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本計画策定 

 上位計画である「相模原市総合計画」及び「第２次 ਆ̅ฅԆ ̆Ȉਈԇ   ԆЅ   ค

Ѕ༏ฅฅ  คЅ༏ฅฅ  の༏ฅԉ       

、    ਈԇ   ؉คਇȆ ЇȆ ଆ    ਇȆ  ༂           ༄ ༄܆

学校における体育活動、体操やダンスなどの身体活動、ウォーキングなどの軽い運動、ハイキング、

サイクリング、キャンプ活動などの野外活動、楽しみながら体を動かすレクリエーション活動、 

健康づくりや介護予防のための身体活動なども含むものとします。 

 国が「スポーツ基本法」、「スポーツ基本計画」を策定 

 多様化  ฅข     ଅ༅ 

 「相模原市スポーツ振興計画」の計画期間がഇค 



� 

 Ї༅܆ 

スポーツに関する本市の特徴・課題 
 

 

     ԉ  ฅข     ਈ܆結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スポーツ推進に向けた本市の課題 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ฅ༉  ȅ ఇ ؉ଅ ܆ć       ਈ          अआな 

ニーズに応じて、生涯にわたり「する」、「みる」、「ささえる」といった様々な 

形でスポーツを楽しむことができる「豊かなスポーツライリの実現」を目指します。 

 
 
 

 

༂༂ ฆఅ จ      ༂༉̅   ค     ఈฆ ܆ฅ ଉ༂  り 

  やまちづくりの核とすることで、経済・地域の活性化などにつなげ「スポーツを生 

  かした地域のにぎわいの創出」を目指します。 

 Ї༅Ă 豊かなスポーツライフの実現܆ 

 Ї༅Ă スポーツを生かした地域のにぎわいの創出܆ 

�１��働き盛り・子育て世代、高齢者、障害のある人などがスポーツをする機会の充実 

�２��誰もが身近にスポーツを楽しめる場の充実 

�３��指導者やボランティアなどの人材確保・育成 

�４��子どもが     आ  ਆ༄ ąଅ ༄༂・ ȅ ༂ Ѕค 

�５��    ఈฆ ആ༂  คആ༂༂ Ȇ༂ ഇฆ ܅܅ ആ ̅ ఈ  ̅ഇ ̆  

�６��２０２０ฅ܆ค              ਇȆ༂༄ अਆ   ̅ഇ ̆  

本計画では、次の２つを基本Ї༅として定め、誰もが生涯にわたって様々な形でスポーツに関わる

      Їࠅ  ฅข ༂Ԇが連携・協働して、作り上げていくとともに、本市の持つ多様なス

ポーツ資源を生かして    ആ༂ คആを生み出していくことを目標としています。 

 
 
 
・       Їԇ   ܆ अ   ଇ   ฅ ༄༂      」�７２．１％�。 

・スポーツをしないЇԇ   最も多かった回答は「仕事・家事・育児・介護が忙しく時間がない」 

�４４．２��で、特に༏༏ ༏༏ଆ̅  ༏ ༏ȅと非常に高い。 

・スポーツボランティアに参加するための条件は、「時間が合えば」�６９．１��との回答が最も多

く、「きっかけの体験機会があれば」�３６．７��が続く。 

・スポーツ推進のために市 ༂ ༂     ことは「身近なスポーツ参加の機会を増やす」 

�２５．１％�との回答が最も多く、「国際大会      ਈĈ   ฅข คԇトップレツルの

競技に触れる機会を増やす」�２２．５％�、「子どものスポーツの推進」�１７．９％�が続く。 

      ԉ  ฅข     調査 

…１８ଆคค ฅข２，０００人を無作為抽出  ฅȆ༏༏ฅ༏༏༂１０༂ ༏０月３１日に実施 

�有効回答数７７８件 ܆ȅଇ̇༏༏༏༏％� 
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基本方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本方針  生涯を通じたスポーツ活動の支援 

 

༄༂     ฅࠅ  इ༄̅ȅ  ؇؇ ༅        

༂ ਆ༄  ఆจ     を始めるきっかけを提供するほか、 

ਇȆ༂ Ѕค        Ȇ ༂̆     ฅข ༂ആ  

通じたスポーツ活動を支援します。 
 

 本方針２ スポーツ環境の整備・充実 
 

スポーツに関わる多様な人材・組織の育成や支援体制の構築を 

推進するほか、スポーツを楽しむことができる場を保全・整備す 

    ฅข अआ     ༅      Їࠅ ąଅ    

す。 
 

 本方針３ ༂          ई  Ćଆ ԅഈ ༄༂  ȅ ༂ Ѕค 
 

ଅࠆ༄     ༂          ଉ༂ आ   ଅĆ 

できる多様な機会を提供することにより、自主的な実践や運動習 

慣の定着を促進するなど、スポーツに親しむ意欲を喚起するとと 

           ఈ  ༂ԉ   Ȇ ༄༂  ȅ ༂  

向上を図ります。 
 

 本方針４         ܆ฅ ଉ༂ ؇༄ ഇฆ ܅܅ ആ ̅ 
 

本市の地域特性やスポーツ資源を活用した取組を推進するなど、 

      ଉ༂ ฅ ؇༄            ؇؇   

た܆ฅ  ܆ਈ ༄   ؆  คആ ȅą ഇฆ ܅܅ ആ  

化を図ります。 
 

スポーツ推進に向けた６つの課題を解決することにより、基本Ї༅ ଅ̇ ؇̆    ଆ ༏ 

の基本方針に沿って施策を展開します。 

また、本計画に基づき展開する各施策は、持続 能な開発目標����ｓฏ������������������������

������の達成に貢献するものであり、基本方針ごとに関連性の強い ���ｓの目標を示しています。 

関連する ���ｓの目標 

 

関連する ���ｓの目標 

 

関連する ���ｓの目標 

関連する ���ｓの目標 

 

持続可能な開発目標����ｓฏ������������������������������ 

 

 ２０１２ ༏༂       ̆Ȇ    

༏༏༏༏    ؉؇ਆ   ̆ഇ̅   

多様性と包摂性のある社会を実現するための 

１７のゴールで構成されています。 

 

 



  

 策の展開  
 
 

 本方針１   生涯を通じたスポーツ活動の支援 

施策の方向 施策と主な事業 

１ 地域のスポーツ活動の推進 

１－１ 気軽にスポーツをする機会の充実 

 ąขउ   ༄ คआ ԉ  など 

１－２ ニュースポーツの普及 

・スポーツ推進委員を中心としたニュースポーツの普及啓発の推進 

２ 誰もが参加できるスポーツ 

イベントや大会、教室の充実 

２－１ スポーツイベントや大会の充実 

 スポーツフェスティバルなど誰でも参加しやすいイベントの開催 など  

２－２ 多様なスポーツ教室の充実 

・初心者向けスポーツ教室の開催 など 

３  ༂     ฅࠅ 、 

社会参加のためのスポーツ 

活動の推進 

３－１ 健康につながるスポーツ活動の推進 

 ฅข ค༄؇  ฅ   ആȅ คଈค؉ആȅ ؆̅ ༂̆ など 

３－２ 高齢者のスポーツ活動の支援 

・高齢者スポーツ大会等の活動の支援 など 

３－３ 障害のある人のスポーツ活動の支援 

・障害者スポーツ大会等の活動の支援 など 

３－４ 働き盛り世代のスポーツ機会の充実 

・健康経営や職場での健康づくりに関する普及啓発の推進 など 

３－５ 親子で楽しむスポーツ機会の充実 

・親子で参加できるスポーツ教室の開催 など 

４ ਇȆ༂Ѕค    ༂̆ 

４－１ ステップアップに向けた支援 

・個々のレベルに応じたスポーツ教室の開催 など 

４－２ 選手強化に取り組む団体やトップアスリート等への支援 

・ฅ    ̅༄  Ȇࠈ ਇȆ༂ ༅̅ ̅ ഇ スポーツ団体へ 

の支援 など 

 
 

 本方針２   スポーツ環境の整備・充実 

施策の方向 施策と主な事業 

５ 公共スポーツ施設の 

保全対策・整備・充実 

５－１ 公共スポーツ施設の整備 

・相模総合補給廠の共同使用区域(スポーツ・レクリエーションゾー

ン)整備事業の推進 

５－２ 公共スポーツ施設の維持・保全 

 ąą    Ԇਈ ਈԇ؇ Ԇ༄ ؆Ԇ 

６ 既存施設の有効活用 

６－１  Ѕȅ༂  ԆଅԆਈ ആ༂ ̆  

 ąขउ  ܅܅ ԆଅԆਈ        ആȅ

の推進 など 

６－２ 学校と地域との連携による学校体育施設 

開放事業の充実 

・学校体育施設の団体開放の推進 
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施策の方向 施策と主な事業 

７ 総合型地域スポーツクラブ 

の育成・支援 
７ 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

・総合型地域スポーツクラブへの活動支援の推進 など 

８ スポーツに関わる人材の 

発掘と養成 

８－１ スポーツ推進委員の一層の資質の向上 

・実技研修会、新任研修会等の実施 など 

８－２ スポーツ指導者の養成 

・スポーツ指導者の養成や資格取得支援 など 

８－３ 健康づくりや介護予防を担う人材の養成 

・地域における主体的な取組の担い手の養成 など 

８－４ スポーツボランティアの確保・育成 

・スポーツボランティアの受入体制の充実 など 

９ スポーツに関する情報提供 

の充実 
９ スポーツに関する情報提供の充実 

      ԉ  ฅࠅഇଇ ؇༂ など 

 

 本方針３              ई  Ćଆ ԅഈ ༄༂  ȅ ༂ Ѕค 

施策の方向 施策と主な事業 

10 スポーツに親しむ 盤と 

なる学校体育及び運動部活動 
の充実 

10－１ Ԇ Ѕ ̆आ༂Ѕค  ̅̆ ̆  

 Ԇ Ѕ ༄ ଅȆଈ༇ ࠇ༄ ؆  ąଅ など 

10－２ 楽しみながら学ぶ学校体育の充実 

 ༄༂ Ȇ  ਇฅ  ȅ ؉ଅ ܆ćଇ        ȅ अआ

な楽しみ方を共有できる授業づくりの推進 など 

10－３ 学校体育及び運動部活動への指導者派遣の推進 

 ଅࠆ༄  ąଅ     ̆అ̅༂  ആ  など 

10－４ 多様なニーズに応じた運動部活動の充実 

・大学や企業等と連携したステップアップに向けた支援 など 

11  ȅ༇Ć ༂ആ༇Ć ࠇ༂ 

11－１ 興味や関心に応じたスポーツ機会の充実 

・子どもの遊び場づくりの推進 など 

11－２ 親子で楽しむスポーツ機会の充実(再掲) 

・親子で参加できるスポーツ教室の開催(再掲) など 

  ̆ ̆̅  ༂ Ѕࠇ ༂ആ༇Ć ؇܆܅ 11－３

・子どもと保護者に対し、規則正しい生活習慣の啓発 

12 地域のスポーツ団体等と 

連携した取組の推進 

12－１ スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブ等と連携 

した取組の推進 

 ขఅฅ ą Ȇആȅ        ༄ਉആȅ 支援 など ܅܅ 

12－２ ホームタウンチームと連携した取組の推進 

・ホームタウンチームと連携した体育授業の充実 など 

12－３ トップレベルのスポーツを観戦する機会の充実 

・学校におけるホームタウンチームの PR の推進 など 

13 スポーツを 
通じた豊かな 
人間性の醸成 

13－１         คആਆ༄ ąଅ 

         คԉ  คആ   ਆ༄ ̆༄ など 

13－２         ؉ଅ   ༂  Їई ആ  ਆ༄ ą  

・障害者スポーツ体験授業の実施 など 
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ਈԇ  ༂ଇЇ 

 本方針４           ܆ฅ ଉ༂ ؇༄ ഇฆ ܅܅ ആ ̅ 

施策の方向 施策と主な事業 

14         Ȉअな 

都市イメージの醸成・発信 

14         Ȉअ  ฅ     ĉȆ ؇༄ 

・クオリティの高いスポーツ PR 情報発信 など 

15         คആ  

経済波及効果の創出 

15－１ 地域特性や資源を生かしたスポーツイベントや大会の 

開催・支援・誘致 

・湖水や山なみなどの自然と触れ合うスポーツ事業の開催 など 

15－２        คആ ȅą ഇฆആ ̅ ̆  

 スポーツを核としたにぎわいやコミュニティ創出の拠点づくりの検討 など  

16 ホームタウンチームとの 

連携・支援 

16－１ ホームタウンチームとの連携の強化 

・ホームタウンチームと܅܅  คആਆ༄ ąଅ など 

16－２ ホームタウンチームへの支援の充実 

・ホームゲーム開催の支援 など 

17 ༏༏༏༏ฅ܆ค     

ク・パラリンピック競技大会

を契機としたスポーツの推進 

17－１ 大会を契機としたスポーツ活動の推進 

 ༂จ༂        ȇ༂       ༂༄ ԉ  など 

17－２ 大会を契機とした障害者スポーツの普及促進 

・障害者スポーツ体験会の開催 など 

17－３ 大会を契機とした地域活性化の促進 

・サイクルツーリズムの推進 

 

 

 

ਈԇ  ༂ଇЇは、基本方針ごとに次の５つの成果指標を設定し、相模原市スポーツ推進審議会にお

  ༂     
 

基本方針１に対応する成果指標 基準値 目標値 
 １ スポーツを定期的(週１回以上) ༂ ฅข ȅЅ ５８.９％ 

(คЅąฅฅ) 
 ５６０％ 

(คЅ༏ฅฅ) 

基本方針２に対応する成果指標 基準値 目標値 
 １ スポーツを定期的(週１回以上) ༂ ฅข ȅЅ

（再掲） 
５８.９％ 

(คЅąฅฅ) 
 ５６０％ 

(คЅ༏ฅฅ) 

 ２      ԉ        ആȅ ༂  ฅข

の割合(ฅ༏คค) 
１６.２％ 

(คЅąฅฅ) 
１８６ ％ 

(คЅ༏ฅฅ) 
基本方針３に対応する成果指標 基準値 目標値 

 
３ スポーツをすることが好きな児童生徒の割合 ８１.０％ 

(คЅąฅฅ) 
８９６ ％ 

(คЅ༏ฅฅ) 
 ４ スポーツを定期的(週３回以上) ༂ ąਇ༂༅ 

割合 
５３.０％ 

(คЅąฅฅ) 
５７６８％ 

(คЅ༏ฅฅ) 

基本方針４に対応する成果指標 基準値 目標値 
 ５ 市内で開催されるホームタ

ウンチームの公式戦の観客

数(ฅԉฅ ༂Ԇ) 

７２,０９３人 
(2018 シーズン) 

 ４,６００人 
(2027 シーズン) 

 




