
第１章　計画の概要
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１．計画の全体像

　本計画の策定にあたり、スポーツを取り巻く社会背景や社会環境の変化を整理し、国や
埼玉県の動向とともに、所沢市の特徴を踏まえ、計画策定に関する基本的な考え方や方向
性を示しています。

　「平成 29（2017）年度スポーツに関する市民アンケート調査」結果より、現状と課題
を示しています。

　第 3章で示した将来像や基本理念の実現に向け、基本方針ごとの施策の展開を示して
います。

　第 2章で示した課題を踏まえ、本市の目指す将来像や基本理念を示しています。また、
4つの基本方針による施策体系を示し、目標に向け取り組んでいきます。

　基本方針の各施策に対する事業について示しています。

　本計画を推進するための体制や進行管理の方法について示しています。

　【基本方針１】　健康・体力づくりの推進		≪スポーツをする≫

　【基本方針２】　競技会場の確保や交流機会の充実		≪スポーツをみる≫

　【基本方針３】　スポーツ活動の支援と環境整備		≪スポーツをささえる≫

　【基本方針４】　スポーツに触れる機会の充実		≪スポーツをもりあげる≫

「市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも、
・・身
か ら だ

体を動かしたくなるマチ」
基本理念
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２．計画策定の背景

（１）本市の社会環境と特性～スポーツを取り巻く環境～

①人口推移と年齢構成の変化
　本市の人口は、平成 23（2011）年に 34万 3千人を超え、その後は同規模を維持して
います。また、本市の年齢構成別の将来人口推計では、年少人口（0～ 14歳）及び生産
年齢人口（15歳～ 64歳）は減少傾向にある一方で、老年人口（65歳以上）は依然とし
て増加傾向にあります。令和９（2027）年における老年人口割合については、平成 29
（2017）年と比較して 2.42 ポイント上昇するものと推計されています。

②絆を紡ぐまちづくり
　東日本大震災や豪雨災害を機に、私たちは改めて「人と人との絆」「地域のつながり」
の大切さに気付かされました。しかしながら、自治会・町内会の加入率は、年々減少傾向
を示すなど、地域のつながりを維持することが難しくなっています。
　また、防災・防犯面だけでなく、地域福祉をはじめ、障害者福祉、高齢者福祉においても、
コミュニティの醸成が必要とされています。
　地域間における交流を深め、「人と人との絆」を実感する地域共生社会の実現に向け、
スポーツを通した仲間作りなどスポーツが果たす役割が期待されています。

３区分の年齢構成別で見た将来人口推計

資料：将来人口推計（所沢市）より
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③みどりあふれる文化都市
　本市は、都心に近いながらも、狭山丘陵や武蔵野の
雑木林、所沢航空記念公園などのみどり豊かな自然
に囲まれています。このような中、『COOL	JAPAN	
FOREST	構想		

※１

』の中心となる東部地域での「新た
な文化」の拠点整備や、中心市街地の活性化を目的と
した所沢駅周辺の再開発事業、西武ドーム球場のボー
ルパーク化などを通して、所沢市の地域産業や商業、
文化などが新たに生まれ変わろうとしています。
　一方、都市化の進展に伴い、里山をはじめとしたみ
どりの減少が懸念されるため、「都市部の近郊にある
豊かなみどり」を本市の象徴として、次世代の子どもたちに引き継いでいく必要がありま
す。心やすらぐふるさと所沢を目指し、ウォーキングを楽しみながら自然や文化財に触れ
合うなど、地域の歴史や文化を知る取り組みへの参加を推進していくことも求められてい
ます。

※１	 ＣＯＯＬ	ＪＡＰＡＮ	ＦＯＲＥＳＴ	構想：本市と（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡが、共同プロジェクトとして取
り組んでいる、文化と自然が共生した、誰もが「住んでみたい」「訪れてみたい」地域づくりを進める
構想。（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡが建設する「ところざわサクラタウン」（製造・物流機能や図書館、美術館、
博物館等の機能から構成される複合施設）を中心とした重点推進エリアにおいて周辺環境の整備を進め、
産官共同で企業誘致や文化事業等を展開することにより「みどり・文化・産業が調和したまち」の創出
を図る。

ところざわサクラタウンパース図
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④生涯を通した健康づくり
　超高齢社会の到来による生活習慣病や医療費負担の増加は、大きな社会問題の一つとし
て取りあげられており、本市においても、喫緊の課題の一つとなっています。健康で長生
きするためには、市民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、健康的な生活習慣を理解し実
践することが必要です。
　また、実際に体を動かすことも、健康づくりにおいて大切な要因のひとつであり、特に、
自分のペースで歩くことができるウォーキングは、ランニングやジョギングよりも体に大
きな負担をかけず、あらゆる世代において気軽に運動を楽しむことができるため、多くの
人たちに親しまれています。
　無理なく気軽に運動することは、生
活習慣病の予防や健康的な体を維持す
るとともに、爽快感や達成感などを得
ることで、精神面にも良い影響を及ぼ
すため、本市では、自身が無理なくで
きる運動の実施を推奨し、生涯を通し
た健康づくりを進めています。

⑤プロスポーツ（トップレベルの選手）に触れる
　本市は、プロ野球チーム「埼玉西武ライオンズ」とプロバスケットボールチーム「埼玉
ブロンコス」の 2つのプロスポーツチームの本拠地となっています。
　また、平成 29（2017）年 2月、所沢市民体育館がパラリンピック正式競技である「ゴー
ルボール		

※１

」のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設		
※２

に指定され、平成
30（2018）年 4月には、市内に二子山部屋が開設されるなど、トップレベルの選手を近
くで観る機会に恵まれています。
　さらには、「北勝富士関」をはじめ、各種スポーツのトップクラスにおいても、所沢市
出身の選手が多く活躍しています。これらのチームや選手が活躍する姿は、多くの人に夢
や感動を与えるだけでなく、スポーツへの関心を高め、スポーツを始めるきっかけとなる
ことが期待されています。

※１　ゴールボール：視力に障害がある方を対象に考案された球技。アイシェード（目隠し）を着用した 1チー
ム 3名のプレーヤー同士が、コート内で鈴入りボールを転がすように投球し合って味方のゴールを防御
しながら相手ゴールにボールを入れることにより得点し、一定時間内の得点の多少により勝敗を決する
もの。

※２	 ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設：ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）
では対応できない、冬季、海洋・水辺系、屋外系の競技および高地トレーニングについて、トップアス
リートの強化活動の場所の確保を目的とし、指定されたトレーニング施設。
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（２）国の動向

①スポーツ基本法の制定
　平成 23（2011）年に施行され、「スポーツは世界共通の人類の文化である」と明記し
た上で、スポーツそのものの振興にとどまらず、スポーツを通した健康増進や地域活性化
など、幅広い目的を掲げています。本法において、国は、スポーツ基本計画を定めなけれ
ばならないこととされ、都道府県及び市町村においても地方の実状に即したスポーツ推進
計画を定めるよう努めるものとすると規定されています。

②スポーツ庁の創設
　平成 27（2015）年、スポーツに関する施策の総合的な推進を目的としてスポーツ庁
が創設されました。従来のスポーツ振興に加え、スポーツを通した健康増進の取り組みや
障害者スポーツの振興、スポーツを通した地域・経済活性化に向けた取り組みにも力を入
れており、さらなるスポーツ社会の振興に向け、その動きを加速化させています。

③スポーツ基本計画の策定
　スポーツ基本法第 9条の規定に基づき、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るために定めるものであり、同法の理念を具体化し、国・地方公共団体及びスポー
ツ団体等の関係者が一体となってスポーツ立国の実現を目指す上での重要な指針となる
ものとして位置づけられています。

第２期スポーツ推進計画（平成 29（2017）年 3月制定）

中長期的な
スポーツ政策の
基本方針

１　スポーツで「人生」が変わる！
２　スポーツで「社会」を変える！
３　スポーツで「世界」とつながる！
４　スポーツで「未来」を創る！

今後５年間に
総合的かつ計画的に
取り組む施策

１　スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の
拡大と、そのための人材育成・場の充実

２　スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現
３　国際競技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備
４　クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上
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（３）県の動向

　埼玉県スポーツ推進計画の策定
　この計画において、スポーツは、「体を動かすという人間の根源的な欲求に応え、それ
自体が「楽しさ」「喜び」をもたらし、人生をより豊かにするものです。また、心身の健
康の保持増進をはじめ、共生社会の実現や青少年の健全育成、健康長寿社会の実現、より
良い働き方への見直し、地域の活性化等、スポーツは社会の活力をつくる力を持っていま
す。」としています。
　そして、各々の適性や関心に応じてスポーツを楽しむことで、意識や行動が変化し、こ
れらが実現されるものであることから、「スポーツがつくる　活力ある埼玉」を基本理念
とし、さらなるスポーツ振興を進めていくことを方針として掲げています。

埼玉県スポーツ推進計画（第２期）（平成 30（2018）年 3月制定）

基本理念 スポーツがつくる　活力ある埼玉

基本目標
１　県民誰もがスポーツを楽しむ　元気な埼玉	
２　スポーツの力で築く　魅力あふれる埼玉	
３　世界を目指して飛躍する　スポーツ王国埼玉

今後５年間に
取り組む施策

１　スポーツ参画人口の拡大
　…「する」「みる」「ささえる」スポーツ文化の醸成
２　子供のスポーツ活動の充実
　…生涯にわたり、スポーツに親しむ心を育てる
３　スポーツを通じた地域の活性化
　…スポーツを元気で魅力ある埼玉づくりの推進力に！
４　世界に羽ばたくトップアスリートの輩出
　…スポーツ王国埼玉をささえるアスリートへの積極的支援

	

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」
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（４）本市の取り組み

　スポーツに関する計画の策定
　本市では、計画的にスポーツ推進を図るための具体的な指針として、スポーツに関する
計画を策定し、社会情勢の変化に応じて必要な見直しを行ってきました。

所沢市スポーツ振興計画
（平成 18（2006）年度
～平成 27（2015）年度）

　「市民の健康増進と生涯スポーツの推進」を教育行政の重
要な基本方針の一つに掲げ、スポーツが日常生活の中に定着
し、生涯にわたり健康で活力のある市民生活の実現が図れる
よう「いつでも・どこでも・だれもが楽しめる豊かな生涯ス
ポーツ社会の実現」を基本理念としています。

所沢市スポーツ推進計画
（平成 28（2016）年度
～平成 30（2018）年度）

　「所沢市スポーツ振興計画」の基本的な考え方を継承しな
がら、社会環境の変化に対応すべく策定した計画です。
　「市民が手軽にスポーツを楽しみ、健康長寿になれるまち」
を目指し、東京 2020 オリンピック・パラリンピックへの取
り組み、プロスポーツチーム・大学との連携、自然を生かし
たスポーツ推進、健康寿命の延伸など、社会情勢の変化を考
慮しつつ、本市の特色を具体的に活用するための各種施策を
盛り込んでいます。

　今後は、市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送るため、平成 31（2019）年度か
ら 10年の計画となる「第６次所沢市総合計画」におけるリーディングプロジェクト『元
気でいきいき“健幸（けんこう）長寿のまち”の実現－「歩いて」「楽しんで」感じる健
幸長寿－』に向け、スポーツを通した市民の健康・体力づくりを推進することで、健康寿		
命		
※１

の県内一位を目指し、市民が生涯にわたり健やかで幸せな生活を送れるマチを目指し
ます。

※１　健康寿命：健康上の問題がない状態で、日常生活が制限されることなく送れる期間のこと。高齢化や生
活スタイルの変化に伴い国民医療費が増加傾向にある中、生活習慣病予防と合わせて、身体活動の必要
性についての啓発が進められてきた。また、超高齢社会となった今、高齢になっても元気で生き生きと
生活することが重要であることから、健康・福祉分野において、健康寿命の延伸を目指した取り組みが
進められており、日常生活での身体活動量の増加や、社会参加の効用が注目されている。

　	 「埼玉県の健康寿命」の定義によると、平成 28（2016）年度における本市の県内順位は、男性５位、女
性 12 位となっている。
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３．計画の目的

　少子高齢化の進展など社会環境が大きく変化する中で、体を動かす機会の減少、子ども
の体力・運動能力の低下、高齢者の医療費や介護費の増加、地域住民のつながりの希薄化
など様々な課題への対応が求められています。
　このような中、健康・体力づくりの手段としてだけではなく、スポーツを通した地域コ
ミュニティの活性化など、スポーツが果たす社会的役割への期待が年々高まっています。
　また、スポーツに対し多様化する市民意識やニーズに応えるためには、一人ひとりのラ
イフステージに応じたスポーツプログラムの充実や情報の提供が必要です。
　こうしたことから、本市の現状に即した形でスポーツに関する施策を計画的に推進する
ため、本計画を策定するものです。

トコろんウォーク

とこしゃんまつり



国

(スポーツ庁)

スポーツ

基本計画

埼 玉 県

埼玉県

スポーツ推進計画

所 沢 市

分野別計画

・所沢市

公共施設等総合管理計画

・所沢市保健医療計画

・所沢市地域福祉計画

・所沢市障害者支援計画

・所沢市高齢者福祉計画･

介護保険事業計画

支援事業計画

・所沢市子ども･子育て

など

所沢市総合計画

所沢市

教育振興基本計画

所沢市

スポーツ推進計画

所沢市教育大綱
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４．計画の位置づけ

　本計画は、スポーツ基本法第１０条第１項に定める地方スポーツ推進計画として位置づ
けます。また、本市の最上位計画である所沢市総合計画の個別計画及び所沢市教育振興基
本計画の部門別計画でもあるため、国のスポーツ基本計画を参酌するとともに、本市の実
状に即し、所沢市総合計画が掲げる将来都市像を実現するため、様々
な分野と連携した横断的な計画となるよう策定します。
　「第６次所沢市総合計画」では、「スポーツ推進」を第３章「健幸（け
んこう）長寿のまち」の施策に位置づけていることから、本計画で
も健康づくりや体力づくりを通して市民がいつまでも健康で生き生
きと暮らせる生涯スポーツ社会の実現を目指します。



10 

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

令和
10年度

国（第2期スポーツ基本計画） ５年

埼玉県スポーツ推進計画 ５年

第６次所沢市総合計画 １０年

所沢市スポーツ推進計画 ５年

前期 ６年 後期 ４年
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５．計画期間

　「第 5次所沢市総合計画」及び「所沢市スポーツ推進計画」が平成 30（2018）年度末
で終了することから、平成 31（2019）年度から始まる「第 6次所沢市総合計画」に合
わせて、本計画もスタートします。
　なお、「第６次所沢市総合計画」は平成 31（2019）年度から令和 10（2028）年度ま
での 10年間の計画期間となっていますが、本計画の計画期間については、国の「スポー
ツ基本計画」や「埼玉県スポーツ推進計画」が計画期間を５年間としていることから、平
成 31（2019）年度から令和５（2023）年度までの 5年間とします。
　ただし、国内外の動向や社会情勢の変化に応じて、適切な施策の推進を図る必要が生じ
た場合は、計画期間内であっても見直しを行います。
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６．本計画におけるスポーツの定義

　本計画では「スポーツ」を幅広く捉え、競技種目に限らず、散歩やウォーキング、ジョ
ギング、レクリエーション、体操、幼児の遊びなど活動のレベルや内容を問わず、体を使っ
た運動全てを含むものとします。
　また、国のスポーツ基本計画の中では、自ら体を動かす「するスポーツ」をはじめ、プ
ロスポーツや一流のスポーツ選手が集う大会観戦を「みるスポーツ」、ボランティアとし
てスポーツに関わる活動を「ささえるスポーツ」とする観点も含め、「スポーツ」と捉え
ていることから、本市においても、これらをスポーツとして捉え、障害のあるなしにかか
わらず、市民の誰もが楽しめるスポーツを推進します。

本計画における「スポーツ」

健康づくりのための
軽運動

スポーツを観戦する競技スポーツ
障害者スポーツ

審判やボランティアとして支える


