
立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

計画の目標 Ⅰ 市民のライフステージに応じたスポーツの推進 

施策名施策名施策名施策名    ((((１１１１))))    子子子子どものどものどものどものスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

子どもにとってスポーツは、生涯にわたる「生きる力」を支える健康や体力の基礎を培うとともに、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培うなど人間形成にも重

要な役割を果たすものです。 

子どもの体力については、文部科学省が実施している「体力・運動能力調査」によると、平成 13(2001)年から概ね低下傾向に歯止めがかかってきているものの、

依然として低い状況にあります。また、近年、積極的にスポーツをする子どもとそうでない子どもの二極化が顕著に認められます。そこで運動習慣が身に付いてい

ない子どもに対する支援の充実に向け学校だけでなく、家庭や地域が一体となって取組を行うことが重要です。 

【取組事項】 

①未就学児とその保護者を対象に、幼児期に必要な身体能力の向上をはかるため、親子で参加する親子体操教室を引き続き実施します。②普段スポーツ活動を行

っていない子どもたちのきっかけづくりとなるよう、水泳・体操・ヒップホップ教室など、子どもたちが興味を持って参加できる教室を泉・柴崎両市民体育館で開

催します。③現在行っているソフトテニスやランニングなど子どもを対象とした教室や、小学生クラブ交流大会※など子どもの体力向上を目的とした事業を、地域

スポーツクラブ等と連携して継続するとともに、新たな事業についても検討します。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

① 親子体操教室は、平成 28年度まで実施し、平成 28年度は 10組の参加があった。② 泉・柴崎両市民体育館で水泳、体操、各種ダンス等の教室を実施し、平

成 29年度は 44,325人の参加があった。③ ソフトテニス教室を実施し、平成 29年度は 197人の参加があった。この他にも子どもを対象としたジュニア体力及び競

技力向上事業等を実施し、平成 29年度は 757人の参加があった。また、小学生クラブ交流大会を実施し、平成 29年度は 1,000人の参加があった。 

地域スポーツクラブについては、子ども向けの事業として「なわとび検定会」を実施し、平成 29年度は 17回開催され、630人の参加があった。 

新規事業として平成 28年度から「小学生姿勢教室」を実施し、平成 29年度は 58人の参加があった。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・積極的にスポーツをする子どもとそうでない子どもの二極化が起きており、スポーツをしない子どもが身近な地域で気軽にスポーツに取り組めるよう、地域と連

携して、地域での子どものスポーツ活動を推進する必要がある。 

・地域スポーツクラブとの連携を深める必要がある。 

・未就学児のスポーツの推進は、子育て世代のスポーツができる環境の整備が必要である。 

※ 小学生クラブ交流大会…市内の小学３年生以上のチームによる、サッカーとバスケットボールの大会 

 

資料 ３ 
H30.6.11修正済 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    ((((２２２２))))    成人成人成人成人やややや子育子育子育子育てててて世代世代世代世代ののののスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

学校を卒業した成人の世代は、スポーツに関心はあるものの、仕事や家事、子育てに追われ、日常的にスポーツを実施できない人が多い状況です。一方、この世

代に、スポーツを習慣化することは、心身の健康の保持増進等、高齢者になってもスポーツに親しむ素地ができることにもつながります。 

また、子どものスポーツの実施には、親の実施状況が大きく影響するといわれ、成人世代にスポーツの習慣を根付かせることで、子ども世代のスポーツの推進に

もつながります。 

このため、成人世代や子育て世代のライフスタイルに合わせたスポーツ機会の充実やきっかけづくりとして実施している屋内・外の各種教室をとおして、特にこ

の世代の方々がスポーツに触れる機会のさらなる創出が必要です。 

【取組事項】 

現在、硬式テニス、ランニングなどの屋外スポーツ教室や、ヨガ・エアロビクス・水泳などの屋内スポーツ教室を開催しておりますが、今後も多様なニーズ、ラ

イフスタイルに対応できるよう、新しい種目の検討や時間設定に配慮した各種のスポーツ教室の開催に取り組みます。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 屋外での硬式テニス教室は、平成 28年度まで実施し、平成 28年度は 642人の参加があった。指定管理者が体育館内で行うテニス教室は、平成 29年度は 723人

の参加があった。また、ヨガ・エアロビクス・水泳などの屋内スポーツ教室については、平成 29 年度は泉・柴崎両市民体育館で、46,603 人の参加があった。ライ

フスタイルのニーズから、平日の夜間にヨガ教室を開催した。 

 幅広い年齢層でスポーツを楽しんでもらえる「あるけあるけ運動」の平成 29 年度参加者は、43人、「体力年齢測定会」の平成 29 年度参加者は、52 人、「ラジオ

体操・みんなの体操会」及び「ラジオ体操・みんなの体操講習会」の平成 29年度参加者は、307人 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・幅広い年齢層でスポーツを楽しんでもらえる機会を広げてゆくためには、気軽に始められるニュースポーツ等を推進する必要がある。 

・様々なライフスタイルの方が参加できるように、スポーツ教室の開催日程等を調整する必要がある。 

 

 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    ((((３３３３))))    高齢者高齢者高齢者高齢者ののののスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

超高齢社会の到来により、医療費及び介護費用の増大や高齢者の社会的孤立などが大きな社会問題となっています。スポーツによる高齢者の体力づくりや生きが

いづくりは、これらの社会問題解決の一助となります。こうした中にあって高齢者は、他の世代に比べスポーツ実施率や健康への意識が高く、スポーツに対するニ

ーズはさらに高くなってきています。また、これまでの多くの経験を生かし、地域社会におけるコーディネーター的役割も期待されています。 

このような中、スポーツに関心の低い、あるいはスポーツをすることができない高齢者に対しては、地域のネットワークを活用してスポーツ大会や運動会などを

観戦してもらうことができれば、「観る」スポーツにつながります。さらに、大会運営などに関わってもらうことができれば「支える」スポーツへと発展する可能性

があります。そこで高齢者を対象とした事業の実施については、一人ひとりの健康状態やニーズに配慮しながら、地域で行われている高齢者スポーツ活動の支援や

充実に取り組みます。 

【取組事項】 

①高齢者にも気軽に取り組めるスポーツ活動として、「市民高齢者２万歩ハイク」「市民あるけあるけ運動」などのウォーキング事業に取り組みます。②「筋力ア

ップ貯筋体操教室※」など、健康づくり事業のさらなる充実を図ります。③「体力年齢測定会」を実施し、高齢者や高齢者世代を前にした方や、体力測定の機会が

乏しい２０歳以上の若い世代に、自己の健康管理や健康の維持・増進の知識を広げることに役立てます。④高齢者や高齢者世代を前にした方々の健康づくりや体力

づくりのために、庁内関係課（高齢福祉課・健康推進課・生涯学習推進センターなど）と連携して事業に取り組みます。⑤輪投げなど、子どもから高齢者まで誰で

も楽しめるスポーツによって、異世代間の交流を図ることを目指します。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

①「市民高齢者２万歩ハイク」を実施し、平成 29年度は 67人の参加があった。「市民あるけあるけ運動」については、平成 28年度までは年２回、平成 29年度

以降は、各地区スポーツクラブであるけあるけ運動の実施など定着が図られていることから年１回とした。平成 29 年度の参加者は、43 人。②「筋力アップ貯筋体

操教室」を実施し、平成 29年度は 127人の参加があった。「体力年齢測定会」を実施し、平成 29年度は 52人の参加があった。「体力年齢測定会」は、平成 25年度

から、対象者を高齢者から二十歳以上の者に広げた。④ 庁内関係課で協力をし、平成 27 年度のラジオ体操特別巡回をきっかけに始まった「ラジオ体操・みんなの

体操会」及び「ラジオ体操・みんなの体操指導者講習会」を、新規事業として平成 28 年度から実施。参加人数は、平成 29 年度は 307 人。⑤ 異世代間の交流とし

て、子どもから高齢者まで、障害のある方もない方も共に参加できる「ラジオ体操・みんなの体操指導者講習会」を実施した。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・スポーツには健康づくりと地域での絆の形成等の大事な役割もある。元気な高齢者からあまり外出を望まない高齢者まで、体力に合わせて継続して参加できる種

目を検討する必要がある。 

※筋力アップ貯筋体操教室…「健康寿命」を伸ばすため老後に備えて筋肉を貯めることを目指して、身近な道具を使って家庭で手軽にできる体操に取り組む教室。    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    ((((４４４４))))    障害者障害者障害者障害者ののののスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

平成 23(2010)年８月に施行された「スポーツ基本法」においては、「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び

程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」と明記されています。 

このような中、障害者スポーツは、近年、パラリンピックなどの競技大会を通して障害のある人の活躍がメディアで取り上げられることも多くなり、認知度も向

上してきています。しかしながら、身近な地域で障害のある人がスポーツに親しんだり、障害のある人とない人が一緒にスポーツをする機会は限られています。そ

こで障害のある人がスポーツを行うための環境の整備や、障害者スポーツの理解を進めることが重要です。 

【取組事項】 

①障害者週間や市内各種イベント等様々な機会を利用して障害者スポーツの紹介や、障害のある人もない人も一緒にできるスポーツの実施により、障害者スポー

ツの理解・啓発に努めます。②スポーツ推進委員協議会では障害者スポーツについての研修を重ねており、今後は障害福祉課、関係団体とも連携した取り組みを進

めます。③現在実施している障害者スポーツ大会やハンディ水泳教室に加え、障害者を対象としたスポーツ教室等の充実を図ります。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

① 立川市障害者週間でボッチャの紹介や、緑化まつりや楽市でのブラインドサッカー体験会の実施など、障害者スポーツの理解・啓発を実施。ボッチャを４セッ

トやランプスを購入し、地区体育会や関係機関に貸出を行ない障害者スポーツの普及に努めた。平成 29年度は、39団体にボッチャセット 70 回、ランプス 18 回を貸

し出した。② スポーツ推進委員協議会では毎年、障害者スポーツ研修を兼ねて、ボッチャ体験会を実施、身体障害・知的障害の方々等の 29人の参加があった。③ 新

規の事業として平成 27年度から泉市民体育館で、平成 28 年度から柴崎市民体育館で、障害者を対象としたチャレンジスポーツ教室を開催した。平成 29 年度の参加

者は合計で、635 人であった。 

また、障害者スポーツイベントとして、泉市民体育館ではアクアフェスティバルやシッティングバレー体験会、障害者施設への訪問教室、地区対抗でのボッチャ

大会等も実施した。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・平成 28年４月１日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことで、障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供が義務づけられ

ている。また、平成 30年４月１日より「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が施行され、更なる具体的な配慮が求められている。

気軽に利用できるようバリアフリー対応やサポート体制の充実により、参加できる教室や事業の拡大が必要。 

・地域での障害者スポーツの裾野を広げ、障害の有無にかかわらず共に参加できる環境づくりと、その支援が必要。 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

計画の目標 Ⅱ 交流と連携による地域スポーツの推進 

施策名施策名施策名施策名    ((((５５５５))))    地域地域地域地域スポーツスポーツスポーツスポーツクラブのクラブのクラブのクラブの支援支援支援支援    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

これまで 12の地域スポーツクラブは、従来から行っている「なわとび検定会」、「ソフトバレーボール」などの地域スポーツ教室に加え、平成 24（2012）年度か

ら 26（2014）年度までの重点取り組みとして、ジュニア育成事業を展開してきました。今後は、子どもから高齢者、障害者まであらゆる世代が取り組める事業展開

が必要となります。また、地域スポーツクラブの充実を図るためには、地域スポーツクラブの活動拠点の確保や認知度を高めることが必要であり、さらに、地域の

中学校の部活動との連携を図るなど指導を通じた地域と学校との連携が必要です。 

【取組事項】 

東京都市長会の助成金を活用して、地域スポーツクラブが実施する子どもを対象としたスポーツ教室等へ助成を行っています。引き続き、地域スポーツクラブの

活動を支援し、あらゆる世代が参加できるよう事業展開を推進します。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

地域スポーツクラブの活動の意義からも、行政が主体とならずに地域スポーツクラブが地域スポーツの担い手となり、身近な地域で誰もが参加できるスポーツと

して、「なわとび検定会」、「ソフトバレーボール」などの地域スポーツ教室を実施している。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・市内１２地区にある地域スポーツクラブの活性化と独自性の高揚が必要。 

【参考】 

地域スポーツクラブとは、だれでも、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しむことができる、身近な生活圏のスポーツ拠点です。その特徴としては、

①複数の種目に対応できること。②子どもから高齢者まで、初心者から競技者まで、地域の誰もが継続して活動できること。③学校体育施設や公共のスポーツ施設

など活動の拠点となるスポーツ施設があること。④個々のスポーツニーズに対応したスポーツ指導が行われること。⑤地域住民が主体的に運営すること。などが挙

げられます。本市には、平成 23(2011)年 12 月に東京都の認証を受けた 12 の地域スポーツクラブがあり、地域の日常的なスポーツ活動の場として機能しています。

このクラブは、子どもから大人まで、また、高齢の方や障害のある方を含めすべての人を対象としており、また運営に関しても地域住民自らが主体となっているこ

とが特徴です。    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    ((((６６６６))))    地域地域地域地域スポーツスポーツスポーツスポーツ団体団体団体団体とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによるスポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興・・・・競技力向上競技力向上競技力向上競技力向上のののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

特定非営利法人立川市体育協会の主管による立川市民体育大会については、各競技団体が様々な競技を展開し、小学生から成人まで多くの参加者があり、順位を

競うことにより競技力の向上に役立っています。また、立川市内の競技団体等が競技会などで優秀な成績を収めた場合に、市として表彰や広報活動などのＰＲに努

めています。 

【取組事項】 

平成 32（2020）年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」をさらなるスポーツ活動の普及の契機として、市民の競技力の向上はもとより、健康増進、

体力の向上を図り、スポーツの振興に努めます。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

立川市民体育大会は、オープンの競技と１２地区の地区体育会の対戦競技からなっている大会である。各地区代表選手の選考を兼ねて、地区の町民運動会や各種

スポーツ大会を開催し、地区対抗の競技会や中央大会への出場選手を発掘し、市民の競技力の向上を図っている。平成 29年度に開催された立川市民体育大会は、各

地区代表選手の選考を兼ねて地区の町民運動会や各種スポーツ大会を開催し、地区対抗の競技会や中央大会への出場選手を発掘し、市民の競技力の向上を図ってい

る。平成 29年度に開催された立川市民体育大会は、中央大会（地区対抗とオープン）と地区大会を併せて、23,550人の参加者があった。 

また、平成 29年度より新規事業として、地域でスポーツを楽しむ市民の競技力向上を目的としてアスリートスポーツ教室を開催し、バトミントンは 35人の参加者、

卓球は 28人の参加者があった。                                                        

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

・各競技団体・地区体育会が実施する事業に補助金を交付し、スポーツの振興を図っているが、参加する市民が固定化しているので、市民に対しての広報活動や各 

事業の実施形態、方法について工夫をしていく必要がある。 

・地域では町民運動会をはじめとした様々なスポーツ事業を行っているが、地域の一部の参加者のみであり、これら取り組みを地域全体に広げる必要がある。    

    

    

    

    

    

    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    ((((７７７７))))    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおけるスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

現在、地域スポーツクラブばかりではなく、子ども会、青少年健全育成地区委員会、学校など様々な団体が地域でスポーツ活動を行っています。このような地域

団体が連携して、地域の特色を生かしたスポーツ活動に取り組むことが今後一層期待されます。 

【取組事項】 

①地区体育会が地域のニーズに即した内容で実施する地域スポーツ教室を支援します。②庁内関係課の既存事業と連携し、各種地域団体の地域における事業展開

を支援します。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

①１２地区体育会に委託で「なわとび検定会」や地域のニーズに応じた事業や教室を実施している。また、各地区体育会が実施する事業に備品の貸出を行なって

いる。② 健康推進課の事業である「地域健康フェア」や地域のイベントなどで、ラジオ体操指導員の資格を有する方が普及啓発活動をする時に報酬を支払う制度を

設けている。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・「ラジオ体操・みんなの体操指導者講習会」を修了した方が、ラジオ体操の普及啓発活動をする場合に報酬を支払う制度を制定したが、利用促進が今後の課題とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名 ((((８８８８))))    ニューニューニューニュースポーツスポーツスポーツスポーツによるによるによるによるスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進 

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

立川市ではこれまでも立川市発祥の「ミニテニス」や「ソフトバレーボール」の普及を、地区体育会やスポーツ推進委員と連携して取り組んできました。平成 18

（2006）年度から開催しているスポーツ推進委員協議会主催の「ソフトバレーボール大会」も、平成 27（2015）年度には 10回目を迎えます。 

【取組事項】 

①「ソフトバレーボール大会」を開催し、「ソフトバレーボール」を市民が気軽に楽しむことのできるスポーツとして定着するよう支援します。②市民が気軽にス

ポーツ活動に取り組み、健康・体力づくりに寄与するよう、新たなニュースポーツを紹介する活動を行います。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

「ソフトバレーボール大会」を平成 29年度まで開催した。平成 29年度の参加者は、195人、12回目を迎え、地区体育会にもこのスポーツが浸透した。地域でもソ

フトバレーボール大会が開催され地域に定着している。平成 29年度に地域で開催されたソフトバレーボール大会は、７地区で、426人の参加者があった。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・ソフトバレーボールが地域に定着してきたことから、より幅広い層に親しまれる、新たな、「ニュースポーツ」を、立川市スポーツ推進委員協議会と連携して検討

をしている。今後、取り上げる種目が決定したら、市民に広げて定着させること。 

【参考】 

「ニュースポーツ」とは、近年新たに考案されたり、古くからある競技スポーツを変形するなどしてできた軽スポーツの総称で、子どもから高齢者まで誰でも手

軽に楽しめるのが特長。 

 

 

 

 

 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    ((((９９９９))))    立川立川立川立川シティハーフマラソンのシティハーフマラソンのシティハーフマラソンのシティハーフマラソンの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

立川シティハーフマラソンは、子どもから大人まで、市民が気軽に参加できるマラソン大会として平成 23（2011）年度から新たにスタートしました。 

また、産業振興や地域活性化の視点を取り入れ、様々なイベントを合わせて実施することにより賑わいを創出しています。併催している日本学生ハーフマラソン

選手権大会には、日本の学生のトップクラスのランナーが参加し、国内最高レベルの走りを目の当たりにすることができます。開催にあたっては、市内の関係団体

や企業、学校、自治会、そして一般ボランティアなど、様々な方面からの協力により大会運営が支えられています。まさに「する」スポーツばかりではなく、「観る」

スポーツ、「支える」スポーツを代表する事業といえます。 

また、立川市民ばかりではなく、市外からも多くのランナーや応援者を迎えることにより、地域の活性化にも役立っています。 

【取組事項】 

子どもから大人まで気軽に参加できる市民マラソンとして、市民のスポーツ振興はもとより、多様な交流や、健康づくりとともに、地域の活性化にもつながる立

川シティハーフマラソンの充実に向け取り組みます。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

立川シティハーフマラソン２０１８のエントリー者は、１０，９３３人（学生選手権を含む）。「する」スポーツだけでなく、学生トップランナーが参加する日本

学生ハーフマラソン選手権大会を併催することもあり、国営昭和記念公園入園者の推移をみると、前週の日曜日は４，１１５人、翌週の日曜日は８，５７３人に対

し、大会当日の入園者は３１，２８６人と「観る」スポーツにも大いに貢献している。また、多くの企業より協賛を頂いていることや、市内の関係団体や企業、学

校、自治会、そして一般ボランティアなどによる「支える」スポーツの場となっている。 

 当日、会場では様々な企業・団体の協力により活気のあるイベントとなっている。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

・市民ランナーにとって魅力のある大会にすること。 

・安定した運営のため、更なる地域団体等との連携強化とボランティアの育成が必要。 

    

    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    (1(1(1(10000))))    トップアスリートによるトップアスリートによるトップアスリートによるトップアスリートによるスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

平成 25（2013）年に開催された「スポーツ祭東京 2013（第 68回国民体育大会・第 13回全国障害者スポーツ大会）」では、立川市内でバレーボール、バスケット

ボール、軟式野球、自転車競技が開催されました。国内のトップレベルの選手が集まりプレーする姿を、身近なスポーツ施設で観ることのできる貴重な機会となる

ことから、市内の小・中学生を各会場に招待し、学校観戦を実施しました。こうしたトップアスリートの活躍を観ることで、スポーツに興味がなかった子どもがス

ポーツに取り組むきっかけとなることが期待されます。 

また、そのようなトップアスリートから直接スポーツ指導を受ける機会を持つことができれば、さらに高いレベルを目指し、将来のトップアスリートがうまれる

ことも期待されます。 

【取組事項】 

①立川市などをホームタウンとしている J リーグ「東京ヴェルディ」の主催試合に子どもたちを観戦招待することにより、プロサッカー選手のプレーを見る機会

を提供します。また、「東京ヴェルディ」によるサッカークリニックなど、プロの選手・コーチから直接指導を受けるような取り組みも実施します。②泉市民体育館

では、平成 25（2013）年度よりプロバスケットボールの試合が行われ、身近なスポーツ施設でトップアスリートによるプレーを見ることできるようになりました。

引き続き、バスケットボールに限らずトップレベルの試合が市内のスポーツ施設で行われるよう奨励します。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 ① 「東京ヴェルディ」の主催試合に子どもたちを観戦招待する「立川サンクスマッチ」を継続して毎年実施。② 平成 29年度まで泉市民体育館でのプロバスケッ

トボールＢ３の八王子トレインズの試合がおこなわれていた。平成 29年度にアリーナ立川立飛が完成したことで、プロバスケットＢ１のトヨタアルバルク東京が立

川市をホームタウンとした。また、３人制バスケットボールの立川ダイス、トヨタアルバルク東京、東京ヴェルディ、フットサルの立川・府中アスレティックフッ

トボールクラブ、サイクルレースの東京ヴェントスの５団体で「立川プロスポーツ連絡会」が発足し、多種目のスポーツを身近なスポーツ施設でトップアスリート

によるプレーを観ることできるようになった。また、市内の小中学校に選手の派遣をしているチームもあり、トップレベルの選手による指導が期待できる。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

・プロスポーツ５団体「立川プロスポーツ連絡会」との関係を深めて、市民にプロスポーツを「観る」環境を作り、トップアスリートと市民の交流の場を広げるこ

と。 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

計画の目標    Ⅲ スポーツ環境の充実    

施策名施策名施策名施策名    (11)(11)(11)(11)    既存既存既存既存スポーツスポーツスポーツスポーツ施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

現在本市には、市民の様々なスポーツに対応する施設を設置し、提供しています。 

屋内施設については、団体・個人での利用環境が整備され、多くの市民をはじめ他市の団体等にも活用されています。特に泉市民体育館・立川公園野球場につい

ては、「スポーツ祭東京 2013（第 68回国民体育大会・第 13回障害者スポーツ大会）」を契機に改修工事が施され、より使いやすい施設となりました。 

屋外施設については、土・日・祝日及び夜間に利用がほぼ 100％集中しています。一方、平日利用に空きのある施設が見受けられることから、さらなる効率的利

用を図るため、新たな活用方法を検討します。 

【取組事項】 

①庭球場の改修整備。天候の影響を受けず、管理がしやすく利用しやすい全天候型（砂入り人工芝）コートを錦町庭球場に続いて泉町庭球場に整備し、市の南北

それぞれの地区に配置します。②立川公園陸上競技場の改修。昭和 34(1959)年に竣工した立川公園陸上競技場（公認４種）は、築 55 年の経過に伴い、老朽化が激

しくなっています。また、トラックがクレー（土）であることから、利用者の減少や規模の大きな大会が開催されないなど、利用率低迷という課題を抱えていまし

た。そこで、トラックを全天候型に更新し、スタンドを改築した上で公認２種※の陸上競技場に大規模改修を行います。フィールド内はサッカー競技のできる複合

施設とします。③女性がスポーツしやすい環境整備。スポーツをする女性や、観る女性が利用しやすいよう、泉町・錦町各庭球場近くに立地する泉・柴崎両市民体

育館の更衣室・シャワーのみの利用について、低廉な価格で利用できるよう同両市民体育館指定管理者と協議・検討していきます。また、立川公園野球場につきま

しても、トイレが男女兼用となっていることから、女性が利用しやすいよう、男女別トイレに改修を行います。④屋外体育施設の効率的活用。子どもの体力低下の

原因の一つとして、外遊びの減少が挙げられています。子どもの成長に欠かすことのできない「体力」を向上させる一助とするため、平日の比較的利用の少ない施

設及び時間帯を「外遊び」用の施設として開放します。⑤屋外体育施設の配置。「新庁舎周辺土地利用計画」では、立川基地跡地内の一部区域において、新たに運動

公園等を整備していく方向が示されています。今後、この計画の中で整備する運動施設については、設置条件なども含め諸条件を整理し、市域全体の屋外体育施設

の機能を精査した上で検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 ①平成 27年度に、泉町庭球場を全天候型（砂入り人工芝）コートの改修を行った。②平成 28年度までに、立川公園陸上競技場の改修に向けた実施設計を行った。

③立川公園野球場の便所改修工事を平成 29年度より実施し、男女兼用トイレを男女別にするとともに、だれでもトイレやバリアフリー設備を設置し、女性をはじめ

誰もが使いやすい施設環境づくりを進めた。④砂川中央地区多目的運動広場において、毎週水曜日の午後を「遊びの広場」として子どもたちが自由に利用できるよ

うに開放することとした。⑤市域全体の屋外体育施設のあり方の検討のため、平成 29 年度より市内外の屋外体育施設の設置・利用状況の現状分析を行い、平成 31

年度の完了に向けた取り組みを進めた。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 
・体育施設全体の老朽化が進んでおり、安全で安定的な施設管理運営を維持していくためには、施設や設備の計画的な修繕・更新が必要となっている。そのために、

施設配置や管理運営手法のあり方を定める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名 (12)(12)(12)(12)    学校施設学校施設学校施設学校施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

減少傾向にある地域における子どもたちの「外遊び」の場を確保するため、各地域に点在する小学校の校庭や体育館を「遊び場」として開放しています。また、

スポーツ団体に小・中学校の校庭や体育館を学校教育に支障のない範囲で開放することで、スポーツ活動の場を提供し、スポーツ団体や幼児、児童に地域スポーツ

の活動拠点として重要な役割を果たしています。 

【取組事項】 

学校教育に支障のない範囲で、現在の利用区分以外の時間帯も含め、スポーツ活動の場を提供できるよう検討します。 

 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 小学校の校庭や体育館を「遊び場」として開放し、併せて、スポーツ団体に小・中学校の校庭や体育館を学校教育に支障のない範囲で開放している。平成 29年度

の遊び場利用者は、59,039人でスポーツ利用者は、371,142人。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 
・学校施設の利用希望団体が多いことや、学校の大規模・中規模改修が順次実施されていて、体育館や校庭の使用ができない期間があり、空のない状態が恒常化し

ている。また、年度途中での新規利用団体の登録は空がないことから難しく、結果として利用団体が固定化する傾向がある。 

・照明塔の更新が必要な学校があり、計画的な建て替えを行なう必要がある。 

    

    

    

    

    

    

    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    (1(1(1(13333))))    指導者指導者指導者指導者のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

専門的な知識と指導技術を持った意欲的なスポーツ指導者を確保することやその育成に取り組むことは、地域スポーツの活性化と生涯スポーツ社会を実現するた

めに必要不可欠となっています。このような知識と技術を習得した指導者が、地域スポーツ推進の原動力となることにより、スポーツの楽しさを適切な指導で伝え

ることで、スポーツを継続して取り組む礎となります。 

また、競技スポーツに限らず、健康づくりなどの幅広い年齢層の方が気軽に取り組める運動に対応する新たな指導者の育成・確保も求められています。 

【取組事項】 

①専門的な知識及び技術を持つ指導者を確保し育成していくため、施設・設備の整ったスポーツ活動の盛んな周辺大学や関係各課と連携し、指導者研修の実施を

検討します。②地域におけるスポーツ活動を推進するため、一定の研修を修了したスポーツ指導者を確保することで、競技スポーツに限らない各種スポーツに対応

した指導者の提供ができるようなネットワークづくりを図ります。③健康推進課や生涯学習推進センター等と連携して、健康づくりなどの幅広い年齢層の方が気軽

に取り組める運動に対応する指導者の育成・確保のしくみづくりを検討します。 

 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 ① 東京女子体育大学との連携協定を結び、相互協力体制を築いた。② スポーツ推進委員を中心に、様々な研修に参加したり、内部研修も実施している。また、

障害者スポーツ指導者養成研修会に参加し、地域で活動をしている。③ 健康推進課、高齢福祉課、スポーツ振興課の３課で協力して、「ラジオ体操・みんなの体操

会」及び「ラジオ体操・みんなの体操指導者講習会」を、平成 27年度特別巡回をきっかけに、新規事業として平成 28年度から実施し、地域でのスポーツイベント

で正しいラジオ体操の普及を行なうラジオ体操指導員の資格の取得を促進している。 

 

 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 
・専門的な知識及び技術を持つ指導者の育成やスポーツ活動を推進するためのスポーツ指導者の確保及びそれらのネットワークの構築が必要。 

 

 

    

    

    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    (14)(14)(14)(14)    情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

スポーツに関する事業の情報が、市民にきめ細かく効果的に発信されなければ、スポーツを身近に感じることはできない。情報の受け手側である市民に、スポー

ツイベントやスポーツ教室等の事業や施設情報が効果的に伝えられてこそスポーツに親しむきっかけが生まれます。 

【取組事項】 

①広報「たちかわ」や立川市ホームページ、立川市体育協会ホームページを活用するとともに、地域のケーブルテレビ局やＦＭ放送局等に積極的に情報を提供しま

す。②泉・柴崎両市民体育館を管理する指定管理者と連携し、市民へのチラシ等様々な広報媒体を活用し、スポーツ関連情報を提供します。③庁内関係課で実施す

るスポーツ関連事業情報をわかりやすく市民へ提供するシステムを検討します。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

① 広報「たちかわ」や立川市ホームページ及び立川市体育協会ホームページを活用して、市民大会の各種目の開催、各種スポーツイベント・教室の開催情報を市民

に提供している。また、新規のイベントや参加者の多いイベントは、積極的にプレスリリースをしている。② 泉・柴崎両市民体育館には、ポスターの掲示やチラシ

を配置し、市民体育館を訪れる方々に情報を提供している。③ きらりたちかわ等、他のセクションで発行する情報誌にスポーツ教室等の開催予定を掲載している。

また、市内の施設にチラシを配布している。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 
・様々なメディアを通じて情報の発信を行っているが、より効果的な方法を検討する。 

 

 

 

 

 

 



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名 (15)(15)(15)(15)    健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

スポーツは競技として勝敗や記録を目的とすることにとどまらず、介護の予防や健康増進、地域との絆づくりなど心身の健康づくりにも大きな役割を果たします。

併せて、スポーツに対する高いニーズを活用し、スポーツイベント・各種教室を通したコミュニティの活性化に結びつけることにも取り組む必要があります。 

【取組事項】 

①らくらく水中ウォーキング、さわやかエクササイズ、みんなでストレッチ、アクアエクササイズなど身体を動かすことの楽しさを知り、生活の中に取り入れてい

くことを目的とした健康づくり教室を引き続き実施します。②市民自らが企画・運営する健康づくりのための教室の実施を支援し、スポーツに親しむ層を拡大して

健康の増進を図ることを目的とする地域健康教室事業を今後も実施します。③市民の健康管理に対するきっかけづくりを目的に、泉・柴崎両市民体育館において同

指定管理者が実施している、スポーツと健康をテーマとした医学・栄養・運動講座を引き続き実施します。 

④市内の各種団体や企業等と連携し、「体力年齢測定会」の事業拡充も含め、地域資源の有効活用に向けたしくみづくりに取り組みます。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 ① 泉・柴崎両市民体育館指定管理者により、水中ウォーキング、みんなでストレッチ、アクアビクスなどの健康づくりのための教室を引き続き実施。平成 29 年

度の参加者は、20,695 人である。② 地域健康教室事業については、平成 28 年度まで実施、利用団体は２団体。③ 泉市民体育館で、ロコモティブシンドローム予

防講座などスポーツと健康をテーマとした医学・運動講座を引き続き実施。平成 29年度の参加者は、30人。④ 市が主催の「体力年齢測定会」に加え、泉市民体育

館で、立川市老人クラブ連合会主催でも開催されている。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 
・全ての市民が何らかのスポーツを継続して実施する習慣と体制・施設整備が必要であり、体制としては関係各課で連絡を取り合い協力体制の構築が必要。 

    

    

    

    

    



立川市スポーツ推進計画（平成 27～31年度）の実施状況と課題 
                     人数は全て延べ人数 

施策名施策名施策名施策名    (1(1(1(16666))))    オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック競技大会競技大会競技大会競技大会をををを契機契機契機契機とするとするとするとするスポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進    

施策施策施策施策のののの内容内容内容内容    

平成 32（2020）年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機にスポーツへの関心が高まり多様なスポーツに関する普及啓発などが急速に進みます。この

機会を大きなチャンスととらえて開催終了後も見据えて、スポーツに関する気運を引き続き持続させる取り組みを次のように展開します。 

【取組事項】 

①東京オリンピック開催を契機とするスポーツへの関心の高まりをとらえて、子どもからお年寄りまでスポーツに親しむ市民を増加させ、目標に掲げるスポーツ

実施率の向上に向け取組を展開します。②立川市の持つ都市特性を活かして、東京開催のホスト都市としての役割を果たすことが重要です。世界中から選手はもと

より、日本を訪れる外国人の方が増加します。ホスト都市の一翼を担う立川市としては、東京都や近隣市、さらに大学等とも連携してスポーツ関係者はもとより多

くの市民との協働により多様な取組を展開していきます。③未来を担う子どもたちの夢と希望につながる開催となるよう、準備の段階から学校等と連携してオリン

ピック教育に取り組むことはもとより、開催後にもスポーツが持つ多様性を活かし、教育の様々な場面で子供の成長に結びつけるよう取り組んでいきます。④パラ

リンピックの開催を契機に、障害者スポーツの振興ならびに、その周知を図る最大の機会とするために取り組みます。特に子ども達には、障害者の方々への理解を

図る観点からも福祉教育にも結びつく学びの機会としていきます。 

施策施策施策施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

①アスリートスポーツ教室、泉市民体育館まつり、ニュースポーツ研修会を開催し、スポーツへの興味を引き付けるとともに、誰にでも気軽にスポーツが取り組

める環境を用意し、スポーツ実施率の向上の手助けとなった。 

② 平成 29年度策定の「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた立川市の取組方針」に基づき、スポーツの分野では平成 27年度、30年度に

東京都のパラリンピック体験プログラムを開催したほか、東京女子体育大学や関係団体と連携して、イベントを活用した気運醸成の取組を行った。また、これまで

近代五種競技のオリンピック出場選手との交流を行ってきたが、その入門版である近代３種競技の大会を平成 30年度立川市内で開催することが決定しており、市民

へも広く参加を募る予定である。 

③ 各学校でオリンピック教育の推進として、オリンピアンを招いた交流や講演会、実技指導などを行っており、東京女子体育大学にオリンピアン派遣を依頼し、

平 29年度は市内小学校 9校で実施した。また、オリンピック・パラリンピック教育の重点校（立川第九中学校）が市内在住・在勤のリオオリンピック出場選手の応

援映像やパネルを作成したほか、大会後の報告会を開催し、選手の貴重な経験を学んだ。 

④ 平成 27 年度から障害者スポーツ教室や体験会、研修会を実施。また、平成 29 年度に自治大学校共催でパラリンピアンの講演会を開催し、計 101 名の参加が

あった。各学校ではパラリンピック教育を推進し、パラリンピアンとの交流、障害者スポーツや車いすの体験等を行った。特に市内在住のデフリンピック（聴覚障

害者の国際大会）出場選手への応援や交流を通じて、子ども達に対して障害者理解を深めることができた。 

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 
・大会までに築いてきたスポーツへの関心の高まりや、障害者スポーツの振興などを大会終了後もいかに持続させ、レガシーとして残していくかが課題となる。 


