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目次

(1)スポーツの現状と課題

・・・・･3

(2)スポーツ施設の現状と課題・・・・4

Ｐ1

基本指針として、平成15年3月に「入間

基本指針として、平成15年度から平成24年

4行目

市スポーツ振興基本計画」を策定しまし

度を計画期間とした「入間市スポーツ振興

た。

基本計画」を、平成15年3月に策定しまし
た。

P1
17行目

そして、平成24年3月に「スポーツ基本計
画」が策定されました。

P1
19行目

埼玉県では、平成11年度から平成22年度
埼玉県では、平成11年度から平成22年度
まで，「彩の国スポーツプラン2010（埼玉 を計画期間とした「彩の国スポーツプラン
県スポーツ振興計画）」が定められました。 2010（埼玉県スポーツ振興計画）」を策定
しました。

P1
19行目

平成19年4月には「埼玉県スポーツ振興
のまちづくり条例」が施行され、いつでも、
どこでも、いつまでも、県民の誰もが主
体的にスポーツ活動に取り組める環境の
整備が進められております。

平成19年4月には「埼玉県スポーツ振興の
まちづくり条例」が施行され、いつでも、
どこでも、いつまでも、県民の誰もが主
体的にスポーツ活動に取り組める環境の
整備が進められております。 → 削除

P1
20行目

そして、平成24年3月に国の「スポーツ基
本計画」が策定されたことを受けて、平成
25年1月、平成25年度を計画初年度とする
「埼玉県スポーツ推進計画～スポーツを
通じた元気な埼玉づくり～」が策定されま
した。策定に当たっては，国の「スポーツ
基本計画」を参酌し，「埼玉県5か年計画」
と「埼玉県教育振興基本計画」におけるス
ポーツの振興に関する諸施策を踏まえた
ものであり、 更に前計画「彩の国スポー
ツプラン2010」における基本的な考え方を
継承した上で，本県スポーツの目指す将来
像と，今後5年間に取り組むスポーツ推進
に関する施策の体系を明らかにした、本県
のスポーツ推進の基本となる計画です。

そして、国の「スポーツ基本計画」が策定
されたことを受けて、平成25年1月に、平
成25年度から平成29年度を計画期間とし
た「埼玉県スポーツ推進計画～スポーツを
通じた元気な埼玉づくり～」を策定しまし
た。
埼玉県スポーツ推進計画の策定にあた
りましては、国の「スポーツ基本計画」を
参酌し、今後5年間に取り組むスポーツ推
進に関する施策の体系を明らかにした、本
県のスポーツ推進の基本となる計画にな
ります。

Ｐ2

計画の位置づけ

計画の位置づけを、P6のとおり修正する

Ｐ3
2行目

平成26年度から平成33年度までの8年間と
します。

平成27年度から平成33年度までの7年間と
します。

－1－

そして、平成24年度から平成28年度を計画
期間とした「スポーツ基本計画」を、平成
24年3月に策定しました。
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Ｐ3
7行目

23年度実施の「入間市市民意識調査」で
は、週1回以上運動やスポーツを行って
いる市民は、「入間市スポーツ振興基本計
画」策定時より

平成 23 年度に実施の「入間市市民意識
調査」では、週 1 回以上運動やスポーツを
行っている市民は、平成 20 年度に実施し
た「入間市市民意識調査」時より

P3
18行目

23 年度

P3
下3行目

本市を特徴づける競技を視野に入れた、新
しい競技施設が望まれるところです。
また、子ともたちについても

平成 23 年度

本市を特徴づける競技を視野に入れた、新
しい競技施設が望まれるところです。
→ 削除し以下を追加する。
今後、公共施設マネジメントを推進する
中で、体育施設の最適化を図るとともに、
市民ニーズに対応した競技施設の整備が
望まれるところです。
また、子ども達についても

P4
16行目

求められます。

求められています。

P4
下7行目

おこなえる

行える

Ｐ4
下5行目

一方、市のスポーツ施設の利用率が低か
ったことや、運動・スポーツを行わなかっ
た（少なかった）理由の中で、「場所や施
設がない」が 3.2％あることから、市のス
ポーツ施設の積極的な整備・充実、魅力あ
る施設づくりが求められています。

一方、市のスポーツ施設の利用率が
20.0％と低かったことから、今後の市のス
ポーツ施設の積極的な整備・充実、魅力あ
る施設づくりが求められています。

P5
7行目

図る必要があり、競技用具の

図る必要があります。また、競技用具の

P5
12行目

体育施設を開放

体育施設が開放

P5
13行目

13校解放

13校開放

P5
15行目

東金子・宮寺・二本木

東金子・金子・宮寺・二本木

Ｐ5
振興公社が管理運営を行っています。
下10行目

－2－

振興公社が管理運営を行っています。
また、地区の体育施設の貸出し等の運営
業務は、地区体育協会等地元の協力をいた
だいています。
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P6
「市民の誰もが健康で活力に満ちたスポ
下7行目、 ーツのまちづくり」

「スポーツを通じて市民の誰もが健康
で活力に満ちたまちづくり」

基本理念

P7

2．計画の体系図

2．計画の体系図を、P7のとおり修正する

P8
13行目

ＴＡＰいるま総合型地域スポーツクラブ
が、平成23年度に設立しましたので、活動
面で支援していきます。また、入間市レク
リエーション協会も平成24年度に設立さ
れましたので、こちらの活動も積極的に支
援します。

平成23年度に設立しましたＴ.Ａ.Ｐいる
ま総合型地域スポーツクラブや、平成24年
度に設立しました、入間市レクリエーショ
ン協会等の活動に対し積極的に支援しま
す。

P8
(2)子どもの体力の向上・・・
下13行目

(2)子どもの体力向上・・・

P8
ふれあい
下10行目

触れ合い

P8
下9行目

子どもたち

子ども達

P8
下7行目

子どものころ

子どもの頃

P8
下5行目

そのため、指導者の資質の向上に努める
とともに、積極的にスポーツを行わない子
どもや、運動の苦手な子どもでも楽しめる
ようなレクリエーションスポーツの体験
教室等を開催し、スポーツ実施機会の拡充
に努めます。

具体的には、指導者の資質の向上に努め
るとともに、スポーツの取り組みに対して
消極的な子どもや、運動の苦手な子どもで
も楽しめるようなスポーツ・レクリエーシ
ョンの体験教室等を開催し、実施機会の拡
充に努めます。

P9
3行目

また、高齢者がいつまでも健康で自立し
た生活を継続することができるよう介護
予防・健康づくりの観点、さらには生きが
いづくりと社会参加活動の支援という面
から高齢者のスポーツ・レクリエーション
活動を推進していく必要があると考えま
す。
さらに、運動習慣のない市民が、ライフ
ステージに応じてスポーツ・レクリエーシ
ョン活動を「する」きっかけとなるための
取り組みを推進します。
そのため、スポーツヘの参加を促進す
るため、各種スポーツ教室の充実に努めま
す。また、 各種団体と連携し、多くの高
齢者がさまざまなスポーツ・レクリエーシ
ョン活動に参加できる機会を広く提供す
ることで、高齢者の生きがい・健康づくり
に努めます。

また、高齢者がいつまでも健康で自立し
た生活を継続することができるよう介護
予防・健康づくりの観点、さらには生きが
いづくりと社会参加活動の支援という面
から各種団体と連携し、高齢者がスポー
ツ・レクリエーション活動に参加できる
機会の提供に努めます。
さらに、運動習慣のない市民には、ライ
フステージに応じてスポーツ・レクリエー
ション活動を「する」きっかけとするため
に、各種スポーツ教室の充実に努めます。

－3－
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P9
下6行目

自治体関係部署・障害者関連機関と連携し

庁内関係部署や障害者関係団体と連携し

P9
下4行目

利活用しやすい

利用しやすい

P10
下3行目

関連機関と連携し、障害のある人が気軽
に参加しやすいスポーツイベントの実施
に努めます。

また、障害のある人が気軽に参加しやす
いスポーツイベントの実施に努めます。

P10
17行目

そのため、

また、

P10
下5行目

本市では、全国大会等出場者への助成と
して、スポーツ・レクリエーション大会出
場選手に奨励金を交付しています。
また、市体育協会と連携し、優秀な成績を
あげた選手・団体や、

本市では、スポーツ・レクリエーションの
振興を図ることを目的に、スポーツ・レク
リエーション大会の全国大会等の出場者
に対して、奨励金を交付しています。また、
市体育協会と連携し、優秀な成績を収めた
選手・団体や、

P11
下1行目

補助金や表彰などの顕彰制度を今後も
継続、充実させ

今後も、奨励金や表彰などの顕彰制度を
継続、充実させ

P11
4行目

ホームページを活用し市民に要項や受
賞者を紹介するなど、

さらに、入間市公式ホームページを活
用し、市民に顕彰制度の要項や受賞者を紹
介するなど、

P11
7行目

市内には、体育館や野球場、テニスコー
ト、ソフトボール場、サッカー場、屋外プ
ールなど多くの施設がありますが、経年劣
化が進んでいることや整備等が遅れてい
ることから、計画的に補修や改修を進め、
市民が安心・安全に利用しやすい環境整備
に努めます。
また、地域スポーツ推進の拠点となる地
区体育館やスポーツ広場は、地域バランス
を考慮し施設の整備や配置に努めます。

市内には、体育館や野球場、テニスコー
ト、ソフトボール場、サッカー場、屋外プ
ールなど多くのスポーツ施設があります
が、経年劣化が進んでいることや整備等が
遅れていることから、計画的に補修や改修
を進め、市民が安心・安全に利用しやすい
環境整備に努めます。
地域スポーツの推進拠点となる地区体
育館については、施設整備の充実に努める
とともに、スポーツ広場については、地域
バランスや周辺環境を考慮しながら充実
した整備や配置に努めます。

P11
14行目

①スポーツ施設の整備充実
・既存施設の整備充実
スポーツ施設や地域の特性等を踏まえ
ながら、市民のスポーツニーズに的確に応
えることができるよう、適切な維持管理と
設備の充実に努めます。

①スポーツ施設の整備充実
・既存施設の整備充実
スポーツ施設や地域の特性等を踏まえ
ながら、市民のスポーツニーズに的確に応
えることができるよう、適切な維持管理と
設備の充実に努めます。
なお、今後策定していく公共施設マネジ
メントとの整合性を図りながら対応して
いきます。

－4－
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P11
下7行目

②スポーツ施設の活用促進
・学校体育施設開放の推進

②学校体育施設等の活用促進

P11
下1行目

努めていきます

努めます

P12
下7行目

（財）埼玉県体育協会、
（社）埼玉県レク
リエーション協会

公益財団法人埼玉県体育協会、埼玉県レ
クリエーション協会

P12

学校教育、健康福祉、高齢者福祉、障害福
祉などの

学校教育課、健康福祉課、高齢者福祉課、
生涯学習課などの

下3行目

－5－

