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練馬区立総合体育館改築基本計画の策定について 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

練馬区長期計画（平成 22 年度～26 年度）の計画事業である総合体育館の改築に向け

て、長期計画に基づき、平成 23 年度において基本計画を策定し、24 年度以降に実施す

る具体的な施設設計の指針とします。 
  

２ これまでの検討の経緯 

  

練馬区総合体育館は、昭和 47 年に練馬区内で最初の区民体育館として開設し、屋内

スポーツ施設の中核的機能を果たしてきました。しかし、開設から約 40 年が経過し、

区民の意識やスポーツ活動の変化等により、開設当時と今日では、求められる機能や設

備にも変化が生じており、現状の施設の機能では、区民のニーズに十分応えられなくな

ってきています。 
このような背景のもと、「練馬区長期計画（平成 22 年度～26 年度）」や「練馬区スポ

ーツ振興基本計画（平成 21 年度～25 年度）」などの上位計画・関連計画においても、

総合体育館の改築を重要な施策として位置づけました。 
また、長期計画に基づき本基本計画策定の基礎資料とするため、「練馬区立総合体育

館改築に関する基礎調査（平成 22 年度）」を実施しました。 
  

 

平成 23年度 

今年度 

平成 22年度 

平成 22 年 4 月より、練馬区関係部署で組織した「基礎調

査庁内関係者会議」を計 10 回開催し、総合体育館の改築

にかかる基礎的検討を実施 

上位計画 

関連計画 

・ 練馬区長期計画（平成 22年度～26年度） 

・ 練馬区スポーツ振興基本計画（平成 21年度～25年度） 

                   など 

平成 23 年 7 月に、練馬区関係部署で組織した「練馬区立

総合体育館改築基本計画策定委員会」と公募区民、学識経

験者等で組織した「練馬区立総合体育館改築基本計画策定

懇談会」を設置し、前者は 6回、後者が 5回の検討会を実

施予定 

【これまでの経緯】 
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３ 上位計画・関連計画における位置づけ 

 

（１）上位計画・関連計画 

 練馬区では「練馬区基本構想」において「だれもが生涯にわたって、学びたいとき、

活動したいときに、さまざまな学びや文化・スポーツ活動に参加し、自らを高めながら

人や地域とのつながりを深められるように、図書館やスポーツ施設等の機能を充実す

る」ことで、多様な地域活動を活性化すると明記しています。 
また、平成 21 年 3 月に策定した「練馬区スポーツ振興基本計画」でも、新総合体育

館は、4 つの重点プロジェクトのうち、「中核となるスポーツ施設の整備」として位置

づけ、区が特に力を入れて取り組むことを明記しています。 
 新総合体育館の改築にあたっては、これら国、都、練馬区の上位計画・関連計画を踏

まえ推進することが求められます。下表に、新総合体育館の改築に関連するこれら計画

等のポイントを整理しました。 
 

国・都の上位計画・関連計画における新総合体育館整備のポイント 

 計画名 策定年 計画内容のポイント 

スポーツ振

興基本計画 

平成 12 年 9 月 
平成 18 年 9 月 
改定 

・生涯スポーツ社会の実現のためできるかぎ

り早期に、成人の週１回以上のスポーツ実

施率が 50パーセントとなることを目指す。 
・平成 22 年度までに、各区市町村で少なく

とも１つは総合型地域スポーツクラブを

育成する。 
・地域におけるスポーツ環境の整備充実方策

としてスポーツ施設の充実等が明記され、

到達目標として全国展開される総合型地

域スポーツクラブに必要な、魅力あるスポ

ーツ空間を確保する。 

国の施策

（文部科

学省） 

スポーツ立

国戦略 平成 22 年 8 月 

・ライフステージに応じたスポーツ機会の創

造の施策の中に、身近なスポーツ活動の場

を確保するために学校体育施設等の既存

の施設の有効活用や地域スポーツ施設の

整備を支援する。 

都の施策 
東京都スポ

ーツ振興基

本計 
平成 20 年 7 月 

・都立体育施設が市区町村を超えるスポーツ

大会・交流の場として位置付けられてお

り、地域スポーツクラブの設立と安定した

運営を行うための人材の発掘・育成が重要

である。 
・公共スポーツ施設や学校体育施設は、建築

されてから年数が経過し、老朽化や耐震性

などの問題から、今後改築・改修の必要性

に迫られることも予想される。長年にわた

り利用されてきたこれらの施設は、地域住

民の認知度も高く、新たな地域社会再生の

場として大きな可能性がある。 
出所：練馬区立総合体育館改築に関する基礎調査（平成 22 年度） 
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練馬区の上位計画・関連計画における新総合体育館整備のポイント 

 計画名 策定年 計画内容のポイント 

練馬区基本構想 平成 21 年

12 月 
・にぎわいとやすらぎのあるまちの中でスポ

ーツ施設等の機能を充実させる。 

練馬区長期計画 
平成 22 年度～26
年度 

平成 22 年

3 月 

・スポーツ関係団体、大学等の研究機関との

協力・連携による多様なスポーツ機会を創

出し、中核となるスポーツ施設として総合

体育館の改築に向けて調査・設計等を行

う。 
練馬区長期計画 
実施計画編 
平成 22 年度～24
年度 

平成 22 年

3 月 

・4 件の区立スポーツ施設の整備・充実を計

画しており、この中に総合体育館の改築工

事着手が含まれる。 

第二期区立施設改

修改築計画 
平成 22 年

3 月 
・平成 22 年度～平成 26 年度の計画の中で体

育館１施設の改築を計画している。 

練馬区スポーツ振

興基本計画 
平成 21 年

3 月 

・中核となるスポーツ施設として総合体育館

を改築する。 
・「する」・「みる」・「ささえる」の多様なス

ポーツの展開にふさわしい屋内スポーツ

施設として改築すること、スポーツ教室、

イベントの開催、プロスポーツチーム等の

試合の誘致を検討する。 
・より効果的に運営するために指定管理者制

度の導入など民間のノウハウを活用する。 
練馬区生涯学習支

援プラン 21(第 3
期) 

平成 19 年

3 月 

・区民の生涯スポーツ活動を支援するため

に、スポーツ関係団体および指導者等の育

成を図る。 

練馬区健康づくり

総合計画 

平成 13 年

3 月 
平成 18 年

3 月 
改定（第一

回） 

・健康づくり運動の場と機会を提供していく

とともに NPO、民間との連携が重要であ

る。 

練馬区の

施策 

練馬区障害者計画 

平成 19 年

3 月 
平成 21 年

3 月に改定 

・障害者の社会参加を促進するため、スポー

ツの普及および振興を図っていく。 

出所：練馬区立総合体育館改築に関する基礎調査（平成 22 年度） 
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（２）練馬区長期計画（平成 22年度～26年度） 

練馬区長期計画（平成 22 年度～26 年度）の実施計画（平成 22 年度～24 年度）に

おいて総合体育館改築の実施スケジュールは以下のように予定されています。 
 

年度 22 年度 23 年度 24 年度 26 年度目標 

内容 調査・検討 基本計画 基本設計 
総合体育館の 

改築工事着手 

   ※実施計画は、中間の見直しを行い、平成 23 年度中に後期実施計画（平成 24 年度～

26 年度）を策定する予定です。 

 

（３）練馬区スポーツ振興基本計画 

新総合体育館の改築と関連の深い「練馬区スポーツ振興基本計画（平成 20 年度）」

は、以下のような基本理念、基本目標を定めています。これらの実現に寄与するよう、

新総合体育館の改築を推進することが重要です。 

 
出所：練馬区スポーツ振興基本計画（平成 20 年度） 
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また、同計画において、新総合体育館は、「中核となるスポーツ施設の整備」プロ

ジェクトに位置づけられています。 
 

 

 

 

出所：練馬区スポーツ振興基本計画（平成 20 年度）より該当部分のみ抜粋 
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３  計画策定方法 

 

平成 22 年度に実施した「練馬区立総合体育館改築に関する基礎調査」の結果等を

基礎資料として、計画策定検討組織による検討を行い、基本計画素案をまとめます。

さらに、素案の公表、区民意見反映制度の実施を通して区民から寄せられた意見等を

踏まえてまとめた計画案をもとにして基本計画を策定します。 
 

（１）計画策定検討組織 

計画策定にあたっては、基本計画策定委員会（庁内組織、関係部課長によって構

成）および基本計画策定懇談会（区民等の意見を反映する観点から、公募区民、学

識経験者、スポーツ団体関係者等によって構成）を設置して検討を行います。 

 

（２）計画策定のスケジュール 

  計画策定のスケジュール（案）は以下の通りです。 

 

計画策定のスケジュール（案） 

 委員会・懇談会 検討項目 

9 月 
第 1 回 
策定委員会・懇談会 

・これまでの検討の経緯 
・総合体育館の現状と課題 
・総合体育館のあり方 

10 月 
第２回 
策定委員会・懇談会 

・新総合体育館の役割 
・求められる機能・設備 

11 月 
第３回 
策定委員会・懇談会 

・土地利用計画 
・施設整備計画 
・管理運営計画 
・事業手法 

12 月 
第４回 
策定委員会・懇談会 

・基本計画（素案）作成 

1 月 パブリックコメントの実施 

2 月 
第 5 回 
策定委員会・懇談会 

・パブリックコメントの結果報告 
・パブリックコメントを踏まえた基本計画（案）作成 

3 月 
第 6 回 
策定委員会 

・基本計画の策定 

※上表における「基本計画」とは、「練馬区立総合体育館改築基本計画」を指す 
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４  計画の主な内容 

 

基本計画の主な内容は以下の通りです。 

 

①総合体育館のあり方 

区の中核的な屋内スポーツ施設にふさわしい、区民の多様なスポーツニーズに対

応できる新しい総合体育館のあり方について 

②施設機能（諸室）、施設規模 

区民やスポーツ関係団体が「する」・「みる」・「ささえる」の多様なスポーツとの

関わりを持てるようにする施設機能について 

施設機能を満たす施設規模について 

③事業手法 

施設整備から維持管理運までの事業手法について 

④事業スケジュール 

 

基本計画の構成（イメージ） 

 
 

１．これまでの検討の経緯 
（１）本計画の位置づけとこれまでの

検討の経緯 
（２）練馬区におけるスポーツ振興施

策の概要 

２．総合体育館の現状と課題 

３．総合体育館改築の基本方針（施設のあり方） 

４．施設整備計画 
（１）求められる機能・設備 
（２）土地利用計画 
（３）施設計画 

５．管理運営計画 
（１）利用条件 
（２）実施事業 

６．事業手法 
（１）主な事業手法の種類と特徴 

（２）優位性の高い事業手法 

７．新総合体育館の実現に向けて 
（１）事業スケジュール 

（２）実現に向けた課題 

 


