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会 議 録 

会 議 名 令和 3年度（2021年度）第 1回スポーツ推進審議会 

日時（会議成立日） 令和 4年（2022年）3月 31日（木） 

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 組織改正の概要（令和 3年（2021年）10月 18日付・スポーツ関係） 

  ・・・別紙１ 

２ 令和 4年度（2022年度）予算案（スポーツ関係） 

  ・・・別紙２-1～2-4 

３ 令和 3 年度（2021 年度）新型コロナウイルス感染症によるイベント・施

設等の対応 

  ・・・別紙 3-1、3-1 

4 八王子市スポーツ推進計画の令和２年度（2020年度）取り組み状況及

び令和３年度（2021年度）取り組み予定について 

  ・・・別紙 4-1、4-2 

御 意 見 ・ 御 質 問 別紙のとおり 

 



組織改正の概要(令和３年（2021年）10月 18日付・スポーツ関係) 

 

1 組織改正の要点 

(1) スポーツ振興課とスポーツ施設管理課を統括するスポーツ担当部長を配置 

(2) オリンピック・パラリンピック競技大会の終了後、オリンピック・パラリンピッ

ク推進室が廃止されたため、国際的なスポーツ大会に関する事務をスポーツ振興

課が所掌 

 

２ 管理職名 

  スポーツ担当部長    松岡 秀幸 (まつおか ひでゆき) 

  スポーツ振興課長    高野 芳崇 (たかの よしたか) 

  スポーツ施設管理課長  岡部 正訓 (おかべ まさのり) 

 

 

組織図 (改正後) 組織図 (改正前) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

別紙１ 

  

スポーツ担当部長 

オリンピック・ 

パラリンピック推進室 総務担当主幹 

事務担当主幹 

スポーツ振興課長 

スポーツ施設管理課長 

オリンピック・ 

パラリンピック推進室長 （スポーツ振興課長が兼務） 

スポーツ振興課長 

スポーツ施設管理課長 

廃止 

スポーツ振興課 

スポ―ツ施設管理課 
スポ―ツ施設管理課 

スポーツ振興課 

生涯学習スポーツ部 生涯学習スポーツ部 



別紙２－１

（単位：千円）

Ｎｏ. 4年度 3年度 前年度増減 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 備                        考

1 880 1,173 △ 293 需用費（コロナ対策物品等）の減

2 312 312 0 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。

3 5,335 5,362 △ 27 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。 旅費、保険料の減、需用費（消耗品費）の増

4 大会役員・選手派遣 2,070 2,070 0

5 都民体育大会役員・選手派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,171 1,171 0 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 5,531 5,531 0

9 市民スポーツ大会（開会式及び３５種目） 3,371 3,371 0 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。

10 陸上選手権大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215 215 0 八王子陸上選手権大会で13種目を競い合う。

11 水泳大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 358 358 0
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。

12 市民スキー競技大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 341 341 0 スキー愛好者を対象に開催するスキー競技大会。

13 市民レクリエーション大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 743 743 0 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。

14 市民スポーツレクリエーション大会　　　　　　　　　　　　　　 503 503 0 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。

15 394 333 61 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。 パラスポーツ指導者謝礼等の増

16 7,402 7,269 133 指導員派遣型の健康体操事業。 指導者（会計年度任用職員）手当の増

17 525 740 △ 215
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。

経費削減（印刷製本費・参加賞）

18 23,400 24,055 △ 655
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。

アシスタント職雇用日数の減

19 0 1,500 △ 1,500 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。 事業見直しによる皆減

20 1,661 2,632 △ 971 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。 業務内容による減

21 1,571 2,011 △ 440
令和３年度はオリンピックパラリンピック推進室にて予算計上
業務内容による減

22 1,782 1,881 △ 99
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。

見込まれる申請数精査による減

23 300 300 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。

51,163 55,169 △ 4,006

24 基金積立金 36,655 29,958 6,697
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。使用料見込額の増

スポーツ推進基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国際スポーツ大会開催支援
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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

障害者スポーツの推進

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　　　　　　　　　　　　

令 和 ４ 年 度 （ 2022 年度 ）　　ス ポ ー ツ 振 興 課 当 初 予 算 案 比 較 表

事　　　　業　　　　名

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

 

【スポーツ振興課予算案 補足説明資料】 

 
・市民の健康・体力つくりを促進するため、各種スポーツ・レクリエーション大会、スポーツ教室を

「新しい生活様式」に合わせて開催するほか、地域におけるスポーツ活動を支援する予算を計上して 

いる。 

  

  ・令和４年度の予算は、総額で 5,116万 3千円、前年度との比較で 400万 6千円の減額。 

 

・本年度は、東京 2020大会のレガシーとして、パラ（障害者）スポーツの普及を図るほか、スポーツ

実施率の低い働き盛り世代をターゲットとした体操教室を開催する。 

 

  【主な増減額の要素】 

 ・「障害者スポーツの推進」は、6万 1千円増額。 

令和３年度に引き続き市民ボッチャ大会を開催するなど、パラスポーツの普及や交流機会を創出。 

  

 ・「健康体操教室開催」は、13万 3千円増額。 

令和 4年度からはスポーツ実施率の低い世代向けの「働き盛り世代向け体操教室」を実施。 

※スポーツ実施率 (令和３年度市政世論調査) 

全体 64.1%・30歳～39歳 男性 61.7% 女性 51％・40歳～49歳 男性 54.3％ 女性 50.8% 

    

・「ジュニア育成」は、事業見直しによる皆減。 

令和 4年度から細事業としては廃止。多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金（東京都市長

会。平成 24年度～令和 3年度）は終了。 

 

・「国際スポーツ大会開催支援」は、業務内容による 44万円減。 

全日本パラ・パワーリフティング国際招待選手権大会〔令和５年(2023年)２月開催見込〕(仮称)と

IFSCボルダリングワールドカップ八王子 2023〔令和５年(2023年)５月開催見込〕の開催を支援。 

別紙２－２ 



別紙２－３

（単位：千円）

Ｎｏ. 4年度 ３年度 前年度増減 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 備                        考

1 校庭夜間開放 3,160 1,129 2,031
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 2,719 0 皆増
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 28,557 25,345 3,212
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 4,571 2,832 1,739
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 6,110 5,664 446
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 39,198 48,384 △ 9,186
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 14,489 10,417 4,072
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 47,874 32,168 15,706
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

9 高倉公園野球場管理費 579 449 130 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

10 陵南プール管理費 12,433 8,597 3,836 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

11 下恩方地区運動場管理費 85 85 0 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

12 西寺方グラウンド管理費 3,622 3,073 549
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

13 上柚木公園内運動施設管理費 57,891 61,949 △ 4,058
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

14 大塚公園内運動施設ほか７公園施設管理費 72,436 77,341 △ 4,905
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

15 戸吹スポーツ公園管理費 19,323 15,607 3,716
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

16 施設予約システム管理費 4,550 4,930 △ 380 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

17 屋外運動施設管理事務費 7,611 7,484 127 屋外運動施設全体（共通事務）に係る一般事務経費

18 滝ガ原運動場再整備 0 1,138 皆減 再整備に向けた検討を行う(R4は要求したが査定で0)

19 富士森公園野球場改修 0 155,100 皆減 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(R3で事業終了)

20 西寺方グラウンドトイレ整備 0 33,000 皆減 既存トイレの解体、水洗トイレ建設の経費を計上(R3で事業終了)

21 上柚木公園野球場改修 0 169,070 皆減 上柚木公園野球場のスコアボード改修に係る経費(R3で事業終了)

22 上柚木公園陸上競技場改修 690,673 0 皆増 第2種公認競技場の公認更新及び中長期保全計画に基づく改修工事を行う R5.3月リニューアルオープン

23 富士森体育館施設管理経費 56,391 53,404 2,987 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

24 富士森体育館分館競技場施設管理経費 11,162 9,904 1,258 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

25 富士森体育館運営経費 51,097 42,543 8,554 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

26 甲の原体育館の管理運営 58,843 61,965 △ 3,122 甲の原体育館の運営を担う指定管理者への指定管理料 大規模改修後、R4.9月リニューアルオープン

27 甲の原体育館の大規模改修 613,352 326,282 287,070 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)

28 甲の原体育館の機能拡充 19,498 3,779 15,719
「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

29 総合体育館の整備 156,496 156,377 119
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

30 総合体育館の運営 268,248 255,377 12,871 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

2,250,968 1,573,393 677,575

令　和 ４ 年 度 （ 2022 年度 ）　　ス ポ ー ツ 施 設 管 理 課 当 初 予 算 案 比 較 表
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【スポーツ施設管理課予算案 補足説明資料】 

 

・市民にスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため、学校施設の開放、屋外運

動施設の管理運営及び体育館の管理運営を行う予算を計上している。 

 

・令和４年度の予算は、総額で 22 億 5,096 万 8 千円、前年度との比較で 6 億 7,757 万 5

千円の増額。 

 

・主な増減額の要素は、屋外運動施設において上柚木公園陸上競技場の改修工事費が皆増

となったものの、上柚木公園野球場改修及び富士森公園野球場改修に係る経費が皆減と

なったことにより、３億 4,736 万 9 千円増となった。また、体育館の主な増減額の要素

は、甲の原体育館の大規模改修に係る経費が２億 8,707 万円増となったことによるもの

である。 

 

 

 

令和４年度の予算の特徴 

 

【屋外運動施設】 

・「22 上柚木公園陸上競技場改修」に管理舎改修工事費、芝生張替工事費、スコアボー

ド設置工事費及び走路改修工事費等６億 9,067万 3千円を計上。 

 

 

【体育館】 

・「27 甲の原体育館の大規模改修」において施設改修工事費等６億 1,335万 2千円を計

上するほか、「28 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

子少年鑑別所跡地の取得に係る調査等委託料 1,949万 8千円を計上。 
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大会名 令和３年度 令和２年度

市民スポーツ大会
実施:サッカー他１２競技
中止:総合開会式及びバレーボール他
19競技

中止（コロナ）

陸上競技選手権大会
中止（コロナ）（市陸上競技協会独自大
会として実施）

中止（コロナ）

市民水泳大会 中止（コロナ） 中止（コロナ）

市民スキー競技会大会 37名 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
実施:ネオテニス他9競技
中止:総合開会式及びインディアカ他6
競技

中止（コロナ）

市民ボッチャ大会 12チーム、50名

ネオテニス教室（令和３年度からネオ
テニス親子教室と統合）

中止（コロナ）
※ネオテニス教室：122名、全6回
※ネオテニス親子教室：中止（コロナ）

ジュニア育成事業

※コア・体幹トレーニング走り方教室：
66名

※バレーボール教室：41名
※柔道教室：23名

※ボルダリング教室：29名

※コア・体幹トレーニング走り方教室：
中止（コロナ）

※バスケットボール教室：映像配信
※バドミントン教室：ライブ配信
※サッカー教室：26名、全2回

健康体操教室
（やさしいフィットネス）

665名、全75回

健康体操教室
（市民いきいきリフレッシュ体操）

1,107名、全76回

健康体操教室
（親子でストレッチ）

154名、全25回

ヘルシーウォーキング 中止（コロナ） 中止（コロナ）

全関東八王子夢街道駅伝
競走大会

中止（コロナ） 中止（コロナ）

TOKYO八峰マウンテントレイル 出走者739名、完走者719名
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)

定員を設定した上で実施中
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スポーツ施設管理課 施設の利用制限 

 

【屋外運動施設・体育館】 

  東京都の要請に対応し、施設の利用休止や利用時間の短縮を行った。 

 

【緊急事態宣言発出に伴う対象の屋外施設・体育館】 

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

 

●まん延防止等重点措置（4/12～24） 

       20時以降の利用は休止 

       (4/1～11は 21時以降の利用休止) 

   ●緊急事態宣言（4/25～6/20） 

       4/27～全施設の利用を休止 

       5/12～屋外運動施設の利用再開  ※20時以降の利用は休止 

       6/1～ 全施設の利用を再開  ※引き続き 20時以降の利用は休止 

   ●まん延防止等重点措置（6/21～7/11） 

       20時以降の利用は休止 

   ●緊急事態宣言（7/12～9/30） 

       20時以降の利用は休止 

   ●東京都におけるリバウンド防止措置（10/1～10/24） 

       21時以降の利用は休止 

   ●基本的対策徹底期間（10/25～11/30） 

       利用時間の制限を解除 

   ●まん延防止等重点措置（R4.1/21～3/21） 

       原則制限なし 
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〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和3年度（2021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
教育指導課

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

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

〇

1-3
ジュニア育成
プログラム
の拡充

■スポーツ協会や大学、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
教育指導課

・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】
　　・ビートレインズ:バスケットボール教室動画配信
　　・はちきたSC:サッカー教室
　　・法政クラブ:バドミントン教室ライブ配信
・オリパラ普及啓発【スポーツ振興課】
　　・ミズノ　:元プロ野球選手による野球教室
　　　　　　     トップアスリートによる走り方教室
・広域部活動（拠点校方式・合同部活動）の実施【教育指導課】

・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】
　　・バレーボール教室
　　・柔道教室
　　・ボルダリング教室
　　・走り方教室
・広域部活動（拠点校方式・合同部活動）の実施【教育指導課】

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

・ビートレインズホームゲーム開催実施【スポーツ施設管理課】
・新型コロナウイルス感染症のため試合開催を中止していた期間もあるが、エス
フォルタアリーナ八王子にてビートレインズホームゲームを開催した。【スポーツ施
設管理課】

・エスフォルタアリーナ八王子でビートレインズホームゲームを実施予定。【スポーツ施
設管理課】 〇

■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
教育指導課
生涯学習政策課

・一般開放事業(卓球/バドミントン/一般開放フィットネス)の実施【スポーツ施設管
理課】
・各種スポーツ教室の実施【スポーツ施設管理課】
・バドミントン連盟・バスケット協会・水泳連盟協力のもと、一般開放事業を実施。
・スポーツ教室として、小学生対象の卓球及びプール教室を実施。また、中高年向け
各種（運動、体操等）を実施。【スポーツ施設管理課】
・新型コロナウイルス感染症のため一部中止や事業縮小したが、市内3つの体育館
で、様々なニーズに合わせて一般開放事業（卓球、バドミントン、バスケットボール、
フィットネス、プール等）、スポーツ教室（卓球、体操等）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【教育指導課】
・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。【教育指導課】
・八王子市レクリエーション協会と連携した、レクリエーションスポーツ部の実施【教
育指導課】
令和２年度は、１回目の緊急事態宣言中は放課後子ども教室を一律中止としたが、
６月15日以降に放課後子ども教室を実施できる体制が整った実施団体から放課
後子ども教室を再開してもらい、概ね全ての小学校で放課後子ども教室を実施す
ることで児童の運動機会の確保に寄与した。【生涯学習政策課】

・各連盟及び協会と連携のもと、一般開放事業（バドミントン、バスケットボール、泳法
指導等）を実施予定。【スポーツ施設管理課】
 ・年間を通じて、様々スポーツ教室を318回開催予定。【スポーツ施設管理課】
・市内３つの体育館では、一般開放事業（卓球、バドミントン、バスケットボール、フィッ
トネス、プール等）、スポーツ教室（卓球、体操等）を実施予定。【スポーツ施設管理課】
・甲の原体育館では、年間を通じて、様々スポーツ教室を318回開催予定。（9月から
改修工事に伴う休館のため、開催回数は例年より減少）【スポーツ施設管理課】
・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。【教育指導課】
・八王子市レクリエーション協会と連携した、レクリエーションスポーツ部の実施
【教育指導課】
新型コロナウイルスの影響により市立小学校が休校とならない限りは、基本的に放課
後子ども教室の一律中止を求めることはせずに実施団体の無理のない範囲で事業を
実施することで児童の運動の機会を確保する。【生涯学習政策課】

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020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）

1-2

多様なス
ポーツプロ
グラムの実
施

〇

別紙４－１



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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

・一部教室において電子申請を試験的に導入。【スポーツ振興課】
・市広報やＨＰのほかSNS（フェイスブック・ツイッタ―）やチラシを活用してスポー
ツ情報を発信【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し
た。【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した。【スポーツ施
設管理課】

・一部教室において電子申請を本格導入予定【スポーツ振興課】
・市広報やＨＰのほかSNS（フェイスブック・ツイッタ―）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】
・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】
・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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止【スポーツ振興課】
・ブラサカ日本選手権支援【スポーツ振興課】
・市民スポーツ大会・市民スポーツレクリエーション大会開催(一部中止する競技有り)
【スポーツ振興課】

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
・八王子夢街道駅伝第71回大会、ヘルシーウォーキングを新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止
・民主催のオクトーバーランに参加し、市民に周知

・八王子夢街道駅伝開催について検討中。
・ヘルシーウォーキングは保健所の健康フェスタと合同で開催検討中
・民主催のオクトーバーランに参加し、市民に周知。

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

・高尾山パワフルチャレンジを継続開催（年1回）【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（2１団体）【高齢者いきいき課】
・介護予防地域活動支援（職員実施数）
　大横保健福祉センター　実施回数22回　参加者数：287人
　東浅川保健福祉センター　実施回数10回　参加者数：157人
　南大沢保健福祉センター　実施回数11回　参加者数：104人　【各保健福祉セン
ター】

・高尾山パワフルチャレンジを継続開催（年1回予定）【高齢者いきいき課】
・一般介護予防サロンはふれあい・いきいきサロン活動支援事業に統合したうえで、引
き続き運営を支援（168団体）【高齢者いきいき課】
継続実施予定【各保健福祉センター】 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した。(実施校66校中45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する。
(実施校66校中45校）【生涯学習政策課】

〇

〇

・自宅でできる「市民いきいきリフレッシュ体操」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教室を開催【スポーツ振興課】
・コロナ対策を行いながら、富士森公園陸上競技場を一般開放（無料含む）【スポー
ツ施設管理課】
・開放フィットネスの開催【スポーツ施設管理課】
・市内３つの体育館では、高齢者でも参加しやすいフィットネス等の一般開放を実
施した。【スポーツ施設管理課】
・健康づくりサポーター養成講座を実施し、第５期生２２名を新たに養成した。サ
ポーター登録者数は137名となった（令和３年３月末現在）。また、健康づくりサ
ポーターフォロー講座についても、規模を縮小して８講座開催し活動支援を行なっ
た。【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」は、関係機関等に配布依頼を行
い、広く周知・普及啓発を行なった。【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【各保健福祉センター】
　大横保健福祉センター　実施回数；2回　参加者数：36人
　東浅川保健福祉センター　実施回数；2回　参加者数：51人
　南大沢保健福祉センター　実施回数；2回　参加者数：28人
・北野余熱利用センター（あったかホール）でヨガ・ピラティスをはじめさまざまな健
康教室を実施【北野清掃工場】

・市民に気軽に運動する習慣をつけてもらうため「お気軽ストレッチチラシ」を作成し
配布、市民課ロビーの行政情報モニターに「市民いきいきリフレッシュ体操」のお知ら
せ等を掲載する【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【スポーツ振興課】
・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】
・市内３つの体育館では、高齢者でも参加しやすいフィットネス等の一般開放を実施予
定。【スポーツ施設管理課】
・健康づくりサポーターのフォロー講座や交流会等の開催、活動支援を行う。【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」を広く配布する。【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】
・継続実施予定【各保健福祉センター】
・健康教室を継続実施【北野清掃工場】

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

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3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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

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した。【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３年度の青少年海外
交流事業はオンラインによる交流とし、スポーツ交流は行わない。
【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
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に掲載した【ス
ポーツ振興課】

市民に気軽に運動する習慣をつけてもらうため「お気軽ストレッチチラシ」を市のホー
ムぺージに掲載する【スポーツ振興課】 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パラスポーツの指導者として派遣【スポーツ振興課】
・スポーツ推進委員をパラスポーツの指導者として派遣【スポーツ振興課】
・ブラサカ日本選手権の開催支援【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】
・令和2年度のふれあい運動会は、新型コロナウィルス感染症の影響により中止。
【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パラスポーツイベントにスポーツ推進委員・八王子
ビートレインズを講師として紹介。【スポーツ振興課】
・令和３年度のふれあい運動会は、現時点で開催は未定。【障害者福祉課】

〇

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・ネオテニス親子教室は新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止のため中止【スポーツ振興課】
・地区運動会の中止【スポーツ振興課】
・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。また、来年度より６か所に拡充するための準備として、プレ教室の開催
【スポーツ振興課・子ども家庭支援センター】
・2020健康フェスタ・食育フェスタ
　日時：令和2年（2020年）5月17日（日）　10時～15時
　場所：エスフォルタアリーナ八王子
　→新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止【健康政策課】
・ニュースポーツ用品の貸出　　貸出実績：4団体（延べ39回）【健康政策課】

・ヘルシーウォーキングは、10月開催で検討中。ネオテニス親子教室は新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため中止【スポーツ振興課】
・地区運動会は一部で中止を決定【スポーツ振興課】
・乳幼児とその保護者を対象とした「親子でストレッチ」を6か所の親子ふれあい広場
に拡充し、実施。【スポーツ振興課・子ども家庭支援センター】
・2021健康フェスタ・食育フェスタの実施
　日時：令和3年（2021年）10月17日　10時～15時場所：八王子城跡
　→新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため例年とは異なり屋外で密を避けて
実施予定。【健康政策課】
・ニュースポーツ用品の貸出【健康政策課】

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）

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

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3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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

・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
【スポーツ振興課】
・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た【スポーツ振興課】

・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【スポーツ振
興課】
・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【スポーツ振興課】

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

実施なし 実施予定なし ■

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
四半期ごとにモニタリングを実施した。

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。
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 富士森公園野球場・上柚木後援野球場のネーミングライツスポンサーを募集
令和3年6月からネーミングライツ導入
「スリーボンドスタジアム八王子」「スリーボンドベースボールパーク上柚木」

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
・各種教室の開催実施
・新型コロナウイルス感染症のため実施回数は減少したが、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した。

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。 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・ホームページで周知【スポーツ振興課】 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

・例年実施しているイベントの中止により、連携実績なし。【スポーツ振興課】
・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ているが、新型コロナウイルス感染
症感染拡大防止の観点から、各大学等の施設では原則として関係者以外の立ち入
りを制限している場合が多くあった。【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※コロナウイルス感染拡大の影響による、医療センターひっ迫
の状況による。【スポーツ振興課】
・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】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、情報を提供できる施設が限られることが
想定されるが、大学コンソーシアム八王子が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
・希望団体がある場合は登録を実施。

・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3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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
学校施設課

・コロナ対策を行いながら10校で開催【スポーツ施設管理課】
・コロナ禍の影響で、開放中止や継続の対応に追われ、積極的に実施校を増やす動
きをすることが出来なかったため実績なし。【学校施設課】

・コロナ対策を行いながら10校で開催【スポーツ施設管理課】
・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。
【学校施設課】

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
学校施設課

・新型コロナウィルス感染症の影響により中止【スポーツ施設管理課】
・コロナ禍の影響により、通常の学校施設開放について検討する機会を持つことが
出来なかったため実績なし。【学校施設課】

・中止 【スポーツ施設管理課】
・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
【学校施設課】

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

新型コロナウィルス感染症の影響により中止【スポーツ施設管理課】
夏季小学校プール開放を実施する予定だが、新型コロナウィルス感染症の影響により
中止する可能性有り。【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3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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】
・自宅でできる「市民いきいきリフレッシュ体操」や「やさしいフィットネス」「バス
ケットボール教室」「走り方教室」の動画を配信【スポーツ振興課】
・八王子スポーツイベント案内にて、各種スポーツ教室募集案内を掲載【スポーツ振
興課】

・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】
・八王子スポーツイベント案内にて、各種スポーツ教室募集案内を掲載
【スポーツ振興課】

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

・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
ナウィルスの影響で中止。TOKYO八峰マウンテントレイルは、台風19号及び新型
コロナウィルス感染拡大防止の影響により中止。
・市政世論調査でスポーツに関する調査を実施。

・ヘルシーウォーキング・トレランともに密回避のため、アンケート方法を検討
・市政世論調査でスポーツに関する調査を実施。
・各種イベント教室でアンケートを実施

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3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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 2年度は総合型スポーツクラブ設立希望団体団体なし 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。(多くの地区が中止)
・新型コロナウイルス対策として、国の制度に関する情報を提供、消毒用アルコール
を配布し、活動を支援した。

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新型コロナウィルスの影響により中止
したが、個別のヒアリングやスポーツ推進委員の会議で各地区の活動状況を情報共
有した。

総合型スポーツクラブの団体調査を行う。 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がないため実績な
し。また、２年度は、新型コロナウイルスの影響により、地域イベントも殆ど中止して
いる。

総合型スポーツクラブの団体調査を行い、情報発信方法について検討する。 ■

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
都民大会（春季・夏季・冬季）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。

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。(夏季・冬季は未定) 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

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

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



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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実技研修(グラウンドゴルフ・ボッチャ・ドッチビー)
・パラ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実技研修(グラウンドゴルフ・ボッチャ・ドッチビー)
・パラスポーツ普及のための指導者として地域の派遣。 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 スポーツ推進委員主体の実技研修。(グラウンドゴルフ・ボッチャ・ドッチビー) スポーツ推進委員主体の実技研修。 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

・広報はちおうじにホームゲームスケジュール市民デーの記事を掲載【スポーツ振
興課】
・全関東夢街道駅伝競走大会については、新型コロナウイルス感染拡大防止により
中止【スポーツ振興課】
・コロナ対策を行いながら全国高等学校野球選手権大会東西東京大会の代替試合
を開催【スポーツ施設管理課】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止【観光課】
・２０２１女子フロアボールアジア・オセアニア選手権兼世界大会予選開催支援（施設
の優先予約）【オリパラ推進室】

・広報はちおうじにホームゲームスケジュール市民デーの記事を掲載【スポーツ振興
課】
・全関東夢街道駅伝競走大会については、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上
で、開催で検討中【スポーツ振興課】
・春季東京都高等学校野球大会・高松宮賜杯全日本軟式野球大会
・秋季東京都高等学校野球大会　を開催予定【スポーツ施設管理課】
・感染防止対策を踏まえた開催方法について検討中【観光課】
・２０２１女子フロアボールアジア・オセアニア選手権兼世界大会予選開催支援（中止）
【オリパラ推進室】

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
・広報はちおうじにホームゲームスケジュール市民デーの記事を掲載。
・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めどが立ってい
ないこと、また新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。

・広報はちおうじにホームゲームスケジュール市民デーの記事を掲載。
・市民大会は一部中止、一部は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施予
定。
・陣馬・高尾をコースとするＴＯＫＹＯ八峰マウンテントレイルは、新型コロナウイルス感
染症対策を講じた上で実施予定。

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3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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

東京2020大会の延期により、令和2年度（2020年度）実施せず。
【オリパラ推進室】

新型コロナウイルス感染症の影響により、コミュニティライブサイト及びパブリック
ビューイングを中止。【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

・元プロ野球選手による野球教室を実施。【スポーツ振興課】
・コロナにより、会場開催を中止した走り方教室の動画を配信。
【スポーツ振興課】
東京2020大会の延期により、令和2年度（2020年度）実施せず
。【オリパラ推進室】

・柔道・走り方・ボルダリング・バレーボール各種教室を実施【スポーツ振興課】
HACHIOJIバレーボール交流会を実施し、オリンピアン等トップアスリートとの交流
機会を創出。（中止）【オリパラ推進室】
・八王子2021フェスティバルを実施し、パラリンピアン等トップアスリートとの交流機
会を創出。【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

東京2020大会の延期により、令和2年度（2020年度）実施せず。
【オリパラ推進室】

アメリカ合衆国スポーツクライミング代表選手の事前キャンプを受入
【オリパラ推進室】
チャイニーズ・タイペイパラリンピック委員会から事前キャンプの実施を見送る旨の連
絡を受け、事前キャンプの受入中止【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

・元プロ野球選手による野球教室を実施。【スポーツ振興課】
・コロナにより、会場開催を中止した走り方教室の動画を配信。
【スポーツ振興課】
・東京2020大会の延期により、令和2年度（2020年度）実施せず。
【オリパラ推進室】

・柔道・走り方・ボルダリング・バレーボール各種教室を実施【スポーツ振興課】
・東京2020大会の競技体験とパラスポーツの普及啓発を目的とした八王子2021
フェスティバルを実施。【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

・開催支援は引き続き行ったが、イベント等の実施はなし。
・町会自治会連合会等と連携し、聖火リレーサポーターを募集。

・聖火リレーの開催支援
・自転車競技（ロード）の開催支援
・町会自治会連合会等と連携し、聖火リレーサポーターを募集（沿道での走行中止によ
り、ボランティアの起用はなし）
・辞退により不足した自転車競技（ロード）のコースサポーターについて、スポーツ推進
委員の協力を得て補填。

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中止のため実績なし。 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「みる」ス
ポーツの展
開

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



〇／実施・実施後継続中　　　★／完了

■／検討・研究中　　　　　　▲／未着手

令和3年度（2021年度）6月現在の全庁調査の結果

施策の
方向性

事業
№

主な
取り組み

概要 期間 担当課 令和2年度（2020年度）取り組み状況
令和3年度（2021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

【令和2年度（2020年度）スポーツ推進計画　進捗状況】 別紙４－１

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
教育指導課

・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】
　　・ビートレインズ:バスケットボール教室動画配信
　　・はちきたSC:サッカー教室
　　・法政クラブ:バドミントン教室ライブ配信
　　・ミズノ　:元プロ野球選手による野球教室
　　　　　　　　 トップアスリートによる走り方教室
・体力向上の取組を推進するため、新型コロナ感染症拡大防止対策を講じた上で、
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２２校で実施した。
【教育指導課】

・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】
　　・バレーボール教室
　　・柔道教室
　　・ボルダリング教室
　　・走り方教室
・今年度も引き続き、新型コロナ感染症拡大防止対策を講じた上で、キャッチボールク
ラシックを実施する。【教育指導課】

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 実績なし 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
教育指導課
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。【教育指導課】
・「世界ともだちプロジェクト」献立を実施した。【教育指導課】

・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。【教育指導課】
・「世界ともだちプロジェクト」献立を実施する。【教育指導課】

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
教育指導課
スポーツ振興課

・市立小学校でパラスホーツの体験会を実施。【スポ―ツ振興課】
・市立小・中・義務教育学校において、オリンピアン・パラリンピアン等による交流事
業や講演会を実施した。【教育指導課】
（実施例）
・横山第二小学校：新体操の畠山愛理選手に講演会及び実技指導
・由木西小学校：十種競技の右代啓祐選手による講演会及び実技指導
・鑓水小学校：体操の鶴見虹子選手による講演会及び実技指導
・川口中学校：車いすバスケットボールの三宅克己選手、諸岡晋之助選手による講
演会

・市立小・中学校。義務教育学校でパラスポーツの体験会を実施【スポ―ツ振興課】
・市立小・中・義務教育学校で、各学校の計画及び実態に基づき、オリンピアン・パラリ
ンピアン等による交流事業や講演会を実施する。【教育指導課】

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



 1 / 2 

 

令和２年度(2020年度)八王子市スポーツ推進計画進捗状況 

説明資料 

スポーツ推進計画進捗状況をまとめた別紙４-１は、令和３年（2021年）６月現在で集約

したものです。主な掲載内容は昨年度の取組み状況であり、令和３年度は年度当初の予定が

記載されています。 

ここでは、スポーツ所管の主な取り組み状況について、令和３年度の結果や状況を踏まえ

てご説明します。 

 

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) 多様なプロスポーツプログラムの実施 進捗状況〇 

 各種スポーツ教室の実施。バドミントン連盟、バスケットボール協会、水泳連盟

協力のもと、一般開放事業を実施しました。【スポーツ施設管理課】 

※R3年度は、コロナの影響により一部中止や事業を縮小しています。 

 

  (2)プロスポーツの大会開催 進捗状況〇 

ビートレインズホームゲームを開催しました。【スポーツ施設管理課】 

    ※R3年度も継続して実施しています。 

 

（3）健康寿命を延ばす運動ができる環境の拡充 進捗状況〇 

  市民センターなどで健康体操教室を実施しました。【スポーツ振興課】 

※R3 年度も継続して実施しています。また、市民に気軽に運動する習慣をつけて

もらうため「お気軽ストレッチ」チラシを作成し、各市民センター等へ配布しま

した。 

 

（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パラスポーツの指導者として派遣しました。 

【スポーツ振興課】 

※R3年度は、東京 2020大会の影響により派遣依頼が増えましたが、コロナの影響

により 7回のみ派遣しました。また、市民ボッチャ大会を初開催したほか、ブラ

インドサッカー日本選手権決勝ラウンドの開催を支援しました。 

  

基本施策 2 スポーツをする場の確保 

(1)施設運営のための財源確保 進捗状況○ 

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しま

した。【スポーツ施設管理課】 

※R3年 6月からネーミングライツを導入しています。 

富士森公園野球場・・・スリーボンドスタジアム八王子 

上柚木公園野球場・・・スリーボンドベースボールパーク上柚木 

別紙４－２ 
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(2)企業のスポーツ施設の活用 進捗状況○ 

TOKYOスポーツ施設サポーターズ事業について市ホームぺージで公開しました。 

【スポーツ振興課】  

※R3 年度も継続して実施しています。都立特別支援学校活用促進事業についても

新たにホームページへ掲載しました。 

 

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 

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」「バスケ

ットボール教室」「走り方教室」の動画を配信しました。【スポーツ振興課】 

※R3年度もスポーツ事業など、身近なスポーツ情報を発信しています。 

 

 (2)スポーツニーズの把握 進捗状況〇 

    市政世論調査でスポーツに関する調査を実施しました。 

    ※R3 年度も継続して実施しています。また、大会や教室において、参加者を対象

にアンケ－トを実施しました。 

  

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)  スポーツ関係団体との連携 進捗状況〇 

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をサポ 

ートしました。【スポーツ振興課】 

※R3年度も継続して実施しています。 

 

(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実技研修を実施しました。(ボッチャ等研修 3回) 

【スポーツ振興課】 

※R3年度も継続して実施しています。 (大会運営研修 1回・ボッチャ等研修 2回) 。

また、初級障害者スポーツ指導員の資格を新規に 3名取得しました。 

 

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、 

アクションとレガシー 

  （1）ジュニア期におけるアスリート発掘・育成 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しました。 

(映像等配信 2・中止 1・実施 2)【スポーツ振興課】 

※R3年度はバレーボール・柔道・ボルダリング・走り方の教室を実施しました。 

 

 （2）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 進捗状況〇 

     小学校において、ボッチャの派遣指導を実施しました。【スポーツ振興課】 



令和3年度（2021年度）第1回スポーツ推進審議会　意見・質問要旨、事務局回答

報告事項１　組織改正の概要(令和３年(2021年度)10月18日付・スポーツ関係)

Ｎｏ 御意見・御質問 事務局回答

1

一般的に新旧対照表（図）は、時系列と見やすさの観点か

ら、左が(改正前)、右が (改正後)ではないかと思います

（次年度以降ご検討ください）。＜作野委員＞

今後の参考とさせていただきます。

報告事項２　令和４年度(2022年度)予算案(スポーツ関係)

Ｎｏ 御意見・御質問 事務局回答

1
「新しい生活様式」のとらえ方は、どのように考え、進め

ていくのでしょうか。＜山崎委員＞

会場の人数制限やマスクの着用、参加者の健康管理等の基本的な感

染症対策はもちろんのこと、実施場所や競技内容に応じた対策を実

施団体と協議、調整して開催いたします。

2
スポーツ実施率の低い働き盛りの方々の過ごし方は、どの

ような傾向にあるのでしょうか。＜山崎委員＞

令和3年（2021年）に実施した市政世論調査の報告書では、スポー

ツ以外の生涯学習活動をみると、30～39歳は「家庭生活に役立つ

技術（料理、裁縫、日曜大工など）」（25.8％）、40～49歳は

「仕事に必要な知識や技能、資格の取得」（17.2％）、50～59歳

は「趣味的なもの（音楽、美術、写真、華道、舞踊、書道、レクリ

エーション活動など）」（19.5％）の実施割合が高い傾向にありま

す。

また、いずれの年代においても生涯学習活動に「取り組んでいな

い」が4割前後となっています。

3
スポーツ実施率調査で、中心市街地と周辺地域でどのよう

になっているのでしょうか。＜山崎委員＞

令和3年（2021年）に実施した市政世論調査の報告書では、市全体

のスポーツ実施率は64.1％ですが、居住地域別でみると、由木・由

木東・南大沢（東部地域）のスポーツ実施率は68.4％と最も高く、

元八王子・恩方・川口（西部地域）は60.5％と最も低い数値になっ

ています。中心市街地と周辺地域で大きく異なっているということ

はございません。

4
甲ノ原体育館施設拡張は大いに進めてください＜山崎委員

＞

5

当初予算案比較表（別紙2-3）の薄緑と白の違いがわかり

にくいです。また「前年度増減」列の表記（皆減、皆増）

が課で異なるのと、比較的増減額が大きい事業についての

備考での説明にも違いがみられます。書面審議の場合、別

紙2-1の備考、2-2の【主な増減額の要素】のような説明が

ある方が丁寧だと思いました。（次年度以降ご検討くださ

い）＜作野委員＞

今後の参考とさせていただきます。

報告事項３　令和３年度(2021年度)新型コロナウイルス感染症によるイベント・施設等の対応

Ｎｏ 御意見・御質問 事務局回答

1
コロナまん延防止や緊急事態宣言下ではやむを得ないと思

います。＜山崎委員＞



報告事項４　令和２年度(2020年度)八王子市スポーツ推進計画進捗状況について

Ｎｏ 御意見・御質問 事務局回答

1

2021年度は、3回のまん延防止等重点措置、2回の緊急事

態宣言、東京都におけるリバウンド防止措置、基本的対策

徹底期間を設ける等の、利用制限を行った。手指の消毒、

検温を慣行するといった新しい生活様式に伴う、新しい運

動様式が定着したと思う。今後も引き続き行うことで、コ

ロナのみならずインフルエンザ等の感染症を広めないこと

にも繋がると思う。＜林委員＞

2

スポーツ施設の設備・充実について

公園施設設置によるスポーツ施設整備の推進とは、幼児が

使える公園遊具の事を指しているのか？二年間実施なしと

はなぜか。中長期何もないなら載せる必要なし。＜村松委

員＞

「公園施設設置管理許可制度の活用によるスポーツ施設整備の推

進」とは、公園管理者以外の者による公園内へのスポーツ施設設置

に対し公園管理者が許可を与える制度を活用し、スポーツ施設の整

備を推進することです。既設公園内スポーツ施設の整備等の時期を

捉え、設置管理許可制度の活用、推進について長期的に検討する必

要があります。

3

プロスポーツの大会開催は、市民はもとより、特にジュニ

ア達に関心が高まっている。実戦を見る事により、自分達

の行動、活動が高まる。＜山崎委員＞

4

スポーツ情報の充実では、スポーツ推進委員だけの研修に

終わらせずに、地域・地区に戻って経験を広めてほしいと

思います。地域では委員の活動が見えてこない。＜山崎委

員＞

5
中学校の部活動で指導教員等指導者がいない実態である。

何か手立てがあるとよい。＜山崎委員＞

6

プロスポーツ選手との交流は児童たちに大きな影響が出て

います。プロの選手と行動したことにより、目が輝いてい

る。＜山崎委員＞

7

コロナ禍において、これだけの事業を実施できたことは、

素晴らしいことだと感じる。アルコール消毒や検温をはじ

め、人との距離を保ったり、室内であれば、定員を設定す

るなど、コロナ対応の努力をしながら実施したことは、今

後の対策を考える上でのフィードバックにもなるし、大き

な自信に繋がると思う。

残念ながら、中止になったものもあるが、安全・安心を考

えれば仕方のないことだと思う。＜林委員＞



その他

Ｎｏ 御意見・御質問 事務局回答

1

二年間審議会を開いていない。今はオンラインでも開催で

きるはず。説明が無ければ進捗状況を判断できない。＜村

松委員＞

今後の新型コロナウイルス感染症の状況や委員のインターネット環

境をふまえ、オンライン開催やオンラインと対面の併用開催などを

検討してまいります。

2 オリンピック聖火の縮小は残念だった。＜山崎委員＞

3

令和2年度に比べると、少しずつでもスポーツができたこ

とはよかった。

市民の健康維持・増進を図り、活力ある共生・共助の地域

社会・まちづくりのためにもスポーツは欠かせない。

今後も、コロナの変異株がどのようになるかはわからない

が、感染状況を見極めながら、スポーツ推進を考えていく

必要がある。＜三浦委員＞

4

運動をすることは、自己の免疫力を高める有効な方法であ

ると共に、メンタル面も強くし、ストレスを発散する方法

でもある。

自粛生活を強いられ、先の読めない不安感の中、落ち込み

が激しくなったり、家族間の衝突等の問題が発生してい

る。

心身ともに健康的な生活を送るためにも、何とか工夫と努

力をして、運動をする機会をさらに増やすことが、重要に

なってくると思う。＜林委員＞

8

議題が「令和２年度(2020年度)八王子市スポーツ推進計画

進捗状況について」となっておりますので、令和２年度

(2020年度)における進捗状況の確認がメインになると思わ

れますが、「令和3年度（2021年度）取り組み予定」があ

ることで、かえって何の「進捗状況」なのかがわかりにく

くなっているように思います。「進捗状況」の列をみます

と、直近の進捗状況評価のようにもみえるのですが

（2021/6全庁調査の結果？）、違いますでしょうか。

・議題を「令和２年度(2020年度)八王子市スポーツ推進計

画進捗状況について」とするならば、「令和２年度(2020

年度)取り組み状況」列の右に「進捗（実施）状況」を示

すのがわかりやすいように思います。さらにその右列に

「（ご参考）令和3年度（2021年度）取り組み予定」など

として、その「進捗状況」を示すべきではないでしょう

か。

・また、「令和２年度(2020年度)取り組み状況」みます

と、コロナによる中止が多かったようですので、進捗状況

の評価に「中止」のカテゴリーをつくるか、「未着手／未

実施」などとするのがよいと考えます。

上記の件について、内容的に問題ないということでした

ら、報告事項の議題及び表見出しの修正をご検討くださ

い。＜作野委員＞

議題を「八王子市スポーツ推進計画の令和２年度（2020年度）取

り組み状況及び令和３年度（2021年度）取り組み予定について」

に修正いたします。

表見出しにつきましては、資料の構成が変更となり記載内容につい

ての全庁調整も必要となることから、今回は既存のまま修正せず、

今後の参考とさせていただきます。


