
 

 
  



 

  



 

 
 
 

はじめに 
 
現在、ラグビーワールドカップ 2019™や、東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を目前に控え、世界的な

スポーツの気運が急速に高まっております。 
町田市は、ラグビーワールドカップ 2019™の公認キャンプ

地として、ナミビア代表チームのキャンプ実施が決定してい

るほか、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

では、インドネシア共和国、南アフリカ共和国、中華人民共

和国代表チームのキャンプ実施が決定しております。この機

会に、市民、とりわけ子どもたちが、海外の一流アスリート

と交流し、その素晴らしさを実感し、将来の夢へとつながる

ような感動体験に繋げていきたいと考えております。 
 
さて、この度策定いたしました「町田市スポーツ推進計画 19-28」は、このような

スポーツを取り巻く環境の急激な変化に対応するため、新たな課題を整理し、次の 10
年間のスポーツ推進の基本的な考え方をまとめたものです。 
本計画では、「スポーツは目的をもって身体を動かすこと」としており、市民誰も

が、生活の状況に応じて、スポーツを楽しむことができるように、新しいアプローチ

の方法でスポーツ機会の充実に取り組みます。また、町田市の財産であるホームタウ

ンチーム「FC 町田ゼルビア」「ASV ペスカドーラ町田」「キヤノンイーグルス」や、

スポーツボランティア「まちだサポーターズ」と連携・協働することで地域の活性化

を図り、スポーツを通じたまちづくりを展開してまいります。 
町田市がめざす将来の姿、「スポーツで人とまちが一つになる」を実現するための

イメージを共有できるよう、将来の姿を、町田市在住のイラストレーター、中垣ゆた

かさんに、スポーツの持つワクワク感や一体感が感じられる楽しいイラストで表現し

ていただきました（P.25）。このイラストが示すような将来の姿を実現するため、各主

体が連携し、オール町田でスポーツを推進してまいります。 
 
終わりに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました町田市スポーツ推進審議

会委員の皆様、貴重なご意見をお寄せいただきました市民の皆様に、深く感謝申し上

げます。 
 

町田市長 石阪 丈一 
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