽しく！～』 

■住民基本台帳より無作為抽出した町田市民２０００名に参加依頼、６１名の

参加者により開催。 

■（社）町田青年会議所および町田市による共催事業 

 

討議１ 「健康づくり、してますか？」 

「健康づくりに大切・必要なこと」のまとめの意見（ポイントの多いもの） 

○施設・環境を整え、情報を提示してもらい、運営機関を整備 

○年齢や職場・地域を超えた人々とのかかわり－ふれあい活動 

○健康づくりのまちづくり 

  （水中ウォーキングのための施設充実・散歩道でのラジオ体操曲の 

随所の設置） 

○バランスのよい３食を腹八分目。ゆっくりよくかんで食べる   など 

 

討議２ 「もっと気軽に！スポーツと健康」 

「健康づくりのためスポーツや運動に取り組む場合の課題と解決策」 

のまとめの意見（ポイントの多いもの） 

○体育施設を身近に得られ、手軽に使用できると共に指導者を配置する 

○施設（近くにない・交通の便・駐車場・使用料・レッスン料（ダンス・ホッ

トヨガ）） 

○情報がない（公開）→スポーツ施設に公開。ゴミ収集と同様な資料。 

○視覚障害者用の施設・サポートする体制            など 

 

●健康づくりのためスポーツや運動に取り組む場合の妨げとなっているもの、

足りないものは？ 

（１）場所の問題・・・身近なところに施設がない、アクセスが悪いなど 

（２）お金の問題・・・レッスン料、公的な施設の利用料など 

（３）情報の問題・・・情報伝達が少ない、見つけづらいなど 

（４）機会の問題・・・希望に合った時間に利用できないなど 
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●どうすればスポーツ・運動への取り組みが進むか？ 

（１）今ある場・資源を最大限に活用する 

（２）参加しやすいスポーツ・運動の機会を広げる 

（３）交通アクセスを向上させる 

（４）地域での取り組みの拡大 

（５）情報の発信を強める 

（６）市民の指導者を育てる 

討議３ 「もっと楽しく！スポーツ環境づくり」 

「気軽に楽しくスポーツや運動に親しむために、地域・団体・企業など 

みんなで取り組むこと」のまとめの意見（ポイントの多いもの） 

○見る支えることを前提とした参加意識の高揚（地域・団体）企業への要請 

○小さくはじめる 

○自治会にラジオ体操などの活動を働きかけ、近隣自治体と情報交換を促進し

て場を広げる 

など 

 
討議３ 多くの市民が、気軽にスポーツや運動を親しむために、みんなで取り組めることは何ですか。

仲間作り

どんなグループが身近にあるか情報を集める。

子ども（孫・近所）を通してふれ合う。

小さくはじめる

参加の呼びかけと情報の交流

自治会にラジオ体操などの活動を働きかけ

掲示板にラジオ体操などのお知らせをする

見る支えることを前提とした
参加意識の高揚（地域・団
体）企業への要請）

人材（指導者）および道
具・場所など確保

指導員・世話役の方がほしい

指導ボランティアの拡大（声かけ・挨拶ボランティア）

指導員（ボランティアおよび企業・地域）

場所・施設がほしい

地域にあるスポーツ施設が決
まった人が使用し入れない（敷
居が高い）。

近くても利用できる施設開放のあり方。平等性。×常連

市の施設の活用と連絡（スポーツ課・学校施設課・教育委員会）

地域毎に施設の充実を検討し、近隣市町の施設相互利
用可能となるように市に働きかける。

地域コミュニティの活性化

自治会がない。旧新が入り
組んでいる人たちの交流が
むずかしい。

自治会のスポーツ活動の活性化

近隣自治会と情報交換を促進して場を広げる

老人会と学校（行事）との
関係の拡大

新しいスポーツの創造（年
齢・性別に関係のない） ボランティア指導員の育成

指導員の登録制度認定

指導者の派遣

情報・地域（駅・コンビ
ニ・スーパー・交番・図
書館）

討議３ 多くの市民が、気軽にスポーツや運動を親しむために、みんなで取り組めることは何ですか。

仲間作り

どんなグループが身近にあるか情報を集める。

子ども（孫・近所）を通してふれ合う。

小さくはじめる

参加の呼びかけと情報の交流

自治会にラジオ体操などの活動を働きかけ

掲示板にラジオ体操などのお知らせをする

見る支えることを前提とした
参加意識の高揚（地域・団
体）企業への要請）

人材（指導者）および道
具・場所など確保

指導員・世話役の方がほしい

指導ボランティアの拡大（声かけ・挨拶ボランティア）

指導員（ボランティアおよび企業・地域）

場所・施設がほしい

地域にあるスポーツ施設が決
まった人が使用し入れない（敷
居が高い）。

近くても利用できる施設開放のあり方。平等性。×常連

市の施設の活用と連絡（スポーツ課・学校施設課・教育委員会）

地域毎に施設の充実を検討し、近隣市町の施設相互利
用可能となるように市に働きかける。

地域コミュニティの活性化

自治会がない。旧新が入り
組んでいる人たちの交流が
むずかしい。

自治会のスポーツ活動の活性化

近隣自治会と情報交換を促進して場を広げる

老人会と学校（行事）との
関係の拡大

新しいスポーツの創造（年
齢・性別に関係のない） ボランティア指導員の育成

指導員の登録制度認定

指導者の派遣

情報・地域（駅・コンビ
ニ・スーパー・交番・図
書館）
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討議４ 「町田市のスポーツ・健康施策に望む事」 

「市にしてほしい取り組み」のまとめの意見（ポイントの多いもの） 

○現存施設の有効活用 

○各施設（各スポーツごと）の情報提供がほしい 

○開放校のグランドに照明を！（現在１校のみ） 

など 

開放校のグランドに照
明を！（現在１校のみ）

現存施設の有効活用
誰でもがわかる情報公開

学校開放を含めた地域
の詳細な情報をきめ細
かく提供してほしい。

施設の場所・プログラ
ム・利用方法などの情
報（誌）の充実

施設の利用情報を駅・
図書館・折込などに公
開する

施設の利用情報（比率・
場所など）の公開（市報
などでコンビニ・スー
パー・図書館など）。

各施設（各スポーツご
と）の情報提供がほしい

施設の安全性の確保

傷害保険の費用負担

保険の整備（小中学校
が利用しやすくなる。個
人でスポーツする人も
やりやすくなる）

イベント・スポーツの際
の事故が起きたときの
処置の充実

AED使用法・救命措置
などの指導

近隣都市の施設利用の
検討

他の市町村などの施設
の利用ができるようにし
てほしい。

近隣市町との施設相互
利用

施設をより利用しやすくする方法の検討

施設の利用に関して行
政面で調整が必要

利用率を高める工夫
（施設までの交通手段・
施設運営委託の合理
化・効率化）

利用頻度に応じて施設
を再編成する

年代別・技術レベル別
のプログラムの充実

交通手段の確保

イベント・スポーツに参
加しやすいための交通

施設の無料開放

健康情報の充実

健診時に医師から健
康資料を配布（作成）

市からの情報発信（発
信の根拠・調べやすい
ホームページ・NPOな
どによる広報活動）

イベントの活用（情報）

市民スポーツとしての
健康維持のための身
近なイベントの実施
（ウォーキング大会）

障害のある人たちに思
いやりのある設備

討議４ 健康づくりのためのスポーツや運動を盛んにするため、市にやってほしいことは何ですか。

市の施設で親子・夫婦・
友人とスポーツのやれ
る場所・日時をつくる。

手ごろな施設利用料
の設定

市としてスポーツ行事に
取り組んでほしい（ス
ポーツの祭典など）

町内会の活動を市がサ
ポートする

ボランティア指導員の育成

指導員の登録制度認定

指導者の派遣

道路の整備（車道・歩
道・自転車道など）。

健康維持のための施設
利用の手引き（病気、
障害者への対応を含め
て）の拡充

ウォーキングマップの充
実と広報による普及啓
発

民間の施設に市が補助
金を出す。

開放校のグランドに照
明を！（現在１校のみ）

現存施設の有効活用
誰でもがわかる情報公開

学校開放を含めた地域
の詳細な情報をきめ細
かく提供してほしい。

施設の場所・プログラ
ム・利用方法などの情
報（誌）の充実

施設の利用情報を駅・
図書館・折込などに公
開する

施設の利用情報（比率・
場所など）の公開（市報
などでコンビニ・スー
パー・図書館など）。

各施設（各スポーツご
と）の情報提供がほしい

施設の安全性の確保

傷害保険の費用負担

保険の整備（小中学校
が利用しやすくなる。個
人でスポーツする人も
やりやすくなる）

イベント・スポーツの際
の事故が起きたときの
処置の充実

AED使用法・救命措置
などの指導

近隣都市の施設利用の
検討

他の市町村などの施設
の利用ができるようにし
てほしい。

近隣市町との施設相互
利用

施設をより利用しやすくする方法の検討

施設の利用に関して行
政面で調整が必要

利用率を高める工夫
（施設までの交通手段・
施設運営委託の合理
化・効率化）

利用頻度に応じて施設
を再編成する

年代別・技術レベル別
のプログラムの充実

交通手段の確保

イベント・スポーツに参
加しやすいための交通

施設の無料開放

健康情報の充実

健診時に医師から健
康資料を配布（作成）

市からの情報発信（発
信の根拠・調べやすい
ホームページ・NPOな
どによる広報活動）

イベントの活用（情報）

市民スポーツとしての
健康維持のための身
近なイベントの実施
（ウォーキング大会）

障害のある人たちに思
いやりのある設備

討議４ 健康づくりのためのスポーツや運動を盛んにするため、市にやってほしいことは何ですか。

市の施設で親子・夫婦・
友人とスポーツのやれ
る場所・日時をつくる。

手ごろな施設利用料
の設定

市としてスポーツ行事に
取り組んでほしい（ス
ポーツの祭典など）

町内会の活動を市がサ
ポートする

ボランティア指導員の育成

指導員の登録制度認定

指導者の派遣

道路の整備（車道・歩
道・自転車道など）。

健康維持のための施設
利用の手引き（病気、
障害者への対応を含め
て）の拡充

ウォーキングマップの充
実と広報による普及啓
発

民間の施設に市が補助
金を出す。

 

 

 

「施設利用と行事参加の機会を増やし、情報を広め、 

利便性と安全性を高める」 
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町田市の主要スポーツ施設一覧 資料６ 

 

１．主要施設 

施設名 所在地 施設概要 

総合体育館 南成瀬 5-12   

○メインアリーナ○ジョギングコース 

○サブアリーナ○小体育室○第一武道場○第二武道場

○トレーニング室 

○和洋弓場 

○観客席 

サン町田旭体育館  旭町 3-20-60 
○アリーナ○多目的室○トレーニング室 

○観客席 

陸上競技場 野津田町 2035 

○第 3種公認の競技場○トラック 400ｍ 8コース 

○芝生のインフィールド、観客席を持つメインスタン

ド、電光表示装置など 

○芝生席と合わせて 6,200人の観客収容能力 

 

２．野球場・グラウンド 

施設名 所在地 施設概要 

町田市民球場 旭町 3-20-60 センター103ｍ、両翼 84ｍ 

三輪みどり山球場 三輪緑山 1-24-1 
センター91ｍ、両翼 84ｍ、ナイター設備あり、

管理棟 

藤の台球場 本町田 3486 
センター91ｍ、レフト 67ｍ、ライト 62ｍ、 

管理棟 

鶴川球場 鶴川 6-6 
センター90ｍ、レフト 73ｍ、ライト 75ｍ、 

管理棟 

野津田球場  野津田町 2035 センター90ｍ、両翼 80ｍ 

小野路球場 小野路町 2023-1 センター120ｍ、両翼 93.5ｍ 

忠生公園ソフトボー

ル場 
忠生 1-3-1 センター70ｍ、両翼 60ｍ 

鶴間公園運動広場 鶴間 3-1-3 10,000㎡ 

相原中央グラウンド 相原町 2248 たて 90ｍ、よこ 120ｍ、ナイター設備あり 

木曽山崎グラウンド 本町田 2533 たて７１ｍ、よこ 110ｍ 

小野路グラウンド 小野路町 2023-1 たて 65ｍ、よこ 130ｍ 

上の原グラウンド 野津田町 2035 たて 71ｍ、よこ 110ｍ 
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３．テニスコート 

施設名 所在地 施設概要 

成瀬クリーンセンターテニス

コート 
南成瀬 8-1-1 全天候 14面 

野津田公園テニスコート 野津田町 2035 砂入り人口芝 3面 

町田中央公園テニスコート 旭町 3-20-60 砂入り人口芝 3面 

鶴間公園テニスコート 鶴間 3-1-3 砂入り人口芝 2面 

鶴川中央公園テニスコート 鶴川 6-6 砂入り人口芝 2面 

鶴川第 2テニスコート 鶴川 3-2-2 砂入り人口芝 2面 

相原中央テニスコート 

（ナイター設備あり） 
相原町 2248 

砂入り人口芝 2面 

壁打ちテニス練習場 

 

４．屋内プール 

施設名 所在地 施設概要 

市立室内プール（温水プール） 図師町 199-1 
50ｍの公認プール、25ｍプール、幼児

プール、トレーニング室 

町田第一中学校温水プール 中町 1-27-5 6コース・25ｍ 

南中学校温水プール 金森 1200 6コース・25ｍ 

鶴川中学校温水プール 小野路町 1905-1 6コース・25ｍ 

 

【市立室内プール】 
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