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はじめに 

 

少子化の進行や超高齢社会の到来，情報化の進展

など，私たちを取り巻く社会情勢は大きく変化して

います。 

こうした状況の中で，余暇時間の拡大や健康志向

の高まりにより，自由時間を活用して主体的にスポ

ーツに親しみながら豊かなライフスタイルを送りた

いという市民意識が強まってきています。 

本市においても，誰もがスポーツに親しみ，健康な体と心で豊かな生活を送

ることができるまちづくりを進めていく必要があります。 

そのため，本市におけるスポーツ振興施策を総合的，計画的に推進するた

めの指針として「水戸市スポーツ推進計画」を策定いたしました。 

するスポーツ，みるスポーツ，ささえるスポーツの充実を図り，スポーツ

文化を一層伸展させることが，まちの個性や魅力の創出にもつながるよう，

本計画は「いつでも どこでも だれでも いつまでも スポーツを楽しめ

るまち・水戸」を目指す姿と定め，今後８年間のスポーツ推進施策と目標を

具体化したものです。 

本計画をもとに，今後ともきめ細やかなスポーツ施策の推進に努めてまい

りますので，皆様のより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

最後に，本計画の策定にあたり，アンケート調査にご協力いただきました

皆様をはじめ，水戸市スポーツ推進審議会及び関係者の皆様に心からお礼申

し上げます。 

 

 

平成 28 年８月 

水戸市長 高橋 靖   
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第１章 計画策定の基本的事項 

 

 

 

 

少子・高齢化の進行や情報化の進展など，社会が大きく変化する中で，余暇時間の拡

大や健康志向の高まりにより，主体的に自由時間を活用して，スポーツに親しみながら

豊かなライフスタイルを送りたいという市民意識が強まってきています。 

国においては，2011（平成 23）年にスポーツ振興法を 50 年ぶりに全部改正し，

新たに「スポーツ基本法」を制定しました。その中で全ての人々は，スポーツに親しみ，

スポーツを楽しみ，スポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなけ

ればならないと規定されており，地域スポーツの充実がますます求められています。 

また，茨城県においても，2015（平成 27）年３月に「茨城県スポーツ推進計画」

を制定し，活力と生きがいのある生涯スポーツ社会の形成を目指すこととしています。 

本市においては，これまで，スポーツ施設の整備・充実をはじめ，各種スポーツ大会

の開催等を通して，市民の健康の保持増進，体力づくりに資する様々なスポーツの振興

施策を推進してきました。一方で，家族構成や地域社会，生活環境の変化に伴い，市民

運動会をはじめとした各種大会への参加者の減少や地域スポーツを支える指導者不足な

ど，新たな課題が生じています。 

スポーツに参加するだけでなく，みる機会を増やすことで，市民の自主的な活動を広

げていくことは，競技力の向上に寄与するとともに，生涯スポーツを展開していく上で

も重要です。 

また，するスポーツ，みるスポーツ，ささえるスポーツの充実を図り，スポーツ文化

を一層伸展させることは，まちの個性や魅力の創出，経済や産業の発展にもつながるも

のであり，成熟したまちの実現のためには欠かせないものとなっています。 

そのため，これらの課題や市民ニーズを踏まえ，スポーツ振興施策を一層推進してい

くため，「水戸市第６次総合計画」等の上位計画との整合を図りながら，「水戸市スポー

ツ推進計画」を策定し，市民と行政との協働によって，誰もがスポーツに親しみ，健康

な体と心で豊かな生活を送ることができる生涯スポーツ社会の実現を目指します。また，

交流人口の増加に資するスポーツコンベンションの推進等を通して，スポーツ文化の振

興に向けた取組を進め，まちの魅力を高めながら，成熟したまちの実現を目指します。 

 

  

１ 計画策定の趣旨 
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  本計画は，本市の上位計画である水戸市第６次総合計画の分野別計画のひとつとして，

他の分野別計画と連携するとともに，国のスポーツ基本計画や茨城県スポーツ推進計画

との整合を図りながら，スポーツ振興施策を総合的に推進するための指針として位置付

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本計画の期間は，2016（平成 28）年度から 2023（平成 35）年度までの８か年

とします。ただし，社会環境の変化等に伴い，必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

  

２ 計画の位置付け 

図１ 本計画の位置付け 

 

３ 計画の期間 

国（文部科学省） 

スポーツ基本計画 

スポーツ基本法 

県 

茨城県 
スポーツ推進計画 

水戸市スポーツ

推進計画 
水
戸
市
の 

他
の
関
連
計
画 

水戸市第６次総合計画 

整合 

連携 

整合 



 3 

 

 

 

  本計画における「スポーツ」の定義は，スポーツをより身近なものとするため，野球

やサッカーのような勝敗を争う競技スポーツだけではなく，健康づくりのためのウオー

キングや軽い体操，地域コミュニティにおける運動会，自然と親しむためのハイキング

をはじめとするレクリエーションなど，目的を持った身体活動を幅広く捉えることとし

ます。 

  また，スポーツには，自らスポーツ活動を行う「するスポーツ」に加えて，試合の観

戦や応援を通してスポーツに接する「みるスポーツ」，スポーツ活動をサポートしていく

「ささえるスポーツ」という関わり方があり，本計画では，これら全ての関わり方を「ス

ポーツ」として捉えます。 

 

  

４ 計画における「スポーツ」の定義 
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第２章 計画策定の背景 

 

 

 

 

  国においては，平成 23 年 6 月，スポーツ施策の根幹をなす「スポーツ基本法」が公

布され，その規定に基づき，平成 24 年 3 月，「スポーツ基本計画」が策定されました。 

スポーツ基本法においては，スポーツに関する施策の基本となる事項を定め，スポー

ツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することによって，国民の心身の健全な発達，

明るく豊かな国民生活の形成，活力ある社会の実現等に寄与することを目的としていま

す。また，「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが全ての人々の権利」である

ことに鑑み，国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において，自主的かつ自

律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として，推

進されなければならないこと等が基本理念として定められています。 

そして，「スポーツ基本計画」では，「スポーツを通じ全ての人々が幸福で豊かな生活

を営むことができる社会」を創出するため，次の７つの基本方針を設定しています。 

 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

３ 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

４ 国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備 

５ 
オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会の招致・開催等

を通じた国際貢献・交流の推進 

６ スポーツ界の透明性，公平・公正性の向上 

７ スポーツ界の好循環の創出 

 

茨城県においては，国の「スポーツ基本計画」を参酌し，平成 27 年３月，「茨城県ス

ポーツ推進計画」を策定し，「活力と生きがいのある生涯スポーツ社会の形成」を目指し，

次の４つの柱を掲げています。 

 

１ 学校における子どもの体育・スポーツの充実 

２ ライフステージに応じた県民の運動やスポーツ活動の推進 

３ 国内外で活躍する本県選手の育成と強化 

４ スポーツ環境の整備と充実 

１ 国，県の動向 
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  今日，人々のライフスタイルは，日々大きく変化しています。利便性の向上，情報化

社会の進展などにより便利で快適な生活ができるようになりました。一方で，それらは

運動不足やストレスの増加につながり，人々の健康を脅かすなど，多くの課題を抱えて

います。これらの課題の解決にあたって，スポーツの果たす役割や意義はますます大き

くなっています。 

 

【子どもの体力の向上】 

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると，子どもの体力・運動能力

は，親の世代と比べて低いことが報告されています。体力の低下の原因としては，少子

化により子どもの人数の減少（兄弟や仲間の減少），身近な空き地などの遊び場の減少（場

所の減少），塾や習い事へ通う子どもの増加（自由時間の減少）などが挙げられます。 

子どもの頃にスポーツをする習慣を身に付けることは，大人になってもスポーツに親

しむことにつながります。また，スポーツに親しむことは，体力の向上だけでなく，精

神面の成長やコミュニケーション能力の向上など，多くのことを身に付けることができ

る機会でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１ 50ｍ走の年次推移（男子） 

２ 社会情勢の変化とスポーツとの関係 

（資料：平成 26 年度体力・運動能力調査結果/文部科学省） 

図２-２ 50ｍ走の年次推移（女子） 
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【健康づくり】 

昨今，健康をテーマにしたテレビ番組や雑誌などを目にすることが多くなり，健康に

対する関心の高さがうかがえます。私たちが，生涯にわたり心身の健康を保持増進して

いくためには，適度な運動，適切な栄養の摂取，十分な睡眠など，いわゆる生活習慣の

ように直接的に因果関係のあるものから，豊かな自然や芸術文化の鑑賞など，生活の質

を高める間接的な関係のあるものまで，様々な要因が関係します。健康に関する正しい

知識・理解を持つとともに，健康にとって必要なことを実践していくことを習慣付ける

ことが大切です。 

今後，情報技術の高度化などにより，私たちの生活の利便性が向上する反面，身体運

動の機会がますます減少していくことが予想されます。そのため，生活習慣病の予防や

ストレス解消といった面からも，スポーツの重要性は高まっています。 

 

 

【高齢者の生きがいづくり】 

総務省が行った平成 23 年社会生活基本調査によると，休養等自由時間活動の時間が，

60 歳以上では，他の年代に比べ顕著に多くなっています。高齢世代では，仕事や子育

てを終えてセカンドライフに充てる時間が増加していることを表しています。 

超高齢社会を迎え，こうした余暇時間をいかに有効に活用するかが，生きがいづくり

の観点から重要になっています。とりわけ，スポーツはその活動を通じて健康の保持増

進に寄与するばかりでなく，地域における仲間づくりといった効果も期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成 23 年度社会生活基本調査結果/総務省統計局） 

図３ 年齢階級別休養等自由時間活動の時間（週全体） 
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【障害者スポーツの推進】 

スポーツ基本法では，全ての人々にスポーツ権を認め，同法第 2 条の基本理念に「障

害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう，障害の種類及び程度に応

じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」と明記されており，障害者スポーツ

の推進が，国のスポーツ振興の重要な政策のひとつとして位置付けられました。 

 

 

【地域コミュニテイの活性化】 

昨今，地域コミュニテイの希薄化が指摘されていますが，平成 19 年国民生活白書（内

閣府）によれば，深い近隣関係を望まない人が増えていること，就業者のサラリーマン

化の進展，労働時間の増加，そして，単身世帯の増加が要因として挙げられています。 

そのような中，民間の調査では，スポーツの実施頻度と地域活動への参加意向には，

相関性があるとの調査結果（「ライフスタイル・イノベーション調査」2007 年 博報

堂）が出ており，スポーツを通じた交流は，子どもや高齢者の見守りといった地域の安

全・安心の実現など，地域コミュニテイの活性化につながるものとして期待されます。 

 

 

  

図４ 地域コミュニティ活動への積極度 

（資料：「ライフスタイル・イノベーション調査」2007 年/博報堂） 
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  平成 27 年に実施した「市民の運動・スポーツ活動に関するアンケート調査」から，

身近な「健康スポーツ」から「大規模な競技大会」や「プロスポーツ」まで，多様なス

ポーツニーズの現況と課題を分析します。 

 

 

〔市民の運動・スポーツ活動に関するアンケート調査概要〕 

○調査対象者：18 歳以上の市民で年代別・男女別に人口割合で無差別に抽出 

した 1,000 人 

○調査方法：郵送による配布，回収（郵送調査） 

○調査期間：2015(平成 27)年１月～２月 

○回 答 数：476 件（回答率 47.6%） 

 

 

 

【するスポーツ】   

《現況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ（運動）への関心について，「大いにある」「まあまあある」との回答が，７

割以上を占めており，多くの人が「するスポーツ」に対し関心があることが分かります。 

 

 

 

 

３ アンケート調査結果からの分析 
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１年間に取り組んだスポーツの内容には，「ウオーキング・散歩」「体操（軽い体操，

ラジオ体操）」「ジョギング・ランニング」といった「気軽にできる運動・スポーツ」（「健

康スポーツ」）が，約４割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツを行っている場所は，公園や市の体育施設等の身近な場所で行っていること

が分かります。 
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運動・スポーツを行う目的について，主として「健康・体力づくり」，「運動不足の解

消」，「楽しみ・気晴らし」，「友人・仲間・家族との交流」をあげており，スポーツによ

る楽しみや健康の保持増進といった面から，「気軽にできる身近な健康スポーツ」が求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ情報（施設の場所や利用方法，スポーツイベントの日時や場所，スポーツ教

室の募集など）を入手するための手段としては，「広報みと」が約４割となっています。 

「広報みと」以外の情報の入手手段については，「インターネットのホームページ」，

「ポスターやチラシ」などをあげており，市報以外の情報伝達手段の充実が必要です。 
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【みるスポーツ】   

《現況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビや競技場などでのスポーツ観戦について，「大いにある」「まあまあある」との

回答が，約８割を占めており，多くの人が「みるスポーツ」に対し関心があることが分

かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実際に観戦をしたいと思うスポーツについては，「サッカー」「野球」を中心に様々な

スポーツがあげられています。 
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国際，全国レベルのスポーツ大会（競技会）を市内で開催することについては，「非常

によいことだ」「よいことだ」との回答が，約８割を占めており，「するスポーツ」だけ

でなく，「みるスポーツ」にも幅広い興味・関心があることが分かります。 

 

 

【ささえるスポーツ】   

《現況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア等で競技運営に参加することについて，「ほとんど関心がない」「全くな

い」との回答が，約８割を占めており，多くの人が「ささえるスポーツ」に対し関心が

低いことが分かります。 
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 スポーツボランティアの経験については，「ない」との回答が，約８割を占めており，

多くの人がスポーツボランティアに対し関心が低いことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スポーツにかかわるボランティア活動については，「行いたいと思わない」との回答

が，約７割を占めています。 

地域でのスポーツ活動という点からは，指導者の育成だけでなく，地域のイベントの

運営を手伝うボランティアなどの幅広い人材の確保も大事な要素のひとつであるといえ

ます。市内には，スポーツ団体や指導者とともに地域で様々な活動をされている人がい

る一方，現状では，こうした人的資源を生かしきれていない状況にあると考えられます。 
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【アンケート等を踏まえた課題・市民意向】                                 

 

 

○ スポーツやレクリエーションに関心や興味を持ち，身体を動かしたいと思ってい

る人に対し，様々な形で実践できる機会や情報提供の充実について具体策の検討が

必要です。 

 

 

○ 気軽にスポーツを楽しむことができるよう，ニーズに応じた体育施設の機能の強

化，充実に努めるとともに，千波公園や地域の公園等におけるスポーツ・レクリエ

ーション活動の促進に資する機能の充実を図ることが必要です。 

 幼児や子どもたちが自由に遊べる場所が少なくなっていることから，子どもたち

が安全に安心してスポーツや「外遊び」のできる環境づくりが必要です。 

 

 

○ スポーツ情報については，市の広報紙，チラシ等の印刷媒体のほか，ホームペー

ジをはじめとする電子媒体を活用するなど，効果的に発信することが必要です。 

 

 

○ トップレベルの競技スポーツに接する機会の充実に向けて，既存体育施設の改修

や機能強化，スポーツコンベンションの拠点となる新たな体育施設の整備を進める

とともに，大規模スポーツイベントの開催・誘致等を積極的に進めることが必要で

す。 

 

 

○ 生涯スポーツ社会を実現するため，地域のスポーツ指導者が，指導を行う上で必

要となる様々な知識や，ライフステージに応じた指導方法を習得するための講習会

等を実施する必要があります。 

 

 

○ スポーツの一層の振興に向けて，スポーツボランティアの確保・育成とともに，

地域で様々な活動をされている人材を有効に活用していくことが必要です。 
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第３章 計画の基本的方向 

 

 

 計画策定の趣旨，スポーツに関する現況と課題を踏まえ，全ての市民が，生涯にわたっ

て様々なかたちでスポーツに親しみ，健康な体と心で豊かな生活を送ることができるよう，

「いつでも どこでも だれでも いつまでも スポーツを楽しめるまち・水戸」を目指

す姿とします。 

また，市民一人一人が育んできたスポーツ文化を一層進展させ，多くの人でにぎわう楽

しめるまちの創出を目指します。そして，多くの人が集い，交流を深めることにより，新

たな文化を創造し，その文化が経済や産業の発展につながる成熟したまちの姿を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

目指す姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いつでも どこでも だれでも いつまでも 

スポーツを楽しめるまち・水戸 

１ 目指す姿 
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  「目指す姿」の実現に向け，次の６つの基本方針を掲げ，様々な施策に取り組みます。 

  施策の展開に当たっては，市民自らがスポーツ活動を行う「するスポーツ」に加えて，

トップレベルの競技大会等の観戦や応援を通してスポーツにふれる「みるスポーツ」，

そして，スポーツ指導者やボランティアなどのスポーツ活動をサポートする「ささえる

スポーツ」の充実を図り，スポーツ文化を一層進展させ，あらゆる世代の市民が「いつ

でも，どこでも，だれでも，いつまでも」スポーツに親しみ，スポーツを楽しむことが

できる生涯スポーツ社会の実現を目指します。 

 

1 子どもたちのスポーツの充実  

子どもたちがスポーツに親しむことができるよう，運動やスポーツへの興味，関心

を高める体育の授業や部活動を行うとともに，発達段階に応じた体操教室を開催する

ほか，スポーツ少年団をはじめとするスポーツ団体・グループ等の活動を支援するな

ど，子どもたちのスポーツ活動の充実を図りながら，体力向上や健やかな体づくりに

努めます。 

 

2 気軽に参加できる多様なスポーツの充実  

子どもから高齢者，障害者までが気軽にスポーツに参加し，楽しむことのできる環

境づくりに向け，市体育祭，市民運動会をはじめとする市民スポーツ大会の充実を図

るほか，ライフスタイルの変化や健康志向の高まりなどによる市民の多様なニーズを

反映した魅力あるスポーツイベントや各種スポーツ教室等の開催に取り組みます。ま

た，多様な情報発信手段やメディア等を積極的に活用し，スポーツに関する情報の多

角的かつ効果的な発信を図ります。 

 

 3 競技スポーツの振興  

各競技団体等と連携して，指導者の確保と育成を図り，優れた指導を受けられる機

会の充実を図るとともに，国民体育大会をはじめ，全国的規模の大会に出場できる選

手の育成に努めるなど，競技力の向上を図ります。 

 

 4 スポーツ施設・環境の充実  

市民の競技力の向上や大規模大会の開催・誘致に向け，既存体育施設の改修や機能

強化を推進するとともに，新たなスポーツコンベンションの拠点となる体育館の整備

を進めます。また，体育施設の耐震化や体育館空調設備の整備を進めるなど，市民が

安心して快適に利用できる環境づくりに努めるほか，新たな屋内プールの整備につい

て，検討を進めます。 

２ 基本方針 
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 5 夢と感動を広げる観戦スポーツの充実  

市民がトップレベルのスポーツや競技にふれることのできる機会の拡充に向け，ス

ポーツコンベンションの推進に資する体育施設の整備，充実を図るとともに，プロス

ポーツや全国大会等の大規模大会の開催・誘致を推進します。また，水戸黄門漫遊マ

ラソンや茨城国体を開催するほか，2020（平成 32）年に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピックの事前キャンプの誘致やホストタウン構想への参加に努めるなど，

スポーツコンベンション誘致活動を推進します。 

 

6 スポーツ指導者・ボランティアの育成  

市民がレベルの高い指導を受けられる機会の充実を図るため，各競技団体と連携し，

民間活力等も有効に活用しながら，指導者向け講習会等を開催するなど，コーチング

技術や人格に優れた競技スポーツ指導者の育成に取り組みます。 

また，各種スポーツ事業の円滑な推進に向けたスポーツボランティアの育成と活用

を図ります。さらには，市体育協会をはじめとするスポーツ団体等による施策の充実

を促進し，スポーツに参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

【計画の基本方針イメージ図】 

  

 

・子どもたちのスポーツの充実 

・気軽に参加できる多様なスポー

ツの充実 

・競技スポーツの振興 

・スポーツ施設・環境の充実 

するスポーツ 

・スポーツ施設・環境の充実 

・夢と感動を広げる観戦スポ 

ーツの充実 

みるスポーツ 

・スポーツ指導者の育成 

・スポーツボランティアの育成 

 

ささえるスポーツ 

いつでも どこでも だれでも いつまでも 

スポーツを楽しめるまち・水戸 



 18 

 

 

 

 

  

３ 施策の体系 

各種スポーツ施設の整備

１

３ スポーツ組織の体制強化

２ 観戦スポーツ情報の発信

１ スポーツ指導者の確保及び資質の向上

スポーツボランティアの充実

３ 競技スポーツの振興 ２

６
スポーツ指導者・ボラン
ティアの育成

２

４
スポーツ施設・環境の充
実

１

２
気軽に参加できる多様な
スポーツの充実

３
高齢者のスポーツ・レクリエーション
活動，健康づくりの支援

大規模大会・スポーツコンベンション
等の誘致活動の推進

５
夢と感動を広げる観戦ス
ポーツの充実

４
障害者スポーツ・レクリエーションの
推進

１

３ 伝統スポーツの継承

１ スポーツイベントの充実

競技大会参加者への支援

３

２ コミュニティスポーツの充実

ジュニア層の選手育成

競技スポーツ指導者の確保・育成

目指す姿 基本方針 基本施策

い
つ
で
も
　
ど
こ
で
も
 
だ
れ
で
も
　
い
つ
ま
で
も

ス
ポ
ー

ツ
を
楽
し
め
る
ま
ち
・
水
戸

１ 幼児の体力向上

１
子どもたちのスポーツの
充実

２ 小・中学生の体力向上
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第４章 施策の展開 
 

基本方針１ 子どもたちのスポーツの充実 
 

【現況と課題】 

近年，子どもたちがスポーツや外遊びをする時間・空間・仲間とともに，お互いを理

解し合う場が少なくなっています。学校や地域における身近な仲間や家族との多様なス

ポーツや，公園等を含めた豊かな自然環境での「外遊び」は，子どもたちの成長にとっ

て不可欠なものです。また，子どもたちの発達段階に応じたスポーツや外遊びは，将来，

本市を担う子どもたちの「体力づくり」や「人間形成」にとって重要です。 

  子どもは，自分に合ったスポーツを仲間と思い切り楽しく，夢中になって行う中で，

自信や自己の主体性を形成していきます。特に，スポーツ少年団や中学校の運動部にお

ける活動は，体力向上だけでなく，がんばる心や協力すること，思いやりの大切さなど

を身をもって学ぶことができ，子どもの運動能力の向上，精神面での成長が期待できま

す。 

小学校のクラブ活動や中学校においての運動部活動の現状は，児童生徒数の減少やニ

ーズの多様化等で参加者数が減少し，特に，団体競技においては集団としての存続が困

難となる場合が増加しています。また，児童生徒の関心や意欲，適性に合った体育・ス

ポーツの指導が困難と感じる教員も少なくない状況にあります。 

学習指導要領(注)では，中学校の保健体育で武道が必修化されました。武道とは，一般

に，剣道，柔道，相撲，弓道，空手道，合気道などを言いますが，本市には，こうした

「現代の武道」のほかに，北辰一刀流の剣術，水府流の水術，田谷の棒術など，古い歴

史を持つ「古武道・古武術」の伝統があり，現在も脈々と受け継がれ，青少年の健全育

成や地域の伝統文化として生きています。 

しかしながら，こうした「伝統スポーツ」に対する市民のニーズは，「太極拳」「合気

道」「弓道」が 20～30%程度の活動希望率であり，他の種目はそれよりもさらに低い状

況にあり，継承に向けて，普及・啓発活動や競技に対する情報を発信することが必要で

す。 

 

【目標指標】 

指標 
現状 

2015（平成 27）年度 
目標 

2023（平成 35）年度 

運動やスポーツをすることが好きな児童生徒の割
合 

89.4％ 91％ 

 

(注)学習指導要領 

各学校で，教育課程を編成する際の基準。 
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【施策の基本的方向】 

・ 幼児，親子向けの体操教室や水泳教室，親子で楽しめるレクリエーションイベ

ントを実施するなど，幼児期の体力向上に資する事業の充実を図ります。 

・  子どもたちが安全に安心して「外遊び」のできる環境づくりに向けて，地域の

公園やスポーツ・レクリエーション施設等に芝生広場の整備を検討するほか，地

域で組織するスクールガード (注)等と連携を図りながら，見回りや監視などの見守り

活動の促進を図ります。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○家庭，地域，学校，行政の連携強化による，地域ぐるみで 

の青少年健全育成の推進 

○親子で楽しめる体操教室やレクリエーションイベントの 

開催 

○少年自然の家等で開催する「自然体験活動」の充実 

市 

市スポーツ振興協会 

関係機関 

関係団体 

■ハード事業 

○公園の整備やリニューアル 

○スポーツ・レクリエーション施設における芝生広場の整備 

市 

市公園協会 

 

   
(注)スクールガード 

学校の児童・生徒が犯罪に巻き込まれないよう，学校内や周辺地域（通学路など）を見回りするボランティア。 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 学校における体育の授業や部活動などのスポーツ活動の充実を図るとともに，

地域や家庭と連携し，スポーツにふれる機会を創出することにより，小・中学生

の体力向上を図ります。 

 ・ 部活動の指導者不足への対応として「外部指導者」制度を活用し，優れた指導者

の確保に努めるとともに，学校等へ指導者情報の提供と活用促進を図るなど，運動

部活動の活性化を図ります。 

基本施策１   幼児の体力向上 

基本施策２   小・中学生の体力向上 
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 ・ 水戸市体育協会や各競技団体の協力のもと，スポーツ少年団活動の充実を図ると

ともに，リーダーや指導者の育成とあわせ，文化活動，社会貢献など幅広い活動や，

中学生以上の子どもたちも継続してスポーツに親しめる場の確保に努めます。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○子どもたちの体力向上プログラムの推進 

○スポーツ少年団活動のさらなる充実に向けた支援 

○放課後子ども教室を通じた「運動遊び・外遊び」の奨励・推進 

○外部指導者の活用とスポーツリーダーバンクの充実 

○複数校合同部活動の設置奨励 

○様々なスポーツ競技団体等との連携による体力づくりの推進 

市 

関係機関 

関係団体 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 伝統文化としての武道や古式泳法等を，青少年の健全育成のために活用するとと

もに，水戸ならではの「伝統スポーツ」に関する啓発活動や情報の発信に努めます。  

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○「伝統スポーツ」に関する情報の発信，啓発活動の推進 

○伝統スポーツを担う後継者とリーダーとなる人材の育成 

○伝統スポーツ少年団の活動支援 

○学校施設（武道場）の開放の充実 

市 

市スポーツ振興協会 

事業者 

関係機関 

関係団体 

 

  

基本施策３   伝統スポーツの継承 
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基本方針２ 気軽に参加できる多様なスポーツの充実 
 

【現況と課題】 

本市では，これまでもスポ－ツの振興のために，市民競技大会 (注)や千波湖スポーツフ

ェスティバル(注)をはじめとするスポ－ツイベントや各種のスポーツ教室など，気軽に参

加できるスポーツ事業を開催してきました。 

また，スポーツは，地域におけるコミュニティの形成にも寄与することが期待されて

いることから，コミュニティスポーツの振興に向けて，「市民運動会」や「学区対抗お父

さんソフトボール大会・ママさんバレーボール大会」，「市民歩く会」，ニュースポーツ(注)

の普及等，多くのスポ－ツ施策を展開してきました。さらに，地域におけるスポーツ機

会の充実に向けては，近隣の学校施設を活用して，子どもたちの遊び場の確保を目的と

した校庭開放等の学校外活動推進事業や，市民の体力づくりとスポーツ・レクリエーシ

ョンの普及，奨励を目的とした学校施設夜間開放事業や県立学校体育施設開放事業等を

実施してきました。 

しかしながら，平成 27 年度現在で 54 年の伝統を持つ「市民運動会」は，住民の交

流の場として機能してきましたが，少子高齢化，コミュニティ意識の薄れなどの影響か

ら，大会への参加者が減っているのが現状であり，市民がより参加しやすいものとなる

よう，ニーズやライフスタイルに合った魅力ある内容へと見直しを図る必要があります。

また，今後，市民のスポーツ実施率の向上を図るためにも，スポーツに親しめる環境づ

くりをはじめとした各種施策を展開していくことが求められています。 

高齢者スポーツについては，高齢者の健康・体力づくり，仲間・生きがいづくりのた

めに，公益財団法人水戸市スポーツ振興協会が行ってきた「健康づくり教室」や「水泳

教室」，市民センター等で行われている「太極拳教室」や「健康体操教室」，水戸市高齢

者クラブ連合会が主催する「高齢者クラブスポーツ大会」などがあります。 

また，障害者スポーツについては，健康で生きがいのある生活を送れるよう，市身体

障害者福祉センター「つどい」，市障害者教養文化体育施設「水戸サン・アビリティーズ」

において，各種講座や教室を開催するほか，公益財団法人水戸市スポーツ振興協会にお

いて，障害者（児）水泳教室やジョギング教室を行うなど，障害者が継続してスポーツ

を行う機会を提供してきました。 

健康や体力づくりのためにスポーツを行うことは，医療費や介護保険料の抑制に寄与

することが期待されることから，高齢者や障害者が自主的に取り組めるスポーツやレク

リエーションの普及，参加しやすいスポーツイベントの開催，スポーツ活動を継続する

ための自主サークル化への支援が求められています。 
 

(注)市民競技大会 

水戸市体育協会各加盟団体が主管となり開催する，市民を対象とした各競技種目の大会。 
(注)千波湖スポーツフェスティバル 

スポーツやレクリエーションの体験を通して，健康づくりや市民相互の親睦を図るイベント。 
(注)ニュースポーツ 

グラウンド・ゴルフやユニカール，ターゲット・バードゴルフなど，だれでも参加できることを目的に，新しく考

案されたスポーツの総称。 
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表１ 各種スポーツイベントの参加者数の推移 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

市民運動会 
※ 

70,916 人 
 

54,419 人 56,436 人 
※ 

43,251 人 
 

市民競技大会 14,361 人 15,260 人 15,935 人 17,885 人 

千波湖スポーツフェ 
スティバル 

2,922 人 
※ 

523 人 
 

2,634 人 2,520 人 

 ※雨天開催                         （資料：水戸市スポーツ課） 

 

 

【目標指標】 

指標 
現状 

2015（平成 27）年度 
目標 

2023（平成 35）年度 

成人の週１回以上のスポーツ実施率 
（市民の運動・スポーツ活動に関するアンケート調査：市スポーツ課） 

41.0％ 60％ 

１年間に運動やスポーツをまったく行わなかった人
の割合 
（市民の運動・スポーツ活動に関するアンケート調査：市スポーツ課） 

31.3％ 20％ 

健康のために適度な運動を心がけている人の割
合 
（健康と食に関するアンケート調査：市保健センター） 

45.2％ 75％ 
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【施策の基本的方向】 

 ・ 子どもから高齢者・障害者までが楽しめるレクリエーションや体力づくりのため

のプログラム，スポーツイベントを開催するほか，学校施設の開放事業を行うなど，

スポーツに参加しやすい環境づくりに努め，市民が気軽に参加できる機会の充実を

図ります。 

・ 個人がスポーツに親しむきっかけづくりとして，千波公園等を拠点としたランニ

ング，ウオーキング活動等を促進し，健康の保持増進に努めます。 

・ 市民競技大会をはじめとする従来からの事業について，市民ニーズを反映しなが

ら，参加しやすい内容への見直しを図ります。 

 

 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○ライフステージに応じた身近な健康スポーツの充実 

○学校施設を活用した事業の推進 

○市民スポーツ大会の開催 

○千波公園等を拠点としたランニング及びウオーキングの

推進 

○ウオーキングアプリ「みとちゃん健康ウオーキング」の活

用 

○ヘルスロードＰＲによるウオーキングの推進 

○ホームページ等電子媒体を活用した効果的なスポーツイ

ベント等の情報発信 

○市や法人の「広報紙・ポスター」や「募集チラシ」の充実 

市 

市スポーツ振興協会 

事業者 

関係機関 

関係団体 

■ハード事業 

○偕楽園公園（千波公園等）の整備 

○那珂川サイクリングロードの整備 

市 

市公園協会 

 

 

  

基本施策１   スポーツイベントの充実 
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【施策の基本的方向】 

 ・ 水戸市体育祭 (注)をはじめとする従来からの事業について，誰もが参加しやすい種

目への移行を促進するなど，ライフスタイルやニーズに合わせた内容の見直しを図

ります。 

 ・ 地域住民が自主的に運営する総合型地域スポーツクラブ (注)の育成に努めるととも

に，地域におけるスポーツイベントの開催を奨励するなど，地域住民による多様な

スポーツ活動の振興に努めます。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○市民スポーツ大会の開催 

○水戸市体育祭関連事業の充実 

○地域特性・観光資源を利用したウオーキングイベントの実

施 

○コミュニティスポーツイベントの改善と充実 

○地域コミュニティ推進体制の充実，連携強化 

○市民センター等での交流機会の充実 

○総合型地域スポーツクラブの育成と啓発活動 

○スポーツ推進委員(注)等を中心とした指導者講習会の開催 

○地域ボランティア（人材）の育成 

市 

市スポーツ振興協会 

事業者 

関係機関 

関係団体 

 
(注)水戸市体育祭 

市民運動会，市民競技大会，学区対抗お父さんソフトボール大会，学区対抗ママさんバレーボール大会，市民歩く

会等，年間を通して市が開催するスポーツ行事。 
(注)総合型地域スポーツクラブ 

多種目，多世代，多志向を基本として，地域住民が自主的，主体的に運営する地域密着型のスポーツクラブ。 
(注)スポーツ推進委員 

スポーツ基本法に基づき市町村が定める，スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポ

ーツの実技の指導その他スポーツに関する指導，助言を行う非常勤職員。 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 高齢者向けの水泳教室や健康つくり教室をはじめ，各種スポーツ，レクリエーシ

ョンイベントの実施など，高齢者の健康・体力づくりに資するスポーツ活動の充実

に努めるとともに，これらの活動を通した交流，仲間，生きがいづくりの支援に取

り組みます。 

基本施策２  コミュニティスポーツの充実 

基本施策３  高齢者のスポーツ・レクリエーション活動，健康づくりの支援 
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主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○高齢者スポーツ教室の充実 

○高齢者スポーツ・レクリエーションの充実 

○各種スポーツ大会・教室への高齢者の参加促進 

○高齢者の健康づくり（元気アップ・ステップ運動，シルバ

ーリハビリ体操教室等）の推進 

○地域の健康づくり活動を担う人材の育成・確保 

市 

市スポーツ振興協会 

事業者 

関係機関 

関係団体 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 健康で生きがいのある生活を送れるよう，スポーツ・レクリエーションを通し

た交流を促進するとともに，市身体障害者福祉センター「つどい」や市障害者教

養文化体育施設等において，楽しみながら健康づくりやスポーツ活動を行う機会

の充実を図ります。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○障害者スポーツ・レクリエーションの充実 

○スポーツ・レクリエーション活動等への参加機会の拡充 

○「千波湖スポーツ・フェスティバル」と「ふれあいひろば」

の同時開催による交流の促進 

○千波公園等を拠点としたランニング及びウオーキングの

推進 

○障害者スポーツ指導員の育成・確保 

○障害者の自主的サークルの育成・支援 

○福祉ボランティア会館の利用促進 

○水戸サン・アビリティーズの利用促進と仲間づくりの支援 

市 

市スポーツ振興協会 

事業者 

関係機関 

関係団体 

 

  

基本施策４  障害者スポーツ・レクリエーションの推進 
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基本方針３ 競技スポーツの振興 

 

【現況と課題】 

競技スポーツは，高い水準の目標の達成に向けて，自らの能力と技術の限界に挑戦す

る活動の中で，健康でたくましい身体の形成とともに，礼節，勇気，忍耐，克己，協調

といった公徳心を養うなど，青少年の豊かな人間形成に大きな影響を与えるものであり，

必要となるコミュニケーション能力，社会で貢献できる資質を身に付ける役割も期待さ

れます。 

また，水戸市出身の多くの選手の誕生と活躍は，市民が待望するところであり，市民

に夢と感動を与え，市民のスポーツに対する関心を高め，スポーツの振興とともに，に

ぎわいと活力のあるまちづくりにも寄与するものです。 

そのようなことから，本市では，競技スポーツ選手の育成に向けて，これまで，本市

出身選手の国際・全国レベルでの活躍を目指し，中学生を対象とした選手育成強化事業

を行ってきたところです。今後，選手の育成に当たっては，育成の拠点となる施設等の

充実を図るほか，指導者の確保に取り組むなど，充実した指導やトレーニングが提供で

きる環境づくりを進め，特にジュニア層の選手育成の推進をしていくことが重要になり

ます。 

また，全国大会等の競技大会に参加する選手等の負担軽減を図るため，「がんばる水戸

の子夢事業」(注)をはじめ，市内を活動拠点とするスポーツ団体や個人に対し補助金を交

付するなどの支援を行なってきたところであり，競技スポーツの振興に向けて一層充実

を図る必要があります。 

さらに，市及び市体育協会においては，各種スポーツ大会等で優秀な成績を収めた選

手やチームに対し表彰を行い顕彰してきましたが，市民のスポーツに対する関心をさら

に高めていくためにも，本市出身選手や市内のチームの活躍をより多くの市民に知って

いただく必要があります。 

競技力の向上を図るためには，スポーツ技術のコーチング等の実践力を備えた優れた

「競技スポーツ指導者」の確保が重要となります。特に，トップアスリートが，青少年

やスポーツ競技者に高度な技術や経験を伝え，指導することは，スポーツへの関心や意

欲をさらに高め，スポーツの裾野を広げる役割を果たすとともに，競技力の向上にもつ

ながるなど，大きな意義を持っています。本市ではこれまでも，オリンピックやプロ野

球などで活躍した選手を招いて指導を受けるスポーツ教室や講話，研修会などを開催し

てきましたが，今後は，これらの機会を充実させることにより，さらなる生涯スポーツ

の普及と競技力の向上を図る必要があります。 
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【目標指標】 

指標 
現状 

2015（平成 27）年度 
目標 

2023（平成 35）年度 

水戸市在住の日本体育協会公認のスポーツ指導
者数 

401 人 600 人 

 

(注)がんばる水戸の子夢事業 

  市立小・中学校のクラブ・部活動において，関東大会及び全国大会に出場する児童生徒へ，飛躍・成長の一助とな

るよう，参加経費助成や，広報，メディア発信，市長表敬訪問を行う事業。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 市中学校体育連盟をはじめとした関係団体等と連携しながら，あらゆるスポー

ツにチャレンジできる環境づくりに取り組むとともに，長期的な展望に立ったジ

ュニア層の選手育成を推進し，国際・全国大会等で活躍できる選手の育成に努め

ます。 

 ・ 国際・全国規模の競技会やスポーツイベントなどの誘致を推進し，子どもたちがト

ップレベルの競技スポーツに身近に接することのできる機会の充実を図ります。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○中学生を対象とした選手育成強化事業の充実 

○長期的な展望に立ったジュニア層の選手育成の推進 

○国民体育大会をはじめとする全国クラスの大会で活躍で

きる選手の育成 

○プロスポーツやトップアスリートが参加する「国際・全国

規模のスポーツイベント」などの誘致 

○「飛田穂洲旗野球大会」等，これまでの大会の継承 

市 

市スポーツ振興協会 

関係機関 

関係団体 

 

  

基本施策１   ジュニア層の選手育成 
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【施策の基本的方向】 

 ・ 各種大会で優秀な成績を収めた選手やチームの顕彰とあわせ，その活躍をスポ

ーツ情報ホームページ等において発信するなど，選手のモチベーションの向上と

市民のスポーツに対する関心を高め，競技スポーツの振興を図ります。また，競

技者や保護者の負担軽減を図るため，「がんばる水戸の子夢事業」をはじめとした各

種大会への参加支援に努めるとともに，より効果的な支援方策について検討します。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○「がんばる水戸の子夢事業」「スポーツ大会参加補助金」

を通じた競技大会参加支援の充実 

○優秀成績者の顕彰等の充実 

○ホームページ・ＳＮＳ(注)等，多様な媒体を活用した，本市

出身選手やチームの活躍に関する情報の提供 

市 

関係機関 

関係団体 

 

(注)SNS 

   Social Networking Service の略。Faceｂook や Twitter 等，人と人とのつながりを促進，支援するコミュニ 

ティ型の web サイト。 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 競技団体やプロのチーム，大学，高校，民間スポーツクラブ等と連携しながら，

コーチング技術や人格に優れた競技スポーツ指導者の確保・育成に取り組み，競

技力の向上を目指す選手が指導を受けられる機会の充実を図るとともに，その卓

越した技術や理念を，広くスポーツの指導に携わる人々に伝えるための研修会な

どの充実を図ります。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○コーチング技術や人格に優れた指導者の確保・育成 

○市主催の指導者研修会の開催や，国・県主催のスポーツ指

導者養成講座への参加促進等による指導者の育成 

○競技力の向上を目指す選手が指導を受けられる機会の充実 

○広くスポーツの指導に携わる人々に技術や理念を伝える

ための研修会等の開催 

○高度な技術や経験を伝え指導するトップアスリートによ

る指導機会の充実 

市 

関係機関 

関係団体 

基本施策２  競技大会参加者への支援 

基本施策３   競技スポーツ指導者の確保・育成 
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基本方針４ スポーツ施設・環境の充実 
 

【現況と課題】 

本市においては，日常的にスポーツを楽しむことのできる身近な施設から，各種の公

式大会やスポーツイベントの開催が可能な施設まで，多様なスポーツ施設を有しており，

平成 26 年度においては，年間 78 万人の方々が利用されています。（資料：スポーツ施

設一覧参照） 

このうち，市民運動場をはじめ，市民が日常的に利用する身近なスポーツ施設に関し

ては，市民が安心して快適に利用することができるよう，整備・改修を進める必要があ

ります。また，老朽化が進んでいる市民プールや屋内プールについては，市民の競技力

の向上や健康増進を図るためにも，今後の整備方針を検討する必要があります。 

また，地域におけるスポーツ活動の活性化を図るためにも，企業等の所有する体育施

設や福利厚生施設の中で，稼働率が低い施設について，地域で利用できるように協議，

調整を進める必要があります。 

青柳公園体育館，市立競技場，総合運動公園等の全市的，広域的なスポーツ施設に関

しては，市民の競技力の向上に加えて，プロスポーツをはじめとする各種競技の公式戦

やスポーツイベント等の誘致と開催に向けて，さらなる機能の拡充が望まれており，効

率的に整備を推進する必要があります。 

また，にぎわいや多くの交流人口の創出にもつながる大規模大会等の開催，誘致を図

り，スポーツ文化を醸成するため，スポーツコンベンションの拠点となる施設を整備し

ていくことが必要です。 

さらには，スポーツ施設全般について，幼児や高齢者・障害者の利用や観戦に配慮し，

バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入が求められています。 

 

 

 

 

表２ 社会体育施設の利用者数の推移 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

749,658 人 761,102 人 575,810 人 715,518 人 703,153 人 780,929 人 

（資料：水戸市スポーツ課） 
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【目標指標】 

指標 
現状 

2015（平成 27）年度 
目標 

2023（平成 35）年度 

社会体育施設の利用者数 
780,929 人 

（2014（平成 26）年度） 
1,000,000 人 

学校体育施設夜間開放事業(注)の利用者数 
132,715 人 

（2014（平成 26）年度） 
 140,000 人 

 

(注)学校体育施設夜間開放事業 

市民の体力つくりとスポーツ・レクリエーションの普及，奨励を目的に，身近なスポーツの場として市立小・中学

校の屋内運動場を開放する事業。 

 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 市民運動場をはじめ，市民が日常的に利用する身近なスポーツ施設や公園の整備・

改修を進めるとともに，学校体育施設の夜間開放事業等を促進するほか，企業等で所

有するスポーツ施設の地域での活用についても協議・検討を進めます。 

・ 市民の競技力の向上や大規模大会の開催・誘致に向け，市民球場の再整備や市立競

技場の機能強化整備等を推進します。 

・ 体育施設の耐震化や体育館空調設備の整備，利用者が集うことのできる場の確保等

を進めるなど，市民がより利用しやすい環境づくりに努めます。 

・ 東町運動公園において，新たなスポーツコンベンションの拠点となる体育館の整備

を推進し，にぎわいや交流人口の創出にもつながる大規模大会等の開催，誘致を図り

ます。また，（仮称）東部公園について，スポーツ・レクリエーションや自然を中心

とした交流空間の創出に向けた整備を進めます。 

・ 市民の競技力の向上や健康増進のため，新たな屋内プールの整備について検討を進

めます。 

・ 高齢者や障害者など，全ての人が利用しやすい施設となるよう，スロープの設置や

段差の解消をはじめとしたバリアフリー・ユニバーサルデザインの導入を進めます。 

  

基本施策１   各種スポーツ施設の整備 
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主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○学校施設や企業等で所有するスポーツ施設の活用促進 

市 

事業者 

■ハード事業 

○市民運動場をはじめとするスポーツ施設の整備改修 

○公園の整備やリニューアル 

○市民球場の再整備 

○市立競技場の機能強化整備 

○体育施設の環境整備（空調整備や交流スペースの確保など） 

○体育施設の耐震化 

○青柳公園プールの再整備 

○東町運動公園新体育館の整備 

○（仮称）東部公園の整備 

○屋内プール整備について検討 

○スポーツ施設におけるバリアフリー，ユニバーサルデザインの

推進 

市 

市スポーツ振興協会 

市公園協会 
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基本方針５ 夢と感動を広げる観戦スポーツの充実 
 

【現況と課題】 

本市では，これまで水戸国際陸上競技大会や全国学童軟式野球大会など，国際・全国

規模のスポーツ大会を開催するほか，本市をホームタウンとする水戸ホーリーホックの

ホームゲームを通して，トップアスリートの競技を観戦し，応援してきました。自ら競

技する「するスポーツ」だけでなく，競技場に足を運んで観戦・応援する「みる」機会

を増やすことは，競技力の向上だけでなく，まちの個性や魅力を創出し，スポーツコン

ベンションによる新たなにぎわいや交流の創出とともに，生涯スポーツを展開していく

上でも重要となります。 

「みるスポーツ」の振興のためには，今後とも，全国大会やプロスポーツを開催でき

る施設整備に取り組むとともに，大規模スポーツイベントの開催・誘致等を積極的に進

めることが必要です。 

さらには，水戸ホーリーホックをはじめとするプロチームのホームゲームの開催情報，

トップアスリートが参加する競技大会など，様々なスポーツに関する情報を，より多く

の市民が身近な場所で容易に得られるよう，ポスターやホームページ，ＳＮＳ等をはじ

めとした情報伝達手段を有効に活用しながら，迅速に，分かりやすく提供していくこと

が求められています。 

 

 

表３ 大規模大会（東日本大会以上）の開催状況（平成 27 年度） 

大    会    名 

・水戸招待陸上兼水戸市陸上競技大会 

・水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会 

・水戸市長旗東日本少年軟式野球大会 

・水戸市長杯選抜古希軟式野球大会 

・全国中学生ラグビーフットボール大会 

・東日本Ｕ15 ラグビーフットボール選抜大会 

・Ｊリーグ（Ｊ２） 

・ジャパンラグビートップリーグ 

・沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 

 

（資料：水戸市スポーツ課） 

 

表４ 水戸ホーリーホックのホームゲーム年間平均観客数の推移 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

3,349 人 3,973 人 4,630 人 4,734 人 4,816 人 

（資料：水戸市スポーツ課） 
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【目標指標】 

指標 
現状 

2015（平成 27）年度 
目標 

2023（平成 35）年度 

大規模大会（東日本大会以上）の開催・誘致 ９大会 13 大会 

水戸ホーリーホックのホームゲーム年間平均観客
数 

4,816 人 10,000 人 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 市民がトップレベルのスポーツや競技にふれることのできる機会の拡充に向け，

プロスポーツやトップアスリートが参加する国際・全国規模の大会やスポーツイ

ベントの開催・誘致に努めるとともに，水戸黄門漫遊マラソンや国民体育大会を

開催するなど，交流人口の増加や，地域経済の活性化に資するスポーツコンベン

ションを推進します。 

 ・ 2020（平成 32）年に開催される東京オリンピック・パラリンピックについて，

事前キャンプの誘致やホストタウン構想への参加に努めます。 

・ 水戸ホーリーホックが市民クラブとしてより地域に密着した存在となるよう，

ホームゲームの誘客促進に努めるなど，ホームタウン推進協議会とともに，市民，

事業者と一体となった支援活動を推進します。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○プロスポーツやトップアスリートが参加する国際・全国規模

のスポーツイベントの開催・誘致 

○産・学・官連携によるスポーツ，文化，学術，行政などの各

種コンベンションの誘致 

○水戸黄門漫遊マラソンをはじめとするスポーツ大会の開催に

よる新たなにぎわいの創出 

○2020（平成 32）年に開催される東京オリンピック・パラリ

ンピック事前キャンプの誘致やホストタウン構想への参加 

○「水戸ホーリーホック」をはじめとするプロスポーツの観戦

を通じた夢と感動を得ることのできる観戦スポーツの充実 

市 

市スポーツ振興協会 

関係機関 

関係団体 

大学 

事業者 

基本施策 １   大規模大会・スポーツコンベンション等の誘致活動の推進 
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【施策の基本的方向】 

・ 市民がスポーツを身近にふれることのできる「みるスポーツ」の進展に向け，

水戸ホーリーホックの観戦情報をはじめ，市内で開催されるプロスポーツやトッ

プアスリートが参加する競技大会，さらには，本市出身の選手が出場するスポー

ツの情報など，多様なスポーツ観戦情報を効果的に発信します。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○スポーツ事業，指導者，施設情報など，身近なスポーツ情報

の発信 

○広報みと，ホームページ・ＳＮＳ等，多様な媒体の活用 

○水戸ホーリーホックをはじめ，市内で開催されるプロスポー

ツ観戦情報の発信 

市 

市スポーツ振興協会 

 

 

  

基本施策２   観戦スポーツ情報の発信 
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基本方針６ スポーツ指導者・ボランティアの育成 
 

【現況と課題】 

本市では，市民に対するスポーツの指導については，水戸市スポーツ推進委員をはじ

め，水戸市スポーツ指導員本部に登録されている指導者，スポーツ少年団の指導者等が

担っています。これらの指導者については，今後とも，市民の一層の競技力向上や地域

スポーツの振興に向けて，対象者の特性を十分に考慮し，適切な指導の理念と方法で，

情熱をもって指導できる優秀な人材を確保・育成し，適切に配置することが必要です。 

また，市民主体のスポーツ活動を促進するため，気軽にスポーツ活動を行いたいと思

っている潜在的ニーズに対応できる健康やレクリエーションスポーツ部門の指導者の拡

充が求められるほか，総合型地域スポーツクラブの結成を支援するため，クラブを円滑

に運営するための経営能力を備えた「クラブマネジャー」の養成が必要となります。 

さらに，生涯スポーツ社会の実現のためには，競技者の「するスポーツ」の振興，競

技場に出かけて観戦・応援する「みるスポーツ」の振興とあわせ，選手，チーム，大会

運営をサポートするスポーツボランティアの育成・活用など，「ささえるスポーツ」の振

興が重要です。そのため，ボランティアとしてやりがいのある活動の場を確保すること

が課題となります。 

本市のスポーツ振興を担う組織には，市体育協会，各競技団体，スポーツ推進委員協

議会，スポーツ指導員本部，スポーツ少年団本部及び各単位団，学校施設開放運営委員

会，住みよいまちづくり推進協議会スポーツ・レクリエーション部会，公益財団法人水

戸市スポーツ振興協会などがあります。 

今後，多様な市民ニーズへ対応するためにも，行政とこれらの組織の間で緊密な連携

を図りながら，活動を展開する中での役割分担を明確にし，それぞれの視点から，スポ

ーツ指導者やボランティアの確保・育成についての施策や事業を推進していく必要があ

ります。 

  



 37 

【目標指標】 

指標 
現状 

2015（平成 27）年度 
目標 

2023（平成 35）年度 

スポーツボランティアＭＩＴＯ(注)の登録者数 43 名 300 名 

 
(注)スポーツボランティア MITO 

公益財団法人水戸市スポーツ振興協会が行う事業で，各種スポーツ大会やイベントにおける大会運営スタッフ（受

付，案内，会場準備等）として活動するボランティア組織。 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 市民がスポーツに関する指導及び助言を受けることができる機会の充実を図るため，

水戸市スポーツ推進委員をはじめ，水戸市スポーツ指導員，スポーツ少年団の認定指

導員等のスポーツ指導者の確保・育成に取り組むとともに，活動の周知を図ります。

また，レクリエーション協会などと連携しながら，健康の維持，増進のためのスポー

ツに関する指導者の育成に努めます。 

 ・ 総合型地域スポーツクラブの結成を支援するため，県広域スポーツセンターや茨城

県体育協会が開催する育成事業への参加を促進するなど，「クラブマネジャー」の確

保と養成に努めます。 

・ 県広域スポーツセンター等と連携し，スポーツ医・科学などを取り入れたよりレベ

ルの高い研修会・講習会を開催するなど，スポーツ指導者の資質向上に努めます。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○大学や高等学校，民間スポーツクラブ等と連携したコーチ

ング技術や人格に優れた競技スポーツ指導者の確保 

○スポーツ指導者の育成・活用 

○健康の維持，増進のためのスポーツ（レクリエーション）

に関する指導者の育成・活用 

○スポーツ医・科学などを取り入れたよりレベルの高い講習 

会・研修会の開催 

○総合型地域スポーツクラブの「クラブマネジャー」の育成 

○水戸市スポーツ指導員本部への指導者登録の促進 

市 

市スポーツ振興協会 

関係機関 

関係団体 

大学 

事業者 

基本施策１   スポーツ指導者の確保及び資質の向上 
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【施策の基本的方向】 

 ・ スポーツボランティアの確保・育成を図るため，「スポーツボランティアＭＩＴＯ」

の制度や活動の周知を行うとともに，水戸黄門漫遊マラソンをはじめとする大規模な

スポーツイベント，スポーツ教室や地域のスポーツ行事など，幅広い事業での活用を

図り，定期的な活動の場の確保に努めます。また，接客やイベント運営などの研修会

の開催により，スポーツボランティアの資質の向上に努めます。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○「スポーツボランティアＭＩＴＯ」の充実 

○大規模なスポーツイベント（水戸黄門漫遊マラソン等）か

ら，スポーツ教室や地域のスポーツ行事まで幅広い事業で

の活用 

○スポーツボランティアとしての資質を高めるための研修

会の開催 

市 

市スポーツ振興協会 

関係機関 

関係団体 

 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

・ 競技団体が加盟する市体育協会をはじめとするスポーツ振興組織において，市民ニ

ーズを踏まえた運営や施策の拡充に努めます。 

・ 競技団体との連携強化を図りながら，自主的なスポーツ団体やグループ等が行う多

様なスポーツ活動の支援に取り組みます。 

・ ホームページ等を活用しながら，スポーツ組織・団体における活動の周知に努める

ほか，スポーツ組織・団体で活動する人材の確保・育成に取り組みます。 

・ 市スポーツ振興協会において，市体育協会や競技団体等と連携・協力しながら，各

種事業の充実を図るとともに，体育施設の稼働率の向上と維持管理コストの削減に取

り組みます。 

・ スポーツ指導者やスポーツボランティアの育成とともに，地域住民が主体的に運営

する総合型地域スポーツクラブの結成や育成に努めます。 

基本施策２   スポーツボランティアの充実  

基本施策３   スポーツ組織の体制強化 
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主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○市体育協会をはじめとする体育団体の組織の拡充・連携 

○自主的なスポーツ団体やグループ等が行うスポーツ活動

の支援 

○スポーツ情報を提供するホームページ等の活用によるス

ポーツ組織・団体の活動内容の周知 

○スポーツ組織・団体で活動する人材の確保 

○公益財団法人水戸市スポーツ振興協会の組織体制の強化 

市 

市スポーツ振興協会 

関係機関 

関係団体 

大学 

事業者 
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第５章 推進体制と進行管理 

 

１ 各推進主体の役割 
 

本計画を推進していくためには，市民，スポーツ関連事業者，スポーツ関連団体，行政

（水戸市）の各主体の役割を明確にし，相互の連携を図りながら一体となって取り組んで

いく必要があります。 

 

（１）市民の役割 

 ・ 健康や体力づくりに関心をもち，様々なスポーツ活動への積極的な参加に努めます。 

 ・ 地域コミュニティを活性化し，地域の一体感や活力を醸成するため，スポーツに関

する地域行事への参加とともに，スポーツボランティアなどの「ささえる」活動等へ

の積極的な参加に努めます。 

 

（２）スポーツ関連事業者の役割 

 ・ スポーツ関連事業者は，スポーツが市民生活及び地域社会において果たす役割の重

要性を鑑みて，スポーツの推進に積極的な役割を果たすよう努めます。 

・  事業者相互の連携を図りながら，スポーツ産業の振興に努めます。 

 ・  コーチング技術や人格に優れた競技スポーツ指導者の確保・育成を図り，競技力向

上を目指す市民がレベルの高い指導を受けられる機会の充実に努めます。 

 

（３）スポーツ関連団体の役割 

 ・ スポーツ関連の各種団体は，地域に根差した活動を通して競技レベルの向上ととも

に，指導者の確保・育成に努めます。 

・ 大会の運営，競技種目の普及，スポーツ団体やグループの支援など，市民のスポー

ツ活動の育成指導を積極的に推進します。 

・ 公益財団法人水戸市スポーツ振興協会は，体育施設の適正な維持管理や有効活用に

取り組むとともに，スポーツの一層の振興に向けて，市民を対象としたスポーツ教室

や全国規模の大会をはじめとする各種大会の開催，体力づくりや仲間づくりに資する

事業やスポーツを楽しむサークルの育成等，各種事業を積極的，継続的に推進してい

きます。 

また，市民がトップレベルのスポーツや競技にふれることのできる機会の拡充に向

け，プロスポーツや全国大会等の大規模大会の開催・誘致を積極的に展開するととも

に，事業の円滑な推進に向けたスポーツボランティアの育成と活用を図ります。 
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（４）水戸市の役割 

 ・ 国，県，周辺市町村や庁内各部局との連携によりスポーツ施策の総合的な取組を推

進します。 

 ・ スポーツ情報の収集，分析，提供を行います。 

 ・ スポーツ関連団体，関係事業者，市民（地域）との連絡調整を密にし，市民との協

働による施策を展開します。 

 

 

  

連携・協働 

水戸市民 

水戸市 
（行政） 

スポーツ関連事業者 

スポーツ関連団体 
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２ 進行管理 
 

本計画の推進に当たっては，市民や水戸市スポーツ推進審議会における意見等を踏まえ

ながら，Plan（計画の策定・見直し），Do（施策の実施・運用），Check（施策の評価），

Action（検討・改善）によるＰＤＣＡサイクルの手法に基づき進行管理を行っていくこと

とします。 

 

 

 

基本計画のＰＤＣＡサイクル 

 

  

ＰＬＡＮ（計画） 

・計画の策定 

・見直し 

ＤＯ（実行） 

・施策の実施 

・運用 

ＣＨＥＣＫ（評価） 

・成果や進捗状況の把握 

・施策の評価 

ＡＣＴⅠＯＮ（改善） 

・検討 

・プロセスの改善 

報告   意見 

市民 水戸市スポーツ推進審議会 
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資 料 編 
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水戸市スポーツ推進体制                    

 

  

ゴ　ル　フ ス　キ　ー
ソフトボール

調査部

東　部
ブロック

公益財団法人
水戸市スポーツ振興協会

スポーツ推進審議会
（委員15名）

県立高校体育施設
開放運営協議会

内　原
ブロック

庶務部

地　区　会　　　32地区 スポーツレクリェーション部会

１校

卓　　　　球 ラグビーフットボール

ドッジボール

南　部
ブロック

企画部

スポーツ
推進委員

102名 44校

北　部
ブロック

広報部

常　澄
ブロック

合気道 少林寺拳法

柔　　　　道

スポーツ指導員本部
（指導員41種目・180名）

西　部
ブロック

ローラースケート ボウリング テニス中　央
ブロック 剣　　　　道

スポーツ
少年団本部

26種目
93単位団

野　　　　球

バレーボール バドミントン フェンシング

ミニバスケットボール

体　　　　操 スケート レスリング

ソフトテニス

住みよいまちづくり
推進協議会

グラウンドゴルフ

水　　　　泳 陸　　　　上 空　手　道

サッカー

パワーリフティング フェンシング ターゲットバードゴルフ

ドッジボール ソフトバレーボール インディアカ

ダンススポーツ レクリエーション ゲートボール

なぎなた 射　　　　撃 銃　剣　道

ゴ　ル　フ ソフトテニス テ　ニ　ス

合　気　道 少林寺拳法 ローラースケート

市民協働部

スポーツ課

体育協会
（43団体）

バドミントン 小　体　連 バスケットボール

スケート 中　体　連 体　　　　　操

水　　　　　泳 弓　　　　　道 卓　　　　球

柔　　　　　道 空　手　道 ソフトボール

開放運営委員会

（小学校28校・中学校16校）

教育委員会

幼稚園（19園）
保育園（13園）

小学校（33校）

中学校（16校）

陸　　　　　上 相　　　　　撲 野　　　　球

市立学校施設夜間

ラグビーフットボール レスリング

バレーボール 馬　　　　　術 ス　キ　ー

剣　　　　道 ボウリング ハンドボール

サッカー
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水戸市スポーツ施設一覧                    

 

  

名称 所在地 施設名 施設の概要

市民体育館

メインアリーナ　バレーボールコート３面分
　　（観客席　約1,700人収容）
サブアリーナ　　バレーボールコート１面分
トレーニング室，卓球室，多目的室等

管理棟
競泳プール50ｍ×23ｍ
水球プール50ｍ×21.6ｍ
飛込みプール22ｍ×20ｍ
練習プール25ｍ×16ｍ
徒渉池プール745㎡
子供プール25ｍ×20.2ｍ

合宿所　3室（64畳）

屋内プール
事務室　更衣室，ギャラリーほか
プール　25ｍ×14ｍ

テニスコート
クレーコート４面
管理棟，器具庫

ゲートボール場 クレー３面／芝１面

市民球場

硬式野球場１面　中堅120ｍ，両翼93ｍ
夜間照明６基
磁気反転式スコアボード
　（LEDﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｰﾄﾞ付）鉄骨４階建
メインスタンド　２階建一部３階建

軟式球場
野球場４面（内野クレー，外野芝）
夜間照明12基
ボールカウント機

体育館
アリーナ　バレーボールコート３面分
（観客席　約1,000人収容(固定席818人)）
卓球室，会議室等

テニス
コート

砂入り人工芝コート12面　夜間照明8基
観客席　2,000人
管理棟（事務室，会議室等一部２階建）

第２テニス
コート

砂入り人工芝コート５面
管理棟（事務室，休憩ホール等平屋建）

相撲場 相撲場（土俵）１面　屋根付

屋内プール

競泳プール25m×13m
身障者プール13m×8.6m
幼児プール74.24㎡
事務室，ギャラリー，ホール等

体育館
バレーボールコート２面分
多目的室等

野球場 野球場１面

市民プール
　（閉鎖中）

水戸市青柳公園
水戸市水府町
864-6

水戸市千波公園 水戸市2509-1

水戸市
総合運動公園

水戸市見川町
2256

水戸市
小吹運動公園

水戸市小吹町
820－2
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名称 所在地 施設名 施設の概要

主競技場

１周400m
　（８コース 全天候舗装 2種公認競技場)
大型映像装置，夜間照明４基及び庇部
雨天走路（80ｍ，３レーン）
観覧席メイン約7,000人，バック約3,000人
　　　サイド芝2,000人
メインスタンド4階建，
バックスタンド盛土及び鉄筋コンクリート造

補助競技場
１周400m土質
天然芝生１面

駐車場

メインスタンド前　         9,477.70 ㎡
水源地公園脇　　　　　   5,747.01 ㎡
バックスタンド裏　　　12,714　    ㎡
水城高校グラウンド脇　33,124　    ㎡
多目的広場兼用　　　　25,060.75  ㎡
　すべて砕石敷

水戸市立
サッカー・ラグビー

場

水戸市河和田町
3438－1

サッカー・
ラグビー場

西洋芝生１面
ロングパイル人工芝１面
夜間照明６基
管理棟
スタンド棟　観覧スタンド付
（ベンチ席500人／芝生席500人）

水戸市大塚池公園
野球場

水戸市大塚町
1827－1

野球場 野球場１面

水戸市田野町
1307

田野
市民運動場

軟式野球６面　ソフトボール２面
夜間照明16基（軟式球場４面分）

水戸市東野町
318－1

東野
市民運動場

ソフトボール２面

水戸市中河内町地内
（河川敷）

柳河
市民運動場

野球場３面

水戸市若宮町地内
（河川敷）

城東
市民運動場

野球場１面

水戸市ちとせ2丁目
地内（河川敷）

ちとせ
市民運動場

ソフトボール２面

水戸市大塚町
1185－3

上中妻
市民運動場

多目的広場

水戸市元石川町
1687

元石川
市民運動場

野球場２面
夜間照明８基
自由広場

水戸市元吉田町
1973－27

元吉田
市民運動場

多目的広場

水戸市若宮町
1103

若宮
市民運動場

野球場１面

水戸市堀町
2311－1

石川
市民運動場

テニスコート１面（全天候）
ゲートボール場２面（クレー）
ジョギングコース（１周約400m）

水戸市立競技場
水戸市小吹町
2058－1

水戸市民運動場
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名称 所在地 施設名 施設の概要

水戸市河和田町
3438－3

河和田
市民運動場

多目的広場
ジョギングコース（１周650m）

水戸市鯉淵町
4632－1

鯉淵
市民運動場

多目的運動場１面

水戸市牛伏町
114－2

中妻
市民運動場

野球場１面　フットサル場１面

水戸市内原町
1398－1

内原
市民運動場

多目的運動場１面
（サッカー，野球等利用可）
夜間照明５基
ゲートボール場８面

水戸市吉沼町
640－1

上大野
市民運動場

ソフトボール１面

体育館
アリーナ　バレーボールコート２面分
　（観客席　約150人収容）
トレーニング室兼卓球室等

テニスコート
全天候ゴムチップ浸水型舗装２面
夜間照明灯２基

ミニグランド ゲートボール場２面

野球場 野球場１面

陸上競技場 サッカー，ソフトボール等利用可

プール プール　25ｍ×15ｍ

テニスコート
全天候テニスコート２面
夜間照明９基

体育館

アリーナ　バレボールコート２面分
サブアリーナ（柔道，剣道，卓球）
トレーニングルーム等
保健センター併設

テニスコート
全天候テニスコート２面
夜間照明７基

多目的広場 芝生広場，野外ステージ

水戸市
常澄運動場

水戸市大場町
468－1

水戸市
内原ヘルスパーク

水戸市内原町
1384－2

水戸市大串貝塚
ふれあい公園

水戸市塩崎町
1064－1

水戸市民運動場

水戸市常澄
健康管理

トレーニング
センター

水戸市塩崎町
1200
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市民の運動・スポーツ活動に関するアンケート調査結果      

 

調査対象者 18 歳以上の市民で年代別・男女別に人口割合で無差別に抽出した 1,000 人 

調査方法 郵送による配布，回収（郵送調査） 

調査期間 2015(平成 27)年１月～２月 

回答数 476 件（回答率 47.6%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問１　あなたの年齢はおいくつですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 18～19歳 10 2.1%
2 20～29歳 31 6.5%
3 30～39歳 69 14.5%
4 40～49歳 89 18.7%
5 50～59歳 83 17.4%
6 60～69歳 107 22.5%
7 70歳以上 87 18.3%

不明 0 0.0%
合計 476 100.0%

問２　あなたの性別はどちらですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 男性 199 41.8%
2 女性 277 58.2%

不明 0 0.0%
合計 476 100.0%

問３　あなたの職業はどれにあたりますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 自営業 41 8.6%
2 勤め人（全日） 162 34.0%
3 勤め人（パート・臨時） 53 11.1%
4 無職 89 18.7%
5 学生 14 3.0%
6 専業主婦（夫） 100 21.0%
7 その他 16 3.4%

不明 1 0.2%
合計 476 100.0%

問４　あなたは最近，健康だと感じていますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに健康である 72 15.1%
2 どちらかというと健康である 306 64.3%
3 どちらかというと健康ではない 76 16.0%
4 健康ではない 22 4.6%

不明 0 0.0%
合計 476 100.0%
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問５　あなたはスポーツ（運動）に関心がありますか
　　　 ①「するスポーツ」  自分で行うスポーツ
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いにある 116 24.4%
2 まあまあある 235 49.4%
3 ほとんどない 86 18.0%
4 全くない 38 8.0%

不明 1 0.2%
合計 476 100.0%

　　　②「みるスポーツ」  テレビや競技場で観戦するスポーツ
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いにある 132 27.7%
2 まあまあある 239 50.2%
3 ほとんどない 83 17.5%
4 全くない 22 4.6%

不明 0 0.0%
合計 476 100.0%

 　　　③「ささえるスポーツ」  ボランティア等で競技運営に参加する
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いにある 18 3.8%
2 まあまあある 90 18.9%
3 ほとんどない 154 32.3%
4 全くない 214 45.0%

不明 0 0.0%
合計 476 100.0%

問６　あなたはこの１年間に平均でどれくらいスポーツをしましたか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 週に４回以上 58 12.2%
2 週に２～３回 88 18.5%
3 週に１回 49 10.3%
4 月に２～３回 41 8.6%
5 月に１回 36 7.6%
6 月に１回未満 43 9.0%
7 まったくしなかった 149 31.3%
8 わからない 10 2.1%

不明 2 0.4%
合計 476 100.0%
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問７　具体的にどのようなスポーツをしましたか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 合気道 3 0.3%
2 アイススケート 7 0.7%
3 インディアカ 1 0.1%
4 ウォーキング，散歩 216 22.5%
5 エアロビクスダンス 7 0.7%
6 オリエンテーリング 1 0.1%
7 空手道 3 0.3%
8 筋力，ウエイトトレーニング 58 6.0%
9 弓道 0 0.0%

10 グラウンドゴルフ 6 0.6%
11 ゲートボール 2 0.2%
12 剣道 3 0.3%
13 ゴルフ 44 4.6%
14 サイクリング 38 4.0%
15 サッカー 12 1.3%
16 射撃 2 0.2%
17 柔道 2 0.2%
18 銃剣道 0 0.0%
19 乗馬，馬術 2 0.2%
20 少林寺拳法 1 0.1%
21 ジョギング，ランニング 65 6.8%
22 水泳 43 4.5%
23 スキー 14 1.5%
24 スポーツダンス 11 1.1%
25 ローラースケート 1 0.1%
26 相撲 1 0.1%
27 ソフトテニス 5 0.5%
28 ソフトバレーボール 5 0.5%
29 ソフトボール 12 1.3%
30 太極拳 7 0.7%
31 体操競技 4 0.4%
32 体操（軽い体操，ラジオ体操） 112 11.7%
33 ターゲット・バードゴルフ 1 0.1%
34 卓球 20 2.1%
35 テニス 19 2.0%
36 登山 27 2.8%
37 ドッジボール 7 0.7%
38 なぎなた 0 0.0%
39 なわとび 24 2.5%
40 ハイキング 38 4.0%
41 バスケットボール 9 0.9%
42 バドミントン 23 2.4%
43 バレーボール 6 0.6%
44 ハンドボール 1 0.1%
45 フェンシング 0 0.0%
46 ボウリング 32 3.3%
47 野球 25 2.6%
48 ラグビーフットボール 0 0.0%
49 陸上競技 2 0.2%
50 レスリング 0 0.0%
51 その他 39 4.1%

不明 0 0.0%
合計 961 100.0%
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問８　あなたは，どのような理由でそれらのスポーツを行いましたか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 友人，仲間との交流として 124 15.8%
2 精神の修養や訓練のため 14 1.8%
3 楽しみ，気晴らしとして 153 19.5%
4 健康，体力づくりのため 187 23.8%
5 運動不足を感じているから 160 20.3%
6 家族のふれあいとして 58 7.4%
7 美容や肥満解消のため 56 7.1%
8 自己の記録や能力を向上させるため 18 2.3%
9 その他 16 2.0%

不明 0 0.0%
合計 786 100.0%

問９　あなたは，スポーツをどのような形態で行っていますか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 地区会などの地域活動 45 10.4%
2 職場や学校の運動部，又はスポーツサークル 29 6.7%
3 ２以外の運動部，またはスポーツサークル 41 9.5%
4 総合型地域スポーツクラブ 10 2.3%
5 民間スポーツ施設が開設している会員制のクラブ 41 9.5%
6 どこにも属さず，個人で行っている 245 56.6%
7 その他 20 4.6%

不明 2 0.4%
合計 433 100.0%

問10　あなたがスポーツを行っている場所はどこですか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 水戸市の体育施設（総合運動公園や市民運動場など） 61 12.2%
2 県立の体育施設（堀原運動公園や東町運動公園など） 23 4.6%
3 各地区の市民センターなどの公立施設 38 7.6%
4 小・中学校の夜間開放施設（体育館，武道場など） 5 1.0%
5 小・中学校の体育施設 10 2.0%
6 民間のスポーツジムやプールなどのスポーツ施設 72 14.4%
7 公園（道路等を含む）など屋外 206 41.3%
8 その他 82 16.5%

不明 2 0.4%
合計 499 100.0%

問11　スポーツをしなかったのは，どのような理由からですか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 場所や施設がない 35 5.9%
2 指導者がいない 10 1.7%
3 お金がかかる 58 9.9%
4 仲間がいない 40 6.8%
5 年をとった 70 11.9%
6 機会がなかった 92 15.7%
7 仕事（家事・育児）が忙しくて，時間がない 141 24.0%
8 運動，スポーツが好きではない 45 7.7%
9 特に理由はない 64 10.9%

10 その他 31 5.3%
不明 1 0.2%
合計 587 100.0%

問12　あなたは，引き続き，または新たにスポーツ活動を行いたいと思いますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 スポーツ活動をしたい 346 72.7%
2 スポーツ活動をしたくない 116 24.4%

不明 14 2.9%
合計 476 100.0%
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問13　どのような種目をしたいと思いますか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 合気道 17 1.1%
2 アイススケート 17 1.1%
3 インディアカ 2 0.1%
4 ウォーキング，散歩 198 13.4%
5 エアロビクスダンス 25 1.7%
6 オリエンテーリング 7 0.5%
7 空手道 9 0.6%
8 筋力，ウエイトトレーニング 108 7.3%
9 弓道 17 1.1%

10 グラウンドゴルフ 12 0.8%
11 ゲートボール 8 0.5%
12 剣道 8 0.5%
13 ゴルフ 55 3.7%
14 サイクリング 72 4.9%
15 サッカー 13 0.9%
16 射撃 7 0.5%
17 柔道 2 0.1%
18 銃剣道 2 0.1%
19 乗馬，馬術 19 1.3%
20 少林寺拳法 4 0.3%
21 ジョギング，ランニング 90 6.1%
22 水泳 85 5.7%
23 スキー 29 2.0%
24 スポーツダンス 27 1.8%
25 ローラースケート 7 0.5%
26 相撲 0 0.0%
27 ソフトテニス 19 1.3%
28 ソフトバレーボール 7 0.5%
29 ソフトボール 17 1.1%
30 太極拳 24 1.6%
31 体操競技 4 0.3%
32 体操（軽い体操，ラジオ体操） 106 7.2%
33 ターゲット・バードゴルフ 1 0.1%
34 卓球 50 3.4%
35 テニス 42 2.8%
36 登山 58 3.9%
37 ドッジボール 5 0.3%
38 なぎなた 4 0.3%
39 なわとび 23 1.6%
40 ハイキング 73 4.9%
41 バスケットボール 16 1.1%
42 バドミントン 53 3.6%
43 バレーボール 11 0.7%
44 ハンドボール 2 0.1%
45 フェンシング 3 0.2%
46 ボウリング 60 4.1%
47 野球 24 1.6%
48 ラグビーフットボール 1 0.1%
49 陸上競技 5 0.3%
50 レスリング 0 0.0%
51 その他 24 1.6%

不明 10 0.7%
合計 1,482 100.0%
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問14　あなたは今後，機会があれば会場に行って実際に観戦したいと思うスポーツ
　　　  がありますか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 ゴルフ 77 6.5%
2 ダンス（社交ダンスやヒップホップ） 64 5.4%
3 野球 155 13.1%
4 サッカー 176 14.9%
5 相撲 97 8.2%
6 マラソン，駅伝 79 6.7%
7 陸上競技 33 2.8%
8 柔道，剣道，空手 25 2.1%
9 ラグビーフットボール，アメリカンフットボール 29 2.4%

10 ボクシング，レスリング，格闘技 36 3.0%
11 スケート 87 7.3%
12 水泳競技 36 3.0%
13 テニス 83 7.0%
14 バレーボール，バスケットボール 75 6.3%
15 その他の種目 11 0.9%
16 特にない 73 6.2%
17 観戦したいと思わない 33 2.8%

不明 16 1.4%
合計 1,185 100.0%

問15　あなたは国際，全国レベルのスポーツ大会（競技会）を市内で開催することに
　　　  ついてどう思いますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 非常によいことだ 217 45.6%
2 よいことだ 167 35.1%
3 どちらともいえない 57 12.0%
4 よいことではない 2 0.4%
5 わからない 29 6.1%

不明 4 0.8%
合計 476 100.0%

問16　あなたは，スポーツ情報（施設の場所や利用方法，スポーツイベントの日時や
　　　  場所，スポーツ教室の募集など）を入手するために，特に活用したいと思うの
　　　  はどのような手段ですか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 市の広報紙「広報みと」 206 37.9%
2 ポスターやチラシ 75 13.8%
3 インターネットのホームページ 115 21.1%
4 新聞やミニコミ誌 70 12.9%
5 テレビやラジオ 55 10.1%
6 その他 12 2.2%

不明 11 2.0%
合計 544 100.0%

問17　あなたは，「総合型地域スポーツクラブ」をご存知ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 知っている 22 4.6%
2 名前だけは聞いたことがある 68 14.3%
3 知らない 382 80.3%

不明 4 0.8%
合計 476 100.0%
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  問18　あなたは，「総合型地域スポーツクラブ」が身近にあれば，加入したいと思い
　　　  ますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 加入している 4 0.8%
2 加入したいと思う 126 26.5%
3 加入したいとは思わない 128 26.9%
4 わからない 213 44.7%

不明 5 1.1%
合計 476 100.0%

問19　あなたは，地域の市民運動会のお手伝いや，スポーツ少年団のお世話など各種
　　　  スポーツ大会やイベントにおいて，過去１年間にスポーツボランティアとして，
　　　  たずさわったことがありますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 ある 63 13.2%
2 ない 409 85.9%

不明 4 0.9%
合計 476 100.0%

問20　あなたは今後，スポーツにかかわるボランティア活動を行いたいと思いますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 思う 115 24.2%
2 思わない 352 73.9%

不明 9 1.9%
合計 476 100.0%

問21　あなたは，市内にある公共スポーツ施設を利用したことがありますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 ある 226 47.5%
2 ない 246 51.7%

不明 4 0.8%
合計 476 100.0%

問22　あなたは，市内の公共スポーツ施設に満足していますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 満足している 29 10.1%
2 やや満足している 146 50.9%
3 やや不満である 62 21.6%
4 不満である 34 11.8%

不明 16 5.6%
合計 287 100.0%

問23　あなたは，市内の公共スポーツ施設を利用しない（できない）理由は何ですか
　　　　（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 利用する機会がない（スポーツはしない） 178 36.8%
2 利用したい時間に空いていない 64 13.2%
3 施設まで遠い・交通手段が不便 63 13.0%
4 利用料金が高い 24 4.9%
5 施設・設備が整っていない 25 5.2%
6 手続きが面倒 57 11.8%
7 学校等の施設で十分である 15 3.1%
8 その他 48 9.9%

不明 10 2.1%
合計 484 100.0%
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問24　公共スポーツ施設について，水戸市の現況から，今後特に整備・充実（修繕や
　　　  増設）してほしい施設・設備がございますか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 野球，ソフトボール場 44 5.7%
2 陸上競技場 13 1.7%
3 サッカー場 34 4.4%
4 ラグビー場 3 0.4%
5 体育館 68 8.8%
6 武道場 19 2.4%
7 トレーニングジム 102 13.1%
8 テニスコート 34 4.4%
9 プール（競技用） 21 2.7%

10 プール（レクリエーション用） 105 13.5%
11 多目的運動広場 121 15.6%
12 その他 22 2.8%
13 現状で十分である 28 3.6%
14 わからない 148 19.1%

不明 14 1.8%
合計 776 100.0%

問25　あなたは，市内にある民間スポーツ施設を利用したことがありますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 ある 185 38.9%
2 ない 286 60.1%

不明 5 1.0%
合計 476 100.0%

問26　あなたは，市内の民間スポーツ施設に満足していますか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 満足している 47 19.1%
2 やや満足している 110 44.7%
3 やや不満である 46 18.7%
4 不満である 30 12.2%

不明 13 5.3%
合計 246 100.0%

問27　あなたは，市内の民間スポーツ施設を利用しない（できない）理由は何ですか
　　　　（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 利用する機会がない（スポーツはしない） 183 36.4%
2 利用したい時間に空いていない 42 8.4%
3 施設まで遠い・交通手段が不便 51 10.1%
4 利用料金が高い 109 21.7%
5 施設・設備が整っていない 11 2.2%
6 手続きが面倒 43 8.6%
7 学校等の施設で十分である 17 3.4%
8 その他 39 7.8%

不明 7 1.4%
合計 502 100.0%
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  問28　あなたは，水戸市に対して，スポーツや運動をもっと振興させるために，今後
　　　  どのようなことに力を入れることを望みますか（複数回答）
番号 項　　　目 回答数 割合
1 年齢層にあったスポーツの開発・普及 225 15.3%
2 スポーツボランティアの支援 48 3.3%
3 スポーツに関する広報活動 146 9.9%
4 子どもの体力向上に関する事業や学校運動部活動の充実 116 7.9%
5 様々なスポーツイベントの開催 162 11.0%
6 公共スポーツ施設における健康・体力相談体制の整備 94 6.4%
7 地域のクラブやサークルの育成 115 7.8%
8 スポーツに関する国際交流の振興 22 1.5%
9 スポーツ指導者の養成 94 6.4%

10 国際，全国規模のスポーツ大会（競技会）の誘致・開催 76 5.1%
11 プロスポーツ種目の誘致・開催 66 4.5%
12 学校体育施設の整備・開放 102 6.9%
13 スポーツ施設の新築や改修 120 8.1%
14 その他 17 1.1%
15 特にない 60 4.1%

不明 11 0.7%
合計 1,474 100.0%

問29　幼児や子どもが，安心してゆったりと遊べる場所を近隣に確保することに賛成
　　　  ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 339 71.2%
2 概ね賛成である 112 23.5%
3 あまり賛成できない 10 2.1%

不明 15 3.2%
合計 476 100.0%

問30　中学生や高校生のための運動施設・居場所を身近な地域に設置することに賛成
　　　  ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 269 56.5%
2 概ね賛成である 178 37.4%
3 あまり賛成できない 21 4.4%

不明 8 1.7%
合計 476 100.0%

問31　市民運動会は，もっと広範な人々が参加できるように，ウォーキング等も含め
　　　  た形態の改善に賛成ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 192 40.3%
2 概ね賛成である 207 43.5%
3 あまり賛成できない 67 14.1%

不明 10 2.1%
合計 476 100.0%

問32　障害者にとって，やさしい運動・スポーツ振興に賛成ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 285 59.8%
2 概ね賛成である 177 37.2%
3 あまり賛成できない 7 1.5%

不明 7 1.5%
合計 476 100.0%
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〔問３〕 ・勤務医 ・会社員（週3回）

・布教師（宗教） ・会社役員

・相談役 ・派遣業

・農業（2件） ・ボランティア活動

〔問７〕 ・ダンス ・農作業，樹木の手入れ等（2件）

・フラダンス ・腕立て伏せ

・ストレッチ（3件） ・ゴルフ練習場での練習

・スノーボード（2件） ・そりすべり

・バンジージャンプ ・ピラティス（2件）

・子供とボール遊び ・ディスクゴルフ

・ヨガ（8件） ・マシーントレーニング（2件）

・カヌー ・フットサル

・カーブス（2件） ・スクワット

・散歩（2件） ・民謡踊り

・シルバーリハビリ体操（2件） ・キックボード

・元気アップステップ運動 ・サッカー審判

・ステップアップ体操 ・ラジオ体操

その他の意見

問33　中・高年のための充実した健康づくりの推進に賛成ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 312 65.5%
2 概ね賛成である 148 31.1%
3 あまり賛成できない 7 1.5%

不明 9 1.9%
合計 476 100.0%

問34　さまざまな方々が，いろいろな形で参加できる「（仮称）水戸マラソン」に賛
　　　  成ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 213 44.7%
2 概ね賛成である 209 43.9%
3 あまり賛成できない 45 9.5%

不明 9 1.9%
合計 476 100.0%

問35　いつでも，だれとでも，気軽に利用できる身近な運動・スポーツ施設の確保に
　　　  賛成ですか
番号 項　　　目 回答数 割合
1 大いに賛成である 332 69.7%
2 概ね賛成である 124 26.1%
3 あまり賛成できない 12 2.5%

不明 8 1.7%
合計 476 100.0%
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〔問８〕 ・好きなので

・福祉施設での体操を促すため

・スポーツ少年団の指導者として

・孫の世話

・高齢者の方々とともに（指導，ボランティア）

・大学での授業

・腰痛のため，医者に勧められて

・犬の散歩のため

・老後，周りの人に世話にならず，自分の事ができるように

・糖尿病のため

・毎日の犬の散歩

・自営業のため

・サッカー審判のため

・仕事で必要としているため

〔問９〕 ・水戸市の水泳教室 ・友達とサークルを作っている

・友達などと皆で行っている ・夫婦で計画して

・水戸芸術館のソング＆ダンススクール ・友人と

・市民センター講座 ・病院

・スポーツ少年団 ・友達に誘われて

・エンジョイスクール ・元職場のOB（同勤務の人）

・道場 ・個人宅のヨガ教室

・青柳プール

〔問10〕・河和田のアイパーク ・小学校の教室

・自宅（20件） ・一財

・大学（2件） ・桜川の堤防を歩き，千波湖まで歩く

・庭（2件） ・スポーツ少年団専用グラウンド

・近所 ・病院施設

・職場の施設（5件） ・学校

・川，海 ・山（3件）

・水戸市以外の総合公園など ・ゴルフ練習場

・城里町のホロルの湯 ・小学校校庭

・民間経営のゴルフ場 ・個人宅（2件）

・自宅の畑，庭（2件） ・乗馬クラブ

・ゴルフ場（8件）

〔問11〕・妊娠していたため

・子供を産んだから

・医者から止められているため

・主人が交通事故にあってしまい，介護や田畑の作業をしなければならなかった

　ので

・文化方面に力を注いでいるため

・病気のため（7件）

・仕事に追われているため

・腰痛（2件）

・2年半前の脚骨折がまだ完治せず，運動規制が若干あるため

・体の不調（9件）

・仕事で体を動かしているため（2件）

・移動手段として自転車を使用している
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〔問13〕・キックボクシング ・スカイクロス

・加圧トレーニング ・ボルタリング

・クライミング ・民謡踊り

・ヨガ（11件） ・フラダンス

・アーチェリー ・散歩

・サーフィン ・スケートボード

・スポーツジム ・ピラティス

・スカッシュ ・ストレッチ

・カーブス ・バレエ

・フライングディスクゴルフ

〔問14〕・スノーボード（2件） ・バドミントン（2件）

・スキー ・モータースポーツ

〔問16〕・友人・知人との情報交換

・現在やっていることで十分満ち足りているので

・特に思わない

・活用したくない

・葉書などの郵送と同時に，市民の各家庭に電話連絡

　（直接個人の耳に情報を入れる）

・市のＨＰ

・全部必要

・学校

〔問23〕・個室がほしい

・公共スポーツ施設がよくわからない（2件）

・どういうサービスがあるかわからない（2件）

・申し込み方が分からないから

・時間が無い（7件）

・興味が無い

・病気（2件）

・仕事が忙しい（2件）

・年齢（4件）

・体が動かない

・老年だから

・今までに野球，テニス，スキー等をやっていたが，現在は年齢的なこともあり

　ゴルフだけをやっている

・足が悪いので

・やりたいものがない

・今はジムに行っているので機会がない

・体調不良のため（2件）

・健康だから

・使いたい施設がない

・場所がわからない（5件）

・手続きがわからない（2件）

・アンケート用紙が送られて初めて知ったので，なんとも言えない

・小さい子供がいるため，利用する時間がとれない

・雰囲気が暗い。民間施設はやっぱり明るい。この差は何でしょうか？

・自宅で行える（1件）

・仲間がいない
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〔問24〕・小吹の障害者用プール ・バスケット（3on3）コート（2件）

・スケートリンク（2件） ・多目的ホール

・施設の駐車場を増やす ・遊歩道を身近に

・グラウンド・ゴルフ場（2件） ・ケーズデンキスタジアム

・土俵 ・サイクリングロード

〔問27〕・どこにあるのかわからない

・時間が無い（5件）

・興味が無い

・病気（3件）

・特に民間スポーツ施設を使ってまでしたいと思うスポーツがない

・仕事のため時間が無い（2件）

・運動している種目は，公共施設で間に合っている

・年齢（6件）

・老年である

・足が悪いため

・ジムへ行ったり千波湖で十分

・体調不良（2件）

・健康だから

・バスケのボードがない

・小さい子供がいるため，利用する時間がとれない

・自宅で十分

・通いきれない

・知らない人とスポーツをしたくない

〔問28〕・一人で黙々とできる環境

・全国レベルのスポーツ大会の開催と広告

・公園遊具の充実・整備

・気軽にできる公共スポーツ施設を，街の中央に市民ホールの中とか，デパートの

　中とか，ついでに出来るような場所につくる

・利用したことがないのでわからない

・市民の健康のためのスポーツ振興とすべき

・力を入れる必要なし

・ウォーキング，ジョギング，サイクリング環境の整備

・駐車場がない

・高齢者，障害者（車いす）の散歩道

・子供が自転車に乗れるようになる教室

・無料または安価で自由に利用でき，最小限の管理をしていただきたい

・若い人が気軽に行ける施設
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スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）           

スポーツ基本法 

スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）の全部を改正する。 

 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条―第八条） 

 第二章  スポーツ基本計画等（第九条・第十条） 

 第三章 基本的施策 

  第一節  スポーツの推進のための基礎的条件の整備等（第十一条―第二十条） 

  第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備（第二十一条―第二十四条） 

  第三節  競技水準の向上等（第二十五条―第二十九条） 

 第四章  スポーツの推進に係る体制の整備（第三十条―第三十二条） 

 第五章  国の補助等（第三十三条―第三十五条） 

 附則 

 

 スポーツは，世界共通の人類の文化である。 

 スポーツは，心身の健全な発達，健康及び体力の保持増進，精神的な充足感の獲得，自律心その他の

精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり，今日，国民が

生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて

幸福で豊かな生活を営むことは，全ての人々の権利であり，全ての国民がその自発性の下に，各々の関

心，適性等に応じて，安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ，スポーツを楽しみ，又は

スポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。 

 スポーツは，次代を担う青少年の体力を向上させるとともに，他者を尊重しこれと協同する精神，公

正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い，実践的な思考力や判断力を育む等人格の形成に大きな影響を及

ぼすものである。 

 また，スポーツは，人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し，地域の一体感や活力を醸成す

るものであり，人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに，ス

ポーツは，心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり，健康で活力に満ちた長寿社会の

実現に不可欠である。 

 スポーツ選手の不断の努力は，人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり，こうした努力に

基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は，国民に誇りと喜び，夢と感動を与え，国民のスポー

ツへの関心を高めるものである。これらを通じて，スポーツは，我が国社会に活力を生み出し，国民経

済の発展に広く寄与するものである。また，スポーツの国際的な交流や貢献が，国際相互理解を促進し，

国際平和に大きく貢献するなど，スポーツは，我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果た

すものである。 

 そして，地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育まれ，そのスポーツ選手が

地域におけるスポーツの推進に寄与することは，スポーツに係る多様な主体の連携と協働による我が国

のスポーツの発展を支える好循環をもたらすものである。 
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  このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み，スポーツ立国を実

現することは，二十一世紀の我が国の発展のために不可欠な重要課題である。 

 ここに，スポーツ立国の実現を目指し，国家戦略として，スポーツに関する施策を総合的かつ計画的

に推進するため，この法律を制定する。 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は，スポーツに関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポ

ーツ団体の努力等を明らかにするとともに，スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることに

より，スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって国民の心身の健全な発達，明るく

豊かな国民生活の形成，活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とす

る。 

 （基本理念） 

第二条 スポーツは，これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み，国民

が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において，自主的かつ自律的にその適性及び健康状態に

応じて行うことができるようにすることを旨として，推進されなければならない。 

2 スポーツは，とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが，体力を向上させ，公正さと規

律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり，国民の生涯にわたる健

全な心と身体を培い，豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に，学校，スポーツ団

体（スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。），家庭及

び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。 

3 スポーツは，人々がその居住する地域において，主体的に協働することにより身近に親しむことが

できるようにするとともに，これを通じて，当該地域における全ての世代の人々の交流が促進され，

かつ，地域間の交流の基盤が形成されるものとなるよう推進されなければならない。 

4 スポーツは，スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されな

ければならない。 

5 スポーツは，障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう，障害の種類及び程度

に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。 

6 スポーツは，我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。以下同じ。）が国際競技大会（オ

リンピック競技大会，パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以

下同じ。）又は全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう，ス

ポーツに関する競技水準（以下「競技水準」という。）の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を

図りつつ，効果的に推進されなければならない。 

7 スポーツは，スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより，国際相互理解の増進及

び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければならない。 

8 スポーツは，スポーツを行う者に対し，不当に差別的取扱いをせず，また，スポーツに関するあら

ゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として，ドーピングの防止の重要性に対する国民の認識

を深めるなど，スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならな

い。 
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 （国の責務） 

第三条 国は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，スポーツに関する施策を総

合的に策定し，及び実施する責務を有する。 

 

 （地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，スポーツに関する施策に関し，国との連携を図りつつ，

自主的かつ主体的に，その地域の特性に応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

 （スポーツ団体の努力） 

第五条 スポーツ団体は，スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み，基本理

念にのっとり，スポーツを行う者の権利利益の保護，心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮し

つつ，スポーツの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。 

2 スポーツ団体は，スポーツの振興のための事業を適正に行うため，その運営の透明性の確保を図る

とともに，その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものとする。 

3 スポーツ団体は，スポーツに関する紛争について，迅速かつ適正な解決に努めるものとする。 

 （国民の参加及び支援の促進） 

第六条 国，地方公共団体及びスポーツ団体は，国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することがで

きるよう，スポーツに対する国民の関心と理解を深め，スポーツへの国民の参加及び支援を促進する

よう努めなければならない。 

 （関係者相互の連携及び協働） 

第七条 国，独立行政法人，地方公共団体，学校，スポーツ団体及び民間事業者その他の関係者は，基

本理念の実現を図るため，相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

 （法制上の措置等） 

第八条 政府は，スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上，財政上又は税制上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

 

   第二章 スポーツ基本計画等 

 （スポーツ基本計画） 

第九条 文部科学大臣は，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，スポーツの推

進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定めなければならない。 

2 文部科学大臣は，スポーツ基本計画を定め，又はこれを変更しようとするときは，あらかじめ，審

議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。以下同じ。）

で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 

3 文部科学大臣は，スポーツ基本計画を定め，又はこれを変更しようとするときは，あらかじめ，関

係行政機関の施策に係る事項について，第三十条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図

るものとする。 

 （地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の条例の定めるところによ

りその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し，及び執行す

ることとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては，その長）は，スポ
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ーツ基本計画を参酌して，その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地方スポー

ツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

2 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め，又はこれを変更しようとするときは，あら

かじめ，当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

 

   第三章 基本的施策 

    第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 

 （指導者等の養成等） 

第十一条 国及び地方公共団体は，スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材（以下「指

導者等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活用のため，系統的な養成システムの開発又は

利用への支援，研究集会又は講習会（以下「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講

ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツ施設の整備等） 

第十二条 国及び地方公共団体は，国民が身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに，

競技水準の向上を図ることができるよう，スポーツ施設（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整

備，利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善，スポーツ施設への指導者等の配置その他の必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

2  前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては，当該スポーツ施設の利用の実態等に応じ

て，安全の確保を図るとともに，障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。 

 （学校施設の利用）  

第十三条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校

の設置者は，その設置する学校の教育に支障のない限り，当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツ

のための利用に供するよう努めなければならない。 

2 国及び地方公共団体は，前項の利用を容易にさせるため，又はその利用上の利便性の向上を図るた

め，当該学校のスポーツ施設の改修，照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければ

ならない。 

 （スポーツ事故の防止等） 

第十四条 国及び地方公共団体は，スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷，障害等の防止及

びこれらの軽減に資するため，指導者等の研修，スポーツ施設の整備，スポーツにおける心身の健康

の保持増進及び安全の確保に関する知識（スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。）の普及そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決） 

第十五条 国は，スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され，スポーツを行

う者の権利利益の保護が図られるよう，スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援，

仲裁人等の資質の向上，紛争解決手続についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関す

る紛争の迅速かつ適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。 

 （スポーツに関する科学的研究の推進等） 

第十六条 国は，医学，歯学，生理学，心理学，力学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及

び基礎的な研究を推進し，これらの研究の成果を活用してスポーツに関する施策の効果的な推進を図

るものとする。この場合において，研究体制の整備，国，独立行政法人，大学，スポーツ団体，民間

事業者等の間の連携の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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2 国は，我が国のスポーツの推進を図るため，スポーツの実施状況並びに競技水準の向上を図るため

の調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のスポーツに関する国の内外の情報の収集，整

理及び活用について必要な施策を講ずるものとする。 

 （学校における体育の充実） 

第十七条 国及び地方公共団体は，学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり，

かつ，スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果た

すものであることに鑑み，体育に関する指導の充実，体育館，運動場，水泳プール，武道場その他の

スポーツ施設の整備，体育に関する教員の資質の向上，地域におけるスポーツの指導者等の活用その

他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツ産業の事業者との連携等） 

第十八条 国は，スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の

重要性に鑑み，スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連携及び協力の促進その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

 （スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は，スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい，スポーツに関する国

際団体への人材の派遣，国際競技大会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催その他のスポ

ーツに係る国際的な交流及び貢献を推進するために必要な施策を講ずることにより，我が国の競技水

準の向上を図るよう努めるとともに，環境の保全に留意しつつ，国際相互理解の増進及び国際平和に

寄与するよう努めなければならない。 

 （顕彰） 

第二十条 国及び地方公共団体は，スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの発

展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。 

 

    第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 

 （地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は，国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことが

できるよう，住民が主体的に運営するスポーツ団体（以下「地域スポーツクラブ」という。）が行う

地域におけるスポーツの振興のための事業への支援，住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための

指導者等の配置，住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備

その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （スポーツ行事の実施及び奨励） 

第二十二条 地方公共団体は，広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会，競技会，体力

テスト，スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに，地域スポーツクラブその他

の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。 

2 国は，地方公共団体に対し，前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。 

 （体育の日の行事） 

第二十三条 国及び地方公共団体は，国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第二

条に規定する体育の日において，国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め，かつ，積極

的にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めるとともに，広く国民があらゆる

地域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう，

必要な施策を講じ，及び援助を行うよう努めなければならない。 
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 （野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励）   

第二十四条 国及び地方公共団体は，心身の健全な発達，生きがいのある豊かな生活の実現等のために

行われるハイキング，サイクリング，キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレ

クリエーション活動（以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨

励するため，野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備，住民の交流

の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

    第三節 競技水準の向上等 

 （優秀なスポーツ選手の育成等） 

第二十五条 国は，優秀なスポーツ選手を確保し，及び育成するため，スポーツ団体が行う合宿，国際

競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣，優れた資質を

有する青少年に対する指導その他の活動への支援，スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十

分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

2 国は，優秀なスポーツ選手及び指導者等が，生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすこ

とができるよう，社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境

の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会） 

第二十六条 国民体育大会は，公益財団法人日本体育協会（昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協

会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。），国及び開催地の都道府県が共同して開催する

ものとし，これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするも

のとする。 

2 全国障害者スポーツ大会は，財団法人日本障害者スポーツ協会（昭和四十年五月二十四日に財団法

人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。），国及び開催地の

都道府県が共同して開催するものとし，これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加し

て総合的に運動競技をするものとする。 

3 国は，国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため，これらの開

催者である公益財団法人日本体育協会又は財団法人日本障害者スポーツ協会及び開催地の都道府県

に対し，必要な援助を行うものとする。 

 （国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は，国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう，環境の保全に

留意しつつ，そのための社会的気運の醸成，当該招致又は開催に必要な資金の確保，国際競技大会に

参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。 

2 国は，公益財団法人日本オリンピック委員会（平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員

会という名称で設立された法人をいう。），財団法人日本障害者スポーツ協会その他のスポーツ団体

が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては，当該ス

ポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。 

 （企業，大学等によるスポーツへの支援） 

第二十八条  国は，スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上で企業のスポーツチーム等が果たす役

割の重要性に鑑み，企業，大学等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。 

 （ドーピング防止活動の推進） 
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第二十九条  国は，スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従ってドーピングの防止活

動を実施するため，公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（平成十三年九月十六日に財団法人日

本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。）と連携を図りつつ，ドーピングの

検査，ドーピングの防止に関する教育及び啓発その他のドーピングの防止活動の実施に係る体制の整

備，国際的なドーピングの防止に関する機関等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

   第四章 スポーツの推進に係る体制の整備 

 （スポーツ推進会議） 

第三十条 政府は，スポーツに関する施策の総合的，一体的かつ効果的な推進を図るため，スポーツ推

進会議を設け，文部科学省及び厚生労働省，経済産業省，国土交通省その他の関係行政機関相互の連

絡調整を行うものとする。 

 （都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三十一条 都道府県及び市町村に，地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項

を調査審議させるため，条例で定めるところにより，審議会その他の合議制の機関（以下「スポーツ

推進審議会等」という。）を置くことができる。 

 （スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては，その長）は，当該市町村におけるス

ポーツの推進に係る体制の整備を図るため，社会的信望があり，スポーツに関する深い関心と理解を

有し，及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から，スポーツ推進委員

を委嘱するものとする。 

2 スポーツ推進委員は，当該市町村におけるスポーツの推進のため，教育委員会規則（特定地方公共

団体にあっては，地方公共団体の規則）の定めるところにより，スポーツの推進のための事業の実施

に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を

行うものとする。 

3 スポーツ推進委員は，非常勤とする。 

 

   第五章 国の補助等 

 （国の補助） 

第三十三条 国は，地方公共団体に対し，予算の範囲内において，政令で定めるところにより，次に掲

げる経費について，その一部を補助する。 

 一 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって，これらの開催

地の都道府県において要するもの 

 二 その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に要する経費であって特に必要と認めら

れるもの 

2 国は，学校法人に対し，その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費について，予算の範

囲内において，その一部を補助することができる。この場合においては，私立学校振興助成法（昭和

五十年法律第六十一号）第十一条から第十三条までの規定の適用があるものとする。 

3 国は，スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認め

られるものに対し，当該事業に関し必要な経費について，予算の範囲内において，その一部を補助す

ることができる。 
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 （地方公共団体の補助） 

第三十四条 地方公共団体は，スポーツ団体に対し，その行うスポーツの振興のための事業に関し必要

な経費について，その一部を補助することができる。 

 （審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体（社会教

育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育関係団体をいう。）であるスポーツ

団体に対し補助金を交付しようとする場合には，あらかじめ，国にあっては文部科学大臣が第九条第

二項の政令で定める審議会等の，地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体におけるス

ポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金の交付については，そ

の長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴

いた場合においては，同法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条  この法律は，公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

 （スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討） 

第二条 政府は，スポーツに関する施策を総合的に推進するため，スポーツ庁及びスポーツに関する審

議会等の設置等行政組織の在り方について，政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を

加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 （スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第四条の規定により策定されている同条第一

項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条第三項に規定するスポーツの振興に関す

る計画は，それぞれ改正後のスポーツ基本法第九条又は第十条の規定により策定されたスポーツ基本

計画又は地方スポーツ推進計画とみなす。 

 （スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第十九条第一項の規定により委嘱されている

体育指導委員は，改正後のスポーツ基本法第三十二条第一項の規定により委嘱されたスポーツ推進委

員とみなす。 
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水戸市スポーツ推進審議会条例                 

平成４年９月22日 

水戸市条例第53号 

改正 平成12年３月29日条例第32号 

平成23年９月30日条例第32号 

（題名改称） 

平成27年３月24日条例第１号 

水戸市スポーツ振興審議会条例（昭和37年水戸市条例第13号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号。以下「法」という。）第31条の規定に基づき，水

戸市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（平23条例32・全改） 

（所掌事項） 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 法第31条に規定するスポーツの推進に関する重要事項に関すること。 

(2) 法第35条に規定する補助金の交付に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，必要と認められる事項に関すること。 

（平23条例32・全改，平27条例１・一部改正） 

（組織） 

第３条 審議会は，関係機関，団体の役職員及び学識経験者のうちから，市長が委嘱する15人以内の

委員をもって組織する。 

（平23条例32・旧第４条繰上・一部改正，平27条例１・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任者の残任期間

とする。 

（平23条例32・旧第５条繰上・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，審議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（平23条例32・旧第６条繰上・一部改正） 

 

（会議） 

第６条 審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（平23条例32・旧第７条繰上・一部改正） 
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（関係者の出席） 

第７条 審議会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができ

る。 

（平23条例32・追加） 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は，市民協働部において行う。 

（平27条例１・一部改正） 

（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この条例は，平成４年10月１日から施行する。 

付 則（平成12年３月29日条例第32号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の水戸市スポーツ振興審議会条例第４条の規定によ

り任命されている委員は，この条例による改正後の水戸市スポーツ振興審議会条例（以下「新条例」

という。）第４条の規定により任命されたものとみなす。 

３ 前項の規定により任命されたとみなされる委員の任期は，新条例第５条の規定にかかわらず，平成

12年４月９日までとする。 

付 則（平成23年９月30日条例第32号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は，この条例による改正後の第４条の規定に

かかわらず，平成25年４月30日までとする。 

付 則（平成27年３月24日条例第１号）抄 

 

（施行期日） 

１ この条例は，平成27年４月１日から施行する。 

（水戸市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の水戸市スポーツ推進審議会条例第３条の規定に

より水戸市教育委員会から委嘱されている委員は，施行日に，同項の規定による改正後の水戸市スポ

ーツ推進審議会条例第３条の規定により市長から委嘱されたものとみなす。 

６ 前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員の任期は，水戸市スポーツ推進審議会条例第４

条の規定にかかわらず，平成28年７月３日までとする。 
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水戸市スポーツ推進審議会名簿                 

 

区 分 氏 名 役 職 名 備 考 

関連団体 

住 谷 正 己 市小学校体育連盟会長  

川 又   将 市中学校体育連盟会長  

坂 場 小弥太 水戸地区高校体育連盟会長  

石 﨑   功 市体育協会代表  

安 達   薫 市スポーツ推進委員代表  

髙 久 たかみ 市スポーツ推進委員女性代表  

永 野 智恵子 市スポーツ少年団本部常任理事  

大 津 慶 子 日本空手協会指導員  

沼 尻   久 日本レスリング協会副会長  

髙 橋 五志生 酒門いきいきスポーツクラブ代表  

相 吉 新 一 市中学校体育連盟会長 旧委員 

市民団体 岩 間 秀 男 市住みよいまちづくり推進協議会常任理事  

学識経験者 

日 下 裕 弘 茨城大学教育学部教授  

小 澤   聡 常磐大学人間科学部准教授  

有 川 忠 司 元体育指導委員委員長  

関係機関 仁 平 克 幸 茨城新聞社編集局運動部長  

（敬称略）     
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水戸市スポーツ推進計画策定に係る経過の概要         

 

会議名 開催日 主な審議内容 

2014（平成 26）年度 

第１回水戸市スポーツ推進審議会 

2014（平成 26）年 

７月 28 日 
・水戸市スポーツ推進計画についての諮問 

第２回水戸市スポーツ推進審議会 10 月 30 日 ・アンケート調査について 

水戸市スポーツ推進計画策定連絡会議

（調査） 

2015(平成 27)年 

５月 20 日 

・水戸市スポーツ推進計画策定基本方針(案)に関す

る調査 

政策会議 ５月 25 日 
・個別計画（水戸市スポーツ推進計画）策定基本

方針（案）について 

第１回 

水戸市スポーツ推進計画策定連絡会議 
10 月 23 日 ・水戸市スポーツ推進計画策定について 

水戸市スポーツ推進計画策定連絡会議

（調査） 
12 月 14 日 ・水戸市スポーツ推進計画 (素案)に関する調査 

2015（平成 27）年度 

第１回水戸市スポーツ推進審議会 

2016（平成 28）年 

１月 22 日 
・水戸市スポーツ推進計画（素案）について 

政策会議 １月 26 日 
・個別計画（水戸市スポーツ推進計画）（素案）に

ついて 

意見公募手続 

（パブリック・コメント手続） 
２月４日～３月４日 ・水戸市スポーツ推進計画 (素案) 

第２回水戸市スポーツ推進審議会 ３月 1４日 ・水戸市スポーツ推進計画についての答申 

庁議 ３月 23 日 ・水戸市スポーツ推進計画策定について 
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