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４章 施策・事業の体系

５章 重点事業



プランの目標を具体的に実現するために，下図のような施策・事業を展開します。

４章 施策・事業の体系

施策の柱 施 策 主な事業

地域に根ざした
スポーツ活動の
促進

�総合型地域スポーツクラ
ブの育成

�総合型地域スポーツクラブの育成
�地域スポーツクラブ活動の支援

地域のスポーツ環境の充
実

�スポーツ広場等の高機能化
�学校体育施設開放の推進
�学校体育施設の管理・運営の委託
�スポーツ情報システムの整備
�地域の身近なスポーツ施設の整備

�自然体験型スポーツの推
進

�サイクリングコースの整備
�ハイキングルートの整備
�ウォーキング・ジョギングコースの整備
�水と親しめる場の整備
�市民の森の整備

�高齢者・障害者のスポー
ツ活動の推進

�指導者やボランティアの育成・紹介
�スポーツ団体の育成
�スポーツ大会の開催支援
�高齢者・障害者向けの種目の開発・普及
�スポーツ情報の提供
�スポーツ施設のバリアフリー化

�市民が取り組むきっかけ
づくり

�ニュースポーツの普及促進
�親子スポーツ教室の開催
�各種スポーツ教室の開催
�地区のスポーツ大会の開催支援
�スポーツ行事等に関する情報提供

�スポーツを観戦する機会
の提供

�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回国民体育大会会場の誘致
�大規模スポーツ大会の誘致・開催
�大会や試合の情報提供
�公共スポーツ施設で観戦する環境の整備

スポーツによる
健康づくりの支
援

�健康づくり活動の促進
�ウォーキング・ジョギングコースの整備（再掲）
�公園への健康・スポーツ遊具の設置

健康づくりについて学ぶ
環境の充実

�健康・体力づくり教室の開催
�各種相談窓口の開設
�健康・体力づくりに関する情報提供
�市民の健康診断・体力測定の充実

�学校体育の充実
�保健体育授業等の充実
�児童・生徒の健康診断・体力測定の充実
�運動部活動の充実

�子どもが安心して遊べる
場の提供

�子どもの遊ぶ機会の提供
�近隣・街区公園の充実

２５



施策の柱 施 策 主な事業

スポーツを通じ
た交流の促進

�スポーツを通じたコミュ
ニティ活動の推進

�地域スポーツクラブの育成
�主要スポーツ施設における交流の場の確保

市内外住民のスポーツ交
流の促進

�地区対抗スポーツイベントの開催
�多世代参加型イベントの開催
�高齢者や障害者のスポーツ交流
�レクリエーション大会等への参加支援
�県民体育大会等への参加支援
�ホームステイの受け入れ支援

�国際スポーツ交流の推進

�２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地の誘致
（再掲）
�国際的なスポーツイベントの誘致・開催
�海外とのスポーツ交流
�外国人とのスポーツ交流
�国際スポーツ交流団体の活動支援

スポーツで個性
を伸ばす活動の
支援

�児童・生徒の才能を活か
す体制の構築

�学校への外部指導者の派遣
�運動部活動の連携
�総合型地域スポーツクラブによる一貫指導
�大会参加に対する支援
�スポーツ大会の市内開催

スポーツ活動を支援する
場の提供

�スポーツリーダーバンクの充実・活用
�スポーツボランティア情報の提供

�スポーツ活動に対する表
彰制度の導入

�優秀選手やチームの表彰
�指導者やボランティアの表彰

スポーツ活動の
基盤の充実

�スポーツ拠点施設の整備

�中台運動公園の整備
�大谷津運動公園の整備
�スポーツ・レクリエーション施設の整備
�専門競技場の整備
�温水プールの整備

スポーツ施設の利便性の
向上

�スポーツ施設の利用時間の拡大
�スポーツ施設の管理・運営の民間委託
�市内スポーツ施設の一元管理システムの導入
�施設の地域開放を行う企業への支援

�指導者の養成・確保
�スポーツリーダーバンクの充実・活用（再掲）
�スポーツ指導者の研修
�周辺市町村との連携

�スポーツ情報ネットワー
クの整備

�スポーツ情報システムの整備（再掲）
�スポーツ情報のネットワーク化

�スポーツ団体の活動支援
�スポーツ団体への情報提供
�スポーツ団体の NPO法人化支援

�スポーツ行政の充実
�スポーツ行政窓口の一元化
�スポーツ行政に関する連携
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地域に根ざしたスポーツ活動の促進

� 総合型地域スポーツクラブの育成

 地域のスポーツ環境の充実

� 自然体験型スポーツの推進

� 高齢者・障害者のスポーツ活動の推進

� 市民が取り組むきっかけづくり

� スポーツを観戦する機会の提供

１．地域に根ざしたスポーツ活動の促進

本市では，多くの専門部で構成された体育協会や各地区の青少年健全育成協議会などが，

さまざまなスポーツイベントを開催し，多くの市民が参加しています。

また，市内各地区のスポーツ広場などの管理・運営を地域住民が行うなど，地域に根ざ

したスポーツ活動は盛んであるといえます。

一方，成田市の特徴である豊かな自然環境を活用して，サイクリングコースや親水公園

などの整備も進めています。さらに，ジョギングコースや近隣公園など，市民がそれぞれ

の地域で気軽にスポーツを行うことができる環境も整えてきています。

こうしたこれまでの取り組みをベースにして，市民誰もが，身近な地域でスポーツや健

康増進活動を行える環境づくりをさらに進め，地域に根ざしたスポーツ活動を促進します。

〈施策体系〉

４章 施策・事業の体系
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〈ダンスで楽しむ市民〉〈ソフトバレーボールを行う市民〉

� 総合型地域スポーツクラブの育成

市民が地域に根ざした環境の中で，日常的に気軽にスポーツや健康づくりを行い，親睦

や交流を深めることのできるような多種目多世代型の地域スポーツクラブを育成します。

〈主な事業〉

�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の育成に取り組みます。育成にあたっては，体育協会など

と連携して，既存のスポーツ団体の組織化などを進めながら，全市への展開を図ります。

�地域スポーツクラブ活動の支援

総合型地域スポーツクラブが未結成の地域においては，成田市体育協会と連携しながら，

各地区体育協会や健全育成協議会等のスポーツ活動を支援するなど，総合型地域スポーツ

クラブ育成の基盤整備につとめます。
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（資料）成田市教育委員会

� 地域のスポーツ環境の充実

市民一人ひとりが身近な場所で気軽にスポーツを行うことができるように，施設や設備，

システムなど，ハード・ソフト両面から地域のスポーツ環境の充実を図ります。

スポーツ環境の充実にあたっては，既存の施設を最大限有効利用できるようなシステム

を導入します。

〈主な事業〉

�スポーツ広場等の高機能化

各地区のスポーツ広場や学校体育施設などにおいて，シャワーやサロン等を備えたクラ

ブハウス，夜間照明設備などの整備を推進し，スポーツ施設としての機能を向上させます。

�学校体育施設開放の推進

現在も実施している学校体育施設の開放をより推進するため，プール・余裕教室の活用

や開放時間の拡大等を図ります。
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�学校体育施設の管理・運営の委託

学校体育施設の地域開放を促進するため，地域のスポーツクラブなどに総合的な管理・

運営委託を進めます。

	スポーツ情報システムの整備

市内のスポーツ施設の効率的な運営を図るため，スポーツ情報システムの整備を推進し，

市民が施設を利用しやすい環境を整えます。


地域の身近なスポーツ施設の整備

近隣公園，街区公園，ゲートボール場，子供の遊び場などの整備充実を推進し，地域に

おけるスポーツの振興を図ります。

第二部 具体的な施策と事業
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〈サイクリングを楽しむ市民〉

� 自然体験型スポーツの推進

豊かな自然環境を活かして，サイクリングやハイキング，キャンプ，つりなど，自然と

ふれあうスポーツや健康づくり運動を行うための環境の整備を図ります。

〈主な事業〉

�サイクリングコースの整備

印旛沼，根木名川，利根川沿いのサイクリングコースの整備をさらに進め，子どもから

お年寄りまでが安心してサイクリングを楽しめる環境づくりを行います。コースの設定に

あたっては，周辺の市町村との連携を図るとともに，各所に休憩所や案内板等を設け，利

便性の高いコースにします。

�ハイキングルートの整備

里山や水辺を通るハイキングルートの整備を促進し，子どもからお年寄りまでが安心し

てハイキングを楽しめる環境づくりを行います。
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〈ジョギングを楽しむ市民〉〈坂田ヶ池公園〉

�ウォーキング・ジョギングコースの整備

既存のジョギングコースに加えて，ジョギングやウォーキングができるコースを新たに

設定し，距離表示や休憩所等を各所に設置します。

	水と親しめる場の整備

印旛沼，坂田ヶ池，根木名川周辺に，つりや水遊びなどが楽しめる場を整備します。


市民の森の整備

豊かな自然を活かし，レクリエーションの場，コミュニティ形成の場として市民の森を

整備します。
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〈グラウンドゴルフの指導を受ける高齢者〉

� 高齢者・障害者のスポーツ活動の推進

高齢者や障害者が，健康づくりやレクリエーションを行うことによって，生きがいを感

じ，社会参加へのきっかけとなるよう，気軽にスポーツ活動を行うことができる環境を整

備します。

〈主な事業〉

�指導者やボランティアの育成・紹介

高齢者・障害者スポーツを専門的に指導できる人材，あるいは，補助や送迎など，スポー

ツ活動をサポートするボランティアを育成し，必要に応じて紹介する制度を導入します。

また，人材の確保については，周辺市町村や千葉県と連携しながら行います。

�スポーツ団体の育成

高齢者や障害者のスポーツ団体の組織化を進めるとともに，生きがいを求めてスポーツ

を行えるよう，その活動を支援し，スポーツ団体の育成を図ります。

�スポーツ大会の開催支援

現在実施されている障害者レクリエーション・スポーツ大会など，高齢者や障害者のた

めのスポーツ大会の開催や参加の支援を行います。また，既存のスポーツ大会に，高齢者

や障害者も一緒に参加できるような環境づくりを推進します。
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〈みんなで楽しむペタンク〉

	高齢者・障害者向けの種目の開発・普及

高齢者や障害者に適したスポーツ種目を開発し，その普及を図ります。


スポーツ情報の提供

高齢者や障害者がスポーツに取り組みやすくするため，高齢者・障害者の団体と連携を

図りながら，スポーツ教室やイベントなどの情報を提供します。

�スポーツ施設のバリアフリー化

段差の解消や手すりの設置など，高齢者や障害者が利用しやすい環境を整備するために，

スポーツ施設のバリアフリー化を推進します。
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〈大人と子どものジャズダンス教室〉〈地区の駅伝大会〉

� 市民が取り組むきっかけづくり

スポーツをこれから行おうとする市民が，気軽に楽しく始めることができるようなス

ポーツ環境を整備します。

〈主な事業〉

�ニュースポーツの普及促進

市民が取り組みやすく，気軽に楽しむことができるニュースポーツの普及，啓発活動を

促進します。

�親子スポーツ教室の開催

親子で参加するスポーツ教室や幼児のスポーツ教室などを開催し，幼児や子どもがス

ポーツにふれる機会を提供します。

４章 施策・事業の体系
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種 目 曜 日 対 象

バドミントン教室 火・土 高校生以上
一般女性

居合道教室 土 学生・一般

剣道 火・金・日 小学生以上

柔道 火・土 小学生
高校生・一般

なぎなた 木・日 一般女性
小学３年生以上

弓道 火・土・日 高校生以上

空手 日 少年・一般

合気道 水・金・日 小学４年生以上

相撲教室 土 小学生

平成１１年度スポーツ教室（屋内施設）

（資料）成田市教育委員会

�各種スポーツ教室の開催

これからスポーツを始める市民の新たなきっかけづくりになるとともに，多様な市民の

スポーツニーズにも対応できる各種スポーツ教室を開催します。

	地区のスポーツ大会の開催支援

運動会・駅伝・バレーボール・野球の大会など，市民の身近な地区で開催されるスポー

ツ大会を支援し，スポーツに取り組むきっかけづくりの充実につとめます。


スポーツ行事等に関する情報提供

スポーツ教室や大会などの開催情報を提供し，市民がスポーツに取り組むきっかけづく

りを支援します。
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〈ワールドカップサッカー大会〉

� スポーツを観戦する機会の提供

多くの市民が，生のスポーツを観て楽しむとともに，スポーツへの関心を深められるよ

う，スポーツの試合や大会を身近な場所で直接観戦できる環境を整備します。

〈主な事業〉

�２００２年ワールドカップサッカー大会キャンプ地の誘致

２００２年に開催されるワールドカップサッカー大会において，キャンプ地として出場国を

誘致し，当該チームや関係者，サポーターなどとの交流を深めます。

�第６５回国民体育大会会場の誘致

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市内に誘致

し，市民が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します。

また，国体のプレ大会に位置づけられている平成１７年度の全国高等学校総合体育大会に

ついても同様に，種目会場としての誘致を行います。

４章 施策・事業の体系
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年 度 大 会 名 会 場

９年度
関東中学校バドミントン大会 成田市体育館

関東エルダーソフトボール大会 中台運動公園野球場他

１０年度

バスケットボール日本リーグ成田大会 成田市体育館

全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会 成田市体育館

関東大学ソフトボール選手権大会 中台運動公園野球場他

関東高等学校卓球大会 成田市体育館

関東中学校卓球大会 成田市体育館

１１年度

バスケットボール日本リーグ成田大会 成田市体育館

東日本実業団相撲選手権大会 成田市相撲場

関東中学校相撲大会 成田市相撲場

市内で開催された大規模スポーツ大会

（資料）成田市教育委員会

�大規模スポーツ大会の誘致・開催

今後定期的な開催が予定されている大会を誘致したり，本市独自の企画による大会を開

催するなど，多くの市民が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

提供します。

	大会や試合の情報提供

本市で開催される大会や試合の情報について，市民に対してさまざまなメディアを通じ

て発信するなど，情報収集と広報活動を強化します。


公共スポーツ施設で観戦する環境の整備

公共スポーツ施設や学校体育施設において，市民が気軽に足を運んで応援・観戦したり，

交流できる環境を整えます。
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スポーツによる健康づくりの支援

� 健康づくり活動の促進

 健康づくりについて学ぶ環境の充実

� 学校体育の充実

� 子どもが安心して遊べる場の提供

２．スポーツによる健康づくりの支援

本市では，市民の間に広がる健康志向に対応して，各種相談事業や健康づくり推進事業

が行われているほか，子どもの遊び場を整備するなど施設の確保にも取り組んでいます。

また，学校体育を通じた児童・生徒の体力の向上にもつとめています。

こうした事業の効率的な運用を図るために，今後は，広報活動やこれまでの事業内容を

再検討し，スポーツや運動を通した健康の保持増進を図ることのできる環境を整えて，市

民のスポーツによる健康づくり活動を支援します。

〈施策体系〉
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〈身近な公園で健康づくり〉

� 健康づくり活動の促進

地域の身近な場所において，スポーツ活動を促すような施設や設備の充実につとめ，市

民が気軽に健康づくり活動に取り組める環境を整備します。

〈主な事業〉

�ウォーキング・ジョギングコースの整備（再掲）

既存のジョギングコースに加えて，ジョギングやウォーキングができるコースを新たに

設定し，距離表示や休憩所等を各所に設置します。

�公園への健康・スポーツ遊具の設置

各地区内の身近な公園の中に，健康づくりのため，簡易なスポーツ遊具などを配置し，

子どもから高齢者までが楽しみながら健康の保持増進を行える場を提供します。

第二部 具体的な施策と事業
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事業名 目的 対象 実施内容 会場

はつらつ健康づ
くり教室

だれでも手軽にできる健康
づくり

市 民
ウォーキング，ストレッチング，
ニュースポーツ

体育館他

働きざかりの体
力づくり教室

家庭でもできる体力づくり 市 民
筋力運動，ストレッチングを含め
たセルフ・ケア

体育館他

健康・体力づくり教室（平成１１年）

（資料）成田市教育委員会

〈健康教室〉

� 健康づくりについて学ぶ環境の充実

市民が，健康・体力に関する正しい知識を学び，日々の暮らしの中で日常的に健康づく

り活動に取り組める環境を充実します。

〈主な事業〉

�健康・体力づくり教室の開催

公共スポーツ施設や学校体育施設，余裕教室などを活用して，健康・スポーツ教室を開

催し，正しく効果的な方法による市民の健康・体力づくり活動を支援します。教室の開催

にあたっては，地域スポーツクラブや学校の指導者などの協力を得ながら，多彩なプログ

ラムを提供します。

�各種相談窓口の開設

教室やイベントのスケジュール，運動方法など，健康・体力づくりに関する相談窓口を

設置し，市民のニーズに応じた情報提供を行います。
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〈市民の健康診断〉

�健康・体力づくりに関する情報提供

市内で開催される教室やイベントのスケジュールなどの健康・体力づくりに関する情報

を提供し，自宅や職場，学校，施設などで，いつでも情報を入手できるシステムの整備を

進めます。

	市民の健康診断・体力測定の充実

市民に対する健康診断や体力測定を充実し，生活習慣病の予防や体力の向上にその結果

を役立てるなど，健康・体力づくりのための指導を強化します。

第二部 具体的な施策と事業
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〈関東中学生相撲大会〉

� 学校体育の充実

児童・生徒の体力の低下が懸念されており，健康・体力づくりに関する知識や楽しさを

学ばせるとともに，心身を育くむ実践の場を充実します。

〈主な事業〉

�保健体育授業等の充実

「こころ」と「からだ」を一体とした考えのもとに，生涯体育の実践をめざし，保健体育

や総合学習を通じて，児童・生徒の健康の保持増進と体力の向上を図ります。

特に，伝統文化にふれながら，礼儀作法を尊重した運動を行うことができる武道の充実

を図るとともに，武道場の整備につとめます。

また，教員の研修を充実し，情報提供や各種教材の研究につとめるとともに，社会人を

登用した学習を進めます。

�児童・生徒の健康診断・体力測定の充実

児童・生徒の健康診断・体力測定を充実し，さらに，生活習慣病の予防や体力の向上に

その結果を役立てるなど，健康・体力づくりのための指導を強化します。

�運動部活動の充実

児童・生徒の健康・体力の増進に向けて，運動部活動を継続・充実するために，専門的

な外部指導者・機関の活用など市体育協会との協力・連携を進めます。水泳，剣道，柔道

などの個人種目については，近隣校との合同運動部活動を計画するなど，新しい部活動の

あり方を検討します。
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〈公園で遊ぶ子どもたち〉

� 子どもが安心して遊べる場の提供

幼児や子どもが，運動をともなう「あそび」を通じて，身体機能を向上することは健康

づくりに有効であるため，各地区に身近で安心して遊ぶことのできる場を確保します。

〈主な事業〉

�子どもの遊ぶ機会の提供

子どもたちの遊びや運動の機会を充実するために，公共スポーツ施設や学校体育施設を

利用して，親子スポーツ教室などを開催します。

�近隣・街区公園の充実

近隣公園や街区公園の設備を充実するとともに，子どもの遊び場の整備も推進し，子ど

もたちが気軽に遊べる場所を提供します。

第二部 具体的な施策と事業
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