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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。また，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。 

さらに，するスポーツ，み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性を図りながら，「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応じ，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 

連携 

整合 

整合 
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  本計画における「スポーツ」の定義は，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

おける運動会や，自然と親しむためのハイキングやキャンプなどの野外活動といったレ

クリエーション活動を含め，スポーツをより身近なものとするため，目的を持った身体

活動を幅広く捉えます。 

  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」，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」，スポーツ活動等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，これらの関わり方も「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。 

法においては，「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」

であるとし，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

実現等を目的として，「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正および健康状態に応じて行うこと」を基本理念としています。 

そして，「スポーツ基本計画」では，「スポーツを通じすべ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。これらの課題について，スポーツが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おり，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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また，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割を占めており，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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《スポーツに関する市民意向，課題》                                 

 

 

スポーツに関する市民意向や課題について，アンケート調査の結果等を踏まえると次

のとおりとなります。 

 

 

○ 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，すべての市民が，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」への支援

だけではなく，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」という視点に着目し，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

ラソン大会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 
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３ 施策の体系 

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

競技スポーツ指導者の確保・育成

４
スポーツ施設・環境の充
実

１ 各種スポーツ施設の整備

１

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

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システムの構築

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。 



 20 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

・  幼児体操教室や親子体操教室，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 

市公園協会 

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 

   
(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，スポーツに触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

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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部活動の活性化を図ります。 

 ・ 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 

○伝統スポーツ教育による青少年リーダーシップ養成 

○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を開催するなど，

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，コミュニティスポーツの振興のために，「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」などの開催と併せ，ニュ

ースポーツの普及，および地域におけるスポーツ行事の奨励等，多くのスポ－ツ施策を

展開してきました。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」，

小吹運動公園屋内プールにおいて，「障害者水泳教室」を開催するなど，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。 
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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 ※集計中 

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 

（資料：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） 

41.1％ 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） 

31.4％ 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 

○市民スポーツ大会の開催 

○千波湖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 

市公園協会 

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 

 

  

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クイベントの実施 

○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の機会の充実 

○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)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，地
域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。 

(注)水戸市体育祭 
年間を通して開催する行事で，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，市民歩く会を行う。 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 高齢者向けの水泳教室や各種スポーツ，レクリエーション体験イベントの実施な

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，楽しみながら健康づくりを推進するほか，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，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】 

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システムを構築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クラブ活動や部活動団体や個人に対し

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。 

 

 

【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，関東大会およ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。 
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【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新

しいジュニア層の選手育成システムを構築し，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新しいジュニア層の選手育成シス

テムの構築 

○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 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

 

基本施策１   ジュニア層の選手育成システムの構築 

基本施策２  競技大会参加者への支援 
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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 

 

 

 

 

 

 

【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，地理的条件や機能を再点検し

て整備・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。 

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，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，

各種競技の公式戦やスポーツイベントの開催，県央地域における中核施設として位置付

けを考慮すると，さらなる機能の拡充が望まれており，市民の競技力の向上や大規模大

会の開催と誘致に向けて，効率的に整備を推進する必要があります。 

また，スポーツコンベンションを通してスポーツ文化の醸成を図り，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，誘致を図るため，そ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：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） 
800,000 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とするスポーツ施設等，市民が日常的に利用する身近なスポ

ーツ施設の整備・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，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。さら

には，（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

交流空間創出に向けた整備を進めます。 

・ 新たな屋内プールの整備など，市民の競技力の向上や健康増進のため，屋内プール

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 

○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 

○体育施設の耐震化 

○青柳公園のプールの再整備 

○新たなスポーツコンベンション型体育館の整備 

○（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 
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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，選手の活躍を観戦し，応援してきました。競技者の「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。 

また，「みるスポーツ」の振興のためには，今後とも施設・設備の改修に努めて，全国

大会やプロスポーツを開催できる施設整備とともに，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開催情報を

はじめ，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：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：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や国民体育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」の試合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」の伸展に向け，

水戸ホーリーホックを観戦情報をはじめ，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，本市出身選手やチームが出場する

大会の情報など，多様なスポーツ観戦情報の効果的な発信に努めます。 

 

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】 

スポーツの指導については，本市が委嘱する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やスポーツ少年団指導者等が担っています。特

に，水戸市スポーツ指導員本部は，地域やクラブ，市内小・中学校等の要請に応じて指

導者の派遣を行い，競技力の向上や地域スポーツの振興に寄与してきましたが，これら

の指導者については，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・養成し，適切に配置することが求められていま

す。 

さらに，総合型地域スポーツクラブなどの市民主体のスポーツ活動が期待される今後

のスポーツ環境を考慮すると，スポーツ活動を行いたいと思っている潜在的需要者のニ

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，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。 

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」の振興と併せ，選手やチームの世話や大会運営

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。また，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，市体育協会及び加盟する各競技団体をはじめ，

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。 
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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 

スポーツボランティアＭＩＴＯの登録者数 43 名 300 名 

 

 

 

 

 

 

【施策の基本的方向】 

 ・ 競技力の向上を目指す市民が指導を受けることができる機会の拡充を図るため，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・育成に取り組むほか，市スポーツ指導員本部への指導者登

録を促進するとともに，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「クラブマネジャー」について，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支援するなど，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 

○競技スポーツ指導者の育成・活用 

○健康スポーツ（レクリエーション）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として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るとともに，競技団体との連携強化を図りな

がら，大会の運営や競技種目の普及，日常的にスポーツに親しむ自主的なスポーツ団

体やグループの支援など，多様なスポーツ活動の支援に取り組みます。 

・ スポーツ情報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，大学，企業，地域等と連携し，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

種事業の充実を図ります。 

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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・ スポーツ指導者やスポーツボランティアをはじめ，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育成に努めます。また，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。 

 

主な取組 事業主体 

■ソフト事業 

○市体育協会等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の支援を通じた多様な

スポーツ文化の推進 

○スポーツ情報ホームページ等を活用し，スポーツ組織・団

体の活動内容の周知 

○大学，企業，地域，及び学校と連携した，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 
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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に積極的に取り組むことに努

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

する地域行事やスポーツボランティアなどの「ささえる」活動等へ積極的に参加する

ことに努めます。 

 

（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関連団体は，地域に根差した活動を通して競技レベルの向上を

図るとともに，指導者の確保と育成を図り，様々なスポーツ交流の取組みに努めます。 

・ 大会の運営や競技種目の普及，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，体育施設の有効活用を図るとともに，広

く市民を対象とした各種スポーツ教室の開催や仲間・クラブづくりの支援，スポーツ

大会を積極的に開催する等，各種事業を積極的，継続的に推進していきます。 

また，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，市民

体育・スポーツの普及振興に努めます。さらに，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よう努めます。 
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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。 

 ・ スポーツ関連団体や関係機関，地域との連絡調整を密にし，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 


