
第 1 章 「府中市スポーツ振興推進計画」の策定に当たって 

 

１ スポーツ振興推進計画の策定の背景 

 

(1) スポーツを取り巻く社会的環境 

      我が国においては、年間労働時間の短縮や学校週５日制の実施などに 

   より自由時間が増大する中で、生活重視への国民意識の変化などにより、 

   主体的にこの時間を活用し、精神的に豊かなライフスタイルを構築した 

   いという要望が年々強まっています。 

   反面、科学技術の高度化に合わせ、情報化の進展には著しく、また、核 

   家族化の中での個人主体の生活志向などの流れは、人間関係の希薄化、 

   精神的ストレスの増大、運動機会の減少、体力や運動能力の低下など心 

   身両面にわたる健康上の問題を顕在化させています。 

    特に、孤独やストレスなどによる問題行動の多発化、児童・生徒の体 

   力の低下、高齢社会による介護予防への対応など、健康・体力づくりへ 

   の関心の高まりは、スポーツニーズへの多様化となって現れ、新たな社 

   会的な課題を提起しています。 

    このような状況は、今後のスポーツ活動が心身の健康維持増進のみな 

   らず、スポーツ活動を通じた地域のコミュニティの再生や青少年に対す 

   る地域の教育力の再構築など、その役割が今まで以上に増大する傾向に 

   あることを示唆しています。 

  

(2) 国や都の動向 

   国は、このような社会環境の変化に伴い、スポーツの機会を提供する 

  公的主体及び民間主体と、利用する住民や競技者が一体となった取組を 

  積極的に展開し、一層のスポーツ振興を図ることにより、２１世紀にお 

  ける明るく豊かで活力ある社会の実現を目指すため、平成１２年「スポ 

  ーツ振興基本計画」を策定しました。 

   また、東京都は平成１４年に、都民を取り巻くスポーツにおける社会 

  状況について、経済的な変化だけでなく精神的な豊かさを大切にするラ 

  イフスタイルの広まりにより、世代を超えてスポーツを通じて自己実現 

  を図ろうとする人々の増加を見据え、「都民のスポーツに対するニーズは 

  多様化し、スポーツの必要性が高まっている」として、幅広い観点から 

  東京都のスポーツ振興を総合的かつ計画的に推進するため、「東京スポー 

  ツビジョン」を策定しました。 

   国、都ともに、この基本計画を参考に区市町村がそれぞれのスポーツ 

  振興の基本計画を策定することを期待するとしています。 



 (3) 府中市の取組 

   府中市は、昭和５３年から、生活の中にスポーツを取り入れ、自発的・ 

  継続的に活動を行い、より健康的に暮らすことを目的とした「スポーツ 

  の生活化」を施策の柱として市民のスポーツ活動を推進してきました。 

   また、昭和５６年の「体育施設のあり方について」の答申を受け、地 

  域体育施設の整備を進めてきました。 

   しかし、府中市においても近年の急激な社会環境の変化によって、健 

  康の維持増進が個人の問題から社会的な課題となっています。 

   多くの市民がスポーツ活動にかかわることにより、自ら健康に対する 

  認識を深め、実践することは、福祉や保健医療の充実、生活環境の整備 

  と並んで、健康に日々生活していくうえには欠かすことができない要素 

  となります。 

   このような基本的な考えから、府中市のこれからのスポーツ振興のあ 

  り方について、推進体制、施設整備などスポーツ全般の推進方策を検討 

  し、今後のスポーツ振興に係る推進計画を策定することとしました。 

   推進計画の策定に当っては、今後におけるスポーツ振興の基本的あり 

  方を探るため、平成１６年度に有識者、スポーツ団体関係者、公募市民 

  などからなる「府中市スポーツ振興計画策定協議会」を設置しました。 

   協議会では、平成１６年５月から平成１７年３月までの間に８回の全 

  体会、４回の作業部会、５回の起草部会を開催し、報告書としてまとめ 

  ました。 

   報告書の中で、府中市のスポーツの振興に当っては「第５次府中市総 

  合計画」の基本理念である「市民が主体で、みんなにやさしく、安心で 

  快適に暮らしができるよう人間性を尊重」することを礎石とし、貴重な 

  方向性が提言されています。 

   この提言を取りまとめた報告書には、協議会委員の日ごろの活動実績 

  や将来の府中のスポーツ振興についての意気込み、思いが網羅されてい 

  ます。府中市としてもその提言の内容を尊重し、府中市のスポーツの振 

  興についての課題を踏まえ、今後の取組や進め方など推進方策を検討し、 

 「府中市スポーツ振興推進計画」として策定したものです。 

 

２ 計画の目的 

  この計画は、府中市総合計画の「心ふれあう 緑ゆたかな 住みよいま 

 ち」の実現を目指して、市民が自主的・自発的にスポーツ活動を継続的に 

 行う「スポーツの生活化」を進めるとともに、市民のスポーツに対する意 

 識を高め、「スポーツタウン府中」の実現を目的とします。 

 

 



３ 計画の数値目標 

  スポーツ活動は、市民一人ひとりのライフステージ、ライフスタイルに 

 合わせて、定期的・継続的に行うことができる環境の整備を基本とし、国 

 や都の目標数値や市の世論調査などから、数値目標を次のとおり設定しま 

 した。 

 

(1) 週一回以上スポーツをする市民の割合を、できるだけ早い時期に５０

パーセント以上にする。 

  

 (2) スポーツクラブや同好会に入って日常的にスポーツをする市民の割合 

  を、平成２５年までに２５パーセント以上にする。 

 

４ 計画の理念 

  市民のスポーツ活動には、市民一人ひとりのライフステージに合わせ、 

 生涯にわたってスポーツに親しみ、市民の自主性・自発性を大いに発揮で 

 きるような環境整備や展開が必要となります。この市民の自主性・自発性 

 が、府中市におけるスポーツ活動の基本的な原動力と考えます。 

  この市民のスポーツ活動の原動力が計画の実現に不可欠なことから、市 

 民だれもがスポーツに親しむ環境を整備し、市民のための「スポーツタウ 

 ン府中」を目指していくことを計画の理念とします。 

 

５ 計画の位置付け 

  当計画は市内全域で行うスポーツ振興にかかわる事業の全てを対象とし 

 ます。また、国の策定した「スポーツ振興基本計画」、東京都の「東京スポ 

 ーツビジョン」を参考とし、平成１３年１１月に策定された「第５次府中 

 市総合計画」及び他の諸計画との整合性を図りながら、府中市のスポーツ 

 振興施策全般を推進する計画とします。 

  なお、従来から実施している振興施策は今後全般的な見直しを行い、次 

 の基本目標のなかに整理統合することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 計画の基本目標 

 

この計画では、次の４つの基本目標を定めます。 

《スポーツタウン府中の実現に向けて》 

『スポーツで市民みんなが元気で、にぎわいと魅力あふれるまちづくり』 

第１の柱 『自立したスポーツ活動』の振興 

第２の柱 『みるスポーツ』の振興 

第３の柱 『貢献するスポーツ』の振興 

第４の柱 『パートナーシップによるスポーツ』の振興 

 

第１の柱 『自立したスポーツ活動』の振興 

市民の自立したスポーツ活動を振興するために、 

・これまでの市内６地区による地域スポーツ活動の圏域を見直し、よ

り地域に密着したスポーツ活動の振興を図ります。 

 ・市民の必要に応じて直接・間接的な行政の支援や行政サービスを

行います。 

 

第２の柱 『みるスポーツ』の振興 

みるスポーツを振興するために 

・市民が競技者との一体感や達成感を共有できる施設づくりを目指し

ます。 

・一流プレイヤーのスポーツを身近で観戦できるように、ゲームの招

へいなどを行います。 

・だれもが気軽に観戦できるようなサポート体制をつくります。 

 

第３の柱 『貢献するスポーツ』の振興 

貢献するスポーツを振興するために 

・スポーツを通じての社会貢献事業の評価基準の整備を進めます。 

・スポーツ・ボランティアなどのマンパワーの強化を目指します。 

・社会貢献するスポーツ団体の育成に努めます。 

 

第４の柱 『パートナーシップによるスポーツ』の振興 

パートナーシップによるスポーツを振興するために 

・市内のトップチームの資源を十分に活用した施策を展開します。 

・民間との連携を深め、府中の特性を活かした協働事業を進めます。

・ スポーツ団体のＮＰＯ法人化を支援し、連携の強化に努めます。

７ 計画の期間 

  平成１８年度から平成２５年度までの８年間とします。 



８ 計画推進の体系図 
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４本の柱を

つなぐスポ

ーツ施設の

整備 

１ 健康センター施設の整備 
２ 庭球場の充実 
３ ストリートスポーツパークの新設 
４ 朝日サッカー場の整備 
５ 市民プールの改修 
６ 朝日体育館の整備 
７ 観戦施設の整備 
８ ウォーキングコースの整備 
９ 中核施設の整備、活用 
１０ スポーツ資源の活用と整備 

１ スポーツ支援法人の設立支援 
２ トップアスリートチームとの連携の強化 
３ 市内大学の特徴を生かし市民と協働する学社連携 
４ スポーツ関連団体のＮＰＯ法人化の促進 
５ 多摩国体の開催に向けた基盤の確保 

１ 社会貢献をするスポーツ団体の育成 
２ 社会貢献の機会の提供と評価 
３ スポーツ・ボランティアの育成 
４ スポーツを支える市民協働意識の普及 

１ 観戦施設の整備 
２ 一流アスリートによるゲームの招へい 
３ スポーツツアーの実施 
４ 観戦サポート体制の充実 
５ スポーツ情報の発信機能の充実 
６ スポーツ情報の充実 
７ パブリックビューの実施 
８ 交通網の強化 

１ スポーツ圏域の見直し 
２ 生涯スポーツプログラムの開発 
３ スポーツ団体の自立支援 
４ 民間スポーツクラブとの連携 
５ ジュニア指導者の育成 
６ スポーツ環境調査の実施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



第２章 府中市民のスポーツの現状 

 

１ 市民のスポーツへの意識と活動 

《第３５回市政世論調査・健康に関する市民アンケート調査から》 

(1) の１／４』 

るスポーツを行う市民は２５パーセント 

(2)

(3)

(4)  

 

(5) 位』 

 (6) 用したことが 

  

・・・・・・１３パーセント 

ト 

ト 

(7) 』 

  

スポーツ人口と組織率『日常的にスポーツを行う市民は全体

◎ 週１回以上３０分を超え

◎ スポーツのクラブやサークルに所属する市民は１９パーセント 

 スポーツを行う理由 『目的的活動よりも手段的活動』 

◎ 健康のため・・・・・・・・・６２．７パーセント 

◎ 気分転換、リフレッシュ・・・５０．１パーセント 

◎ 好きだから・・・・・・・・・４１．１パーセント 

◎ 楽しいから・・・・・・・・・４０．９パーセント 

 スポーツを行わない理由 『第１位は時間がない』 

◎ 時間がない・・・・・・・・・３２．９パーセント 

◎ きっかけがない・・・・・・・２６．５パーセント 

◎ 疲れている・・・・・・・・・２０．４パーセント 

◎ 病気、年齢・・・・・・・・・１６．３パーセント 

 過去 1年間に行ったスポーツの種類『手軽さが決め手』

◎ 散歩・ウォーキング・・・・・５８．１パーセント 

◎ 水泳・・・・・・・・・・・・３０．１パーセント 

◎ ボウリング・・・・・・・・・２４．２パーセント 

◎ テニス・・・・・・・・・・・１５．４パーセント 

 過去 1年間にスポーツを行った場所『民間が公立より上

◎ 民間のスポーツ施設・・・・・４１．１パーセント 

◎ 学校以外の公共施設・・・・・３５．３パーセント 

◎ 近所の公園や広場・・・・・・２９．１パーセント 

 過去 1 年間に利用したことのある市のスポーツ施設『利

ない』が半数以上 

◎ 市民及び地域プール・・・・・１５．６パーセント 

◎ 地域体育館・・・

◎ 総合体育館・・・・・・・・・１２パーセント 

◎ 総合プール・・・・・・・・・１１パーセント 

◎ 庭球場・・・・・・・・・・・ ６．８パーセン

◎ 利用したことがない・・・・・５３．３パーセン

 今後行ってみたいスポーツ『１位は散歩、ウォーキング

◎ 散歩、ウォーキング・・・・・１８．６パーセント 



◎ 水泳・・・・・・・・・・・・１３．９パーセント 

◎ スキューバダイビング・・・・・４．５パーセント 

 

２ 

 府中市のスポーツ施設の整備は健康センター、市民球場、陸上競技場な

を６地区に分け地域スポーツの身近な施設として整

量 備    考 

スポーツ施設  

どの大規模施設と市内

備されています。 

(1) 生涯学習部が管理するもの 

種  別 数  

体育館 ９か所 総合１ 地域６ その他２ 

野球場 ７ 夜間照明 その他１７ か所２２面 １ 夜間照明４ 

サッカー場 ４か所 ９面 成人用５ 少年用４ 

庭球場 １６か所３７面 夜間照明５か所１５面 

プール ９か所 ５０ｍ競泳用２か所、温水１か所 

陸  トラック 上競技場 １か所 ３種公認３００ｍ全天候

ゲ 場 ７面 ートボール ５か所  

 

(2) その他の

都立公園内にサッカー・ラグビー場、庭球場などをはじめ、一般に公

施設、２校の国立大学法人をはじめとする

教

２１校の体育館と１校の校庭が夜間開放さ

れ

り、小学校体育館

は

メートルにおよぶ緑道、遊歩道の存在があります。この緑

道

 

 

スポーツ施設 

開されている企業の福利厚生

育施設などがあります。 

また、学校体育施設の開放として、中学校では全校（１１校）の体育

館、３校の校庭、小学校では

ており、校庭には夜間照明が設備されています。 

なお、土、日曜日の小学校校庭は地域を中心に構成されている少年野

球チーム、少年サッカーチームが恒常的に使用してお

同様にミニバスケットチーム、ジュニアバレーボールチームが使用し

ています。 

多摩川河川敷をはじめ、市内各所の公園、緑地があるなかで、特徴と

して２１キロ

、遊歩道は生活道路としてはもちろん、市民の散歩、ウォーキング、

ジョギングの身近なスポーツの場として親しまれています。 

 

 

 

 



３ 主なスポーツ施設の利用者数 

スポーツの振興を目的に設置した施設の利用状況は次のとおりです。 

等 利用者総数（人）種   別 数 量 

体 育 館 総合１、地域６、その他１ 508,352 

野 球 場 ７か所２２面 242,624 

サッカー場 ４か所９面 78,267 

庭 球 場 １６か所３７面 341,247 

プ ー ル 総合１、地域５、その他２ 156,321 

陸上競技場 １か所 51,365 

ゲートボール場 ５か所７面 12,378 

その他の施設 交通遊園、釣り堀ほか 149,968 

 計 1,540,522 

 

４ スポーツ行事の実施状況 

  府中市では各種のスポーツ大会が、健康センターをはじめ各地域の体育 

。 

１９，０００人で、種目数、参加人 

５０人の参加があり 

チームを中心に３，６００人を超す児童、生徒が参加してます。 

スポーツ行事が 

のトップチームが一同に会して、行うボールゲー 

ーツ教室は「ラリーテニス教室」、「ウォーキング教室」などのほか、 

育館で子どもから高齢者までを対象にした「健康体操 

 施設を使って開催されています

  最大のスポーツ事業は市民体育大会で夏（水泳競技）・秋・冬（スキー競 

 技）の３季の３３種目の参加人数は約

 数とも多摩地域でも有数の規模となっています。 

  レクリエーション事業では、スポーツ・レクリエーションフェスティバ 

 ルの１３種目２，３００人を筆頭に６事業で約４，４

 ます。 

  その他には、小中学生を対象としたジュニアの大会を６種目開催してお 

 り、クラブ

  また、多摩川のえん堤上の「府中多摩川かぜのみち」を使って駅伝競技 

 を行い、１，０００人近いランナーの参加があります。 

  これに加えて、女性を対象とした大会や各競技団体が主催し、府中市が 

 後援する大会などが多岐にわたって開かれており、活発な

 展開されています。 

  スポーツ行事で府中市独自で特徴的なものに「ボールふれあいフェスタ」 

 があります。これは市内

 ム体験するもので、約８，７００人の市民の参加があります。 

  

５ スポーツ教室 

 スポ

 総合体育館や地域体

 教室」など、６３事業に６１，１７１人（平成１６年度実績）が参加して 

 います。 



６ 情報サービス 

  スポーツ関連の情報提供については、月３回発行の「広報 ふちゅう」、 

お知らせに加えて、講座スポーツ教室などの開催時に 

のパソコンから抽選申込みなどの一部手続が可能となっ 

ーツクラブ団体と会員数 

 府中市のスポーツ施設を団体で利用しようとする場合は一部の施設を除 

 

育館定期利用クラブ     ３８団体     ７４０人 

人と 

する 

  

府中市のスポーツ競技団体が加盟する府中市体育協会は昭和３３年に 

、３３競技団体約１５，５００人が加盟する府中 

 市ホームページでの

 ちらしの配布を行っています。 

  また、ホームページには一部施設の空き情報をはじめ、府中市体育協会、 

 市内スポーツ団体及び市内を拠点とする企業トップチームとのリンクを行 

 っています。 

  庭球場の予約は市内２２か所２３台のコンピュータ端末（キャプテンシ 

 ステム）と利用者

 ています。 

 

７ 府中市のスポ

 

 き、原則的に団体の登録が必要になります。

  またスポーツの種別によっても、団体登録の最小登録人数が異なってい 

 ます。 

 (1) 屋外スポーツ施設の登録クラブ ６４７団体   ７,１１３人 

 (2) 総合体

 (3) 地域体育館定期利用クラブ   １４７団体  ２,７８３人 

 (4) 学校施設夜間開放利用クラブ  ２１５団体  ４,８８８人 

 (5) 社会教育関係団体登録クラブ  ４１１団体 ２２,３９１人 

  体育課が把握するクラブに加入している市民の人数は３７，９１５

 なります、これを平成１７年３月１日の人口２３７，０９６人と比較

 と１６パーセントとなります。 

  平成１５年度の市政世論調査では組織への加入率が１９パーセントで、 

 この数字からすると、民間の総合型スポーツクラブ３か所とスイミングク 

 ラブの１か所、そして市外の職域クラブなどに加わっている市民が  

 ７，０００人程度いることになります。 

 

８ スポーツ団体の現状 

 (1) 府中市体育協会 

   

  設立された団体であり

  市のスポーツ活動の核となっています。 

   体育協会は府中市と共催で市民体育大会、市民スポーツ・レクリエー 

  ションフェスティバルを開催しています。 

 



 (2) ジュニアスポーツ団体 

   小学生を中心としたスポーツ団体活動は少年野球、少年サッカー、ミ 

アの各連盟とバレーボール、卓球、剣道、 

ツ団体 

  「体育協会」加盟団体のほかレクリエーション種目、健康増進を目的 

に独自の大会などを開催して活動を行って 

の振興に寄与しています。 

  市内には、５つのトップアスリートチームがあり、連携を取って市民 

ス」、バスケットボールのスーパーリー 

の 

 

９

 府中市では、スポーツの推進体制として体育指導委員に加えて、スポー 

  体育指導委員はスポーツ振興法に基づき設けられた非常勤特別職であ 

員が、教育委員会からの委嘱を受け活動しています。 

  ニバスケットボールのジュニ

  柔道、空手などはそれぞれの連盟にジュニア部門があり盛んに活動を進 

  めています。 

 

 (3) その他のスポー

 

  とした団体があり、それぞれ

  います。 

   一部の団体においては市からの委託を受け事業を実施するなど身近な 

  スポーツ活動

   スポーツ系のＮＰＯ法人は２団体あり、独自にスポーツ事業の開催す 

  るほか関係団体の支援も行っています。 

 

(4) ５つのトップアスリート団体 

 のために活動をしています。 

  この５つの団体とは、ラグビートップリーグの「東芝府中ブレイブル 

 ーパス」「サントリーサンゴリア

 グ「トヨタ自動車アルバルク」、サッカーＪリーグの「ＦＣ東京」、バレ 

 ーボールＶリ―グの「ＮＥＣブルーロケッツ」の５チームでいずれも国 

 内最高峰のリーグで活躍するチームの拠点が府中にあることです。 

  ５つのチームは府中市の行事に積極的に加わるだけでなく、自らもク 

 リニックを開催するなど大いに市民とのふれあいを通じて  スポーツ

 楽しさ、素晴らしさを伝えています。 

 体育指導委員とスポーツリーダー 

 

 ツリーダー制度を設けています。 

 

 (1) 体育指導委員 

 

  り、現在２２人の委

   体育指導委員は、市のスポーツ振興のコーディネーターとして 

  ア スポーツ教室やレクリエーション事業の企画運営 

  イ 地域で行われるスポーツ活動の指導助言 

  ウ スポーツリーダーの育成 



などを職務としています。 

スポーツになじみのない市民がスポーツ活動に参加できる環境を整え

携わり、市のスポーツ振興に幅広い活動を

し

  

 (2 ダー 

府中市では、市が主催する事業の実技指導を担当するスポーツリーダ 

 

の実技指導を行う 

・レクリエーション事業の指導や運営に協力する 

業の指導や運営に協力する

いま

 

１０ 中学校における運動部活動 

 

況を計る指標のひとつとして、全生徒数

に対する運動部への入部率をあげることができます。 

ています。地域の

事

るために、さまざまな事業に

ています。 

) スポーツリー

ー制度を設けています。

スポーツ・レクリエーションについての知識や技能をもつ５４人の市 

民が登録されました。 

主な役割は 

ア スポーツ教室など

イ スポーツ

ウ 協力依頼のあった団体やグループの事

など、市民と直に接する中で、スポーツの振興、普及に努めて

す。 

 中学校における運動部の活動状

平成１６年度の府中市の中学生の入部率をみると５６．１パーセントで

東京都の平均の６１．１パーセントを下回る結果となっ

情や指導者についての課題があげられていますが、現在、教育委員会の

中で「教育課題特別委員会」を設置し、中学校運動部の部活動のあり方に

ついての検討を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 「スポーツタウン府中」の実現に向けての課題 

「スポーツタウン府中」とは『市民がスポーツの息吹を感じ、健康でいき

いきと暮らすまち』『我がまちのチームの勝利に喜びを分かちあえるまち』『ス

ポ

支える、柔軟で新たな制度づくりが必要です。 

近

し ます。 

１

 

一人ひとりの年齢や年代、

実際の生活や暮らしのあり方によって異なり、またスポーツへの参加、か

か

 

そが市民スポーツ活動の最も基本的な原動力であ

 

どのスポーツ施設を配置して、身近な場所でスポーツにかかわる

もに、よ

り

 

ーツを通じて会話の弾むまち』『多彩なスポーツイベントにスポーツツーリ

ストが訪れ、賑わうまち』であり、市民がそのことに『誇りを持てるまち』

です。 

それには、スポーツを取り巻く多くの課題の解決はもちろんのこと、スポー

ツ活動を

サッカーワールドカップやオリンピックの開催地が観光客であふれる様子

はテレビなどを通じて度々みることがあります。 

年、スポーツイベントと観光を組み合わせた「スポーツツーリズム」は新

い観光客誘致策として多くの都市で注目を集めてい

 こうした活動を「外向きの活動」とするならば、市民自らが自主的に行う

スポーツ活動は「内向きの活動」といえます。 

「スポーツタウン府中」の実現のためには内外そろっての充実が必要です。 

 

 １の柱「自立したスポーツ活動」の振興 

スポーツをどのように楽しむかは、基本的に

わり方は多様です。 

 元来スポーツは強制されて行うものでなく、自分の意志で行うものです。

市民の自主性・自発性こ

り、これらが発揮されるスポーツ環境の整備をより一層進める必要があり

ます。 

 これまで府中市は市内を６地区に分け、それぞれに地域体育館、庭球場、

プールな

ことにより「スポーツの生活化」を推進し、恒常的にスポーツ施設を利用

する地域スポーツグループを組織化するなど、一定の成果を得ることがで

きました。反面、空き施設を転々と使用するなどの、地域に根づかない一

過性の「行うスポーツ」中心のグループも少なくありません。 

市民のスポーツ活動の一層の振興を図り、計画の数値目標を達成するた

めには、社会の環境変化に左右されない自立した活動を促すとと

きめ細かい対応と、参加する市民が主役という意識改革による、新たな

地域スポーツのあり方を進める必要があります。 



２

ツ観戦」があります。どちらかとい

えばこれまでは、行政にとってなじみの薄い分野でしたが、近年スポーツ

の

はせることにより一体感や達成

感

活気あふれるまちづくりに寄与することもでき

ま

を有しています。この貴重な財産を更に有効に活用、協働できる

ス

３

習が薄れていくなど社会状況が著しく変化する中で、それに代わって顕著

な

ともなっています。 

意形成にとっては、重要な視点となります。 

ス

 

４

 

策は行政自らが課

題を定め、自らの力で提供、解決するものと考えられてきました。 

 ２の柱「みるスポーツ」の振興 

 

スポーツの楽しみの一つに「スポー

かかわり方の一つとして、世界的プレイヤーに学ぶところが多いことか

ら注目を浴びるテーマになっています。 

「みるスポーツ」は、スポーツが年齢などにかかわらず、だれもが一様

に楽しむことができ、プレイヤーに思いを

を共有でき、夢と感動をもたらします。 

また、スポーツへの関心を呼び起こすことは、新たなスポーツ人口の拡

大につながります。  

また、「みるスポーツ」の振興は、スポーツツーリストなどの来訪者の増

大など賑わいをもたらし、

す。 

府中市には５つのトップチームとのかかわりがあり、他市に例のない貴

重な財産

ポーツ環境の整備が必要となっています。 

 

 ３の柱「貢献するスポーツ」の振興 

 

高度情報化社会、高齢化の進展に伴い、地域での相互扶助の仕組みや慣

存在として定着しつつある災害時のボランティア活動、各種の自主グル

ープ、団体の地域貢献活動など、市民の動きには目を見張るものがありま

す。 

現在、企業や学校でもメセナ活動など社会貢献のための方針が重要な企

業戦略

この社会的な流れは、スポーツを行う市民や団体も例外ではなく、地域、

市民との協働、市民意識の合

スポーツ愛好者自らがスポーツを通して受けた喜び、恩恵を地域社会や

次の世代へ引継ぎ分け与えることは、人生においての生きがいともなり、

ポーツにかかわる喜びを増大させることとなります。 

 ４の柱「パートナーシップによるスポーツ」の振興 

これまでは、地域づくりの方針や住民へのサービス施

しかし、近年では民間の資金や知識を有効に活用する手段が模索され、



行政、民間、教育機関が協働して展開される地域づくりや住民サービスな

ど

りで進められてきたものであっ

て

中間的組織づくり

が

 

５ ４本の柱をつなぐスポーツ施設の整備 

 

球場に加えて調布基地跡地暫

定運動施設に集中された少年野球場や少年サッカー場、また、市民球場を

は

い

模は、一流スポーツの会場とした場合には、正規の設備、広さ

な

ツに親しむことと合わせ

て

針の策定が急務となっています。 

施設づくりのた

め

 

が多く見られるようになっています。 

また、ＮＰＯ活動が法制化され、活動の広がりを見せています。このよ

うな活動の中には、これまで行政のかかわ

も、ＮＰＯ団体をはじめ民間の活動に委ねることにより、柔軟で機能性

に富み、効果的な対応を期待できるものもあります。 

新たな地域づくりには、そうした民間の力を結集して、団体と行政を連

結することができるようなコーディネート機能を持った

求められます。 

市内全域に配置された体育館、プール、庭

じめとする多くの野球場など、市の施設整備はかなり進んでいます。 

一方、従来は水泳が目的であったプールが、アクアロビクスやウォーキ

ングに利用されるなど、市民のスポーツ施設に求める機能は変化してきて

ます。 

また、総合体育館、市民球場、陸上競技場、プールなどの大型体育施設

の現在の規

どの条件を満たしていない問題もあります。 

これまでのスポーツ施設の設置は、市民自らが活動を行うことをねらい

に整備してきましたが、市民一人ひとりがスポー

、これからのスポーツ振興にとって、トッププレイヤーや一流チームの

試合を間近かに見ることができる施設づくりも大切な要素として考えてい

くことが必要です。 

このことから老朽化した多数の施設についての建替えを含めた修復、改

修など、今後の整備方

なお、整備に当っては、自然と調和を図り、市民が自然の恵みを享受で

きることを大切にし、ひとにやさしく、環境にもやさしい

に、ユニバーサルデザインの採用に加えて、積極的にエコ製品の採用や

雨水の活用など環境への負荷の軽減を図る方策が必要です。 

 

 



第４章 これからのスポーツ振興に向けての取組 

 

１ １の柱「自立したスポーツ活動」の振興 

市民自らが、継続してスポーツをする場を見いだし、個人、団体にかか

わらず、自立した活動ができるように、スポーツ施設の整備やスポーツプ

ロ

従来の６地域のスポーツ圏域を細分化するなど地域の見直しを進め、

ーツ団体から高齢者のスポーツ団体までが

地

 

地域クラブの運営は自主的・自発的に行われることを原則とします。 

ツコーディネーターを加えた組織により実施さ 

は市立中学校区の１１地区を基本とします。 

 

によ 

 

(2) の開発 

スポーツになじみの薄い市民に向けては、気軽にスポーツ活動に参加 

  できる実践プログラムの提供が必要です。 

生涯スポーツプログラム」 

  を

グラムの提供などの条件を整え、活動を支援することにより、生涯にわ

たりスポーツに親しめる環境を整備します。 

 

(1) スポーツ圏域の見直し 

地域で活動するジュニアスポ

域の中で一体的に活動し、相互が連携し合う「複合型地域スポーツク

ラブ」（以下「地域クラブ」といいます。）の設置を目指します。当面、

地域クラブの設置に当っては、２地区をモデル地区に定め、活動内容な

どの検証を行います。 

 地域クラブの概要 

・

 クラブ員相互とスポー

れる事業のプログラム、指導者の養成、参加者への告知などはクラブ員 

自身が企画立案することとし、行政は地域クラブの意思を尊重する中で 

支援を行います。 

 また、クラブによる施設管理も視野に入れた事業展開を進めます。 

・地域クラブの圏域

・活動の拠点は、圏域の地域体育館、学校のスポーツ施設、民間施設、

文化センターなどとし、活動に要する費用は地域クラブの自主財源

ることを基本とします。 

 生涯スポーツプログラム

市民の要望や需要などの動向を十分に見極めるなかで、市民一人ひと 

  りのライフステージに合せた、親しみやすい「

開発し、提供します。 

 

 



   スポーツプログラムの概要 

プログラムは国の「体力テスト」なども活用し、個人の体力、運動能力 

地域性などを生かし、市民だれもが気 

軽

でを対象として行われている 

(3)

社会環境の変化は、行政とスポーツ団体とのかかわり方にも変化をも

組織へと組織力を強化する努力も見受け

ら

めの支援事業の創設を検討します。 

ーター、企業、地域

が

(4) ーツクラブとの連携 

涯を通じた市民の健康づくりのため、スポーツプログラムの開発を

ラブにも協力を要請し、施設の利用

提

 

 (5

  ア ジュニアスポーツ指導者育成プロジェクトの展開 

心から楽しむためには、スポーツ精神を理

ところが最も大

切

るジュニア指導術」のマニュアル化を図ると

も

る

   

等を測り、それを基礎に府中市の

に身体活動を楽しめるものとします。 

 また、プログラムの実践に当たっては、市民の健康づくりとスポーツ 

人口の増加を目標に、子どもから高齢者ま

市主催のスポーツ教室と民間事業者など多様な団体組織によるクラブ事 

業との連動に配慮し、充実を図るものとします。 

 

 スポーツ団体の自立支援 

たらし、各団体には強固な法人

れます。 

各スポーツ団体の活動が、安定して継続した展開ができるように組織

力を高めるた

また、従来の特定したスポーツ種目や選手の大会派遣など単発的なス

ポーツ活動への支援の仕組みを見直し、選手、サポ

一体となって取り組む選手の育成や市民との交流、指導者の派遣など

活動領域の拡大に向けた事業活動を支援し、団体の自立性・自発性を高

めます。 

 

 民間スポ

生

進める中で、市内の民間スポーツク

携やスポーツコーディネーターとの協議など連携を強化します。 

) ジュニア指導者の育成 

子どもたちがスポーツを

解し指導、助言、伝授する指導者の資質、能力による

といわれています。 

指導者のあり方、育成方法、活動の展開など府中市の基本的な方向

性を示す「府中方式によ

に、「ジュニアスポーツ指導者育成プロジェクト」をスタートします。 

また、指導する市民はもちろん指導される子どもも将来への展望が

もてる仕組み作りを計画的に進めるとともに、指導の適任者を呼称す

「府中市ジュニアスポーツマスター」（仮称）制度を設立します。 



  イ

子どもたちと府中市のトップアスリートとのふれあいの機会を拡大 

スティバルのほか、スポーツ 

強める中 

込むことができるように社会体育の視 

スポーツクラブの併設を目指し

 

（イ） バンクの設立 

   録し、競 

   遣できる人材に育成し、中学生の課外活動 

 

(6) ス

 市民のスポーツ活動は多様化、高度化しています。スポーツに対する 

、スポーツタウン府中にふさわしいあり 

 

２ ２の柱「みるスポーツ」の振興 

 スポーツへの関心は新たなスポーツ人口の拡大につながります。スポ 

ーツツーリズムの流れを生かし、来訪者に満足の行く観戦機会を確保す 

(1)

総合体育館や市民球場、陸上競技場など全市的な観戦機能を持つ施設

請や市民のニーズ変化に見合う施設規模、能力を

調

 一流選手とのふれあい機会の拡大 

    

   するため、レクリエーション事業やフェ

   チームが行う公開練習やクリニックの開催を支援します。 

  ウ 中学生スポーツ活動支援 

 中学生の部活動の現状を踏まえ、広く地域とのかかわりを

で、のびのびとスポーツに打ち

点からの融合、連携を充実します。 

（ア） ユーススポーツクラブの設立 

 地域クラブに中学生を対象とする

ます。 

このクラブは地域を越えて活動ができるものとします。 

 指導者

  スポーツの基礎的な知識や技能を持つ指導者を発掘、登

 技歴などから各学校に派

    を支援する指導者バンクを設立します。 

また、高校生などが中学生を指導する次世代指導者制度を設け、 

その活動を支援します。 

ポーツ環境調査の実施 

需要、要望、動向などを把握し

方を定期的に検討するため、市民を交え、専門的、効果的な調査、研究 

を進めます。 

るため、市内の５つのトップチームとの連携を強め、観戦協定を結ぶな 

ど、にぎわいを創出する「みるスポーツ」を振興し、活気あふれるまち 

づくりを進めます。 

 

 観戦施設の整備 

については、時代の要

査し、市内各施設間相互の機能分担を踏まえ、観客の立場に配慮した

施設づくりを行います。当面は健康センターを府中市のスポーツ観戦ゾ



ーンとして位置付け、総合体育館の全面的なリニューアルも視野に入れ、

観客席の拡大に向け検討を進めます。 

 一流アスリートによるゲームの招へい

 

(2)  

市内の５つのトップチームを中心にしたゲームだけでなく、さまざま

場するゲームを招へいし、

観

きる機会を充実するとともに、新たな種

目

(3)

内のトップアスリート団体を貴重なスポーツ資源として位置付け、

りにするため、練習場への訪問や試合会場

で

ム

(4) 体制の充実 

害のある方や高齢者の方にも新たな感動を味わってもらうため、ス

解説や行動を伴にする同行ボランティア

の

(5)

   市民が、いつでもどこでも、居ながらにして、大会案内や試合結果等

に、市ホームページや各チームの

活躍などを広く市民に迅速に

知

(6)

中市にかかわるスポーツ情報を全国に発信するため、民間団体、企

センターの設置を検討します。 

な競技種目について、一流のプレイヤーが出

戦機会の拡大に努めます。 

また、スポーツ人口の拡大に向けて、市民が気軽に一流のプレイヤー

と交流ができ、楽しむことがで

にもトップチームの誘致を検討します。 

 

 スポーツツアーの実施 

市

選手の日ごろの活動を目の当

選手と一体となった応援や観戦するスポーツツアーを実施します。 

また、サポーター（後援会）などが中心に行っていた応援ツアーへの

参加も広く市民にも呼びかけ、感動を共有するとともに、スポーツチー

を市民とともに支えるため、市内の交通事業者、旅行業者にも協力を

要請します。 

 

 観戦サポート

障

ポーツ観戦に際してはゲームの

養成など、サポートシステムを検討し、組織体制の充実に努めます。 

 

 スポーツ情報の発信機能の充実 

市内のスポーツ情報を入手できるよう

ホームページへのリンクを容易にするなど、迅速な情報交流のシステム

を整備し、発信機能の充実に努めます。 

また、市内各所にスポーツ電子掲示板の設置を検討し、市内トップチ

ームの情報をはじめ、市民や市内の学校の

らせるシステム開発を進めます。   

 

 スポーツ情報の充実 

府

業と協力してスポーツ情報

また、市内の各団体や関係者が保有、保管するスポーツ関係資料を一



体的に整理するとともに、市内のスポーツ愛好者、団体、個人からの協

力

(7) ックビューの実施 

オリンピックや市内トップチームの決勝戦などのビックイベント時に

し、スポーツタウン府中を実感できる巡

回

(8)

合体育館など市内で行われるビッグゲームに際しては、健康センタ

、公共交通の臨時発着を図るべく、関係機関に要請

し

力を要請します。 

３ ３の柱「貢献するスポーツ」の振興 

自分自身がスポーツを通して受けた恩恵を地域社会や次の世代へ引き継

ぎ、分け与えることは、スポーツにかかわる喜びを増大させることとなり

ま

 

りなど貢献するスポーツの振興を図ります。 

限りある府中市のスポーツ施設（学校開放を含む。）を効果的に活用す 

対しては、優先の意義を十分

理

 

(2) 評価 

スポーツ団体に対し、イベントの実施による市民への参加の呼びかけ

な施設環境の維持増進を図るため、

ボ

を得て、スポーツ変り種グッズなど、普段市民の目に触れることがな

い記念の品物などの展示会を開催し、親しみあるスポーツ環境を創出し

ます。 

 

 パブリ

は、市民がそろって感動を共有

パブリックビューの機会を創出します。 

 

 交通網の強化 

総

ー行きのバスの増便

ます。 

また、民間のスポーツ競技施設に対しては、障害を持つ方の駐車場の

確保など協

 

す。 

 社会貢献をするスポーツ団体の育成やボランティア活動を円滑にする仕

組みづく

 

(1) 社会貢献をするスポーツ団体の育成 

るため、優先使用が許可されている団体に

解し、市民のだれもが納得できる活動が展開されるように、一般市民

を対象に初心者講習会を開催するなど、地域社会への貢献について具体

的な取組を要請します。 

そのための、活動場面の設定や取組方策、支援策などについて、関係

者との協議を進めます。 

 社会貢献の機会の提供と

や観戦機会の提供はもとより、良好

ランティアの日を設定するなど、市内のスポーツ施設は自分たちで整



備する、市民共有の財産として管理するという姿勢を助長し、利用施設

の適正管理について協力を要請します。 

 スポーツ・ボランティアの育成 

 

(3)

 スポーツの定着、拡大には幅広い市民の参画、協力が必要です。 

支援活動が展開できるようスポー 

す。合わせて、ボランティア登録、 

える市民協働意識の普及 

国内企業の社会人スポーツチームがプロスポーツとして自立していく

連携が求められています。

チ

と地域を結ぶ組織づくりを支援します。 

 

４ ４の柱「パートナーシップによるスポーツ」の振興 

行政中心で進められてきた、市民スポーツ振興の仕組みの中に、民間 

や教育機関との連携やスポーツを支える民間団体を取り入れることにより、

機

 

 

多様化するスポーツニーズに応えるためには行政だけの活動には当然

のは、究極は市民相互の理解と支え

合

に、かつ、実質的に担う主体は民間です。 

スポーツ支援

法

 

  その基礎となる人材を募り、多様な

 ツ・ボランティアを育成します。 

  また、ボランティア活動に必要とする知識、技術を習得するための講 

 習会などを開催し、その資質を高めま

 ボランティア派遣の活動拠点となるスポーツボランティアセンターを設 

 置します。 

 

(4) スポーツを支

中で、チームにも従来とは異なった地域との

ームは学校訪問や中学や高校の部活支援、地域の子ども会への指導な

ど積極的なかかわりが模索、展開され、子どもたちの目にはあこがれと

輝きが感じられます。 

地域がそれを受け入れ、応える仕組みづくりなど、協働に向けたコン

センサスの形成やチーム

能的で柔軟なスポーツが展開できる環境整備を進めます。 

(1) スポーツ支援法人の設立支援 

限界が生じます。市民活動を支える

いです。 

スポーツの愛好者や種目別の団体と行政をつなぎ、市民本位のスポー

ツ振興を自由

スポーツイベントだけでなく、スポーツ施設の効率的な管理、運営を

含め幅広い活動を支え、市民の心をつかむ独立した組織「

人」の早期設立を支援します。 

 

 



(2) トップアスリートチームとの連携の強化 

市民が強い関心を寄せ、府中市のブランドとして定着が期待されてい

るため、事業協定を早期

に

(3) と協働する学社連携 

   府中市内には、東京農工大学、東京外国語大学の立地など多様な国籍

社会人スポーツ

(4)

要請します。  

講演会

の

ど、ＮＰＯ法人の体質強化を支援し

ま

(5) 体の開催に向けた基盤の確保 

  平成２５年開催の国民体育大会(多摩国体)は、多摩地区を中心に開催

競技の開催が見込まれていま

、教育機関、交通機関、産業、観光団体などへの協力を求め、市

民

るトップチームとの市民融合を形あるものとす

締結し、支え合いのスポーツ振興に向けた展開を推進します。同時に

「スポーツ支援法人」の設立にあわせ、トップチームとチームを支援す

る市民組織の設立を市内の団体に働きかけ、「スポーツタウン府中」とし

ての三位一体的な行政トライアングルシステムを構築し、相互に連動す

るスポーツ活動を進めます。 

 

 市内大学の特徴を生かし市民

をもつ学生を抱える学術都市としての要素があります。

でも多くの外国籍の市民が活躍しています。これまでにも市との共催事

業の実施や行政施策への参画が定着していますが、今後の市民交流を更

に充実させるために、スポーツに関する協定の締結はもとより、既存の

大学との交流だけでなく、新たに立地が予定されている大学スポーツ施

設との交流をも視野に、スポーツ交流、情報交換、施設共同利用につい

ての連絡会の開催など協議の場を要請します。 

 

 スポーツ関連団体のＮＰＯ法人化の促進 

各スポーツ団体の自主性、自立性を高め、行政と対等、協働関係を構

築するため、ＮＰＯ法人化に向けた取り組みを

そのためには、法人化の促進に向けた設立相談や業務改善、組織力の

強化など、団体の抱える課題の解決に資する専門相談員の派遣、

開催、情報の提供を行います。 

また、ＮＰＯ法人の指定を受けた競技団体や民間団体に対しては、ス

ポーツ施設の運営管理を依頼するな

す。 

 

 多摩国

が計画されており、府中市においても一部

す。 

府中市としては、府中市体育協会をはじめとする民間組織、団体はも

とより

がこぞって国民体育大会を歓迎できるよう的確な組織づくりを要請し

ます。特にスポーツ団体に対しては市民のリーダーとして活躍が期待さ

れていることから、開催に向けた準備室の設置や各界の調整役として機



能できる体制の強化について要請し、招致に向けた支援方策を協議しま

す。 

 

５ ４本の柱をつなぐスポーツ施設の整備 

  市民の体力の向上、健康増進、余暇利用など様々な分野で利用されてき

た体育施設も老朽化が著しく、時代のニーズに応える施設整備が求められ

昭和４０年半ばに建設され、市民のスポーツ活動の中心的な役割を果

センターのスポーツ施設は老朽化が進み、

全

 

たす施設を目指し、

リ

昭和６３年の増改築以降の利用ニーズの状況を踏まえ、各種競技会

活動の場や市民の体力づくりの場としての利

用

イ

レジャー施設として、昭和４７年以来、夏季には多くの市民に親し

化が進むと同時に、四季を通じて利用できる

新

(2) 庭球場の充実 

会や一流プレイヤーの模範試合など全市的な活用が

ています。地域での自立したスポーツ活動を支える地域体育館など、地域

の施設をより効果的に整備・活用し、スポーツ基盤の充実を推進します。 

 

(1) 健康センター施設の整備 

たしてきた総合体育館など健康

体的なリニューアルが必要となっています。 

「スポーツタウン府中」の実現に向けた推進計画の理念を生かし、新

たなスポーツ振興施設として整備を推進します。

整備の視点としては、するスポーツ活動の整備のみならず「見るスポ

ーツ」も合わせたスポーツ活動の中枢的な機能を果

ニューアル計画の策定など、他の計画との整合を図りながら、健康セ

ンター施設全体の見直しを進めます。 

 

ア 総合体育館の整備 

の会場、団体のスポーツ

の充実はもとより、観覧施設の充実した大体育室、冷暖房設備など、

新たな機能を備えた体育館づくりを進めます。 

 

 総合プールの改修 

まれている当施設も老朽

たな機能も求められています。プールの設置目的や機能を再検討し、

市民の幅広い健康体力づくりの場として、また多目的に活動できるス

ポーツ施設として活用されるよう、改修を含め全体の見直しを進めま

す。 

 

スポーツの生活化のため、地域の利用者にとっては満足の行く施設規

模形態でも、競技大



必

(3) ツパークの新設 

ーなどは、若者たちに人気のある

。スポーツの普及のみならず若

者

(4) ー場の整備 

、施設利用日の拡大やスタンドの設置等施

設

(5)

者に利用されてきた施設も、配管をはじめ基礎

部

ンとして、健康センターとは異なった役割が求められて

お

(6)

模や周辺市民のスポーツニーズな

が求められています。健康増進を主体とした地

域

(7)

な施設へと転換・整備を進めます。 

  

 設整備計画 

要なときには、利用が限定され、その見直しが求められています。コ

ート数の限られている市内１５か所の各庭球場の利用の効率化を図ると

ともに、テニス愛好者と競技スポーツが共存できるコートの増設、適正

配置を進めます。 

 

 ストリートスポー

スケートボードやインラインローラ

スポーツとして公園等で行われています

たちの居場所づくりの視点からもストリートスポーツパークの設置を

進めます。 

 

 朝日サッカ

市内のサッカー場の中心的な施設として市民に利用されているサッカ

ー場の芝生の整備はもとより

の整備を進めます。 

 

 市民プールの改修 

市制の施行以来、交通至便の地にあることから、体育大会などの競技

会場としても水泳の愛好

分の老朽化が著しく、夏のいこいの場として、早急な施設整備の必要

があります。 

また当区域は、市民球場、市民陸上競技場などを含めて中央地区のス

ポーツ施設ゾー

り、新たなスポーツゾーンとして総合的に見直しを進めます。 

 

 朝日体育館の整備 

建設から３３年を経過し、施設の規

どを勘案し、適切な利用

密着型のスポーツ施設としての活用を進めます。 

 

 観戦施設の整備 

市内の大型スポーツ施設については、市民の求める一流スポーツの公

式ゲームの開催が可能

特に、総合体育館はこれからのスポーツ施設の中核的な施設として、 

施設の規模、機能、設備など、周辺の施設を視野に入れ、施

 策定のための可能性調査を実施します。 

 

 



(8) ウォーキングコースの整備 

豊かに整備された遊歩道等を「ウ

バーサルデザインを基本に充実、整備

し

ースや散歩コースを市内に設定します。 

 

(9) 中

 「スポーツタウン府中」の実現に向けて、スポーツ施設を府中の財産

ーリズム」の振興が図られるように、既存の

プレーを目の当たりにし、感動を共有できる施設を目指しま

す

複数の種目スポーツが開催できる形態、規模を想定します。 

(10)

府中市を拠点に国内最高のスポーツリーグに所属し、アスリートスポ

ーム２つとバスケットボールチーム、バ

レ

ムを観戦する環境が求められています。 

できる観覧

施

６ 計画推進のための今後の取組 

  この計画を推進するため、次のような取組を行います。 

(1) 計画期間の中間で見直し 

策定 

 

 

アンケート調査の結果を生かし、緑

ォーキング」コースとして、ユニ

ます。 

また、身近なところで健康の維持増進を図るための新たなウォーキ

ングコ

核施設の整備と活用 

として活用し、「スポーツツ

施設の改修に加えて、交通至便の地に新たなスポーツ施設の建設を検討

します。 

施設には、プレイヤーと市内、市外を問わない観衆が集い、一流選手

の迫力ある

。 

建設場所については「スポーツタウン府中」にふさわしい環境が確保

でき、

 

 スポーツ資源の活用と整備 

ーツとして活躍するラグビーチ

ーボールチームそしてサッカーチームの立地は、府中市の最高のスポ

ーツ財産です。 

市民のだれもがトップチームを支援し、盛り上げていく仕組みと、ト

ップレベルのゲー

平成２５年に東京で開催される国民体育大会の動向や開催基準に見合

う施設整備の検討に合わせ、国内外の観戦客が府中市に集客

設の整備を進めます。 

 

 

(2) 協働により設立するスポーツ法人への行政支援と連携 

(3) 年次別計画と推進事業計画の



《用語集》 

アクアロビクス」 

で行う有酸素運動 

マテリアル）によって作られた、地球や生態にやさし

「ク

  小規模病院。スポーツクリニックはプレー上の欠点などをコーチなどが指摘

上をめざすこと。府中では度々市内チームの一流選手よるクリニックが

「

合わせや仕事の流れを調整する人。 

 

  う３オン３バスケットボール

インローラーなどの街角で行われるスポーツの総称。 

「

合わせ（スポーツツーリズム）として取組む国、都市が増 

え

「デ

は監督、演出家、指揮者。本計画ではコーディネーターを対して指導的立

などを行う人。 

「パ

場所とは離れた競技場などの大画面を使って、サポ

して楽しむもの。 

「ラ

価値観などを含んでもちいられる。 

 

  ケッ

バドミントンコートの広さでラリーを楽しむスポーツ。ボールが大き

「ユ

「

   水の中

「エコ製品」 

生態素材、自然環境素材（エコ

い製品。 

リニック」 

 診療所、

して、技術の向

開催されている。 

コーディネーター」 

調整担当者、組み

「ストリートスポーツ」

３人１チームで、１つのゴールを使って交互の攻守を行

スケートボードやインラ

ヒップホップダンスなどもこのジャンルに入れることも増えてきた。 

スポーツツーリスト」 

オリンピック、ワールドカップ等の観戦目的の旅行者のこと。 

スポーツと観光を組み

ている。 

ィレクター」 

本来の意味

場から、助言支援

ブリックビュー」 

スポーツのビックイベントを開催

ーターなどが一同に会

イフスタイル」 

生活様式、衣食住に限らず、行動様式や

「ライフステージ」 

人間の一生ですごす幼年期、少年期、青年期、壮年期、老年期の５段のこと。

「ラリーテニス」 

 府中市体育指導委員会が開発したニュースポーツ、スポンジボールと短めのラ

トを使用して、

く軽いため年齢や運動能力に関わらず手軽の取組むことができる。 

ニバーサルデザイン」 

誰もが共有可能な状態を実現する製品や環境のデザインのこと。 

 


