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        会議録       

会 議 名 令和 2年度（2020年度） 第 1回会議録 

日時（会議成立

日 ） 
令和 3年（2021年）3月 31日（水）  

開 催 方 法 書面会議（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため） 

参 加 委 員 

長田正美、澤本則男、塩澤迪夫、鈴木紀幸、平岡孝子、村松直和、 

山崎勲介、佐藤仁、三浦浩文、木内苗津子、園山直樹、梅澤秋久、 

作野誠一、久保田晃、林廣子 

議 題 なし 

報 告 

１ 令和３年度(2021年度)予算案について(スポーツ関係) 

・・・別紙１－１～１－６ 

２ コロナ禍でのイベント・施設等の対応について 

・・・別紙２－１～２－４ 

３ 平成元年度（2019 年度）八王子市スポーツ推進計画進捗状況

について 

・・・別紙３－１～３－２ 

御意見・御質問 別紙のとおり 

 

 

 

 



 

【令和３年度（2021年度）予算案について（スポーツ関係）】 

 

スポーツ振興課予算案 説明資料  

 

・「スポーツ推進審議会運営」は、15万 6千円の減額。 

審議会の開催回数を、令和 2年度は 3回としたが、令和 3年度は開催回数を年 2回とすることによ

るもの。 

  

 ・「スポーツ推進委員活動」は、85万 3千円減額。 

任期開始に伴う被服費の減。(令和 3年度は委員の増・入替に備えて 3名分計上) 

  

・「各種大会」は、熱中症・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、大会の内容に応じて増額。 

  

 ・「障害者スポーツの推進」は、15万 8千円減額。 

ボッチャを地域に振興させるためのボッチャセットなどの消耗品購入費用の減。 

  

 ・「健康体操教室開催」は、35万 6千円増額。 

会計年度任用職員（専門職）である指導員の報酬等の増。 

  

 ・「全関東八王子夢街道駅伝競走大会の開催」は 10万 9千円の増額。 

   会計年度任用職員（アシスタント職）の報酬等の増。実行委員会負担金は令和 2年度当初予算の同

額を計上しており、過不足額については、東京 2020大会等における感染防止対策を確認したうえで

必要となる経費を積算し、補正予算で対応する。 

  

・「上柚木地域運動施設立地検討」は、業務内容見直しより、88万８千円減。 

上柚木公園内の運動施設立地の可能性について検討するために現状等の把握，需要調査を実施。 

  

 ・「総合型地域スポーツクラブ地区運動会開催」は 19万 8千円の減額。 

例年の実績を計上したことによる減。(21団体→19団体) 

   

・「スポーツ推進基金」は、スポーツの推進を図るための資金を積み立てるもので、令和 2 年度より

61万 3千円の減。(使用料見込額の減) 

 

・ 事業廃止による皆減 ロードレース大会・ネオテニス大会 

・ 事業統合・廃止による皆減 オリンピック・パラリンピックに向けたスポーツ普及啓発 

別紙１-１ 



別紙１-２

（単位：千円）

Ｎｏ. 3予算額 2予算額 前年度増減 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 備                        考

1 1,173 1,138 35 新型コロナウィルス感染症対策に伴う、消耗品費の増

2 312 468 △ 156 法に基づく審議会を設置し、スポーツの推進に関する重要事項について審議する。 定例会開催回数３回→２回による減

3 5,362 6,215 △ 853 総合型地域スポーツクラブなどから推薦のあった市民を委員として委嘱し、スポーツの推進を地区レベルで行う。 委嘱開始年必要経費（被服費）の減

4 大会役員・選手派遣 2,070 2,071 △ 1

5 都民体育大会役員・選手派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,171 1,172 △ 1 都及び都体協が開催する大会に八王子市代表選手を派遣する。

6 市町村総合体育大会選手派遣 655 655 0 都内市町村が合同で行う大会に八王子市代表選手を派遣する。

7 都民スポレクふれあい大会選手派遣 244 244 0 都及び都レク協が開催する大会に八王子市代表選手を派遣する。

8 各種大会開催 4,285 3,947 338

9 市民スポーツ大会（開会式及び３５種目） 3,371 2,700 671 市民が日頃の成果を試す場として、全35種目の大会を開催する。 熱中症・新型コロナウイルス感染症対策に伴う増

10 陸上選手権大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215 193 22 八王子陸上選手権大会で13種目を競い合う。 熱中症・新型コロナウイルス感染症対策に伴う増

11 水泳大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 358 347 11
市内大学施設にて開催する市民水泳大会。令和3年度は大学施設を借用することができないため、甲の原体育
館で開催予定。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う増

12 市民スキー競技大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 341 330 11 スキー愛好者を対象に開催するスキー競技大会。 新型コロナウイルス感染症対策に伴う増

13 ロードレース大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 377 △ 377 浅川ゆったりロードを走るロードレース大会。 事業廃止による皆減

14 各種大会・スポーツ教室開催 1,579 1,608 △ 29

15 市民レクリエーション大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 743 732 11 レクリエーション活動を行う市民の日頃の成果を試す場として実施する。 新型コロナウイルス感染症対策に伴う増

16 市民スポーツレクリエーション大会　　　　　　　　　　　　　　 503 305 198 スポーツ・レクリエーション活動を行う市民の日頃の成果を試す場として実施する。 熱中症・新型コロナウイルス感染症対策に伴う増

17 ネオテニス教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 80 △ 80 八王子生まれのニュースポーツ「ネオテニス」の教室を実施し、スポーツを行うきっかけづくりを図る。 事業廃止による皆減

18 障害者スポーツの推進 333 491 △ 158
障害者スポーツの体験イベントを開催すると共に、障害者の方が参加しやすい環境づくりのため指導員を要請す
る。

ボッチャセット購入費の減

19 7,269 6,913 356 指導員派遣型の健康体操事業。 会計年度任用職員報酬等の増

20 740 740 0
市内の名所・名跡などをたどる約10ｋｍのコースを歩くウォーキング大会を開催し、体力や健康の維持増進意識の
向上を図る。

21 24,055 23,946 109
ＪＲ八王子駅をスタートし、甲州街道を主なコースとする駅伝競走大会に際し、実行委員会の経費の一部を負担
する。

会計年度任用職員報酬等の増。過不足額については、東京2020大会
等の対策を確認したうえで必要経費を積算し、補正予算で対応

22 1,500 6,350 △ 4,850

23 ジュニア育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500 1,500 0 東京都市長会が交付する助成金を活用し、市域各団体と協働して開催するジュニアスポーツ事業。

24 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けたスポーツ普及啓発 0 4,850 △ 4,850 東京2020大会決定を契機としてスポーツ教室を実施し、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの気運醸成を図る。 事業統合・廃止による皆減

21 2,632 3,520 △ 888 上柚木地域に運動施設の立地可能性について検討するため調査を実施する。 業務内容見直しによる減

25 1,881 2,079 △ 198
総合型地域スポーツクラブや旧地区体力つくり推進協議会などの団体に対し、全年代が参加できる運動会・ス
ポーツ大会等に開催するための補助金を支給する。

例年の実績額を計上したことによる減

26 300 300 0
総合型地域クラブが活動する小中学校の体育施設の修繕等を行うと共に、活動を周知しするなどクラブを支援す
る。

53,158 59,295 △ 6,137

27 基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,958 30,571 △ 613
スポーツ推進事業の実施に必要な資金を積み立て、同事業のための経費と施設の建設資金の財源として活用
する。

富士森公園、松木公園、戸吹公園、上柚木公園、大塚公園、椚田運
動場テニスコート使用料1,500円のうち500円相当額を増額分を基金へ
積立等

上柚木地域運動施設立地検討
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地区運動会等開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合型地域スポーツクラブ活動環境整備　　　　　　　　　　　　

計

スポーツ推進基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令 和 ３ 年 度　　ス ポ ー ツ 振 興 課 当 初 予 算 案 一 覧　

事　　　　業　　　　名

ス
ポ
ー
ツ
・
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リ
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シ

ョ
ン
の
推
進

体育振興費事務費　　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツ推進審議会運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツ推進委員活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康体操教室開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヘルシーウォーキング開催経費　　　　　　　　　　　　　　　　

全関東八王子夢街道駅伝競走大会の開催　　　　　　　　　　　　

ジュニア育成



【令和３年度（2021年度）予算案について（スポーツ関係）】 

 

スポーツ施設管理課予算案 説明資料 

 

・スポーツ施設管理課の予算は、屋外・屋内の各運動施設の管理運営経費、施設整備経費を

計上。特徴として、大きな整備工事があると予算額が増加し、事業が完了すると減少。 

 

・令和３年度の予算は、総額で 15 億 7,339 万円、前年度との比較で 1 億 3,776 万円の減

額。 

 

・主な減額要素は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、維持管理委託料等の縮減を行った

ことである。 

 

 

令和３年度の予算の特徴 

 

【屋外運動施設】 

・「20 富士森公園野球場改修」に富士森公園野球場（ダイワハウススタジアム八王子）

の管理舎等の防水塗装工事費１億 5,010万円を計上。 

 

・「24 西寺方グラウンドトイレ整備」に水洗トイレの建築工事費 3,300万円を計上。 

 

・「19 上柚木公園野球場改修」に上柚木公園野球場のスコアボードの改修工事費１億

6,907万円を計上。 

 

 

 

【体育館】 

・「29 甲の原体育館の大規模改修」において令和３年度～４年度にかけて行う大規模改

修工事の初年度として３億 2,628 万 2 千円を計上するほか、「30 甲の原体育館の機

能拡充」として、隣接する東京婦人補導院、八王子少年鑑別所跡地活用に向けた整備

基本計画を策定するために策定業務委託料 377万 9千円を計上。 

 

別紙１-3

３ 



（単位：千円）

※全体的にその他事業において、コロナ禍における経費
を大幅に削減している

Ｎｏ. ３予算額 ２予算額 前年度増減 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 備                        考

1 校庭夜間開放 1,129 11,799 △ 10,670
翌日の授業に差障りのない範囲で、ナイター照明を設置した学校について、スポーツする場の提供を
行うため校庭を開放する

2 プール開放 0 6,340 △ 6,340
夏期休暇中のプールを有効活用し、地域の方に自由に楽しめる場の提供を行うためプールを開放す
る

令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休
止

3 滝ガ原運動場管理費 25,345 31,887 △ 6,542
滝ガ原運動場の野球場（10面）、ソフトボール場（4面）、テニスコート（ハード2面・クレー2面）、サッカー
場（1面）を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

4 川町運動場管理費 2,832 4,157 △ 1,325
川町運動場の少年野球場（1面）、少年サッカー場（1面）を安全かつ良好な状態で保つための維持管
理経費

5 椚田運動場管理費 5,664 7,825 △ 2,161
椚田運動場の少年野球場（1面）、少年サッカー場（1面）、テニスコート（砂入り人工芝3面）、ゲート
ボール場（1面）、ジョギングコース（1周450ｍ）を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

6 富士森公園陸上競技場管理費 48,384 56,127 △ 7,743
2020年3月にリニューアルオープンした東京フットボールセンター八王子富士森競技場（富士森公園
陸上競技場）の維持管理経費

7 富士森公園テニスコート管理費 10,417 12,889 △ 2,472
富士森公園テニスコート（砂入り人工芝6面、照明灯8基）を安全かつ良好な状態で保つための維持管
理経費

8 富士森公園野球場管理費 32,168 181,168 △ 149,000
ダイワハウススタジアム八王子（富士森公園野球場）（野球場1面、照明灯6基）を安全かつ良好な状態
で保つための維持管理経費

①へ

9 富士森公園陸上競技場内屋内運動施設管理費 0 137 △ 137 令和4年（2022年）以降完成予定の富士森公園陸上競技場内屋内運動施設の維持管理経費 令和3年度予算は事業の先送りに伴い皆減

10 高倉公園野球場管理費 449 478 △ 29 高倉公園野球場（野球場1面）を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

11 陵南プール管理費 8,597 13,811 △ 5,214 陵南プール（25ｍプール、幼児用プール）を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

12 下恩方地区運動場管理費 85 105 △ 20 下恩方地区運動場管理費の野球場（1面）を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

13 西寺方グラウンド管理費 3,073 36,957 △ 33,884
西寺方グラウンドの野球場（1面）ソフトボール場（1面）を安全かつ良好な状態で保つための維持管理
経費

②へ

14 上柚木公園内運動施設管理費 61,949 231,405 △ 169,456
上柚木公園の野球場（1面）、ソフトボール場（1面）、陸上競技場（400ｍ×8レーン全天候舗装）、テニ
スコート（砂入り人工芝8面）の管理運営を担う指定管理者への指定管理料

③へ

15 大塚公園内運動施設ほか７公園施設管理費 77,341 83,803 △ 6,462
大塚公園の野球場（1面）、大塚公園他7公園のテニスコート（砂入り人工芝計24面）、北野公園野球場
（1面）の管理運営を担う指定管理者への指定管理料及び、大塚公園水泳プール（変形25ｍプール、
幼児プール噴水プール）を直営で安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

16 戸吹スポーツ公園管理費 15,607 14,387 1,220
戸吹スポーツ公園のスケートパーク、テニスコート（砂入り人工芝6面）、サッカー場兼ラグビー場（1面）
の管理運営を担う指定管理者への指定管理料

17 施設予約システム管理費 4,930 5,768 △ 838 運動施設の予約、利用管理を行う施設予約システムの維持管理経費

18 屋外運動施設管理事務費 7,484 12,776 △ 5,292 屋外運動施設全体（共通事務）に係る一般事務経費

19 滝ガ原運動場再整備 1,138 3,570 △ 2,432 継続して、再整備に向けた整備工事などを実施

20 富士森公園野球場改修 155,100 ①　0 155,100 富士森公園野球場のスタンドの屋上防水工事に係る経費
令和2年度に富士森公園野球場管理費にて実施予定だっ
た事業の再計上

21 西寺方グラウンドトイレ整備 33,000 ②　0 33,000 既存トイレの解体、水洗トイレ建設の経費を計上
令和2年度に西寺方グラウンド管理費にて実施予定だった
事業の再計上

22 上柚木公園野球場改修 169,070 ③　0 169,070 上柚木公園野球場のスコアボード改修に係る経費
令和2年度に上柚木公園内運動施設管理費にて実施予定
だった事業の再計上

23 上柚木公園陸上競技場改修 0 6,216 △ 6,216 令和4年度（2022年度）以降の第2種公認競技の公認更新に必要な改修工事を行う 令和3年度予算は事業の先送りに伴い皆減

24 富士森公園陸上競技場内屋内運動施設整備 0 309,293 △ 309,293 令和4年（2022年）以降完成予定の富士森公園陸上競技場内屋内運動施設の整備経費 令和3年度予算は事業の先送りに伴い皆減

25 富士森体育館施設管理経費 53,404 62,140 △ 8,736 富士森体育館を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

26 富士森体育館分館競技場施設管理経費 9,904 11,441 △ 1,537 富士森体育館分館競技場を安全かつ良好な状態で保つための維持管理経費

27 富士森体育館運営経費 42,543 45,516 △ 2,973 富士森体育館を運営するとともに体育館オリジナルの各種スポーツプログラムを提供する経費

28 甲の原体育館の管理運営 61,965 105,573 △ 43,608 甲の原体育館の運営を担う指定管理者への指定管理料 大規模改修を予定（9月から休館）

29 甲の原体育館の大規模改修 326,282 1,320 324,962 甲の原体育館の大規模改修工事を行う(令和3～4年度債務負担行為)

30 甲の原体育館の機能拡充 3,779 3,779 0
「東京婦人補導院・八王子少年鑑別所」移転後の跡地を活用した、甲の原体育館の機能の拡充方針
等について基本計画策定業務委託を行う

31 総合体育館の整備 156,377 156,260 117
ＰＦＩ事業契約に基づく総合体育館（エスフォルタアリーナ）の施設整備費割賦払い分に該当するサー
ビス購入費

32 総合体育館の運営 255,377 294,224 △ 38,847 ＰＦＩ事業契約に基づく総合体育館（エスフォルタアリーナ）の指定管理料に該当するサービス購入費

1,573,393 1,711,151 △ 137,758

令　和 ３年 度　　ス ポ ー ツ 施 設 管 理 課 当 初 予 算 一 覧　

事　　　　業　　　　名
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オリンピック・パラリンピック推進室予算案説明資料 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた取組 

及び 国際スポーツ大会の開催支援 について 
【令和３年度の主な取組】 

 

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（東京２０２０大会）の成功を支え、スポーツ振興や地

域活性化につなげるなど、大会のレガシーとして後世に引き継ぐ。 

大会開催となる令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、聖火リレーの実施支援や

自転車競技（ロード）の開催支援、臨場感を味わえるコミュニティライブサイトの運営など、東京２０２０大

会の記憶を後世に遺す取組を行うほか、ホストタウンとして、アメリカのクライミングチーム及び台湾のパ

ラ・パワーリフティングチームの事前キャンプ受入による国際交流を推進する。 

 

 

１．聖火リレーの開催支援 

 ⑴ オリンピック   〈予算 12,417 千円〉 

聖火リレーサポーター（約 900 人）の協力を得て、聖火リレー及びセレブレーション(聖火の到着セ

レモニー）の運営を支援する。 

  ① 日 時  ７月 10 日（土）18：20 頃のスタート（陵南いちょう会館）  

※セレブレーションは 18:30 頃開始予定 

  ② ルート（6.17 ㎞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 市の役割：ルート沿道での資器材設置、観客・雑踏の整理など 

セレブレーション会場の設営（一部）及び運営補助など 

  ④ セレブレーション：市提供プログラム（吹奏楽など）の実施 

 

 ⑵ パラリンピック   〈予算 4,853 千円〉 

障害者施設等で採火した火を『八王子の火』として集火し、パラリンピック聖火の一部とする。 

※ 実施方法については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ参加団体と調整中 

  

別紙１-5
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① 『八王子の火』集火式  日時：８月２０日（金）AM、会場：富士森公園 

② 採火予定施設・団体 

八王子西特別支援学校、八王子東特別支援学校、南大沢学園、八王子盲学校 

心身障害者福祉センター、障害者療育センター、八王子障害者団体連絡協議会 

③ 採火から聖火リレーまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自転車競技ロードレースの開催支援   〈予算 3,480 千円〉 

コースサポーター（公募市民）120 人を中心に、コース沿道で競技運営をサポートするとともに、地

域団体と連携してコース沿道での盛り上げを行う。 

 

【ロードレース概要】 

ロードレース（男子） ロードレース（女子）

７月24日（土）
11：00～18：15

７月25日（日）
13：00～17：35

約244ｋｍ 約147ｋｍ

130名 67名

区　間

距　離

通過予想時間 12：00頃 14：00頃

区　分

5.1ｋｍ

         スタート： 武蔵野の森公園（調布市）
         ゴール  ： 富士スピードウェイ（静岡県小山町）

都道158号線小山乞田線（多摩ニュータウン通り）
松が谷トンネルから小山内裏トンネルまで

市
　
内

日　時

競技会場

総距離

参加選手数

  

  

聖火リレー 都集火式 全国集火式 聖火リレー 

競技開催都県聖火リレー（８月２０日） 

新宿区⇒中野区⇒豊島区⇒北区⇒文京区 開催都市内聖火リレー 

（８月２１日～２４日） 

採火 

採火 

採火 

採火 

８月２０日夜 

『八王子の火』市集火式 

都聖火ビジット 
都庁 

（ ８月２０日１１時まで） 

八王子の火 

（８月２０日ＡＭ） 

採火 

採火 

特別支援学校等（８月１９日 or２０日） 
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３．コミュニティライブサイト等の運営   〈予算 25,000 千円〉 

東京 2020 大会開催中に、パブリックビューイングと競技体験をあわせたイベント等を実施する。

会場では、応援グッズの配付やＭＣによる盛り上げを予定。 

 

【日時・会場等】 

№ 種別 日　時 会　場 主な放映競技 客席規模

1
７月２４日（土）

１１：００～１８：００
自転車競技ロードレース（男子） 約４５０

2
７月２５日（日）

１３：００～１８：００
自転車競技ロードレース（女子） 約４５０

3
７月２６日（月）

９：００～２０：００
・体操決勝（男子団体）
・卓球決勝（混合ダブルス）など

約４５０

4
７月２７日（火）

１０：３０～２０：００
・女子柔道６３kg級（田代未来）
・女子バレーボール

約４５０

5
８月３日（火）

１７：００～２２：４０
スポーツクライミング男子（予選） 50

6
８月４日（水）

１７：００～２２：２０
スポーツクライミング女子（予選） 50

7 CLS
８月２８日（土）
９：００～１７：００

八王子駅
南口総合事務所

パラ・パワーリフティングほか
パラ競技

50

※CLS：コミュニティライブサイト     PV：パブリックビューイング

※観客規模は、会場の収容人数の５０％程度を目安に設定

エスフォルタアリーナ
八王子
（サブアリーナ）

Dボルダリング
八王子店
（中町）

CLS

PV

 

【参考】 東京都が設置する『パブリックビューイングを核とする盛り上げ会場』 

会 場 ：都立大学南大沢キャンパス（講堂） 

期 間 ：７月 24 日～８月９日（オリンピック期間） 

 

４．事前キャンプの受入れ   〈予算 1１,2５９千円〉 

新たな国際交流を推進し、市民の国際感覚や多様性を尊重する意識の醸成を図るため、事前キャ

ンプの受入れを行う。また、市民とアスリートの交流機会を提供し、ホストタウンとしての今後の交流

にもつなげていく。 

区　分 アメリカ合衆国
台　湾

（チャイニーズ・タイペイ）

競技種目 スポーツクライミング パラ・パワーリフティング

期　間 ７月下旬（予定） 8月上旬（予定）

練習会場
Dボルダリング（中町）

アウトドアビレッジ（昭島市）
日本工学院八王子専門学校

宿泊先

市民交流

京王プラザホテル八王子

公開練習
オンライン交流

コミュニティライブサイトでの応援  

 



別紙１-6
◆オリンピック・パラリンピック推進室　令和３年度当初予算案の概要（対前年度比較） （単位　千円）

№ 事業名 事業費 主な内容 事業費 主な内容

1 機運醸成 3,949
ＨＡＣＨＩＯＪＩ２０２０フェスタ（競技体験）の開催、
まつり出展

4,916 機運醸成イベント、懸垂幕掲出（出場選手）

2 シティドレッシング 3,974 八王子駅北口・南口を都市装飾でドレッシング 644

①アメリカスポーツクライミングチームの受入
①アメリカスポーツクライミングチームの受入
　　【内容見直し：受入期間、練習会場等借上の精査】

②台湾パラ・パワーリフティングチームの受入 ②台湾パラ・パワーリフティングチームの受入

4 聖火リレー開催支援（オリ） 17,515
聖火リレーサポーターユニフォーム購入
周知活動、運営支援
セレブレーション会場の設営

12,417
聖火リレーサポーターユニフォーム購入
ポスター・チラシ作成、チラシポスティング
セレブレーション会場の設営

「八王子の火」採火・集火式の実施 「八王子の火」採火・集火式の実施

　　【内容見直し：仕様変更（新型コロナウイルス感染対策）】

6 ロードレース開催支援 3,819 周知活動、運営支援 3,480 周知活動、運営支援、沿道での盛り上げ（囃子）

パブリックビューイングと競技体験を合わせたイベント開催　 ①コミュニティライブサイト

　３会場（セレオ八王子、イーアス高尾、Dボルダリング）８回 　　エスフォルタアリーナ：４日間

　 ②パブリックビューイング

　　Dボルダリング：２日間、南口総合事務所（パラ）：１日

　　【内容見直し：会場・仕様変更（新型コロナウイルス感染対策）】

8 競技観戦・応援事業 3,190 競技会場での応援・観戦ツアーの実施（９競技・１１回） 0 【中止（新型コロナウイルス感染対策）】実施せず

①市民交流（学校訪問、ボルダリング教室） ①市民交流（公開練習見学、オンライン交流）

②ホストタウン切手の作成 ②ホストタウン切手の購入

①オリパラシンボル・大会マスコットの移設 ①オリパラシンボル・大会マスコットの移設

②大会記念銘版の設置 ②大会記念銘版の設置

【新規】事前キャンプ、聖火リレー、パブリックビューイング等

　PCR検査、食事会場借上、消毒液、フェースシールド

12 庶務経費 799 1,083

108,565 75,773

①フロアボールアジア・オセアニア選手権の開催支援 ①フロアボールアジア・オセアニア選手権の開催支援

②ボルダリングWCの開催準備 ②ボルダリングWC八王子２０２２の開催準備

【新規】③パラ・パワーリフティング国際招待選手権の開催支援

110,403 77,784

新型コロナウイルス感染症対策

国際スポーツ大会開催支援

7,243オリパラシンボル等設置10

13

3

令和３年度　当初予算区　　分

合　計

5 聖火リレー開催支援（パラ）

9 ホストタウン事業

コミュニティライブサイト等運営7

1,838 2,011

8,028

3,533

オリパラに向けた取組推進　計

11

560

44,777

871

令和２年度　当初予算

事前キャンプ受入れ 11,25916,428

4,8536,000

25,000



コロナ禍でのイベント・施設等の対応について 説明資料 

 

1 スポーツ振興課 「事業実施一覧(前年度比較)」 

 

【令和元年度】 

 順調にイベント等を開催していたが、10月の台風 19号の影響により、「TOKYO八峰マ

ウンテントレイル」「八王子ロードレース大会」、雪不足により「市民スキー競技会大会」

を中止。2月以降は、新型コロナウィルス感染症拡大により、「市民レクリエーション大

会」や「市民スポーツレクリエーション大会」の一部、健康体操教室を中止した。 

 

【令和２年度】 

年度当初より、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、例年実施している大規

模なイベントを中止。「ネオテニス教室」「野球教室」「サッカー教室」「健康体操教室」

は、定員を見直す等、新しい生活様式に対応した形で開催した。「走り方教室」と「バス

ケットボール教室」は映像配信へ、「バドミントン教室」は、ライブ配信を実施した。 

 

2 スポーツ施設管理課 「段階的な利用再開のロードマップ」等 

 

【屋外運動施設・体育館】 

  国や東京都の運動施設の再開方法を参考に段階的に利用再開を行った。 

 

【緊急事態宣言発出に伴う対象の屋外施設・体育館】 

  国の緊急事態宣言の発出を受け、国や東京都の対応を参考に利用制限を設けた。 

   １回目 公共施設（スポーツ施設）全体で休止 

       段階的に利用人数制限を設けた。 

   2回目 夜間（19時に係る利用単位以降）の貸出を休止 

  《屋外施設》  

    ・富士森公園（陸上競技場 18時まで） 

（テニスコート 18時 30分（3月から 18時）まで） 

    ・上柚木公園（陸上競技場 18時まで） 

    ・戸吹スポーツ公園（テニスコート・サッカー兼ラグビー場・スケートパーク 

それぞれ 18時まで） 

    《体育館》 

      ・窓口 (19時まで受付)    

      ・部屋貸し (17 時 50 分まで貸出 ※エスフォルタアリーナは 18 時 30 分ま

で。大会については、都の動向を注視し決定する。)   

      ・個人利用【一般開放・トレ室・プール】(19時まで利用可 ※18時以降開始

の一般開放は中止(フィットネス(木)他))         

別紙 2-１ 



大会名 令和元年度 令和２年度

市民スポーツ大会
107（28種目開催数）

32（うち4種目中止・台風）
中止（コロナ）

陸上競技選手権大会 1,650名 中止（コロナ）

市民水泳大会 330名 中止（コロナ）

市民スキー競技会大会 中止（雪不足） 中止（コロナ）

八王子ロードレース大会
中止（台風の影響でコースに通行止め

の箇所等あり）
中止（コロナ）

市民レクリエーション大会 中止（コロナ） 中止（コロナ）

市民スポーツレクリエーション大会
2,589名、

全26種目（うち１種目中止・コロナ）
中止（コロナ）

ネオテニス教室 127名、全6回 122名、全6回

ネオテニス親子教室 50名、全6回 中止（コロナ）

オリパラ普及啓発事業
（走り方教室）

中止（コロナ） 映像配信

オリパラ普及啓発事業
（野球教室）

102名 83名

オリパラ普及啓発事業
（ボルダリング体験会）

28名 中止（コロナ）

オリパラ普及啓発事業
（柔道教室）

中止（コロナ）

ジュニア育成事業
(バスケットボール教室）

82名、全3回 映像配信

ジュニア育成事業
（コア・体幹トレーニング走り方教室）

56名 中止（コロナ）

ジュニア育成事業
（バドミントン教室）

38名 ライブ配信

ジュニア育成事業
(サッカー教室)

48名、全3回 26名、全2回

健康体操教室
（やさしいフィットネス）

1,732名、
全107回（他12回中止・コロナ）

実施前に各会場に出向き、定員を
設定した上で実施中。(９月～)

健康体操教室
（市民いきいきリフレッシュ体操）

3,331名、
全141回（他16回中止・コロナ）

事前予約制とし、定員を設定した上
で実施中。(９月～)

健康体操教室
（親子でストレッチ）

237名・全32回
(石川・館・元八王子の各広場)

事前予約制とし、定員を設定した上
で実施中。(９月～)

ヘルシーウォーキング 831名 中止（コロナ）

全関東八王子夢街道駅伝
競走大会

506チーム、2,024名 中止（コロナ）

TOKYO八峰マウンテントレイル
中止（台風の影響でコースに通行止め

の箇所等あり）
中止（台風の影響でコースに通行

止めの箇所等あり）

スポーツ振興課 事業実施状況一覧(前年度比較) 別紙２-２



未定

　

　

　

　

　

　

　 5,000人 　
1,500人

1,500人

2,500人

100人

※ステップの進行・利用目的・利用人数制限などは、感染状況や東京都の方針を踏まえて変更することをご承知おきください。

 ソフトボール場：

1面1回30人以下

 サッカー場：

1面1回50人以下

【観客席のある施設の上限収容人数】

　八王子市はスポーツを通じて市民の健康的な生活を維持するため、国や東京都の屋外運動施設の再開方針を参考に、感染症防止策や利用者の皆さまの
ご協力を得ることを前提に、段階的に利用再開を行います。

◎　「３つの密」を避ける
◎施設利用者を特定する
◎利用人数制限の設定

○換気の悪い密閉空間　○多くの人が密集する場所　○近距離での密接した会話
○施設利用開始の受付時に「利用者記名票」を提出
○施設や利用目的により人数が違います。

【団体・個人利用共通（休憩ｽﾍﾟｰｽ含む）】 人
数
制
限

野球場：1面1回120人以下

ソフトボール場：1面1回120人以下

サッカー場：1面1回200人以下

陸上競技場：500人以下

スケートパーク：120人以下

対
象

全ての申込者

制限なし

　

【2020.10.16改訂】【屋外運動施設】段階的な利用再開のロードマップ

ステップ１

練習
【大会・リーグ戦不可】

ステップ５

全屋外運動施設ソフトボール場

サッカー場

ステップ２ ステップ４

目
的

陸上競技場
スケートパーク

ステップ３

利用再開日 ６月15日（月）～

施
設

利用再開

施
設

７月１８日（土）～

全て実施可能

利用再開日 ６月６日（土）～

目
的

６月１日（月）～

対
象

施
設

対
象

練習・練習試合
【大会・リーグ戦不可】

施
設

目
的

　 　

施設予約システム
での申込者

（随時予約申込み含む）

野球場

東京フットボールセンター八王子富士森競技場（富士森公園陸上競技場）

【地域開放（無料）】毎日6：00～9：00・21：00～22：00　毎週水曜日は終日
※大会・イベント等の開催により、時間変更や実施できない場合もある。

 野球場：1面1回30人以下

人
数
制
限

人
数
制
限

【地域開放（無料）】
毎日6：00～9：00

陸上競技場：150人以下

目
的

人
数
制
限

スケートパーク：50人以下

対
象

【地域開放（無料）】
毎日6：00～9：00

目
的

利用再開日

練習・練習試合
【大会・リーグ戦不可】

テニスコート

テニスコート：1面1回20人以下

大会・リーグ戦など全てのイベント

利用再開日

★大会等の開催にあたっては、主催者や主管
団体が定める「感染拡大予防ガイドライン」など
に沿って管理可能な人数とする。

施
設 全屋外運動施設

人数制限緩和日 １０月１６日（金）～

ダイワハウススタジアム八王子

東京フットボールセンター八王子富士森競技場

テニスコート：

1面1回8人以下

施設予約システム
での申込者

（随時予約申込み含む）

上柚木公園野球場

上柚木公園陸上競技場

戸吹スポーツ公園サッカー場兼ラグビー場

開　始　日
予約申込み予約申込み
開　始　日５月２９日（金） ５月２９日（金）

観
客
席

一般開放（個人利用）

対
象

団体使用要望の申込者

人
数
制
限



移行日 移行日 移行日 移行日

富

甲

エ

富

甲

エ

富

甲

エ

富

甲

エ

富

エ

富

エ

プール 甲

※　事業内容によりステップ移行時期は異なる場合がある。

※　実施館の富＝富士森体育館、甲＝甲の原体育館、エ＝エスフォルタアリーナ八王子（総合体育館）

通常どおり走路 中止
感染対策をしたうえで

再開

感染対策をしたうえで実施
（ステップ２の評価により
対策緩和を検討）

中止
感染対策をしたうえで

再開

感染対策をしたうえで実施
（ステップ２の評価により
対策緩和を検討）

通常どおり

一般開放
【フィットネ
ス】

中止
感染対策をしたうえで

再開

感染対策をしたうえで実施
（ステップ２の評価により
対策緩和を検討）

通常どおり

トレーニング
室

中止
感染対策をしたうえで

再開

感染対策をしたうえで実施
（ステップ２の評価により
対策緩和を検討）

通常どおり

一般開放
【卓球】

中止
通常時より卓球台を間引き
台間の距離を確保したうえで

再開

通常時より卓球台を間引き
（ステップ２の評価により
対策緩和の検討）

通常どおり

一般開放
【ネオテニス
ミニテニス
バスケット
バドミントン
ソフトテニス
バレーボール
アーチェリー
和弓】

中止
感染対策をしたうえで再開
【エスフォルタアリーナは再開】
【富士森・甲の原は未定】

感染対策をしたうえで
順次再開

（ステップ２の評価により
対策緩和を検討）

通常どおり

ステップ４

６月８日（月）～ ６月１５日（月）～ 未　定 未　定

競技場の
貸切利用

練習・練習試合
【大会・イベント等不可】

利用人数制限

練習・練習試合
【大会・イベント等不可】

利用人数制限
（ステップ１の評価により
対策緩和を検討）

練習・練習・小規模な大会等
【観客席は一部制限】

（ステップ１・２の評価により
対策緩和を検討）

通常どおり

【体育館】　段階的な利用再開のロードマップ

事業内容
実
施
館

ステップ１ ステップ２ ステップ３
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令和元年度(2019年度)八王子市スポーツ推進計画進捗状況について 説明資料 

昨年度の取組状況がメインとなるが、スポーツ所管の主な取り組み状況について今年度

の状況も交えて説明する。 

 

基本施策 1 ライフステージ等に応じたスポーツの推進 

(1) ジュニア育成プログラムの拡充 進捗状況〇 

 外部団体と連携し、ジュニア育成の教室を実施(バドミントン教室、バスケット

ボール教室、コアトレーニング・走り方教室、ボルダリング教室等)【スポーツ

振興課】 

※ R2年度はコロナの影響により、中止や、動画配信で対応。 

 

  (2)プロスポーツの大会開催 進捗状況〇 

クライミング世界選手権開催【スポーツ施設管理課】 

※ R2年度はプロイースタンリーグを予定していたが、コロナの影響により中止 

 

（3）ウォーキング・ランニングなどの大会開催と支援 進捗状況〇 

 八王子市夢街道駅伝が第 70 回となるため、記念大会として実施。ヘルシーウォ

ーキングを市民健康の日に継続的に実施。【スポーツ振興課】 

※ R2年度はコロナの影響により、ともに中止。 

 

（4）障害者スポーツへの理解と指導者育成 進捗状況〇 

 スポーツ推進委員を障害者スポーツの指導者として派遣。（22回）【スポーツ振 

興課】 

※ R2年度はコロナの影響により、1回のみ派遣。 

 

基本施策 2 スポーツをする場の確保 

(1)スポーツ施設の管理・改修等 進捗状況〇 

 富士森公園陸上競技場は、令和 2年(2020年)3月に改修工事が完了、殿入中 

央公園テニスコート（2面）の改修工事を完了し、3/1にリニューアルオープン【ス 

ポーツ施設管理課】 

※ R2 年度は、大塚プールについて、関係所管と連携しながら施設の在り方につ

いて検討を進めた。 

 

(2)施設運営のための財源の確保 進捗状況〇 

リニューアルオープンした富士森公園陸上競技場でネーミングライツスポンサー 

を募集し、導入した。(東京フットボールセンター)【スポーツ施設管理課】 

※ R2 年度は、富士森公園野球場、上柚木公園野球場のネーミングライツスポンサ

ーを募集。(2/10募集書類の配布開始、4月中旬から 5月上旬協定締結予定) 

 

別紙 3-１ 
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基本施策 3 スポーツ情報の充実 

(1) スポーツ情報の発信 進捗状況〇 

スポーツ事業など、身近なスポーツ情報をフェイスブックやホームページで発信 

【スポーツ振興課】 

※ R2年度は自宅でできる体操動画等を発信。 

   

基本施策 4 スポーツを活用した地域づくりと八王子の魅力発信 

(1)  各種大会開催の支援 進捗状況〇 

市主催、共催事業について、市の施設及行政機関が管理する施設を使用できるよ 

う調整・申請を実施。【スポーツ振興課】 

※ R2年度はコロナの影響により対応減。 

 

(2) スポーツ推進委員活動の活性化 進捗状況〇 

スポーツ推進委員主体のボッチャ実技研修を実施や、障害者スポーツの普及の 

ための指導者として地域へ派遣。【スポーツ振興課】 

※ R2年度はコロナの影響により 1回のみ派遣。 

 

基本施策 5 東京 2020オリンピック・バラリンビック競技大会に向けた、 

アクションとレガシー 

（1）オリンピアン・パラリンピアンとのふれあう機会の創出 進捗状況〇 

  スポーツクライミングアメリカ代表チームによる交流。(小学校訪問・ボルダ

リング教室等)【オリパラ推進室】 

※ R2年度はコロナの影響等により未実施。 

 

  （2）オリンピック・パラリンピック事前合宿の誘致 進捗状況〇 

USACLIMBINGの強化合宿を受け入れるとともに。合宿期間中の様々な市民交流

を実施【オリパラ推進室】 

※ R2年度はコロナの影響等により未実施。  

 

  （3）東京 2020大会の開催機運醸成 進捗状況〇 

      南大沢フラワーフェスティバル、いちょう祭り等のイベントでパネルを展示。 

     パラリンピアン等を招いた市民フォーラムを広聴課と共催【オリパラ推進室】 

※ R2年度は陵南公園で開催された「park sports week」等でパネルを展示。 



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

1-1
部活動の指導補
助者の派遣

■スポーツ協会、レクリエーション協会等から
指導者の派遣を行い、指導者不足を解消

中・長期
スポーツ振興課
指導課

・市立中学校の部活動について外部指導員の増配【指導課】
・部活動指導員を活用した拠点校方式の部活動の実施【指導課】
・部活動指導員8名を配置【指導課】

・市立中学校の部活動について外部指導員の増配【指導課】
・部活動指導員を活用した拠点校方式の部活動の拡充【指導課】
・部活動指導員１２名を配置【指導課】

〇

1-2
多様なスポーツ
プログラムの実
施

■総合型地域スポーツクラブや放課後子ど
も教室又は市スポーツ施設でのスポーツプ
ログラムの充実
■市立小・中学校で休み時間等を活用した運
動に親しむ取り組みを実施
■市立中学校において、生徒のニーズを踏ま
た運動部の設置

短期
中・長期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
施設管理課
指導課
生涯学習政策課

・市立小・中学校の実態に応じて、休み時間等を活用し、運動に親しむ取り組み
を実施（例えば、マラソンやなわとび、様々な運動等）【指導課】
・市内3つの体育館では、様々なニーズに合わせて一般開放事業（バドミントン、
バスケットボール等）、スポーツ教室（卓球、体操、ジュニア体操、体操、中高年向
け各種運動等）を実施した。【スポーツ施設管理課】
・市内66の小学校で放課後子ども教室を実施し、児童が運動などを行える機会
を確保した。【生涯学習政策課】
・市内3つの体育館では、様々なニーズに合わせて一般開放事業（バドミントン、
バスケットボール等）、スポーツ教室（卓球、体操、ジュニア体操、体操、中高年向
け各種運動等）を実施した。【スポーツ施設管理課】

・市立小・中学校、義務教育学校において、各学校の実態に応じて休
み時間等を活用した運動に親しむ取り組みを実施【指導課】
・八王子市教育委員会市立学校に係る部活動の方針にて生徒が参加
しやすいような多様なレベルや生徒の多様なニーズに応じた活動を
行うことができる部活動を設置するよう努めることをお願いしてい
る。【指導課】
・市内3つの体育館では、様々なニーズに合わせて一般開放事業（バ
ドミントン、バスケットボール等）、スポーツ教室（卓球、体操等）を実
施する予定（一部の教室、一般開放事業等については新型コロナウイ
ルス感染症対策のため中止、事業縮小。）【スポーツ施設管理課】
・年間を通じて、様々スポーツ教室を729回開催予定。【スポーツ施
設管理課】
・新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、市内小学校におい
て放課後子ども教室を可能な範囲で実施し、児童の運動などの機会
を確保していく。【生涯学習政策課】

〇

1-3
ジュニア育成プ
ログラムの拡充

■スポーツ協や大学、プロスポーツチーム等
と連携し、競技力向上のためのジュニア教室
等の開催
■市立中学校において、少子化に伴い単一
の学校では特定競技の運動部を設置できな
いような場合には、複数校の生徒による合同
部活動等を推進

短期
スポーツ振興課
学園都市文化課
指導課

●「部活動のあり方検討会」を開催し、指導や体制等の検証を行い、適切で効果
的な部活動のあり方を検討し、適宜、本方針の見直しを行っている。中でも、少
子化に伴い、単一の学校では特定の分野の部活動を設けることができない場合
には、生徒の部活動参加の機会が損なわれることがないよう、複数校の生徒が
拠点校の部活動に参加するなど、広域部活動等の取組を推進している。拠点校
部活動の設置にあたっては、拠点校の負担軽減が図られるよう、部活動指導員
を優先的に配置している。【指導課】
●外部団体と連携し、ジュニア育成の教室を実施【スポーツ振興課】
・法政クラブ：小学生の経験者を対象、バドミントン教室
・東京八王子ビートレインズ：小学4年生から中学生の経験者を対象、バスケット
ボール教室
・美津濃株式会社：小学生の経験者を対象、コアトレーニング＆走り方教室
・アローレ八王子：小学4～6年生を対象、サッカー教室
・ボルダリングジムバーチ：小中学生の初心者を対象、ボルダリング教室
・元プロ野球選手（大島公一さん、阿井英二郎さん）
　八王子市軟式野球連盟と連携し小学3・4年生を対象、野球教室。

●昨年度の取組を継続して実施する。【指導課】
●外部団体と連携し、ジュニア育成の教室を実施【スポーツ振興課】
・法政クラブ：小学生の経験者を対象、バドミントン教室
・東京八王子ビートレインズ：小学4年生から中学生までの初心者を
対象、バスケットボール教室の動画配信
・アローレ八王子：小学4～6年生を対象、サッカー教室
・ディーボルダリング：小中学生の初心者を対象、ボルダリング教室
・協力団体未定：小学3・4年生を対象、野球教室
・オリンピアン・中村美里選手：小中学生を対象、柔道教室

〇

1-4
プロスポーツの
大会開催

■子どもにハイレベルな競技を身近に感じて
もらうため、エスフォルタアリーナ八王子等で
プロスポーツの試合を開催

短期
中・長期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課

・トレインズホームゲーム18試合開催。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため6試合中止。）【スポーツ施設管理
課】
・クライミング世界選手権開催【スポーツ施設管理課】

・トレインズホームゲーム24試合開催予定。
（新型コロナウイルス感染症対策のため試合開催中止中）【スポーツ
施設管理課】
・プロ野球イースタンリーグ（巨人・楽天戦）を開催中止
（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）【スポーツ施設管理課】

〇

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

基本施策1　ライフステージ等に応じたスポーツの推進　

ライフステージに応
じたスポーツの推進
（ア　子どものス
ポーツ）

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

1-5
既存事業の内
容・情報発信の
見直し

■参加者・利用者を増加させるため、既存事
業の内容を見直し
■富士森体育館など、年間を通じて休日に開
催しているスポーツ事業の内容や情報を、
ICTを活用し幅広く周知

短・中期
スポーツ振興課
スポーツ施設管理課

・市民水泳大会の申込方法をインターネットメインにし、参加者が申込みをしや
すいように変更【スポーツ振興課】
・エスフォルタアリーナ八王子、甲の原体育館では、申込み状況やアンケートによ
り教室プログラムの見直しを行い、利用者のニーズに応じた教室を実施した。
【スポーツ施設管理課】
・体験教室を開催するなど、知名度を上げる取り組みを実施した。【スポーツ施
設管理課】
・市広報やＨＰのほかSNS（フェイスブック・ツイッタ―・インスタグラム）やチラシ
を活用してスポーツ情報を発信した。【スポーツ振興課・スポーツ施設管理課】
・エスフォルタアリーナ八王子において、入口に幟を設置した。【スポーツ施設管
理課】

・エスフォルタアリーナ八王子、甲の原体育館において、申込み状況
やアンケートにより教室プログラムの見直しを行い、利用者のニーズ
に応じた教室を実施予定。【スポーツ施設管理課】
・体験教室を開催するなど、知名度を上げる取り組みを実施予定。
【スポーツ施設管理課】
・市広報やＨＰのほかSNS（フェイスブック・ツイッタ―・インスタグラ
ム）やチラシを活用してスポーツ情報を発信予定【スポーツ振興課・ス
ポーツ施設管理課】
・エスフォルタアリーナ八王子において、入口に幟を継続して設置予
定。【スポーツ施設管理課】

〇

1-6
スポーツ大会の
開催を支援

■スポーツ協会加盟団体の大会を継続する
とともに内容も充実して実施、その他スポー
ツ大会への支援

短・中期 スポーツ振興課
市民スポーツ大会を継続して実施
アクアスロンについて、これまで学校の敷地内のみで開催していたものを、一般
道を含めたコースに変更。

コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 〇

1-7
ウォーキング・ラ
ンニングなどの
大会開催と支援

■本市最大のスポーツイベントとして定着し
た全関東八王子夢街道駅伝競走大会の継続
実施
■市民健康の日の恒例行事となっている
ウォーキング大会等の実施

短期 スポーツ振興課
・八王子夢街道駅伝が第70回となるため、記念大会として実施。
・ヘルシーウォーキングを市民健康の日に継続的に実施。

・八王子夢街道駅伝第71回大会を実施予定。
・ヘルシーウォーキングはコロナウイルス感染症拡大防止のため中
止。

〇

1-8
健康寿命を延ば
す運動が出来る
環境の拡充

■公園、市内施設を活用し、軽運動ができる
ような場を提供
■現在行われている「健康体操」や「スポーツ
民踊」など、高齢者の健康づくりにつながる
プログラムの充実・推進
■スポーツ協会加盟団体と連携した、シニア
スポーツ振興のためのプログラムの充実
■「ハッチー・ウォーク」の周知・啓発

短・中期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
健康政策課
大横保健福祉センター
東浅川保健福祉センター
南大沢保健福祉センター
公園課

・市民センターや各団体が用意した会場で、健康体操を実施。【スポーツ振興課】
・健康づくりサポーターの活動支援【健康政策課】
　サポーター数：127名
　活動内容：地域の団体等において、体操やウォーキングなど健康増進に関する
普及啓発
・八王子市ウォーキングマップ「ハッチー・ウォーク」の配布（保健所及び健康づく
りに関するイベントにて配布）【健康政策課】
・公園の管理運営を行い、軽運動が出来る場を提供【公園課】
・健康づくりサポーターフォロー講座の実施【保健福祉センター】
大横保健福祉センター　養成講座；5回　参加者数：90人
東浅川保健福祉センター　養成講座；5回　参加者数：113人
南大沢保健福祉センター　養成講座；5回　参加者数：125人
・改修した富士森公園陸上競技場について、施設の運営基方針に基づき、一般
利用のほか、地域開放時間（無料）を設定し健康増進の場として提供する。【ス
ポーツ施設管理課】

・自宅でできる「市民いきいきリフレッシュ体操」「やさしいフィットネ
ス」の動画を配信【スポーツ振興課】
・市民センターや各団体が用意した会場で、健康体操を実施予定【ス
ポーツ振興課】
・健康づくりサポーターの養成及び活動支援【健康政策課】
・八王子市ウォーキングマップ「ハッチー・ウォーク」の配布【健康政策
課】
・引き続き公園の管理運営を行い、軽運動が出来る場を提供する。
【公園課】
・健康づくりサポーターフォロー講座の実施の継続実施【保健福祉セ
ンター】
・富士森公園陸上競技場は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対
策で3月のリニューアルオープンが遅れたが、6月から順次再開を開
始した。【スポーツ施設管理課】
・地域開放（無料）を実施するなど市民の軽運動ができる場を提供
【スポーツ施設管理課】

〇

1-9
自主的活動グ
ループの育成・
支援

■スポーツを通じた、仲間づくりの育成・支
援
■一般介護予防サロン・地域の健康づくり活
動への支援
■自主的に活動するグループの会員募集や
活動紹介などの情報を発信、受信できる環
境を整備

短・中期

高齢者いきいき課
大横保健福祉センター
東浅川保健福祉センター
南大沢保健福祉センター
学習支援課

・高尾山元気チャレンジを開催（年2回、計155名参加）【高齢者いきいき課】
・一般介護予防サロンの運営を支援（22団体、延べ43,267人参加）【高齢者い
きいき課】
・介護予防地域活動支援（職員実施数）【保健福祉センター】
大横保健福祉センター　２０回　参加者数：３２４人
東浅川保健福祉センター　４０回　参加者数：３９７人
南大沢保健福祉センター　１６回　参加者数：３２８人
・「情報プラザ」の設置や「情報広場」による発信により、サークルや生涯学習等
の情報を市民に提供。【学習支援課】

・高尾山元気チャレンジを継続開催（年1回予定）【高齢者いきいき
課】
・引き続き一般介護予防サロンの運営を支援（22団体）【高齢者いき
いき課】
・介護予防地域活動支援の継続実施【保健福祉センター】
・「情報プラザ」の設置、「情報広場」による発信を継続実施。【学習支
援課】

〇

1-10
喜びや生きがい
につながる役割
づくり

■放課後子ども教室で、地域の子どもたちが
安全に遊べるよう、見守り役としての活躍の
場を創出

短期 生涯学習政策課
・放課後子ども教室実施の際、配置する安全管理員をシルバー人材センターに
委託し、児童が遊ぶ際の見守りを実施。(実施校66校中46校）【生涯学習政策
課】

・放課後子ども教室実施の際、配置する安全管理員をシルバー人材
センターに委託し、児童が遊ぶ際の見守りを実施。(実施校66校中
45校）【生涯学習政策課】

〇

ライフステージに応
じたスポーツの推進
（イ　成人のスポー
ツ）

ライフステージに応
じたスポーツの推進
（ウ　高齢者のス
ポーツ）



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

1-11
外国人と日本人
のスポーツ交流
の推進

■海外交流事業によりスポーツ及び文化交
流を図る
■市内関係団体と連携して市内スポーツイベ
ントをＰＲ

短期
スポーツ振興課
多文化共生推進課
生涯学習政策課

海外友好交流都市である台湾高雄市と本市の中学生でバスケットボールを通じ
た交流を行った【生涯学習政策課）

新型コロナウイルス感染症の終息時期が見込めないことから令和２
年度の青少年海外交流事業は中止する。（生涯学習政策課）

〇

1-12
働く人のスポー
ツの推進

■職場で出来るスポーツプログラム情報を発
信

短期 スポーツ振興課 実施事業なし
東京都作成の「働き盛り世代の運動習慣定着化ガイド」を市のＨＰで
ＰＲ

■

1-13
親子参加型のス
ポーツの場の提
供

■乳幼児の子育て世代が参加しやすいス
ポーツプログラムを実施
■ニュースポーツや地区運動会、各種イベン
ト、施設で実施するスポーツプログラムなど
で親子が参加できる機会を創出
■健康フェスタ等のイベントを通して、親子で
楽しみながらスポーツを体験し、健康づくり
について意識できる機会を創出

短・中期
スポーツ振興課
健康政策課
子ども家庭支援センター

・ヘルシーウォーキングの実施【スポーツ振興課】
・地区運動会の実施【スポーツ振興課】
・親子ネオテニス教室の実施【スポーツ振興課】
・2019健康フェスタ・食育フェスタの実施【健康政策課】
　日時：令和元年（2019年）5月19日　10時～15時
　場所：エスフォルタアリーナ八王子
　参加者：11,072名
・ニュースポーツ用品の貸出【健康政策課・スポーツ振興課】
　貸出実績：8団体（延べ43回）　※実績は健康政策課
・乳幼児とその保護者を対象とした「親子でストレッチ」を3か所の親子ふれあい
広場で実施【スポーツ振興課・子ども家庭支援センター】

コロナウイルス感染症拡大防止のため、
・ヘルシーウォーキングの中止【スポーツ振興課】
・地区運動会の中止【スポーツ振興課】
・ネオテニス親子教室の中止【スポーツ振興課】
・2020健康フェスタ・食育フェスタの実施【健康政策課】
　日時：令和2年（2020年）5月17日　10時～15時
　場所：エスフォルタアリーナ八王子
　→コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止
・ニュースポーツ用品の貸出【健康政策課】
・乳幼児とその保護者を対象とした「親子でストレッチ」を3か所の親
子ふれあい広場で実施【スポーツ振興課・子ども家庭支援センター】

〇

1-14
障害者スポーツ
への理解と指導
者育成

■スポーツ推進委員や総合型地域スポーツ
クラブの指導者等に障害者スポーツの実技
研修などを実施
■指導員、ボランティアの確保・育成
■障害者スポーツ情報の発信

短・中期
スポーツ振興課
障害者福祉課

・スポーツ推進委員を障害者スポーツの指導者として派遣（22回）【スポーツ振
興課】
・初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催【スポーツ振興課】

・スポーツ推進委員を障がい者スポーツの指導者として派遣【スポー
ツ振興課】

〇

1-15

障害のある人と
ない人とのス
ポーツを通じた
交流機会の創出

■都立特別支援学校等と連携した、障害者ス
ポーツ活動を楽しめる機会の提供及び各種
講座やスポーツ教室、講演会等の周知促進
■スポーツを始めるきっかけづくり
■ニュースポーツ、レクリエーションスポーツ
を活用した取り組みの実施

短期
中・長期

スポーツ振興課
障害者福祉課

・「ボッチャ」の器具貸出し【スポーツ振興課】
・市内特別支援学校等で開催する障害者スポーツイベントを市フェイスブックで
周知【スポーツ振興課】
・障害者の相互理解及び一般市民との交流を目的に開催する「ふれあい運動会」
にて引き続き、「ボッチャ」の体験コーナーを設置したほか、会場内にて障害者ス
ポーツを紹介するパネル展示を行った【障害者福祉課】

・「ボッチャ」の器具貸出し【スポーツ振興課】
・市内特別支援学校等で開催する障害者スポーツイベントを市フェイ
スブックで周知【スポーツ振興課】
・引き続き、「ふれあい運動会」にて、障害者スポーツの体験コーナー
を設ける予定。（新型コロナウィルス感染症の影響により、現時点で
運動会の開催は未定。）【障害者福祉課】

〇

共生社会の実現に
向けたスポーツの推
進
（ア　誰もが親しめ
るスポーツの推進）

共生社会の実現に
向けたスポーツの推
進
（イ　障害者スポーツ
の推進）



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

2-1
スポーツ施設の
管理・改修等

■スポーツ個別施設管理計画等を策定し、そ
れに基づいた管理・改修等を実施

短期
中・長期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課

・富士森公園陸上競技場は、令和2年（2020年）3月に施設改修工事が完了し
た。【スポーツ施設管理課】
・殿入中央公園テニスコート（2面）の改修工事を完了し、3月1日にリニューアル
オープンした。【スポーツ施設管理課】
・滝ガ原運動場において、河川管理者によるイベントにより伐採した用地の整備
工事（芝張）及び、管理用通路の交通安全対策工事を実施した。【スポーツ施設
管理課】
・老朽化の進む大塚・陵南プールの今後について街づくりの観点からも検討した
【スポーツ施設管理課】

・滝ガ原運動場再整備計画を進めるため、関係機関との調整などを
行う【スポーツ施設管理課】
・大塚・陵南プールの安全を確認するため、プール槽の状況調査（底
板等切抜き調査）を行うとともに、施設の在り方について、まちづく
りの観点なども考慮し、関係所管と連携・調整しながら検討を進める
【スポーツ施設管理課】

〇

2-2
公園施設設置管
理許可制度等の
活用

■公園施設設置管理許可制度等の活用によ
るスポーツ施設整備の推進

短期
中・長期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
公園課

実施事業なし【スポーツ施設管理課】 実施予定なし。【スポーツ施設管理課】 ■

2-3
指定管理者制度
の検証

■指定管理者制度未導入施設へ、より適切な
管理・運営手法の確立
■指定管理者制度既導入施設へのモニタリ
ングを行い結果について検証し、必要に応じ
て事業者への指導及び要求水準等の見直し
を実施

短期
中・長期

スポーツ施設管理課
指定管理導入施設で運営事業等のモニタリングを実施した【スポーツ施設管理
課】

指定管理導入施設で運営事業等のモニタリングを実施予定。【スポー
ツ施設管理課】

〇

2-4
施設運営のため
の財源の確保

■施設利用者のサービス向上のため、広告や
命名権の導入等による財源の確保

短・中期 スポーツ施設管理課

・リニューアルオープンした富士森公園陸上競技場でネーミングライツスポン
サーを募集し、導入した【スポーツ施設管理課】
・上柚木公園陸上競技場において継続的にネーミングライツスポンサーを募集
【スポーツ施設管理課】

・上柚木公園陸上競技場でネーミングライツを導入する【スポーツ施
設管理課】

〇

2-5
施設における個
人参加型事業の
充実

■市民ニーズを捉えた気軽に参加できるプ
ログラムを実施

短期 スポーツ施設管理課
・エスフォルタアリーナ八王子、甲の原体育館において各種教室実施【スポーツ
施設管理課】

・エスフォルタアリーナ八王子、甲の原体育館において各種教室実施
予定【スポーツ施設管理課】

〇

2-6
都立特別支援学
校との連携

■都立特別支援学校の体育施設活用の促進 短期
スポーツ振興課
障害者福祉課

・都立特別支援学校利用案内を配布【スポーツ振興課】

・都立特別支援学校利用案内を配布【スポーツ振興課】
※現在冊子を作成中。でき次第スポ振に送付してもらう（7.8。東京
都スポーツ文化事業団都立学校活用促進担当）
・都立学校活用促進モデル事業をSNSでPR【スポーツ振興課】
（7.8現在、コロナ感染拡大防止のため、8月末まで事業中止）

〇

2-7
大学コンソーシ
アム八王子との
連携

■大学等のスポーツ施設開放の促進 短・中期
スポーツ振興課
学園都市文化課

●東京医科大学と連携し、八王子医療センターの医師・救命士・看護師が下記イ
ベントで救護スタッフとして従事した【学園都市文化課、スポーツ振興課】
・第9回夏休み子どもいちょう塾（看護師2名）
・READY　STEADY　TOKYO-自転車競技（ロード）（看護師2名）
・IFSCクライミング世界選手権2019八王子（医師16名、救命士8名、看護師
16名）
・全関東八王子夢街道駅伝競走大会（医師1名、看護師6名）
●大学コンソーシアム八王子において大学等施設開放状況調査を行い、運動施
設（10校39施設）の情報をホームページで公開した【学園都市文化課】

●東京医科大学と連携し、八王子医療センターの医師・救命士・看護
師がイベントでの救護スタッフとして従事【学園都市文化課、スポー
ツ振興課】
●大学コンソーシアム八王子が今年度実施する大学等施設開放状況
調査をもとに、市民が利用可能な運動施設情報を更新し、ホーム
ページで公開する【学園都市文化課】

〇

2-8
企業のスポーツ
施設の活用

■企業が所有するスポーツ施設の実態調査
■企業が所有するスポーツ施設活用の仕組
みづくり

短・中期 スポーツ振興課 ・TOKYOスポーツ施設サポーターズ事業について市ＨＰで周知
・TOKYOスポーツ施設サポーターズ事業について市ＨＰで周知
・希望団体がある場合は登録を実施。

〇

基本施策2　スポーツをする場の整備・確保　

スポーツ施設の整
備・充実

効率的なスポーツ施
設の運営とサービス
の向上

外部資源の活用に
よる場の確保



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

2-9
学校施設開放の
ための組織の設
置

■総合型地域スポーツクラブ等の協力を得
て、学校施設開放のための組織の設置など
新たな仕組みづくり

中期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
学校教育政策課
施設管理課

・小学校1校、中学校4校で総合型地域スポーツクラブ等への施設開放委託を試
行実施した。【学校教育政策課】
・５つの総合型スポーツクラブに、開放する施設について開放時の施設管理を委
託。【施設管理課】

・学校施設の開放状況に応じて、地域団体への施設開放委託実施校
を増やしていく【学校教育政策課】
・学校施設の開放状況に応じて、地域団体への施設開放委託実施校
を増やしていく。【施設管理課】

〇

2-10
学校施設開放の
ルールの策定

■市立学校施設開放ルールづくり 中期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
学校教育政策課
施設管理課

・地域団体への施設開放委託の試行の成果と課題を踏まえ、本市としての地域
への学校施設の開放のあり方を検討した。【学校教育政策課】

・地域団体への施設開放委託の試行の成果と課題を踏まえ、本市と
しての地域への学校施設の開放のあり方を検討していく【学校教育
政策課】
・学校施設開放における課題を集約し、ルール化検討に際して、情報
提供を行う【施設管理課】

〇

2-11
学校開放事業の
利用推進

■地域への夏季小学校プール開放事業の利
用促進

中期
スポーツ振興課
スポーツ施設管理課

・校庭夜間開放を10校で実施した【スポーツ施設管理課】
・夏季開放プールを10校で実施した【スポーツ施設管理課】

・夏季開放プールを中止を決定
（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）【スポーツ施設管理課】

〇

学校施設開放の仕
組みづくり



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

スポーツ情報の集
約・発信

3-1
スポーツ情報の
発信

■スポーツ事業・指導者・施設情報など、身近
なスポーツ情報の発信
■広報紙・ホームページ・SNS等、多様な媒
体の活用
■フェイスブック「八王子市スポーツイベント
案内」の活用

短・中期
スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
学習支援課

・スポーツ事業など、身近なスポーツ情報を発信【スポーツ振興課】
・夏季プール（大塚・陵南）、学校開放プールについてフェイスブックで発信した
【スポーツ施設管理課】

・スポーツ事業など、身近なスポーツ情報を発信【スポーツ振興課】
・自宅でできる「市民いきいきリフレッシュ体操」「やさしいフィットネ
ス」や「バスケットボール教室」の動画を配信【スポーツ振興課】
・夏季プール（大塚・陵南）の開催及び学校開放プールの中止につい
てフェイスブックで発信する。
（学校開放プールは新型コロナウイルス感染症対策のため中止）【ス
ポーツ施設管理課】

〇

スポーツに関する
ニーズの把握

3-2 
スポーツニーズ
の把握

■スポーツイベント等の開催の機会を利用し
た、スポーツに関するアンケートの実施
■各種スポーツ関係団体からの情報収集
■市民対象とするスポーツ実態調査の実施

短・中期 スポーツ振興課
・ヘルシーウォーキングで参加者を対象とした大会アンケートを実施。
※TOKYO八峰マウンテンとレイルは台風19号の影響で中止。
・市政世論調査でスポーツに関する調査を実施。

・例年参加者を対象にアンケートを実施していたヘルシーウォーキン
グは新型コロナウィルス感染症拡大防止により中止。TOKYO八峰
マウンテントレイルは、台風１９号の影響により中止。
・市政世論調査でスポーツに関する調査を実施。

〇

基本施策3　スポーツ情報の充実



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

4-1
総合型地域ス
ポーツクラブ設
立支援

■旧体力つくりなど地域でスポーツ活動が
行われている地域に対する総合型地域ス
ポーツクラブ設立支援
■未設置地域への啓発（総合型地域スポーツ
クラブの情報提供など）

短期
中・長期

スポーツ振興課 ・総合型スポーツクラブ設立希望団体（2団体）への情報提供 ・総合型スポーツクラブ設立希望団体へ情報提供 〇

4-2
総合型地域ス
ポーツクラブの
活動支援

■総合型地域スポーツクラブの認知度の向
上
■総合型地域スポーツクラブを学校施設開
放の運営主体とするなど活動基盤の安定化
■地区運動会を奨励することによる地域コ
ミュニティ醸成支援

短期
中・長期

スポーツ振興課 ・地区運動会等の開催経費を補助。 ・地区運動会等の開催経費を補助。 〇

4-3
団体間の連携強
化

■各地域の独自の取り組みを市内総合型地
域スポーツクラブで共有し、活動内容の充実
を図るため情報交換会の実施

短期 スポーツ振興課 ・総合型地域スポーツクラブの情報交換会を実施
・総合型地域スポーツクラブの情報交換会を実施する予定だったが、
新型コロナウィルスの影響により中止。

〇

4-4 情報発信の支援
■総合型地域スポーツクラブが行う広く市民
を対象として実施するスポーツ教室等につい
て、積極的な情報発信

短期 スポーツ振興課
・地縁型地域スポーツクラブが多く、広く市民を対象とした教室等は実績が少な
いため、積極的な情報発信の実績はなし。

・未定 ■

4-5
各種大会開催の
支援

■スポーツ関係団体が主管もしくは主催する
大会の側面支援
■市民スポーツ大会等の場の確保

短期 スポーツ振興課
・市主催・共催事業について、市の施設及び行政機関が管理する施設を使用で
きるよう、調整・申請を実施。

・市主催・共催事業について、市の施設及び行政機関が管理する施設
を使用できるよう、調整・申請を実施。

〇

4-6
スポーツ関係団
体の活性化

■都民体育大会及び市町村総合体育大会へ
の選手派遣を支援
■各団体の活動内容を積極的に情報発信

短期 スポーツ振興課
・都民体育大会及び市町村総合体育大会へ継続的に選手を派遣。
・市民大会の各種競技結果を市のＨＰに掲載。
・市町村総合体育大会での総合結果をＨＰ及びフェイスブックで発信。

・都民大会（春季）及び市町村総合体育大会は新型コロナウイルス感
染症の影響で中止。
・市民大会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止。HP
で周知。

〇

4-7
スポーツ関係団
体との連携

■スポーツ協会やレクリエーション協会など
スポーツ・レクリエーション団体との連携

短期 スポーツ振興課
・市主催・共催事業でのスポーツ協会・レクリエーション協会等による運営やサ
ポート
・ビートレインズのイベントポスター等を市立小・中学校に配布

・市主催・共催事業でのスポーツ協会・レクリエーション協会等による
運営やサポート
・ビートレインズのイベントポスター等を市立小・中学校に配布

〇

基本施策4　スポーツを活用した地域づくりと八王子の魅力発信

総合型地域スポー
ツクラブの支援

スポーツ関係団体
の支援・連携



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

4-8
スポーツ推進委
員活動の活性化

■新たに障害者スポーツの実技指導スキル
を習得するなど、活動の幅を拡大
■スポーツコーディネーターとしてのスキル
を習得するための研修等の実施
■指導種目の幅や活動範囲を広げるための
選出方法の見直し
■委員の定数が満たされるようにするため
の選出方法の見直し
■スポーツ推進委員の活動の周知

短期 スポーツ振興課
・スポーツ推進委員主体の「ボッチャ」実技研修を実施。
・障害者スポーツ普及のための指導者として地域へ派遣。

・スポーツ推進委員主体の「グラウンドゴルフ」等の実技研修を実施。
・障害者スポーツ普及のための指導者として地域へ派遣。

〇

4-9
地域スポーツ指
導者の育成

■スポーツ関係団体との協働により、ライフ
ステージの特性を踏まえた指導を行えるよ
う、指導方法論や指導知識（体調管理など）を
習得する機会を創出

中・長期 スポーツ振興課 ・元プロ野球選手の阿井さんによる保護者・指導者向けセミナーを開催。 ・未定 〇

4-10
外部指導員の活
用

■一般社団法人日本アスリート会議やプロス
ポーツチーム等との連携により、アスリートを
指導者として派遣
■市内大学との連携により、スポーツ関係団
体や総合型地域スポーツクラブへ指導者を
派遣

中・長期
スポーツ振興課
学園都市文化課

・実績なし ・未定 ▲

4-11

全国大会等の大
規模スポーツイ
ベントの開催・支
援

■エスフォルタアリーナ八王子など本市の施
設の魅力を発信し、全国規模の大会を積極的
に開催・支援
■プロスポーツの試合など集客力のあるイベ
ントの開催・支援
■全関東八王子夢街道駅伝競走大会の継続
開催

短・中期

スポーツ振興課
スポーツ施設管理課
オリンピック・パラリン
ピック推進室
観光課

・全関東夢街道駅伝競走大会は第70回の記念大会として、本市出身のタレント
「ヒロミさん」を迎えてスターター、トークショー、表彰式のプレゼンターなど大会
を彩る演出を行った。これにより、競技はさることながら、本市への注目度を高
めるとともに、来訪者の増加及び中心市街地や沿道の活性化など、地域経済の
好循環を図った。【観光課・スポーツ振興課】
・第101回全国高等学校野球選手権大会西東京大会【スポーツ施設管理課】
・春季東京都高等学校野球大会【スポーツ施設管理課】
・秋季東京都高等学校野球大会【スポーツ施設管理課】

・全関東夢街道駅伝競走大会については、昨年度の記念大会の盛り
上がりの継続及び、さらなる発展に向け、関係機関と連携し大会を
実施する予定。【観光課・スポーツ振興課】
・プロ野球イースタンリーグ（巨人・楽天戦）を開催中止【スポーツ施設
管理課】
・第102回全国高等学校野球選手権大会東西東京大会開催中止【ス
ポーツ施設管理課】
・春季東京都高等学校野球大会開催中止【スポーツ施設管理課】
・高松宮賜杯全日本軟式野球大会開催中止
（以上、新型コロナウイルス感染症対策のため中止）【スポーツ施設管
理課】
・秋季東京都高等学校野球大会開催予定【スポーツ施設管理課】

〇

4-12

八王子の特性を
活かしたスポー
ツイベントの開
催

■連携協力に関する協定を締結している東
京八王子ビートレインズのホーム戦の開催を
支援
■自然の起伏を活用したトレイルランニング、
ヒルクライムなどアウトドアスポーツイベント
の開催

短・中期 スポーツ振興課

・市民大会で恩方の盆堀林道を使ったトライアスロンを実施。
・陣馬・高尾をコースとするＴＯＫＹＯ八峰マウンテントレイルについて台風19号
の影響により中止に。
・市民大会の自転車競技で、1964年東京オリンピックの自転車ロードレースを
辿るサイクリングイベントを企画するも、新型コロナウイルス感染症対策のため
中止に。

・市民大会はコロナウイルス感染症対策のため、中止に。
・陣馬・高尾をコースとするＴＯＫＹＯ八峰マウンテントレイルは、台風
19号によるコース復旧の目途が立っていないこと、またコロナウイ
ルス感染症対策のため中止に。

〇

地域スポーツを支え
る人材と担い手の
確保・育成

八王子の特性を活
かした事業展開



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

5-1
パブリック
ビューイングの
実施

■オリンピック・パラリンピックの感動を共有
できるよう、パブリックビューイングを実施

短期
オリンピック・パラリン
ピック推進室
スポーツ振興課

令和元年度（2019年度）実施なし【オリパラ推進室】
オリンピック・パラリンピックの延期により令和2年度（2020年度）
実施予定なし。【オリパラ推進室】

▲

5-2

オリンピアン・パ
ラリンピアンと
ふれあう機会の
創出

■オリンピック・パラリンピックの理解を深め
るとともに、夢や希望を与える機会を創出

短期
オリンピック・パラリン
ピック推進室
スポーツ振興課

●スポーツクライミングアメリカ代表チームによる交流【オリパラ推進室】
・小学校訪問（書道体験・クライミング指導・給食交流）
・八王子まつりでの山車巡業等への参加
・ボルダリング教室
●三井アウトレットパーク南大沢で自転車競技のオリンピアン・飯島誠さんによ
るトークショー等を実施【オリパラ推進室】

オリンピック・パラリンピックの延期により令和2年度（2020年度）
の実施は未定。【オリパラ推進室】

〇

5-3
オリンピック・パ
ラリンピック事
前合宿の誘致

■地域の活性化、スポーツ振興、新たな文化
交流を実現するため、オリンピック・パラリン
ピックの事前合宿を誘致

短期

オリンピック・パラリン
ピック推進室
スポーツ振興課
スポーツ施設管理課

・ＵＳＡＣＬＩＭＢＩＮＧの強化合宿を受け入れるとともに、合宿期間中様々な市民
交流を実施。【オリパラ推進室】
・チャイニーズ・タイペイ　パラ・パワーリフティングの事前合宿受入が決定【オリ
パラ推進室】

オリンピック・パラリンピックの延期により令和2年度（2020年度）
実施予定なし。【オリパラ推進室】

〇

5-4
東京2020大会
の開催機運醸成

■東京2020大会競技に関連した気運醸成
イベントの開催

短期
オリンピック・パラリン
ピック推進室

・南大沢フラワーフェスティバル、いちょう祭り等のイベントでパネル展示を実施
【オリパラ推進室】
・三井アウトレットパーク南大沢でオリンピアンによるトークショーのほか、陸上
競技車椅子・シンクロアスリート体験等を実施【オリパラ推進室】
・パラリンピアン等を招いた市民フォーラムを広聴課と共催【オリパラ推進室】

オリンピック・パラリンピックの延期により令和2年度（2020年度）
の実施は未定。【オリパラ推進室】

〇

5-5
東京2020大会
の開催支援

■聖火リレーの開催支援
■自転車競技ロードレースの開催支援
■東京都と連携したボランティアの募集

短期
オリンピック・パラリン
ピック推進室

・東京2020大会自転車ロードレースのテストイベントを実施【オリパラ推進室】
・オリンピック聖火リレー及びセレブレーションのリハーサルを実施【オリパラ推
進室】

開催支援は引き続き行っていくが、イベント等の実施はなし。
聖火リレーサポーターの募集【オリパラ推進室】

〇

5-6
スポーツボラン
ティアの養成

■本市の市民力の高さを活かし、より多くの
スポーツボランティアを養成
■スポーツボランティアとしての質を高める
ための講習会の開催

短期 スポーツ振興課 ・全関東八王子夢街道駅伝競走大会でボランティアと協力。 ・全関東八王子夢街道駅伝競走大会でボランティアと協力。 〇

5-7
トップアスリート
を育成する場の
可能性の検討

■本市の自然環境、都心からのアクセスの良
さといった立地特性など活かしたトップアス
リート育成の場の整備について可能性を検
討

長期 スポーツ振興課 ・実績なし ・未定 ■

東京2020大会に
おける「支える」ス
ポーツの展開

基本施策5　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたレガシー

東京2020大会に
おける「みる」スポー
ツの展開



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和2年度（2020年度）6月現在の全庁調査の結果

【令和元年度（2019年度）スポーツ推進計画　進捗状況】

施策の方向性
事
業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和元年度（2019年度）取り組み状況
令和2年度（2020年度）取り組み予定
※新型コロナウィルス感染症の影響で、
未実施となったものが多い見込み

進捗状況

別紙３－２

5-8
ジュニア期にお
けるアスリート
発掘・育成

■部活動等において個人の特性や才能を見
出し、国や都が実施するアスリート育成のた
めの事業を活用し、本市出身の選手を育成
■競技団体等が、運動部活動やジュニア期に
おけるスポーツ活動への協力を実施

短・中期
スポーツ振興課
指導課

・各学校で体力向上の取組を推進するため、プロ野球選手会と連携したキャッチ
ボールクラシックを１６校で実施した。【指導課】

昨年度に引き続き、キャッチボールクラシックを実施する予定であ
る。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により、申し
込みをした学校においては日程の変更等も含めて調整している。【指
導課】
ジュニア向けのイベントを実施【スポーツ振興課】
●八王子出身のオリンピアン・中村美里選手
・小中学生を対象、柔道教室
●ＮＴＴ東日本
・小中学生を対象、バドミントン教室
●美津濃株式会社
・小学生を対象、走り方教室
●元プロ野球選手
小学生を対象、野球教室

〇

5-9
指導者の資質向
上

■スポーツにおけるスポーツ生理学、スポー
ツ医学、科学的トレーニング等、指導者の指
導スキル向上のための講習会実施
■適切な倫理観や哲学観を持った指導者の
養成
■競技団体等と連携し、スポーツによる熱中
症事故等を適切に予防するための知識を普
及

中・長期 スポーツ振興課 ・初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催 ・未定 〇

5-10
スポーツ顕彰制
度の創設

■アスリートの活躍は市民に勇気と誇りを与
えるとの認識に立ち、その功績を讃える顕彰
制度の創設について、社会の気運を見定め
て、調査・研究を継続

中・長期 スポーツ振興課 ・制度創設について、社会の機運を見定めて、調査・研究を継続。 ・制度創設について、社会の機運を見定めて、調査・研究を継続。 ■

5-11
オリンピック・パ
ラリンピック精
神の学習を推進

■小・中学生がオリンピック・パラリンピック
の歴史や、フェアプレーなどの考え方を学習
■小・中学生が国際親善や世界平考え方など
を学習

短期

オリンピック・パラリン
ピック推進室
指導課
スポーツ振興課

・各学校の計画に基づいたオリンピック・パラリンピック教育を「〇〇学校２０２０
レガシー」として、特色ある取組として実施した。【指導課】
・「世界ともだちプロジェクト」献立を実施した。【指導課】

・各学校の計画に基づいたオリンピック・パラリンピック教育を「〇〇
学校２０２０レガシー」として、特色ある取組として実施する。【指導
課】
・「世界ともだちプロジェクト」献立を実施する。【指導課】

〇

5-12

スポーツ学習（オ
リンピック競技・
パラリンピック
競技、障害者ス
ポーツ）の継続
推進

■小・中学生がアスリートの生きた言葉など
を身近に感じることができる「東京都オリン
ピック・パラリンピック教育」などの継続推進
■小・中学生が地域活動の中で、障害者ス
ポーツなどを体験する機会を創出

中・長期

オリンピック・パラリン
ピック推進室
指導課
スポーツ振興課

●恩方第一小学校実施されたパラ・パワーリフティング樋口健太郎選手による
講演会に併せ競技体験を実施した。（オリパラ推進室）
●市立小・中学校でオリンピアンによる交流事業や講演会を実施した。【指導課】
（実施例）
・恩方第一小学校：パワーリフティング樋口健太郎選手による講演会
・第五小学校：スポーツクライミングUSA代表チームとの交流会
・第五中学校：自転車競技のオリンピアン飯島　誠さんによる講演会

・市立小・中学校でオリンピアンによる交流事業や講演会を実施す
る。【指導課】

〇

東京2020大会を
契機にした「する」ス
ポーツの展開

オリンピック・パラリ
ンピック教育の推進
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いただいたご意見について(要旨) 

各ご意見は要旨を記載し、類似するものはまとめさせていただきました。 

 

【報告事項】 

1 令和３年度(2021年度)予算案について(スポーツ関係) 

2 コロナ禍でのイベント・施設等の対応について 

3 平成元年度(2019年度)八王子市スポーツ推進計画進捗状況について 

【報告事項 1 に関するご意見】 

【ご意見 1】  

「健康体操教室」について。指導員が出張で指導をしていると思いま

す。始めた頃にある町会会館に見に行ったところ、高齢者の方々が多く

参加していました。柔軟体操でほとんど曲がらなかった方が「体操はう

まくできなかったが、定期的にこの場所に通うのがいい運動になる」と

笑顔で話してくれたことを記憶しています。 

年齢を問わず、身近な場所で、定期的に健康づくり、仲間づくりがで

きる教室が存続、拡充することを希望します。 

 

【事務局回答】 

 スポーツ振興課では、「いきいきリフレッシュ体操」「やさしいフィッ

トネス」「親子ストレッチ」を健康体操教室として実施しています。 

コロナ禍においても、新しい生活様式に対応した形で継続しており、

令和３年度からは、「親子ストレッチ」の会場を増やす予定です。引き続

き、市民が身近な場所で．定期的に健康づくり、仲間づくりができる場

を提供していきます。 

【ご意見 ２】  

「ロードレース大会」「ネオテニス教室」の事業廃止理由について知り

たい。 

 

【事務局回答】 

 令和３年度予算は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

実施方法の見直しや、統合、廃止も含めて検討を行いました。 

ロードレース大会は、陸上競技に関係した別事業として「全関東八王

子夢街道駅伝競走大会」と「陸上競技選手権大会」を開催していること

に加え、同様のロードレース大会が各地で行われていることから、廃止

しました。 



 2 / 3 

 

ネオテニス教室は、他にスポーツ推進委員の事業として「ネオテニス

親子教室(６月～７月の毎週土曜日、全６日)」を実施していることから

廃止しました。今後、ネオテニス親子教室の実施方法見直し(親子の部と

一般の部の創設)を検討します。 

 

【ご意見 ３】 

スポーツ推進委員の現在の推薦条件があれば教えてほしい。 

 

【事務局回答】 

 別添「八王子市スポーツ推進委員選考基準」をご覧ください。 

 

【ご意見 ４】  

五輪聖火リレーの沿道及びセレブレーション会場、パラ採火式の会場

等での「密集」をどのように解消するのか。市民への協力だけでなく具

体的な対策が必要である。 

 

【事務局回答】 

新型コロナウイルス感染症対策運営マニュアルに従い、聖火リレーの

沿道へは滞留・密集、大声での声援の防止など、注意喚起のためのサイ

ンを設置するほか、ライブストリーミング視聴を推奨するなどの事前周

知を行い、当日も積極的に注意喚起を行います。 

また、セレブレーション会場では事前申込により入場制限を行うとと

もに、観覧者の間隔を最低１ｍ確保できるよう配置や誘導を行うなどの

対策を講じます。 

パラリンピック採火式については、密集が生じないよう参加者を限定

し実施します。 

 

【ご意見 ５】  

市民スポーツ大会や、健康体操教室に対する予算は増額されて良かっ

たと思いますが、未来を担うジュニア育成の予算は、東京都市長会が交

付する助成金と共に今後増額されることを期待します。 

 

【事務局回答】 

スポーツ関連の大会や教室等に係る予算については引き続き要望し

ていきます。 
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【報告事項 ２ に関するご意見】 

【ご意見 ６】  

スポーツを楽しむ時には、「三つの密」をなかなか避けられません。し

かし、健康体力を付けること、自己免疫を高めることにはスポーツが最

も効果があることは、周知の事実であります。また、基礎疾患を持たな

いように、体脂肪を減らす、筋肉量を減らさない為にも、スポーツは重

要だと考えられます。 

映像配信で実施したオリパラ普及啓発事業（走り方教室）、ジュニア育

成事業（バスケットボール教室）、ライブ配信で実施したジュニア育成事

業（バドミントン教室）は、今後も「三つの密」を避けるために、益々

活用すべきです。 

 

【事務局回答】 

今回は急遽教室を中止したための対応策として映像配信等を活用し

ました。今後も状況に応じて映像配信を活用するなど、新しい生活様式

に対応した形で、スポーツを推進してまいります。 

 

 

※ 報告事項３についてのご意見はありませんでした。 


