
体育施設のあり方検討ワークショップ 意見一覧 

①より多くの市民が利用できる施設の整備 

●多目的に利用できる施設 

○特定種目でなく多種目に使用できる施設 

・多目的広場の充実〔主要な種目以外でも使える〕 

・高校の自転車部が競輪場を利用して施設の有効利用  

・専門性の高い施設（スポーツ）を複合型にする 

・たくさんの種目で利用できる室外施設が必要 

○スポーツ以外の目的にも活用できる施設 

・イベント時に公園をスポーツ利用できるようにする〔スポーツ施設として作らなくても〕 

・人工芝をもっと利用する 

・多目的広場をつくってほしい（芝生） 

・競技利用が少ない時には子どもが遊べる 

・空きのイベント利用 

・施設の複合化や多機能化の推進 

○災害時対応に活用できる施設 

・多目的広場に防災機能を持たせる 

・防災 

・災害時に対応できる施設 

 

●誰もが利用しやすい施設 

○子どもが利用しやすい施設 

・気軽にボール遊びできる場所、公園でのボール禁止が多い 

・子ども、幼児、小中学生が利用しやすい施設に転換する 

・ミニ施設、子どもが利用しやすいようにする 

・正式な競技場でなく、木や草むらがあるだけでも、子どもの基本的な体力づくりに有効 

 子どもが気軽に外遊びができる場所 

○高齢者が利用しやすい施設 

・公園に筋力トレーニングできるといい（お年寄もできるもの） 

・年齢にこだわりのない施設〔スポーツに福祉的価値を〕 

高齢者に散歩がてら気軽に軽い運動ができるように 

・シルバー大学では、ゲートボールとターゲットバードゴルフしか種目がない。高齢者向け

のスポーツにも目を向ける必要があるのではないか。 

○子育て世代が利用しやすい施設 

・育児に対応 

・親子で体を動かせる施設の提供 

・幼児が体を動かせる施設 
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○外国人が利用しやすい施設 

・外国人も利用しやすい施設、多言語化 

○障害者が利用しやすい施設 

・施設のバリアフリー化 

・障碍者向けトイレの増設、おむつ交換台の設置 

・バリアフリー化、パラスポーツの拡大〔障害者が一人でも利用可能な施設。民間は付き添

いが必要なところが多い〕 

○快適に利用できる施設 

・きれいな施設 

・屋外施設に水道やトイレを設置する 

 

●利用機会の拡大 

○立地のよい施設 

・交通の便が良いこと（バス、電車）〔高齢者は車より公共交通〕 

・交通の便を良くする 

・利便性がよいこと 

・モノレール沿いに造る 

・くるりんバスの系統 

○天候に左右されない 

・屋内型施設の設置（日焼け）（天候に左右されない） 

・雨でも運動会ができる 

・空調が今後必要ではないか 

○時間帯の拡大 

・時間割決め分割使用 

・24時間利用 

・24時間施設開放 

・照明のない屋外施設に照明をつけて夜間利用できるようにする 

 

●安全に、安心して利用できる施設 

・事後保全から予防保全への転換 

・安全に利用できるように改修する（例えば新堤防グラウンド） 

・老朽化しているので修理 

・安全な立地、場所 

・命に関わる問題がある施設はすぐに直す必要がある 

・グランドがせまいので通行人等にボールが当たりそうで危ない 

・日頃の整備の必要性 

・日常のメンテナンス 



 

●学校施設の活用 

・市内の学校のグラウンドを気軽に借りることができるといい 

・学校で貸切利用してもらう 

・学校開放日に子どもたちの相手をしながら（運動）できるようにする 

・教育施設（学校）の開放の充実  

・学校施設を使いやすく（申し込み方法） 

 

●効果的な情報提供・ＰＲ 

・スポーツ振興に関する PRの拡大 

・インセンティブをつける（利用ポイント） 

・写真が古く昭和の印象を受ける。見た人が使いたくなるような写真で PRすべき。 

・現状の施設を周知 

・テレビ等メディアに取り上げられるような施設 

・団体利用、稼働率、利用についての会報 市民にアピール 

・Wi-Fiで利用状況を公開 

 

  



②将来ニーズを見通した整備計画の検討 

●時代に合ったスポーツへの対応 

・現代スポーツの把握 

・若い人を入れる 

・ｅスポーツの環境 

・市民からの企画提案 

・市場を把握する 

・子どもだけのアンケート調査 

 

●競技人口に応じた施設規模（整備） 

・マイナースポーツ（参加率が低いスポーツ）施設の廃止を検討 

・施設の利用状況等の把握に努め、施設ニーズの変化をつかむ 

・スポーツ種目に応じたスペースを 

・立川市にグラウンドが少なく、一般チームが 20チームから 4チームに減ってしまった 

 グラウンドを整備して戻ってきてほしい（サッカー） 

 

●ランニングコストの抑制 

○維持コストの削減 

・多摩川の流れをみて設備を作る 

・河川の無駄な整備をなくす そもそも水害にならないようにつくる 

・南口公民館跡に武道館を作る 神社に毎年金を払うより新設を！ 

・使う方が整備する 

○近隣市との広域利用 

・隣接市との共同利用施設を活用〔利用料金を同じにする〕 

・他の市民との交流もあるとよい 

・他市との連携〔図書館の相互協定のように〕 

・近隣市との広域的な連携 

○国有地、国施設の活用 

・昭和記念公園を利用できるように 

・空いている国有地を有効活用してほしい 

○受益者負担の適正化 

・無料サービスをなくす、少なくする（特に高齢者） 

・受益者負担の適正化 

・利用料の適正化…ある程度利用料を負担しても納得感のある施設整備を。 

・使用料の検討 高くなるか？ 

 



●みるスポーツの充実 

○スポーツ興行ができる施設の整備 

・国際的な大会ができる競技場を作る プロスポーツを含む 

・国立や都立施設を立川に誘致する〔大規模大会が開催できる〕 

・観客が入れる施設 

・簡易型大型施設を作る 

・世界大会を開ける施設〔大阪なおみ選手が参加したパンパシのような〕 

・大きな大会を開ける施設 

○トップスポーツの誘致 

・プロチームができテレビで放映されることによって子どもたちに反映する 

・スポーツイベントを多く開催する（オリンピック選手などに来てもらう） 

・学生の大会の誘致（自転車等） 

・海外スポーツチーム（ナショナル代表）の受入 

 

  



③民間活力を活用したコスト削減とサービス維持・向上 

●民間施設の活用 

・立飛体育館どのくらい使えるか 

・立飛さんの施設を使わせてもらう 

・真如苑のグラウンドを使わせてもらう 

・民間と共同で利用できるように 

 

●民間資金の活用 

・立飛、宗教法人に作ってもらい、税制優遇する 

・ネーミングライツ、広告 

・武道館の新設 立飛に施設を作らせる 

・スポンサーを募集する 

・指定管理受託を運用 

・指定管理者との連携 

・市と民間との負担分担 

・スポーツクラブ施設の増設 

 

  



④その他の意見 

●アスリートの育成 

・指導者の増、育成が必要 

・幼少時代からスポーツをさせるようにする 

・楽しいを伝える指導員の育成 コーチング化 

 

●施設の改修、新設の要望 

・多目的広場を増やして施設の充実をさせていく 

・市営球場等の整備 

・西砂スポーツ広場のグランドが使いづらい 施設の拡大をお願いしたい 

・陸上競技場の改修はいつになったら始まるのか 

・河川敷のグラウンドでネットを立ててほしいと要望をしているのに反応がない 

・道具等を入れる倉庫を設置してほしい 

・ダンス練習場施設 

・武道館の整備（たたみ施設は災害時に活用） 

・武道場の充実を。現状の練成館では、大会を開催するには規模が不十分。他市武道場と比

べても弱い。畳の施設は災害時にも有効である。 

・市民体育館への武道館の新設 

 

●維持・管理の現状への指摘 

・各種スポーツ用具の定期的な更新計画 

・利用している団体が定期的に整備しており、市は整備していない 

 年に１～２回一部の草刈りのみ 

・使用料が必要なのにグラウンドが荒れている 

・チームが自前で土や砂を購入してグランドの手入れをしている 

・施設を考えるにあたって何よりも大事なのは安全であることと考える。実際に怪我をして

いる人が出ているのに、市からはルールの方が大事だと言われた。 

・施錠の必要性 

 

●その他 

・オンライン配信による運動の提案 

・2 年に 1 回ベテラン大会（40 才以上）、シングルス、ジュニアの大会（アジア大会あり） 

・個人利用も必要だが団体利用をもっと許可を 

・自分の置かれている立場から身近な施設の認識不足ありました 

・地域の取組みを通して、市の施設に関わることの多さを知りました 

・施設（会館、学習館等）の効果的な活用の中に、屋外の施設の有効利用を 

・市からの補助により運営している事業においては、団体だけでなく市も責任を負うべき。 

・競技人口を増やすために何ができるか考える 



・競技人口の減少を防ぐには 

 →プレーしたい人の受け皿が大事なのではないか。 

 →子どもからシニアまで年代別の大会等の実施。 

 →単にスポーツとしてだけでなく、ファッションや音楽、アートなどの要素と一体として

広げていく。 

・イベントの実施（利用調査） 

 地域イベントの実施（ウォーキングイベント、外ヨガなど） 

・くるりんバスの施設をめぐるコース設定 

 

  



⑤「まとめ」の内容を具体的な施設に当てはめた時のアイデア 

●泉市民体育館 

・プールの更衣室の換気が悪い 

・暗い 

・団体と個人を時間差で 

・観覧席を増やす 

・改修時、新築時に武道場を作る 

・立地条件が良いのでメインアリーナ・サブアリーナで観客の収容数が増やせるように 

・会議室やトレーニング室の充実 

・駐輪場から体育館入口までの雨天対策（アーケード等） 

・器具の格納を整理しやすく。場所決め、職員の確認。 

 

●柴崎市民体育館 

・プール屋根の開閉ができない 

・大会時、スタンドがない 

・音漏れをなくす 

・改修時、新築時に武道場を作る 

・東京武道館のように多目的に使えるように（立地条件が良いので） 

・駐輪場から歩道へのバリアフリー化（数カ所） 

・バリアフリー化を進めて、障害者や高齢者がより利用しやすい施設に 

・老朽化、不具合への対応。補修工事による安全管理。安全性の高い屋内施設へ。 

・多種目に対応した設備工事や運営。壁当て OK→フットサルなど。 

 

●練成館 

・共通性の高いスポーツの利用調整をする 

・土地借上げがネックのようだが「弓道」「相撲」は神事にも通じるので、できれば神社境

内がふさわしいのでは 

・弓道人口は増えているがせまい。広くしてほしい。天井を高くしてほしい。 

・施設を造る時にはちゃんとした設計士を入れてほしい 

・武道場が周辺市にないようなら、立川がちゃんとした施設を持ち、周辺住民の利用や大会

を開いて周辺市と協力して資金を集める。 

 

●立川公園陸上競技場 

・多目的に使える施設 

・近隣の市町村の人も気軽に使える利用方法 

・公認の競技場 

・稼働率を上げるために子どもや高齢者も気軽に利用できる環境 

・天候に左右されない立地 



・人工芝にしてほしい 

・トイレ設備をきれいに（多人数利用を考えて） 

 

●立川公園野球場 

・駐車場が小さい。路面も荒れている。整備が必要。 

・駐車場を広くしてほしい 

 

●多摩川緑地野球場 

・（ターゲットバードゴルフ）トイレがない 

・（ターゲットバードゴルフ）水道施策を増やしてほしい。災害時に利用できるのでは。 

・バーベキューやキャンプ場として利用 

・駐車場が小さい。路面も荒れている。整備が必要。 

 

●泉町野球場 

・トイレを整備してほしい 

 

●新堤防運動広場 

・グラウンド利用者が自主管理しているような感じ。基本的にはシルバーがやることになっ

ているはず。それならそれで管理を利用団体に任せてほしい。 

 

●砂川中央地区東野球場 

・トイレが３つあるが、１つはいつも使えない 

・（ターゲットバードゴルフ）駐車場が近くて便利 

 

●野球場全般 

・土を入れてほしい（風で飛んでしまう） 

 

●中里多目的運動広場 

・グラウンドの整備 

・トイレ、更衣室、シャワーの設置 

・人工芝にしてほしい 

 

●砂川中央地区多目的運動広場 

・グラウンドの整備 

・トイレ、更衣室、シャワーの設置 

・人工芝にしてほしい 

 

●多目的運動広場全般 

・近くに多目的広場 



・多目的広場の見直し（芝かコンクリ） 

 

●たちかわ中央公園スケートパーク 

・照明の設置 

・イケア客に対してネーミングライツ 

・フェンスの見直し 

・駐輪場の見直し（面積の拡大） 

・セクションの見直し 

・見直しのためのワークショップ 

・有料化の検討 

・新横浜のスケートパークの事例 

 

●施設全般・その他 

・民間施設と市との連携をとる（大会などの利用） 

・今のスポーツに注目 

・昭和記念公園を利用しやすく（立川市民優先） 

・学校施設について平日日中でも体育館など空いている時には使えるようにする 

・公園の運動器具の有効利用 

・ゲートボールは公共施設の利用が多く、会館、屋外場、公園使用における利用にあたって

の清掃等に貢献しています 

・国有地を不法占拠している人の土地を公園として有効に利用したい 

・駐車場を有料にして、利益で設備を整備する 

・河川敷の公園をスポーツ利用したい 

・予約を無断でキャンセルする個人利用者がいる（そうです） 

・一人でもできるマシン設備などを導入しているところもある（卓球場、昭島テニスガーデ

ン） 

・使用時間、料金設定の見直し。30分単位、1時間単位にして使用しやすくする。平日・休

日料金 

・中央線を境に、北側に体育施設が多い。南側にはできないか。 

・施設を作る際には、建て替えや修繕を見計らって行う。 

・国有地でフェンス等が立てられないところは木々を活かして親子で楽しめるような森林

公園にしたらどうか 

・個人登録制度の見直し 

・個人利用と団体利用を施設ごとに分ける 

・その施設でも定期的な巡回をして管理してほしい 

・施設利用で誰でも即利用できるようにシステムを追加してほしい（料金差） 

・音響設備を使いやすい形に（手続き等） 

 


