
令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

14 市民スポーツの振興  

主管課名 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 
主管課長名 村上 法彦 電話番号 042-481-7508 

関係課名 
（組織順） 福祉総務課，高齢福祉担当，障害福祉課，健康推進課，緑と公園課，指導室，社会教育課 

 

目 
的 

対 象 市民 

意 図 
だれもがスポーツに親しみ，楽しむことができる 
スポーツを通して交流がはぐくまれる 
だれもがスポーツを通して心身ともに健康になる 

◇施策の方向 

年齢や障害等を問わず，広く市民がスポーツに親しみ，楽しめる環境を整備します。また，ラグビーワールドカップ
２０１９ＴＭ日本大会と東京２０２０大会を契機としたスポーツの振興を通して市民の交流が盛んになるまちを目指
します。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ 体育施設の年間利用者数

【☆】 
103万2,602人 106万2,566人 105万4,986人 108万56人 95万人 

２ 運動を週に１回以上行っ

ている市民の割合【☆，◎】 
60.5% 61.7％ 62.7% 63. 9% 70.0％ 

３ ＦＣ東京等と連携したス

ポーツ事業の参加者数【☆】 
889人 621人 653人 6５１人 900人 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 体育施設の年間利用者数【☆】 
平成２６年度以降は目標値の９５万人を超える状況が続き，平成３０年度は１０８万５６人で前年度比

２．３％増となり，引き続き多くの方が施設を利用されています。今後も利用者の声や地域の特色を生か
した安全で利便性の高いスポーツ施設の整備に努めます。 

２ 運動を週に１回以上行っている市民の割合【☆，◎】 
平成２７年度以降は６０％を超え，微増となっています。平成３０年度市民意識調査では，まちづくり

指標で６３．９％となり，前年度から１．２ポイント増となりました。引き続き目標値の７０％達成を目
指します。 

３ ＦＣ東京等と連携したスポーツ事業の参加者数【☆】 

 平成２５年度から，「にこにこサッカークリニック」「子どもサッカー体験教室」「指導者講習会・小学生
対象サッカー教室」の３事業を対象としていましたが，平成３０年度は，「にこにこサッカークリニック」
を障害福祉課と連携して定期開催及び交流会を実施する「あおぞらサッカースクール」とし，参加者数や
対象年齢を拡充して事業の充実を図り，多くの参加者の定期的な運動の場を提供することができました。
スポーツ振興課が所管した「ＦＣ東京あおぞら交流会」には延べ１１２人が参加し，「子どもサッカー体験
教室」には延べ１６７人，「指導者講習会・小学生対象のサッカー教室」には延べ３７２人が参加しまし
た。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 体育施設の年間利用者数 

効率的・効果的な維持管理・運営により，より多くの市民が

安全で利便性の高いスポーツ施設でスポーツ活動を楽しめる

ことを目標とした。（スポーツ振興課資料） 

105万4,986人 

（平成29年度） 

107万人 

（令和4年度） 

２ 運動を週に 1回以上行っ

ている市民の割合 

気軽にスポーツや健康づくりに参加できる機会を提供するこ

とで，東京都スポーツ推進総合計画（平成30（2018）年

3月策定）に掲げられた「都民（18歳以上）のスポーツ実

施率」の目標値70.0％まで増加させることを目標とした。

（調布市民意識調査） 

63.9% 

（平成30年度） 

70.0% 

（令和4年度） 

３ ＦＣ東京と連携したスポ

ーツ事業の参加者数 

ＦＣ東京と連携した様々なスポーツ事業を通じて参加者数を

現状から増加させ，スポーツの振興，市民の健康づくり，青

少年の健全育成などの推進を図ることを目標とした。（スポ

ーツ振興課資料） 

653人 

（平成29年度） 

900人 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策14 市民スポーツの振興） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

１４－１ スポーツ環境の整備 

スポーツ環境の充実に向け，基本計画に基づき，調布市民プール５０メートルプール用循環浄化装置改修工事，調
布市民プール受変電設備更新工事，調布基地跡地運動広場Ｅ２グラウンド脇道路浸透桝設置工事，調布市総合体育館
非常口等鋼製建具，会議室スライディングウォール改修工事，調布市民大町スポーツ施設管理棟改修工事など，施設
老朽化への対応及び利用環境向上のための施設改修工事を実施しました。 
また，多摩川児童公園内運動施設２面グラウンドバックネット修繕等の修繕も行いました。 
公益社団法人調布市体育協会では，総合体育館の指定管理者として，施設の日頃の点検等で不具合を早期発見し，

迅速な対応を行いました。また，施設を効果的に利用したプログラムを数多く企画・実施するなど施設の効率的かつ
効果的な活用を図りました。 
調布市で活動し，国際大会や全国大会等に出場する市内スポーツクラブまたは市内在住・在勤・在学の個人の活動

に対して「国際・全国スポーツ大会出場報奨金」を交付し，次世代アスリートの支援を行いました。 
１４－２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

市民が気軽にスポーツや健康づくりに参加できる事業として，公益社団法人調布市体育協会が運営する市の補助事
業「リフレッシュ体操スクール事業」は，これまで使用していた施設の工事もありながら，武蔵野の森総合スポーツ
プラザで実施するなど会場確保に努めました。合計２８コース，延べ９４９回実施し，３回の体験会を含め延べ   
３万２，４６５人の参加がありました。 
市立学校の学校開放事業では，体育館の利用が延べ４，４３０日，１１万４，６８２人の利用があり，校庭の利用

が延べ１，４９８日，７万２，２３４人，教室等が延べ４５４日，８，５３３人の利用がありました。また，地域運
動会は１８地域で開催し，１万１，３８６人が参加しました。 
障害者スポーツについては，引き続き「ボッチャ」の普及を行いました。市民スポーツまつりでのブース出展のほ

かに，オリパラ教育の一環として，スポーツ推進委員が指導者となり，染地小学校と第三小学校の児童を対象に授業
内でのボッチャ講習会を行ったほか，ＮＰＯ法人調和ＳＨＣ倶楽部との共催事業「調和ＳＨＣフェスタ －パラスポ
ーツを体験しよう！－」では，ゴールボール体験のほかに，パラリンピアンを招いてのボッチャの交流会を行いまし
た。 
また，改修工事により時限的に味の素スタジアムに移設された「多摩障害者スポーツセンター」と連携し，「ＴＡＭ

Ａスポーツまつり」を市民スポーツまつりと同時開催し，「調布市障害者スポーツ体験会」をセンター内で実施し，障
害の有無に関わらず２００人の参加者が障害者スポーツやニュースポーツを楽しむなど，センターの周知及び障害理
解の促進を図りました。 
公益社団法人調布市体育協会が総合体育館の指定管理者として行うスポーツ施設の管理運営及びスポーツ振興事

業のセブンプログラムでは，車いすバスケットボール国際大会で海外チームの事前合宿への協力や，転倒予防のため
の体操，親子スイミングスクールや調布市民駅伝競走大会内で健康ランを実施するなどの障害者プログラムを行いま
した。また，東京２０２０大会への取組として，パラリンピアンを招いた講演会を実施する等，障害者スポーツの振
興を図りました。 
 ニュースポーツの普及については，昨年度に続き「小学生ドッヂビー大会」を開催し，７８５人の小学生が参加し
ました。また，大人向けには「ふらばーるバレーボール」，「キンボール」などの普及を行うとともに，スポーツ推進
委員が小学生等を指導する出前講座や交流会，障害のある方のスポーツ事業への協力などを行いました。 
調布市の三大スポーツイベントである第５８回調布市民体育祭は，夏季・秋季・冬季大会の２９競技に延べ   

９，４３２人の参加があり，盛大に開催することができました。第３６回市民スポーツまつりは，延べ       
２万５，０００人が秋のスポーツの一日を楽しみました。また，第６３回調布市民駅伝競走大会は，味の素スタジア
ムの工事の影響により，アミノバイタルフィールドでの開催となったものの，全３７４チーム１，８７０人の出場が
あり，各事業ともに無事に，そして大盛況のうちに終えました。 
 ラグビーワールドカップ２０１９日本大会や東京２０２０大会に向けた取組としては，「夢を力に２０１８パブリ
ックビューイングin東京」や「２０１８ＦＩＦＡワールドカップロシアパブリックビューイング」を開催し，サッカ
ーワールドカップを契機とした市民のサッカーへの機運醸成を図りました。 
また，「ちょうふスクラムフェスティバル」でのまちなかラグビー等のラグビー体験や，昨年度に続き開催された

「調布市小学生タグラグビー大会」開催によるラグビーへの機運醸成事業，「ジャパン近代３種シリーズ２０１８第
６戦調布大会」への事業協力及び「調布市小学生陸上体験教室」や「ＦＣ東京石川直宏クラブコミュニケーター講演
会」，「ＮＴＴ東日本バドミントン部地域感謝祭」の実施を通し，多くの市民が競技やアスリートに親しむ機会の創出
を図りました。 

１４－３ ＦＣ東京等と連携したスポーツ振興等の推進 

FC東京と関係部署間で情報共有を図るため，情報交換会を２回開催したほか，平成３０年１０月にＦＣ東京がク
ラブ創設２０周年を迎えたことを契機に昨年度庁内で設置した「調布市ＦＣ東京と連携したまちづくり等の推進に関
するプロジェクト・チーム」では，計４回の会議の中で，毎年行っている各課との連携事業のほか，２０周年記念事
業としての連携事業を行う等，市民のスポーツの振興，青少年の健全育成，福祉，地域振興など，延べ１９課３５事
業でＦＣ東京と協働して事業を実施し，市としても２０周年を盛り上げ，「ＦＣ東京のまち調布」をＰＲしました。 
スポーツ振興課事業としては，平成２９年度まで主に知的・発達障害児を対象に実施していた「にこにこサッカー

クリニック」を，障害福祉課との連携により定期開催する「あおぞらサッカースク—ル」として実施しました。定期
的開催のスクール部分を障害福祉課，スクール生を対象とした交流会をスポーツ振興課が担当することにより，参加
者数や対象年齢を拡充して事業の充実を図っただけでなく，多くの参加者の定期的な運動の場を確保することができ
ました。あおぞらサッカースクール交流会には延べ 
１１２人が参加し，指導者講習会及び小学生対象のサッカー教室には子ども３１６人，大人５６人，子どもサッカー
体験教室には子ども１３３人，大人３４人が参加しました。 
そのほか，ＦＣ東京関連情報を市報や市ホームページ，ツイッター，フェイスブックで情報発信を行ったほか，Ｊ

１リーグシーズン終了後の報告会の開催や，２０周年記念事業としての写真展の開催などを行いました。 
また，読売巨人軍による２軍試合への市民無料招待企画「調布市民デー」を開催し多くの市民が試合観戦を楽しみ

ました。 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策14 市民スポーツの振興） 

 
 ◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に沿い，公益社団法人調布市体育協会やＮＰＯ法人調和ＳＨＣ倶楽部と

連携しながら各事業展開に努め，市民の誰もがスポーツに親しめる機会の創出 

・基本計画に基づいた，老朽化等に伴う施設の改修工事の実施 

・「国際・全国スポーツ大会出場報奨金」制度による次世代アスリートの支援 

・スポーツ推進委員による出前講座やニュースポーツ交流会（ふらばーるバレーボール）及び調布市小学生ドッヂビー大会の主管，

また福祉施設や地域，小学校授業等への協力 

・学校開放事業による地域住民へのスポーツ等の活動の場の提供 

・地域運動会の開催による地域の活性化及び地域の誰もが参加できるスポーツの機会の提供 

・スポーツイベントや事業について，４事業の共催，2５事業の後援  

・障害者スポーツ振興のため，以下の取組を実施し充実を図った。 

①多摩障害者スポーツセンターとの連携を図り，市民スポーツまつりや調布市障害者スポーツ体験会の開催 

②ボッチャ競技の振興として，市民スポーツまつりでのブース出展，スポーツ推進委員による市内小学校授業内でのボッチャ講習

会，ＮＰＯ法人調和ＳＨＣ倶楽部との共催事業「調和ＳＨＣフェスタ －パラスポーツを体験しよう！－」での交流会の実施 

③総合体育館において車いすバスケットボール国際大会開催時に海外チームの事前合宿への協力 

④総体プログラムでの転倒予防のための体操，親子スイミングスクールの実施 

⑤調布市民駅伝競走大会のイベント内で健康ランの実施 

⑥パラリンピアンを招いた講演会の実施 

・ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会へ向けた取組 

①「夢を力に２０１８パブリックビューイングin東京」や「２０１８ＦＩＦＡワールドカップロシアパブリックビューイング」の

開催等，サッカーワールドカップを契機とした市民のサッカーへの機運醸成 

②「ちょうふスクラムフェスティバル」でのまちなかラグビー等のラグビー体験の実施や，昨年度に続き開催された「調布市小学

生タグラグビー大会」の開催によるラグビーへの機運醸成 

③「ジャパン近代３種シリーズ２０１８第６戦調布大会」への事業協力 

④「調布市小学生陸上体験教室」や「ＦＣ東京石川直宏クラブコミュニケーター講演会」，「ＮＴＴ東日本バドミントン部地域感謝

祭」の実施を通し，多くの市民が競技やアスリートに親しむ機会を創出 

・ＦＣ東京クラブ創設20周年を機に昨年度設置した「調布市ＦＣ東京と連携したまちづくり等の推進に関するプロジェクト・チ

ーム」を活用し，毎年行っている各課との連携事業のほか，２０周年記念事業としての連携事業を行う等，市民のスポーツの振興，

青少年の健全育成，福祉，地域振興など，延べ１９課３５事業でＦＣ東京と協働して事業を実施し，市としても２０周年を盛り上

げ，「ＦＣ東京のまち調布」をＰＲした。 

・ＦＣ東京との情報交換会２回，子どもサッカー体験教室１回，少年サッカー連盟加盟児童及び指導者向けの講習会３回の実施 

・ＦＣ東京との連携事業の１つである「にこにこサッカークリニック」を障害福祉課との連携により「あおぞらサッカースクール」

として実施し，参加者や内容，実施数の拡充を図った。 

・読売巨人軍との連携による，２軍試合の市民招待事業の実施や，リクシルディアーズ，東京サンレーヴス，拓殖大学陸上競技部

と連携した事業の実施による，市民がスポーツに親しむ機会の創出を図った。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に沿

い，市民の誰もがスポーツに親しむ機会の創出に努め，十分な成

果を得ている。 

②ラグビーワールドカップ２０１９日本大会の開催に向けた取組

として，まちなかラグビーや小学生タグラグビー大会を開催して

いる。 

③２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向

けた取組として，オリンピアンとの交流事業や，体験会や交流会，

講演会等様々な形式による障害者スポーツの振興を図れている。 

④誰もがスポーツに参加できる機会の充実について，引き続きボ

ッチャ競技を推進している。 

⑤スポーツボランティアの活用について，例年はスポーツまつり，

ロードレース，市民駅伝と参加事業が限られていたが，平成３０

年度はちょうふスクラムフェスティバル等にも活用することがで

きた。 

①②③④２０２０大会後のレガシーを見据え，様々な主体との連

携による事業展開を図り，２０２０年以降も継続して市民の誰

もがスポーツに親しむ機会の創出を図っていく。 

 

 

 

③④障害者スポーツの振興について，引き続き関係団体や庁内で

の横断的連携を図り，当事者のニーズ等も把握しながら，より

実効性のある事業展開を検討していく。 

 

 

⑤スポーツボランティアの活用について，東京２０２０大会に向

けて市で募集したおもてなしボランティアから２０２０年以降

にその一部をスポーツボランティアとして活用するなどの方向

性を検討する必要がある。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

 

 

 

 

  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策14 市民スポーツの振興） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・スポーツ環境の充実に向け，既存のスポーツ施設の維持保全や改修工事を実施し，施設老朽化への対応や利用環境の向上を行った。 

・猛暑による熱中症対策として，各施設に熱中症指数を表示した利用者への呼び掛けや，当日キャンセルへの対応等，利用者が安全

に安心して利用できる施設運営を行った。 

・「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に沿って各事業展開やシンボルマークの活用に努め，市民がスポーツに親

しめる機会の創出を行った。 

・調布市スポーツ推進委員によるドッヂビー大会の開催やふらばーるバレー，キンボールといったニュースポーツの推進，ボッチャ

等の障害者スポーツの推進を通じ，誰もがスポーツに親しみ，楽しむことができるよう努め，気軽に体を動かすきっかけを作ること

ができた。 

・リフレッシュ健康体操スクール，ＦＣ東京のにこにこサッカークリニックや障害者スポーツ体験会，スポーツ推進委員によるボッ

チャの出前講座・体験会等，体力維持や福祉の観点を踏まえたスポーツ事業の推進に取り組み，障害者スポーツの振興を図ることが

できた。特にFC東京のにこにこサッカークリニックについては，障害福祉課と連携を図り，平成３０年度から「あおぞらサッカー

スクール」として事業の拡充を行い，参加者の拡大につながった。 

・平成２９年度から国際・全国大会に出場する選手を対象に報奨金制度を設けたことで，多くの市民に活用してもらうことができた。

また，新たなアスリートの発掘にもつながった。 

・東京２０２０大会に向けた取組の推進として近代３種調布大会やオリンピアンとの交流事業の開催，車いすバスケットボールの国

際大会等の開催にあたっての事業協力を行った。また，ラグビーワールドカップ２０１９日本大会に向けて教育委員会と連携した小

学生タグラグビー大会や，誰もが気軽にラグビーに親しむことができる「まちなかラグビー」を行い，二大国際スポーツイベントに

向けての機運醸成を図ることができた。 

・ＦＣ東京との協働のまちづくりについて，庁内の情報交換会を実施したほか，２０周年を契機とした「調布市ＦＣ東京と連携した

まちづくり等の推進に関するプロジェクト・チーム」を設置，活用し，新たな連携事業の実施等，より連携を強化することができた。 

・ＮＴＴ東日本バドミントン部や読売巨人軍との連携等，新たな連携主体との関係性の構築により，引き続き様々な形での市民スポ

ーツの振興を行う基盤ができた。 

・スポーツボランティアの活用について，三大スポーツイベントのみならず，ちょうふスクラムフェスティバル等でも活躍の場を設

けた。 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①スポーツ政策の基本的方向性を示す「スポーツ立国戦略」が平成 

２２年８月に策定され「新たなスポーツ文化」の確立を目指した基本

的な考え方として発表された。 

②２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室が内閣官

房に設置（平成２５年１０月） 

③スポーツ庁が第2期スポーツ基本計画を策定（平成２９年３月） 

 

①スポーツ立国戦略ライフステージに応じたスポーツ機

会の創造として，誰もが参加できるスポーツ事業の展開

又は健康づくりを推進していくプログラムを検討・実施

する。 

②オリンピック・パラリンピックとラグビーの二つの国

際大会の開催を契機とし，若者をはじめとした成人のス

ポーツ参加機会の拡充を図る必要がある。 

③スポーツ参画人口の拡大を目指し，既存の市体育施設

以外にも民間や学校施設を活用した環境整備をする必要

がある。 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①東京都による武蔵野の森総合スポーツプラザの建設（平成２９年 

１０月） 

②平成２６年度から都教育委員会で「オリンピック教育推進校」を指

定（市内では小学校５校,中学校１校が指定）平成２７年度から「オリ

ンピック・パラリンピック教育推進校」に名称変更（市内全小中学校

が指定） 

③府中調布三鷹ラグビーフェスティバル 201７を開催（平成２９年

７月） 

④東京都スポーツ推進総合計画の策定（平成３０年３月） 

⑤東京都多摩障害者スポーツセンターが味の素スタジアムに移転（平

成３０年４月） 

①武蔵野の森総合スポーツプラザを活用したスポーツイ

ベントの開催。 

②オリパラ教育の一環として，教育部と連携し，市内各小

学校へ出向いて，ボッチャの体験会やスポーツまつりで

のブース出展等，障害者スポーツの普及啓発を行う。 

③ラグビーワールドカップ2019の開催に向け，三市連

携の事業を継続。 

④東京２０２０大会，ラグビーワールドカップ 

２０１９日本大会の開催を踏まえた有形，無形のレガシ

ーを活用し，２０２０年の先を見据えたスポーツ振興。 

⑤東京都多摩障害者スポーツセンターと連携し，市内に

おける障害者スポーツの理解及び普及促進。 

そ
の
他 

各スポーツ施設について，バリアフリーなどの環境改善に向けた取組

を進めるよう関係団体等から要望がある。 

都補助金を活用した各施設のトイレのバリアフリー化や

総合体育館の大規模改修に合わせた空調設置など，各ス

ポーツ施設の環境改善につながる取組の検討を進める必

要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策14 市民スポーツの振興） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・各施設の利用実態や利用者ニーズ，老朽化の状況等を踏まえた安全で利便性の高いスポーツ施設の整備の推進 

・公共建築物保全計画に基づいた，施設のバリアフリー化や老朽化への対応の推進。特に調布市総合体育館については，市民要望

の多い空調設備の設置等も含めた大規模改修を視野に入れ，公共マネジメント計画への位置づけを行う。 

○ラグビーワールドカップ２０１９日本大会，東京２０２０大会の機運醸成と大会を契機としたスポーツ振興及び「豊かな芸術文

化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」の周知に基づく事業の促進・スポーツイベント等の実施 

○ラグビーに関する取組の推進 

○スポーツを通じたオリンピック・パラリンピックの機運醸成 

○パラリンピックを契機とした障害者スポーツの振興による障害理解の促進と共生社会の実現 

○スポーツボランティアの確保・育成 

○スポーツを通じた健康増進 

・気軽に体を動かすきっかけを作るニュースポーツ等の推進 

○競技スポーツの推進によるアスリートの育成 

○スポーツ人口の増加 

・ＦＣ東京等と連携したまちづくりの推進 

◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆東京２０２０大会の機運醸成と大会を契機としたスポーツ振興及び「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」の

周知に基づく事業の促進・スポーツイベント等の実施 

☆パラリンピックを契機とした障害者スポーツの振興による障害理解の促進と共生社会の実現に向け，関係部署や関係団体等と連

携した具体的な検討と事業展開 

☆安全で快適なスポーツ施設を提供するため，バリアフリーへの配慮や老朽化への対応 

・調布市総合体育館のアリーナ床改修工事及び電気設備改修工事の実施 

・ＦＣ東京等と連携したまちづくりの推進 

・サンレーヴスやリクシルディアーズ，読売巨人軍やＮＴＴ東日本バドミントン部等との連携による，市民がスポーツに親しむ機

会の創出 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・パラリンピックを契機とした障害者スポーツの振興による障害理解の促進と共生社会の実現に向け，庁内関係機関との連携のみ

ならず，関係団体等との連携体制を構築し，継続的な事業展開を図る。 

・パラリンピックへの機運醸成の取組の中で構築した各競技団体との連携を活用し，障害者スポーツを「する」「みる」「ささえる」

の視点に基づいた，市民が障害者スポーツに親しむ機会の創出を図る。 

 

 ≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・おもてなしボランティアの活用先としてのスポーツボランティアの充実と育成 

・多くの国際大会の開催や多摩地域のスポーツ拠点の形成をするため，東京都や各競技団体との連携を進める 

・誰もがスポーツに親しみ楽しめる環境づくりを通して，市民のスポーツ実施率向上やスポーツを通じた交流，健康増進等を

図る 

 

■連携テーマ4 「パラリンピックレガシーの創出」 

・パラリンピックを契機とした障害者スポーツの振興による障害理解の促進と共生社会の実現に向け，庁内関係機関との連携

のみならず，関係団体等との連携体制を構築し，継続した事業展開を図る。 

・パラリンピックへの機運醸成の取組の中で構築した各競技団体との連携を活用し，障害者スポーツを「する」「みる」「ささ

える」の視点に基づいた，市民が障害者スポーツに親しむ機会の創出を図る。 

・公共施設のバリアフリー化の推進を図り，誰もがスポーツを楽しめる環境づくりを進める。 

 
  



（施策14 市民スポーツの振興） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

         

        

 

● ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料

⑦を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，年齢や体力などに応じ，スポーツに親しむように努めます。 

・事業者は，市民のスポーツ参加機会の充実を支援するとともに，スポーツの振興と地域の活性化に協力します。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

①ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック競技大会，東京２０２０パラリンピック競技大会という世界的な

３つの大会の開催地として，また，都内４大スポーツクラスターとして，多摩地域のスポーツ拠点としての市の魅力発信。 

②ＦＣ東京のホームタウンという強みを活かし，ＦＣ東京と連携したまちづくりを推進し，身近にプロの試合が観戦できるスタジ

アムがある利点や，ＦＣ東京のノウハウを活かした市民スポーツの振興を図ることができる。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

①武蔵野の森総合スポーツプラザや味の素スタジアム等を活用したスポーツ事業を展開することにより，市内外の方に「スポーツ

のまち調布」をＰＲするだけでなく，多くの方にレガシーとなる施設でスポーツに親しむ機会の創出が図ることができ，地域のス

ポーツ振興につながる。 

②ＦＣ東京との連携事業は様々な分野において成果を挙げており，Ｊリーグチームのホームタウンという強みを活かした事業展開

が図られている。今後は，市の取組の方向の１つであるパラリンピックレガシーの創出といった面でもＦＣ東京の持つ強みを活か

しながら連携を強めていく。 


