
第1回 ポス － 推ツ 審進 会議

議題 スポーツサービスの現状

令和3年7月30日
地域創生部 市民スポーツ課
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１．基本方針策定の趣旨

近年、人口減少や少子高齢化などにより社会全体が大きく変
化し続けている中、ライフスタイルや個人の価値観の変化に伴
い市民のスポーツ活動についても、集団スポーツから個人ス
ポーツ志向への移行など、スポーツのニーズや価値観、求めら
れる役割は多様化しています。
こうした中、国は平成２３年に「スポーツ基本法」を施行、

平成２７年にスポーツ庁を設置するなど、スポーツを取り巻く
環境は大きく変化をしました。
このような社会背景や取り組みを踏まえ、東村山市を取り巻

くスポーツの現状と課題を整理することで今後の方向性を明ら
かにし、より一層のスポーツの推進を図っていくため、スポー
ツ都市宣言に基づく新たなスポーツ施策の指針として、
「東村山市スポーツ施策基本方針」を策定しました。
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2．基本理念

「スポーツ都市宣言」に基づき、市民がスポーツを愛し、
スポーツを通じて、健康と体力の向上をはかり、
豊かで明るい東村山市を築くことをめざします。

既にスポーツをすることの楽しさを享受できている市民
のみならず、スポーツをしていない、スポーツに無関心
な市民も、スポーツにより人生が豊かになるよう、
スポーツを始めようとする“はじめの一歩”を踏み出
してもらうために、スポーツ振興を展開し、スポーツに
興味・関心を持ってもらい、スポーツを通じた「健康・
体力づくり」や「仲間づくり」、「市民相互の連帯」が
実施されるよう推進していく。
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3．基本方針におけるスポーツの定義

基本方針では、スポーツの果たす役割の多様化を踏まえ、
競技スポーツだけでなく、健康づくりや介護予防、趣味や仲
間との交流を目的としたウォーキングや散歩、ジョギング、
サイクリング、子供の外遊びやレクリエーションスポーツ、
通勤・通学時の徒歩など、市民が日常生活の中で自発的に行
う身体活動のすべてをスポーツとして定義。
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基本方針
１ だれもがスポーツに親しめる機会の充実

子供や高齢者、障害者、外国人など、障害の有無や年齢、性別、国
籍などを問わず、スポーツに関心が無い市民も含め、だれもが分け隔
てなくスポーツを楽しみ、親しめる機会を充実させ、市民のスポーツ
活動を促進します。

（１）スポーツに関する意識と関心の向上
（２）スポーツを通じた健康・体力づくりの推進
（３）スポーツを通じた共生社会の推進

4．基本方針

施策の方向性
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地域スポーツ活動の活性化の推進

基本方針
２

地域スポーツ活動を推進してきた各スポーツ団体等とともに、
市民のだれもがスポーツを楽しみ、気軽にスポーツに参画でき
る場の提供を進め、ひいては地域スポーツを担う人材の育成を
推進します。

（１）各団体等との連携の強化
（２）人材の育成・発掘
（３）既存スポーツイベントや事業等の見直し

4．基本方針

施策の方向性
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基本方針
３ スポーツに親しめるまちづくりの推進

人口減少、少子高齢化社会を迎える中、スポーツ環境の適正
化を図るとともに、市民のだれもがスポーツを身近に感じ、身
近な場所でスポーツに親しめるまちづくりを推進します。

（１）公共スポーツ施設のあり方の検討
（２）スポーツに親しめる多様な環境づくり

4．基本方針

施策の方向性
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基本方針
４

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を
契機としたスポーツ振興

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし、
市民のだれもがスポーツに興味・関心を持つことから自発的なス
ポーツ・健康づくり活動を始める好機と捉え、スポーツ参画人口の
拡大に努めるとともに、オリンピック精神をレガシーとしたスポー
ツ振興を図ります。

（１）東京２０２０オリンピック・パラリンピック
競技大会を契機としたレガシーの創出

4．基本方針

施策の方向性
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5．基本方針の推進にあたって

基本方針を推進していくためには、各主体が一体となり、互いに連携・
協力をしながらも、それぞれの担う役割に対して主体的にスポーツ推進
に取り組み、市民のだれもがスポーツを楽しみ、親しめる環境づくりが
望まれます。

【推進イメージ図】
9



ほぼ毎日
週に

数回程度

月に

数回程度

年に

数回程度

ほとんど

利用しない
無効・未回答

０．２％ ３．２％ ５．８％ １１．７％ ７６．５％ ２．６％

〇市内公共スポーツ施設の利用頻度
公共スポーツ施設（東村山市民スポーツセンター・屋内プール）の利用頻度は「ほとんど
利用しない」が７６．５％と最も高く、利用者の固定化がうかがえます。

出典：「東村山市公共施設等総合管理計画（平成２８年度）」
「東村山市スポーツ施策基本方針」P.10抜粋

6．スポーツ施策の現状
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〇子供の体力について

握力 50ｍ走（秒） ボール投（ｍ） 反復横跳（回） 持久走(秒）

S60 H29 H31 S60 H29 H31 S60 H29 H31 S60 H29 H31 S60 H29 H31

小5
男子

18.35 16.51 16.37 9.05 9.37 9.42 29.9
4

22.52 21.60 39.46 41.95 41.74 ― ― ―

小5
女子

16.93 16.12 16.09 9.34 9.60 9.63 17.6
0

13.93 13.59 37.94 40.06 40.14 ― ― ―

中2
男子

31.16 28.88 28.64 7.90 8.00 8.02 22.1
0

20.51 20.35 ― ― (51.87) 366.40 392.30 400.03

中2
女子

25.56 23.78 23.74 8.57 8.81 8.81 15.3
6

12.88 12.87 ― ― (47.25) 267.11 288.06 290.55

子供の体力・運動能力は、昭和60年ころから現在まで全国的に低下傾向が続いています。

昭和60年度と平成31年度の子供の体力の比較(全国平均値）

出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

6．スポーツ施策の現状
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

市小5男子 1.5 -0.4 -0.2 0 -0.4 0.7 0

市小5女子 -0.3 -0.1 0 1.3 0.6 -0.1 0

市中2男子 -1.1 -0.4 -2.2 -0.4 -1.2 -0.48 -0.26

市中2女子 -0.9 -1.6 -1.5 -1.4 0 -0.53 0.27
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市小5男子 市小5女子 市中2男子 市中2女子

出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査（平成25年度～平成31年度）
東京都「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査（平成25年度～平成31年度）

〇体力合計点 市内平均値と全国平均値との差の推移

過去5年間の市内の子供の体力・運動能力をみると全国平均値を上回ることは少なく、市内の子供の体力低下が見受けら

れます。
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79.00

79.50

80.00

80.50

81.00

81.50

82.00

82.50

83.00

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

東京都/男性 東京都/女性 東村山市/男性 東村山市/女性

（歳）

〇健康寿命の推移（平成２０年～平成３１年）

東村山市の65歳健康寿命は、男女ともに平成23年に最も落ち込みましたが、その後は回復傾向にあります。
東京都との比較では、近年男性が平均値を上回り、女性は平均値に迫る結果となっています。
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大会・イベント名
春季市民体育大会

秋季市民体育大会

ふれあい運動会
市民歩け歩け運動
スポレクフェスティバル
東村山市民周回駅伝大会
東村山みんなで走ろう会
第1回ボッチャひがっしーCUP

東村山市では、市民スポーツの活性化やスポーツに関わる機会の創出、地域コミュニティの醸成などを目的とし、市や

各々の組織や団体が中心となり様々な事業を展開しています。

〇東村山市のスポーツ活動

教室・講座名

スポーツ・スイミング教室

スマートライフ講演会
＋健康エクササイズ
スマートライフ測定会
６０歳以上の方の体力測定
スポーツ・食育教室
ロコトレ教室
健康体操
脳活性化教室
子どもワクワク運動教室

令和2年度実施状況

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。一部実施。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

11/28実施

令和2年度実施状況

前期は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。後期は実施

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

前期は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。後期は実施

1/23実施 14



東村山市のスポーツ施設
〇市内のスポーツ施設等

市内で利用可能なスポーツ施設等については以下の通りです（令和２年度現在）。
主な公共スポーツ施設のうち東村山市民スポーツセンターは、平成２４年度より指定管理者制度
（※）を導入し、民間事業者が施設の管理運営全般を行っており、サービスの充実化、利用者の
拡大に努めています。

※ 指定管理者制度：民間事業者や市民活動団体等を含む様々な団体に一定の権限を与え、公の施設の管理運営に民間団体の
自主性を認めることにより、その技術やノウハウを最大限に活用することを目的とした制度。

【主な公共スポーツ施設】

施設名称 種類

市民スポーツセンター 屋内スポーツ施設・屋内プール

運動公園（都市公園） 野球場、ソフトボール場、トラック競技場、テニスコート５面、屋外プール
（一部借用地）

久米川庭球場 テニスコート５面（借用地）

ゲートボール場（6か所） 秋津ゲートボール場、青葉ゲートボール場、萩山ゲートボール場、
恩多ゲートボール場、北川ゲートボール場、ゲートボール場公園

久米川少年野球場 少年野球場（借用地）

経済産業省グラウンド サッカー場（国所管の施設）

全生園グラウンド 野球場、テニスコート２面（国所管の施設）
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学校施設は地域スポーツ推進のための「スポーツ開放」により、授業や部活動がない時間帯に
体育館やグラウンドなどを地域住民のスポーツの場として提供しています。

施設名 種類

小学校（１５ヶ所） 校庭・体育館
※化成小学校については、ナイター照明使用可。

中学校（７ヶ所） 校庭・体育館・テニスコート
※テニスコートの開放については、第一中学校、第四中学校、第七中学校のみ開放

【学校施設スポーツ開放】

主な民間スポーツ施設については、スポーツジムやボルダリングジム、フットサル場などあらゆる
ジャンルのスポーツに対応できる施設が市内に存在しています。

【主な民間スポーツ施設】

施設種別
スポーツジム ホットヨガスタジオ
ボルダリングジム テニスコート
空手・合気道場 ダンス場
ボクシング場 剣道場
野球場 ボウリング場
フットサル場 屋内プール

ゴルフ練習場 体操競技場

バッティングセンター
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施設名称 実施可能なスポーツ

東村山中央公園
ランニング・ウォーキング・ゲートボール・
多目的レクリエーション等

狭山公園
ランニング・ウォーキング・
多目的レクリエーション等

八国山緑地
ランニング・ウォーキング・ハイキング・
トレイルランニング等

多摩湖自転車歩行者道 サイクリング・ランニング・ウォーキング

【主な都立公園等】

主な都立公園等については、ランニングやジョギング、ハイキングなどが実施可能です。
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