
第５章　実施事業
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◎各基本方針に対応する主な事業やイベント等を紹介します。
　 各基本方針の目標に向け、関係部署と連携・協力し、各施策を推進していきます。

※平成 30（2018）年度現在の事業やイベント等を掲載していますので、計画期間
中に事業変更や終了する場合もあります。

【基本方針１】健康・体力づくりの推進　≪スポーツをする≫

①ライフステージ等に応じたスポーツプログラムの充実

主な実施事業 対象 担当課

【スポーツ教室開催事業】
　運動を通して健康維持を図るとともに、ニーズに応
え、生涯を通してスポーツに親しむきっかけをつくる
ことを目的に、親子体操教室や小学生新体操教室をは
じめとする自主事業教室及び各まちづくりセンター開
催教室を実施します。

幼児
児童
生徒
一般

スポーツ振興課

【地域力活用運動好きな子ども育成事業】
　家庭・地域との連携を深め、児童生徒が運動する楽
しさや喜びを味わい、運動好きになるとともに、体力
向上を図るため、各種教室や事業を実施します。

児童
生徒

スポーツ振興課

【親子ふれあい事業】
　ニュースポーツの体験教室等を通して、親子の交流
を図り、絆を深める事業として実施します。

親子 スポーツ振興課

【ところっこ親子で楽しむ運動遊び】
　早稲田大学人間科学部研究室の学生等が講師を務め
る官学連携事業です。年齢に応じた親子で気軽に楽し
める運動遊びの紹介を通して、親子の触れ合いの機会
を増進させることを目的とし、実施します。

親子 こども支援課

【放課後支援事業】
　子どもが遊びや学びを通して、異年齢の子どもたち
との交流を促進すること等を目的とし、おにごっこ・
ドッジボール等の常時活動、スポーツ大会や体操教室
の開催、夏季休業中には水泳などを行います。

児童 学校教育課
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主な実施事業 対象 担当課

【親子体操教室、青少年向けスポーツ大会、高齢者向け
体操教室】
　公民館事業として、産後の母と子を対象とした体操・
ヨガ教室等、青少年を対象としたキックベースボール※1・
ドッジボール等の大会、高齢者を対象とした元気が出
る体操教室等を開催します。

幼児
児童
生徒
親子
高齢者

社会教育課
各まちづくりセンター

【放課後児童健全育成事業】
　就労等により、保護者が昼間家庭にいない小学生を
対象として、授業終了後、適切な遊びや生活の場を与え、
子どもの状況や発達段階を踏まえながら、健全育成を
図ります。

児童 青少年課

【児童館事業】
　児童館事業として、乳幼児とその保護者及び 18 歳
未満の児童を対象に、運動を主とした遊びを通して心
身の健康を増進し、情操を豊かにする活動を行います。

児童 青少年課

【障害児通所支援事業「児童発達支援・放課後等デイサー
ビス」】
　心身に障害また発達に遅れのある児童を対象として、
通所により療育や訓練等の支援を行う事業で、活動の
一環として散歩や体操など体を使った運動を取り入れ、
身体機能の向上や体力の増進に寄与し、心身の成長を
促します。

児童 こども福祉課

【高齢者スポーツ大会開催事業】
　市内在住の 60 歳以上で競技に参加できる健康な方
を対象として、スポーツを通して健康の増進といきが
いを高め、相互の交流及び親睦を深め、高齢者福祉の
向上を図ります。

60歳
以上

高齢者支援課

【障害者スポーツ・レクリエーションの支援】
　障害者が多くの人々と交流を持ち、積極的にスポー
ツ・レクリエーション活動に参加できるよう支援を行
います。

障害者 障害福祉課

※ 1		 キックベースボール：サッカーボール等を用いて行う野球に似た球技。
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※ 1	 所沢市体力つくり市民会議：スポーツ推進委員を実行委員とし、市民体力つくり各種大会や各支部にお
けるスポーツイベントなどを通して、広く市民にスポーツを振興し、体力向上や地域コミュニティに貢
献している団体。

※ 2	 青少年育成所沢市民会議：青少年の健全育成を目的に設置された団体で、青少年体力づくり事業として
少年野球大会や少年サッカー大会、青少年三道大会などを開催している。

②様々なスポーツイベントの企画を充実

主な実施事業 対象 担当課

【所沢シティマラソン大会】
　世代や性別を問わず誰でも気軽に参加できるスポー
ツイベントとして、所沢シティマラソン大会を開催し
ます。

児童
生徒
親子
一般

スポーツ振興課

【所沢市陸上競技選手権大会】
　市と早稲田大学競走部との官学連携により、早稲田
大学所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場にて、小
学５年生以上を対象として公認の記録会を開催します。

児童
生徒
一般

スポーツ振興課

【市民体力つくり事業】
　市民の健康と体力向上のため、「所沢市体力つくり市
民会議

※1
」が中心となり、ソフトボール大会やソフト

バレーボール大会などを開催します。

児童
生徒
親子
一般

スポーツ振興課

【小学校駅伝競走大会】
　運動に親しむ機会を広げ、忍耐力と体力の向上を図
るため、小学校単位による駅伝大会を開催します。

児童 スポーツ振興課

【とこしゃんまつり】
　本市独自の健康体操「とこしゃん体操」のさらなる
推進と愛好家の親睦を図るため、所沢市民体育館にお
いて開催します。

一般 スポーツ振興課

【青少年体力づくり事業】
　スポーツを通し、ルール（マナー）を自ら身に付ける
青少年スポーツの基本を学ぶ活動の推進のため、「青少
年育成所沢市民会議

※2
」において、各種スポーツ大会を

開催します。

児童
生徒

青少年課
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トコろん元気百歳体操

③スポーツを通した健康づくりを推進

主な実施事業 対象 担当課

【健康体操推進事業】
　誰もができる本市独自の健康体操「とこしゃん体操」
を多くの市民に親しんでもらい、健康づくりを推進す
るため、市民体育館や地区体育館において様々な教室
を開催します。

一般 スポーツ振興課

【トコろんウォーク】
　子どもから高齢者までが参加し、狭山不動尊、メッ
トライフドーム、荒幡富士、狭山丘陵いきものふれあ
いの里センター、狭山湖など本市の自然を感じること
ができるスポットを巡るウォーキングイベントを開催
します。

児童
生徒
親子
一般

スポーツ振興課

【トコろん健幸マイレージ事業】
　日常生活の「歩き」等により、景品と交換可能なポ
イントを貯めて楽しみながら自身の健康づくりを継続
することができる仕組みを構築し、市民の健康の保持・
増進、疾病予防を支援します。

40歳
以上

健康づくり支援課

【いきいき健康体操教室事業】
　市内在住の 65 歳以上の方で、医師からの運動制限
及び要支援・要介護認定を受けていない方を対象とし
て、いつまでも元気で健やかに過ごしていただくため
に、健康体操等の運動や介護予防のための教室を開催
します。

65歳
以上

高齢者支援課

【トコろん元気百歳体操】
　手首や足首におもりの入ったバンドをつけて、ゆっ
くり動かすだけで、誰にでもできるように工夫された
体操です。住民主体の介護予防活動の育成・支援を目
的として、理学療法士の派遣や体操で使用するおもり
の貸出を行っています。

65歳
以上

高齢者支援課
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【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≫

①市内プロスポーツチームと連携した事業や観戦機会の充実

主な実施事業 対象 担当課

【プロスポーツの競技会場確保の支援】
　プロスポーツの開催にあたり、優先的に会場を確保
することで、直接観戦することによりスポーツの魅力
が感じられるよう支援します。

全世代 スポーツ振興課

【埼玉ブロンコスふれあいキャラバン】
　埼玉ブロンコスの選手と身近にふれあう（実技指導
やミニゲームなど）とともに、プロ選手の意識・姿勢・
技能を「語る」「見せる」「行う」などを通し、スポー
ツの楽しみ方を子ども達に伝えます。

児童 スポーツ振興課

【ホームタウン推進事業（プロスポーツ支援）】
　「埼玉西武ライオンズ」や「埼玉ブロンコス」と連携
し、観光資源として活用するとともに、市内での地域
貢献活動を支援します。

全世代 商業観光課

【埼玉西武ライオンズとの連携協力に関する基本協定
（地域協働事業） 】
　本市と株式会社西武ライオンズとの連携協力に関す
る基本協定に基づき、地域協働事業を実施します。
　埼玉西武ライオンズＯＢによる小学生向けの野球教
室、親子参加型イベント、指導者への講習会や老人福
祉施設にて球団職員によるリアル野球盤（介護予防）
を実施します。

全世代 商業観光課

 【「埼玉ブロンコス」及び「北勝富士関」を観光大使に
委嘱 】
　「埼玉ブロンコス」及び本市出身の「北勝富士関」に
観光大使を委嘱し、市のＰＲに務めていただきます。

全世代 商業観光課
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②全国規模のスポーツ大会等に親しむ機会の支援

主な実施事業 対象 担当課

【各種スポーツ大会やイベント等の競技会場確保の支援】
　スポーツ大会やイベント等の開催にあたり、優先的
に会場を確保することで、直接観戦することによりス
ポーツの魅力が感じられるよう支援します。

全世代 スポーツ振興課

【国際・全国規模の大会やイベント等の優先的な施設の
確保】
　優先的な施設の確保に努め、市民に対しスポーツに
親しむきっかけづくりとなるよう支援します。

全世代 スポーツ振興課

③東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ推進

主な実施事業 対象 担当課

【ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設
活用事業】
　所沢市民体育館がゴールボール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として指定を受け
たことにより、当該施設の環境整備や関連施設の情報
収集および情報発信を行います。

全世代 スポーツ振興課

【東京オリンピック・パラリンピック推進事業】
　東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
に向けて、本市の活性化に資する取り組みを進めると
ともに、様々なスポーツや他国の文化に触れながら、
障害のあるなしにかかわらず、スポーツを楽しめるま
ちづくりを進めます。

全世代
企画総務課
障害福祉課
スポーツ振興課
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【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≫

①スポーツ関連団体との連携

主な実施事業 対象 担当課

【所沢市体育協会】
　本市におけるスポーツを振興し、市民の体力の増進
とスポーツ精神の高揚をはかり、もって市民生活の向
上発展に寄与するため、各種スポーツ事業の開催及び
競技団体等の育成を図っています。

全世代 スポーツ振興課

【所沢市レクリエーション協会】
　レクリエーションを通した市民の健康増進、レクリ
エーション運動の推進を図るため、各種スポーツ事業
の開催及び競技団体等の育成を図っています。
　また、年に一度、加盟団体が一堂に会し、初心者講
習会を開催します（レクリエーション祭り）。

全世代 スポーツ振興課

【所沢市スポーツ少年団】
　青少年のスポーツを通した心身の健全な育成を図る
ため、各種大会・講習会等を実施しています。
　また、年に一度、普段交流の少ない各種目の団員等
が集まり、交流大会及び駅伝大会を開催するとともに、
指導者や団員リーダーの育成に努めています。

全世代 スポーツ振興課

【とこしゃん協力会】
　「とこしゃん体操」を通して市民の健康づくりを図る
ため、「とこしゃん体操」の普及活動を行っています。

全世代 スポーツ振興課

【児童生徒体力向上推進委員会】
　児童生徒の体力向上を図るため、実態を調査分析す
るとともに、「水泳教室」「親子で逆上がり教室」「親子
でなわとびチャレンジ」等の運動教室を実施しています。

児童
生徒
親子

スポーツ振興課
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②スポーツ指導者やボランティア等の支援

主な実施事業 対象 担当課

【所沢市スポーツ推進委員会】
　スポーツの実技指導や、スポーツ活動の促進のため
の組織を育成します。
　また、学校、公民館、団体等が行うスポーツの行事
や事業に協力をしたり、スポーツの推進事業の実施に
係る連絡調整やスポーツに関する指導及び助言を行い
ます。

全世代 スポーツ振興課

【所沢市スポーツ指導者協議会】
　公認スポーツ指導者相互の連携と自らの資質向上の
ため、指導者の交流や情報交換、研修会などを実施し
ます。

全世代 スポーツ振興課

【健康体操指導者養成事業】
　「とこしゃん体操」の指導者を養成するため、養成講
座を実施します。

全世代 スポーツ振興課

【スポーツリーダー養成事業】
　「公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制
度
※1
」に基づき、地域住民のスポーツの生活化・定着

化を促進するためのスポーツ指導者をサポートする「ス
ポーツリーダー」養成を目的として、日本スポーツ少
年団と共催により開催します。

全世代 スポーツ振興課

【所沢市生涯学習ボランティア人材バンク】
　生涯学習に関する知識や技術をもっている市民講師
を登録し、指導者を探している市民に紹介する制度で、
体操などのスポーツ分野の講師も登録しています。

全世代
生涯学習推進
センター

※ 1		 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度：国民スポーツ振興と競技力向上にあたる各種
スポーツ指導者の資質と指導力の向上をはかり、指導活動の促進と指導体制を確立するために日本体育
協会が制定した指導者の養成・認定制度。
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※ 1		 オープンスペース：公園や広場、運動場等建物に覆われていない土地や敷地内の空地の総称。
※ 2	 ポケットパーク：都市生活の中での潤いや休憩のために整備される市街地の空地や建物前の小広場等を

利用して設けられる比較的小規模な空間。

③スポーツ環境の整備・充実

主な実施事業 対象 担当課

【学校体育施設開放事業】
　広く市民にスポーツ・レクリエーション活動の場を
提供するため、学校体育施設を開放し、有効的に活用
します。

全世代 スポーツ振興課

【体育施設管理運営事業】
　スポーツ・レクリエーション活動の場としての体育
施設を、安全かつ快適に利用できるよう施設の整備・
維持管理を行い、適正な運営に努めます。

全世代 スポーツ振興課

【こどもと福祉の未来館体育施設の管理運営】
　健康増進につなげるため、こどもと福祉の未来館の
体育施設の整備、貸出を行います。また、高齢者スポー
ツ、障害者スポーツ、ユニバーサルスポーツ等の利用
に関して協力を行います。

全世代 地域福祉センター

【狭山湖周辺人道橋整備事業】
　狭山湖周辺を回遊できる散策路を整備することによ
り、散策者や観光客にみどりの保全と創出の理解を促
すとともに安全確保を図るため、人道橋を設置します。

全世代 みどり自然課

【所沢カルチャーパークでの遊具の貸出し】
　所沢カルチャーパークのはらっぱ広場において、親
子や友達と一緒に気軽に楽しめるよう、キャッチボー
ル用具の貸出しを行います。

全世代 公園課

【オープンスペース※1の活用】
　ウォーキングやスポーツ活動の場所として、子ども広
場やグラウンド、散策路を整備し、休憩などにポケット
パーク

※2
などを活用します。

全世代

青少年課
市街地整備課
公園課
河川課

スポーツ振興課
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【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≫

①優秀選手及び団体に対する支援や表彰の充実

主な実施事業 対象 担当課

【所沢市スポーツ大賞】
　本市に在住・在学・在勤する方の中から、スポーツ
の競技会において優秀な成績を収めた方、又はスポー
ツの発展に寄与した方に対し、その栄誉を顕彰します。

全世代 スポーツ振興課

【関東・全国大会出場選手の激励会】
　学校総合体育大会等で全国大会や関東大会の出場を
決めた中学生に対し、市長や教育長から激励を行いま
す。

生徒 スポーツ振興課

【各種スポーツ大会参加補助金】
　日本代表や埼玉県代表として、アマチュアの大会へ
参加する者に対し、経費の一部を補助し、市民の経済
的負担を軽減することにより、スポーツ振興発展に寄
与します。

全世代 スポーツ振興課

【小中学生文化スポーツ振興補助金】
　小中学生の校外活動のうち、学校の代表として、全
国・関東大会へ参加する者に対し、経費の一部を補助し、
保護者負担を軽減することにより、文化スポーツ振興
発展に寄与します。

児童
生徒

教育総務課

関東・全国大会出場選手の激励会



第
五
章

63

②スポーツ情報の発信を充実

主な実施事業 対象 担当課

【相互情報媒体連携】
　本市及び埼玉西武ライオンズが有する媒体を通して、
連携事業の紹介、相互の情報をＰＲします。

全世代 商業観光課

【スポーツイベントのパブリックビューイング】
　本市出身の力士や本市に所在する相撲部屋を応援す
る機運を高めるため、市民ホールで取り組みの中継を
放映するなど、情報発信に努めます。

全世代 商業観光課

【生涯学習情報紙「翔びたつひろば」スポーツ・レクリ
エーションコーナー】
　生涯学習に関する情報を広く市民に提供するため、
生涯学習情報紙「翔びたつひろば」を毎月 1回発行し、
全戸にポスティング配布します。

全世代
生涯学習
推進センター

③スポーツを通して地域を活性化

主な実施事業 対象 担当課

【総合型地域スポーツクラブ支援事業】
　子どもから高齢者まで幅広い世代の人々が集まり、
地域住民が自主的に運営する多世代・多種目の総合的
なスポーツクラブを支援します。

全世代 スポーツ振興課

【みどりのふれあいウォーク】
　本市の自然環境豊かな「みどり」への理解と意識の
向上を図るため、保全している緑地を中心にウォーキ
ングを実施し、ふるさとのみどりを多くの方に知って
いただくとともに、保全活動等への参加を促すきっか
けづくりを行います。

全世代 みどり自然課

【ところざわウォーキングナビ※ 1】
　「ところざわウォーキングナビ」で選定した所沢の自
然を感じることができるコースを歩くことで、健康増
進につながります。

全世代 商業観光課

※ 1		 ところざわウォーキングナビ：本市の自然や歴史を感じることができるウォーキングコースを紹介する
市が編集・発行しているガイドブック。


