
具体的な施策のうち，特に推進をはかる事業として，次の６つを選定し，重点事業に位

置づけます。選定にあたっては，施策の柱を推進する上で，非常に重要であり，かつ先導

的な役割を果たす事業をあげています。これらの重点事業を中心にして，本プランの基本

理念である「個性 きらめく スポーツタウン」の実現をめざします。

１．大規模スポーツ大会の誘致・開催事業

―２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地誘致等 ―

スポーツに対する市民意識の高揚と身近にふれあうきっかけづくりとして，ワール

ドカップサッカー大会のキャンプ地や国民体育大会を含めた大規模なスポーツ大会

を誘致・開催します。

２．総合型地域スポーツクラブ育成事業

「地域に根ざしたスポーツ活動の促進」を図るために最も重要な総合型地域スポーツ

クラブの育成を推進します。

３．ウォーキング・ジョギングコース整備事業

「スポーツによる健康づくりの支援」のために，市民ニーズの高いウォーキングやジ

ョギングを身近な場所で行うことのできる環境整備を推進します。

４．スポーツボランティア登録・派遣事業

「スポーツで個性を伸ばす活動の支援」のために，ボランティア活動を行いたい人と

必要とする人を結び付け，スポーツボランティア活動を活発化する事業を推進しま

す。

５．温水プール整備事業

「スポーツ活動の基盤の充実」を図るために，市民からのニーズが非常に高い温水

プールの整備を推進します。

６．スポーツ施設予約システム整備事業

「スポーツ活動の基盤の充実」を図るために，施設の利便性を高め，施設の有効活用

を促進する施設予約システムの整備を推進します。

５章 重点事業
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１．大規模スポーツ大会の誘致・開催事業

―２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地誘致等 ―

� 事業の目的

市民のスポーツに対する関心を高め，身近な場所でスポーツ観戦できる機会を提供する

ため，大規模スポーツ大会を本市に積極的に誘致するとともに，関係団体や市民ボランテ

ィアとの連携を図りながら開催してまいります。

� 事業の内容

■２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地誘致

市民のスポーツへの関心を高めるとともに，出場国との交流を図るため，２００２年ワール

ドカップサッカー大会公認キャンプ地に立候補し，関係団体と市が一体となった誘致活動

につとめます。

�施設の整備

公認キャンプ候補地に必要な施設条件として，「芝面が２面以上確保できること」「夜間

照明設備が設置されていること」「トレーニング時に利用するための諸施設が備えられてい

ること」などが提示されているため，その条件に適合させることを目的に，中台運動公園

（陸上競技場・球技場・体育館）の整備を進めます。

�キャンプ地の誘致

出場国あるいは出場有望国に対して，「共同開催国である韓国への移動に関しての利便性

が高いこと」「国内の各会場とのアクセスも容易であること」「宿泊施設が充実しているこ

と」等の成田のメリットを PRし，キャンプの誘致活動を行います。

�出場国との交流

キャンプ地には，その国の選手はもちろん，関係者，マスコミ，サポーターなどが訪れ，

母国でもたびたび報道されます。滞在期間中，市民と出場国の人々との交流を図り，大会

終了後も，スポーツを通じた継続的な交流を促進します。

第二部 具体的な施策と事業
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年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

事業計画の策定

施設・運営体制の整備

誘致活動

出場国との交流促進

年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

事業計画の策定

施設・運営体制の整備

開催 インター
ハイ 国体

■第６５回国民体育大会等の誘致・開催

市民の身近な場所でトップレベルの競技やゲームを観戦できる機会を提供するために，

平成２２年に千葉県で開催が予定されている第６５回国民体育大会の種目会場を誘致します。

また，平成１７年度の全国高等学校総合体育大会（インターハイ）や全国的なスポーツイベ

ントを誘致します。

� 事業の推進目標

■２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地の誘致

■第６５回国民体育大会等の会場の誘致・開催

【概念図】
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市民のスポーツ活動の盛り上がり

成田市

市民 ボランティア 国民体育大会

応援団

種目別選手団

関係者・マスコミ

都
道
府
県

中台運動公園

交流

市内各施設

５章 重点事業

６５



２．総合型地域スポーツクラブ育成事業

� 事業の目的

「総合型地域スポーツクラブ」は，地域に活動の拠点を保有し，幅広い年齢層の地域住民

が会員となって，複数の種目のスポーツ活動を行うクラブです。そこでは，スポーツを行

う目的や競技レベルに応じて，子どもからお年寄りまでが一緒になって，各種のスポーツ

を行うことができ，また，スポーツを行った後の交流も楽しむことができるなど，地域住

民が「スポーツクラブライフ」を実現する場が形成されます。

本市では，各地区のスポーツ広場を管理・運営する市民団体が既に存在するため，それ

らをベースに，体育協会などと連携しながら，「総合型地域スポーツクラブ」の育成を推進

します。

� 事業の内容

�総合型地域スポーツクラブの育成

市内にモデル地区を設定し，スポーツ広場や学校などをクラブの活動拠点として位置づ

け，総合型地域スポーツクラブを育成します。

�既存スポーツ団体等の組織化

体育協会などと連携しながら，スポーツ広場管理運営市民団体などを中心として，既存

のスポーツクラブの組織を強化し，将来的に総合型地域スポーツクラブへと進展するため

の基盤整備につとめます。

�クラブの NPO法人化

組織としての活動の継続性・発展性を高めるために，NPOの認証を受けてクラブが法人

格を得ることを促進します。

第二部 具体的な施策と事業
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年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

モデル事業の推進

既存スポーツ団体等の組織化

クラブの NPO法人化

� 事業の推進目標

【概念図】
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３．ウォーキング・ジョギングコース整備事業

� 事業の目的

市民が，住み慣れた地域で，快適かつ効果的にウォーキングやジョギングを楽しめるよ

う，ウォーキング・ジョギングコースの整備を進めます。

� 事業の内容

�ウォーキングコース・ジョギングコースの整備

フルマラソンコース（４２．１９５km）の１／１０の距離を目安として，ウォーキングコース・ジ

ョギングコースを整備します。４．２１９Kmは１周４０分～５０分程度で歩くことが可能であり，

生活習慣病の予防に必要とされる適度な歩行運動になることから，市民の継続的な運動を

通じて健康増進に役立てることができます。

コース設定は，市民が主体的に各地区の特徴を活かしながら設置することとし，このコー

スを利用することで，新たな交流機会を提供します。

�ステーションの整備

コースには，寝ころんでストレッチングや体操を行えるように公園などの公共施設をス

テーションとして取り入れ，市民の交流の場として活用します。

第二部 具体的な施策と事業
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年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

事業の検討・計画の策定

コースの整備

ステーションの整備

� 事業の推進目標

【概念図】

４．２１９km ウォーキングコース ウォーキング・ステーション

５章 重点事業
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４．スポーツボランティア登録・派遣事業

� 事業の目的

スポーツの指導や手伝い，組織運営など，スポーツボランティア活動を希望する市民が

活躍できる場を提供し，市民が主体となってスポーツ活動を支えるシステムを構築します。

� 事業の内容

�スポーツリーダーバンクの充実

スポーツボランティア活動の推進にあたり，スポーツイベントの運営補助，高齢者・障

害者スポーツの活動支援などを希望するボランティアを募集・登録し，スポーツリーダー

バンクの充実を図ります。バンクの情報提供は，インターネットなどを通じて行えるよう

にします。

�スポーツボランティアの派遣

地域や学校，大会主催者，高齢者・障害者の方々などの要望に応じて，スポーツボラン

ティアを派遣します。

�周辺市町村や県との連携

周辺の市町村や千葉県と連携し，必要に応じて，各々の指導者やボランティアを相互に

活用できるようにして，多様化するスポーツニーズに対応します。

第二部 具体的な施策と事業
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年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

スポーツリーダーバンクの充実

スポーツボランティアの運用

周辺市町村や県の連携

� 事業の推進目標

【概念図】
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５．温水プール整備事業

� 事業の目的

市民からのニーズが非常に高く，年間を通じて活用することが可能な温水プールの整備

を推進します。

� 事業の内容

�温水プールの整備

温水プールは，年間を通じて，市民が健康の保持増進や身体の機能回復のためのスポー

ツ活動を行うことができるように，民間活力の導入なども一つの手法として検討しながら

温水プールの整備を進めます。

�コミュニティ施設の確保

温水プールに付帯してコミュニティスペースなどを整備し，市民の交流拠点として活用

します。

第二部 具体的な施策と事業
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年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

事業の検討

事業計画策定・施設整備

� 事業の推進目標

【概念図】

５章 重点事業
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６．スポーツ施設予約システム整備事業

� 事業の目的

市内の公共スポーツ施設や学校体育施設の施設概要や空き状況，開催予定イベント等の

情報を提供するとともに，インターネットやパソコン通信などのネットワークを通じて予

約申込を行うことのできるシステムの整備を推進します。

� 事業の内容

�市内の公共スポーツ施設・学校体育施設の情報収集

市内にある公共スポーツ施設や学校体育施設の内容や設備，備品，利用時間，利用料金

等についての情報を収集・整理します。情報収集は，健康や福祉関連の施設も対象とする

ほか，協力を得られるところについては，民間の福利厚生施設等も含めます。

�施設予約システムの導入

施設間のネットワーク化を進め，利用状況等の情報を収集し，それらの情報を市民に提

供するとともに，インターネット等を通じて，施設の利用予約を行うことのできる予約シ

ステムの導入を推進します。

第二部 具体的な施策と事業
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年度 H１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

施設の情報収集

システムの整備

システムの利用

� 事業の推進目標

【概念図】
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〈スポーツで楽しむ市民〉
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