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本ビジョンの基本理念を実現するための具体的な取組について示します。 

 

 

 

 区立スポーツ施設は、区民にとって身近にあり、気軽に利用できる施設として、個

人スポーツから団体スポーツまで、幅広いスポーツ活動の場としての役割を担ってい

ます。 

 区立スポーツ施設の役割を十分認識しつつ、施設の整備、充実を図り、区立スポー

ツ施設の魅力や使い勝手を向上させ、区民の多様なスポーツ活動を支援していきます。

また、道路や公園、地区区民館などの区立施設を活用しながら、区民にとって身近な

場所でスポーツをすることができる環境を提供していきます。 

（１）区立スポーツ施設の充実 

 多様なスポーツに区民が取り組むための環境として、スポーツ施設は重要な役割を

持ちます。区内には、７つの区立体育館や総合運動場をはじめとした多くのスポーツ

施設が整備されています。今後は、これらの施設について、区民や団体の利用状況や

ニーズを踏まえた整備・充実を図ります。 

 

＜具体的な取組＞ 

①中核となるスポーツ施設の整備  

 前計画においては、総合体育館と練馬総合運動場を、区の中核となるスポーツ施設

と位置づけ、改築、改修に向けて取り組むとしています。総合体育館については、「練

馬区立総合体育館改築基本計画」に基づいて整備を進めます。また、練馬総合運動場

については、基本構想に基づいて改修を進めます。 

 

②区立スポーツ施設の整備・充実 

 現在７館整備されている区立体育館や庭球場などの屋外施設といった区立スポーツ

施設の今後の整備・充実のあり方について引き続き検討します。 

 

③区立スポーツ施設の効果的な運営 

 民間事業者の持つ専門的なノウハウを区立スポーツ施設の運営に活かすため、指定

管理者との連携を図るとともに、さらなる導入を検討します。また、区民のニーズや

ライフスタイルを踏まえ、施設の利用可能時間の延長、貸出のコマ割りなど、柔軟な

運用についての検討を行います。また、施設の予約システムの改修や施設の利用方法

などに関する広報の改善についても検討していきます。 
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（２）スポーツ活動の身近な場の確保・提供 

 スポーツ施設として位置づけられている施設以外にも、学校施設やその他の区立施

設など、スポーツができる場は地域の身近な場所にあり、実際に多くの区民が利用し

ています。こうした施設について、あらためて、スポーツの場として見直し、より多

くの区民が、気軽に利用できるようにしていきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①学校施設の地域への開放 

 区民の地域における身近なスポーツの場として、区立の小・中学校の校庭、体育館、

プール等を、学校教育に支障のない範囲で開放しています。その運営は、学校応援団・

学校開放運営委員会が行っています。また、学校体育館個人開放、プール開放におい

てはスポーツリーダーを安全管理指導員として配置し、利用者の安全確保に努めます。 

 

②ウオーキングコース・ランニングコースの充実・活用 

 区民に身近な運動のための場所として、既存のウオーキングコースやランニングコ

ースの活用を図ります。また、最寄駅から区立体育館まで楽しみながら歩けるような

ウオーキングコースを設定します。整備充実にあたっては、距離・カロリー表示など

を進めるほか、コースを活用したウオーキング・ランニングイベントを開催します。 

 

③公有地等の有効活用 

 国有地や都有地、区有地、民有地などについて、区民が多目的な運動をする場とし

て活用する方策を検討するため、積極的な情報収集を行います。 

 

④身近な区立施設でのスポーツの場の確保 

 地区区民館、生涯学習センター、青少年館等の区立施設において実施している、ス

ポーツを目的とした利用に対する施設貸出のほか、地域の公園や区立施設に運動器具

を設置するなど、区民がより身近な場所でスポーツができる環境を提供していきます。 

 

⑤スポーツ施設のバリアフリー化の推進 

 年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが安心してスポーツ活動ができるよう、スポ

ーツ施設のバリアフリー化を推進します。 
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 数値目標として掲げている、週１回以上スポーツを実施する区民の割合を向上させ

るためには、多様なニーズに対応したスポーツへの参加機会を提供することが必要で

す。子どもや高齢者、若者、働き盛りの方や子育て中の方など、様々なライフステー

ジによって、また、それぞれのライフスタイルによって、スポーツを行う理由、した

くてもできない理由も異なります。 

 今後は、庁内各課との連携や、区とスポーツ関係団体との連携、スポーツ関係団体

相互の連携などにより、区民の誰もがスポーツに親しむことができる場や機会の充実

を図ります。 

 

（１）幼児・児童・生徒のスポーツ活動の推進 

 子どもの頃にスポーツを好きになることは、大人になってからのスポーツ実施率を

高めることにもつながり、子どもにとっても、コミュニケーション能力や協調性の向

上といった効果も期待されます。そのため、学校や地域において、子どもたちがスポ

ーツにふれることができる機会を充実させます。 

 また、将来のトップアスリートが育つよう、スポーツに積極的に取り組む子どもた

ちが夢を持つことができる機会を創出していきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①教室・講習会および大会・イベント等の開催 

区立体育館や地域の区立施設で、子どもたちがスポーツをするきっかけとなるスポ

ーツ教室やレクリエーションスポーツ体験会、各種大会、イベント等を開催します。

また、様々なかたちでスポーツにふれあう機会を充実させるため、「みる」スポーツと

して観戦機会の提供について検討します。 

  

②学校における運動機会の充実や運動部活動等の活性化への支援 

 小・中学校における体育・健康に関する取組の充実を目指すために、朝や休み時間、

放課後の体力づくりの実践等に関する研修会を開きます。また、中学校の運動部活動

に対して、スポーツ指導者としての外部指導員の派遣を促進します。 

 

③子どもの居場所づくり事業でのスポーツ活動の充実 

 休日や放課後に子どもたちが遊びやスポーツにふれることができる場を提供するた

め、児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業やねりま遊遊スクール等でのスポーツ

活動のさらなる充実を図ります。 

 

④親子スポーツの推進 

 学齢前から体を動かす習慣を身につけるために、親子スポーツ教室、体操教室等を

実施します。また、ＰＴＡ等が実施する親子スポーツ関係のイベントを支援します。 

施策体系２ スポーツへの参加機会の充実 
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⑤トップアスリートを育てる環境づくり 

 競技力を高めるため、運動部活動への指導者派遣などの支援を行います。そのほか、

トップアスリートとの交流の機会を創出し、スポーツへの親しみとともに競技力向上

への意欲を高めます。また、競技力が高い生徒を発掘し、都や国と連携しながら、練

馬区出身のアスリートを育成していきます。 
 

 

（２）ライフスタイルに応じた成人のスポーツ活動の推進 

 働き盛り、あるいは子育て世代の層は、様々な理由から、スポーツの実施率が低い

層となっています。生涯を通じたスポーツ活動の実践、若い世代からの健康づくりや、

地域との関わりの創出、親子のふれあいを高めるなど、こうした世代が運動やスポー

 

 そのため、区民それぞれのライフスタイルやニーズを意識しながら、スポーツ活動

の機会を創出していきます。 
 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ大会や競技会の開催 

  区民体育大会、女性スポーツ大会等の各種大会や、各競技連盟主催の競技会を開催

します。開催にあたっては、より多くの区民が参加できるよう内容の充実に努めると

ともに、各種大会やイベントを観戦する機会を提供し、「みる」スポーツの充実を図り

ます。 
 

②多様なニーズをとらえたスポーツ・健康教室やイベント等の開催 

 スポーツを通じて健康づくりを推進していくため、成人が参加しやすいスポーツ・

健康教室やイベント等を開催します。 

 教室やイベント等の企画にあたっては、スポーツに関心がなかった層の参加を拡大

するため、各年代が求めるニーズを把握し、対象とする参加者を意識した事業を検討

していきます。 
 

③子育て世代のスポーツ活動への参加促進 

 子育て中、働き盛りの親をスポーツ活動に参加させることをねらいとして、教室や

イベントにおける保育室の設置や親子参加型事業など、子育て中の親も参加しやすい

環境を整えます。また、家族で気軽にスポーツが楽しめるような場所や、イベント等

の情報発信を行います。 
 

 
  

ツに取り組むことは、大きな意義があります。
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（３）高齢者のスポーツ活動の推進 

 高齢者は、一般に健康意識が高く、それがスポーツ実施率の高さにもつながってい

ると考えられます。今後は、より多くの高齢者が区立スポーツ施設だけでなく高齢者

向け施設等においてもスポーツ活動に参加しやすくなるよう、高齢者のニーズやライ

フスタイルを捉えた機会の充実を進めます。また、高齢者のスポーツは、介護予防の

視点など、それぞれの健康状態や体力を踏まえ、適切な内容に配慮する必要があるた

め、施設や教室などにおける相談機能や指導者の配置などを進めていきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①健康体力づくり相談の充実 

 区立体育館等における高齢者のスポーツ活動を推進するために、健康や体力に関す

る相談機能の充実を図ります。また、区立体育館において、パーソナルトレーニング

メニューを作成するサービスを実施するなど、個人の体力に合わせたスポーツ活動を

支援します。 

 

②スポーツ・健康教室やイベント等の開催 

 介護予防にもつながる高齢者の健康づくりに向けた教室、イベント等の企画・開催

を推進します。教室等の開催にあたっては、スポーツ指導者やスポーツ関係団体と連

携し、安全を確保するとともに、より多くの高齢者が楽しく参加できるよう事業の充

実を図ります。 

 

（４）障害者のスポーツ活動の推進 

 障害のある人がスポーツに関心を持ち、取り組むきっかけとなるような教室やイベ

ント等を開催していきます。また、障害のある人が地域でスポーツ活動を継続できる

よう、地域において気軽にスポーツに参加できる場の提供を進めます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ・健康教室やイベント等の開催 

 公益社団法人練馬区体育協会や総合型地域スポーツクラブ等と連携し、障害者向け

や障害者と健常者がともに取り組めるような教室、イベント、スポーツ大会等を開催

します。 

また、障害者スポーツへの理解を深めるために、障害者スポーツに係る情報発信の

充実を図ります。 

 

②障害者が気軽に参加できるスポーツの場の提供 

 区立スポーツ施設において、障害者が利用しやすい場や機会を確保します。専用コ

ートやレーンの確保のほか、障害者週間に合わせた体育館アリーナの開放などを検討

します。また、障害者施設において、気軽に体を動かせる運動器具等を設置します。 
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 楽しみながら、継続的にスポーツを行う区民を増やすために、スポーツに関する安

全面、技術面での正しい知識だけでなく、スポーツの楽しさを伝えられる指導者の育

成は、重要な取組です。また、スポーツの種目としての指導にとどまらず、区民や地

域の実情を踏まえたスポーツイベントの企画から開催までコーディネートできる人材

の育成や、活用の促進も重要です。 

 また、区内では、公益社団法人練馬区体育協会、練馬区スポーツ推進委員会、練馬

区レクリエーション協会、総合型地域スポーツクラブの活動が活発に行われています。  

 今後は、これらの団体が、より主体的に地域のスポーツ活動を推進していくために

必要な支援を行うほか、スポーツ関係団体相互の連携、区とスポーツ関係団体や大学、

民間スポーツクラブ等との連携を強化していきます。 

 

 

（１）総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

 区内には、区立体育館を拠点として７つの総合型地域スポーツクラブが活動してい

ます。区民が生涯にわたって継続的にスポーツを行い、世代を超えて交流できる場と

しての役割を担う総合型地域スポーツクラブの育成・支援を行います。 

 

＜具体的な取組＞ 

①総合型地域スポーツクラブの育成・支援  

 総合型地域スポーツクラブが、それぞれの地域において、一層区民にとって身近な

場となり、自立した活動が展開できるよう育成と支援を行います。今後は、地域団体

や学校等と積極的な関わりを持つことで、地域の身近な存在となり、地域におけるス

ポーツ活動の相談窓口としての役割を担うことができるよう、育成・支援します。 

 

②総合型地域スポーツクラブの交流促進 

 クラブ間の交流を促進し、意見交換や情報交換を活発にし、それぞれのクラブや地

域の特性を活かした活動を推進します。 

 

  

施策体系３ スポーツを推進するための人材と組織の充実 
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（２）スポーツを「ささえる」人材の育成 

 スポーツの楽しさを体験したり、より競技力を高めたりと、生涯を通じ、それぞれ

の目的に合わせて安全にスポーツを続けていくために、指導者の役割は重要です。ス

ポーツの指導者には様々な資質が求められるため、様々な機会を通してその育成を行

うとともに、人材を活用する機会を拡充していきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ指導者の育成 

 地域のスポーツ活動をコーディネートするスポーツ推進委員の委嘱と活動支援や、

公益社団法人練馬区体育協会が主催する指導者研修会等、スポーツ関係団体と協力・

連携しながら、区民のスポーツ活動をささえる指導者の育成と確保に努めます。 

 学校教育においては、体育の指導者として、児童、生徒に安全かつ効果的な指導を

行うため、小・中学校教員を対象とした研修会を開催します。 

 

②地域のスポーツ活動を推進する人材の育成 

 地域でのスポーツイベントの企画やスポーツの指導、普及活動ができる人材を育成

するための「スポーツリーダー養成講習会」、地域で自主的な健康づくりを広める人材

を育成する「健康づくりリーダー育成講座」等を開催します。 

 また、スポーツ活動や指導中の事故等に対し、適切に対応するため、救急法や水上

安全法に関する講習会を開催します。 

 さらに、スポーツの指導に関わる様々な人材の交流の場を作り、地域で活動する人

材の交流を深めます。 

 

③スポーツボランティアの育成 

 スポーツボランティアについての講習会の開催や、各種イベント等においてボラン

ティア体験の場を提供します。 

 

④スポーツ指導者バンクの設置 

 スポーツ指導者に関する情報を充実させるため、スポーツ関係団体の協力のもと検

討している（仮称）スポーツ指導者バンクについて、設置に向けた取組を推進します。 

 

⑤障害者スポーツをささえる人材の養成と活用  

 東京都が実施している障害者スポーツ指導員養成講習会の受講を推奨し、スポーツ

推進委員等を中心に、有資格者を増やしていきます。 

 また、障害者のスポーツをささえる人材を育成するための講習会を区においても実

施します。さらに、関係各課と連携し、障害者スポーツ指導員の確保と活用を促進し

ます。 
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（３）スポーツ関係団体および民間スポーツクラブ等との連携の強化 

 区内で活動しているスポーツ関係団体や民間スポーツクラブ等は、それぞれの場面

で区民のスポーツ活動を支えていますが、相互の協力・連携により、各団体の強みを

活かした効果的な取組の展開が期待されることから、各団体間の意見交換を行う機会

や連携した事業の実施を進めます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ関係団体、大学・専門学校等との協力・連携 

 区とスポーツ関係団体の協力・連携、スポーツ関係団体相互の協力・連携を図るた

め、意見交換や情報共有を行う場を設置します。 

 スポーツ関係団体と大学・専門学校等の連携を図る支援を行うほか、スポーツ関係

団体が連携、協力して開催するイベントの支援を行います。 

 

②民間スポーツクラブ等との協力・連携 

  生活習慣病予防事業や高齢者の健康づくり事業をはじめとしたスポーツに関わる

様々な事業について、効果的な事業展開を図るため、専門的な施設や人材を有してい

る民間スポーツクラブ等との協力・連携を進めます。 
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 主体的にスポーツを実施する区民を増やすためには、区民のスポーツに対する関心

や意欲を高めるとともに、スポーツに関する施設や団体、教室など、様々な情報が、

容易に、あるいは意識しなくても入手できる環境や、スポーツを行おうとした時の適

切な相談先があることが必要です。 

 今後は、スポーツ関係団体等との連携を通じて、スポーツに関する情報の集約や、

多様な情報媒体を活用した情報発信を行うとともに、誰もが相談しやすい環境づくり

を進めます。また、スポーツ関係者やスポーツ関係団体、区民のニーズ把握や、意見

交換、情報共有ができる場や機会を設けることで、団体や施設などにおける取組を、

よりニーズにあったものへと改善していきます。 

 

 

（１）スポーツに関する情報の集約と活用 

 スポーツに関する情報が区民に浸透することは、スポーツに対する区民の潜在的な

関心やニーズを掘り起こし、新たな活動のきっかけづくりにもつながります。そのた

め、これまでの情報発信手法に加えて、これまでスポーツに関する情報にふれていな

かった区民にも届くよう、情報内容の充実や、より多様な手法の活用を図ります。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ情報の集約と効果的な活用 

 区の取組はもとより、スポーツ関係団体や指定管理者などがそれぞれ個別に取り組

み、発信している情報を集約し、区民のスポーツに関するニーズに合わせて効果的に

提供する仕組みづくりを検討します。 

 また、スポーツに関する様々な相談について、適切な相談先を紹介することができ

る仕組みを構築します。 

 

②多様な情報発信手法を活用したスポーツ関連情報の発信 

 区民にとって最も身近な情報媒体である区報を活用した、スポーツ関連情報のより

効果的な発信を図ります。 

 そのほか、ホームページ、メーリングリスト、ソーシャルメディア等の情報媒体の

有効活用を図ります。 

 より多くの区民の目にもふれるよう、区立施設以外の場所を活用した情報発信を検

討するほか、区内で行われる大規模イベントにおいて、スポーツ関係の情報を発信し

ます。 

 

 

 

 

施策体系４ スポーツに関する情報やニーズの把握と活用 
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（２）スポーツに関するニーズの把握と活用 

 区民やスポーツ関係団体、スポーツ指導者などが情報交換を行うことで、スポーツ

活動に関する区民ニーズを把握し、団体等の活動等に活かすことが期待されることか

ら、お互いの情報交換の場や機会を創出していきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ関係者、スポーツ関係団体、区民等の情報共有と交流の場の設定 

 スポーツ関係者やスポーツ関係団体、区民等の情報共有や交流を図ることができる

場を設定します。 

 

②懇談会の設置・開催 

 区のスポーツ推進における重要なテーマについて、より多くの区民ニーズを反映す

るため、スポーツ関係者やスポーツ関係団体、公募区民等を含む懇談会を開催します。 
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 スポーツが持つ力として、健康、体力の増進はもとより、高齢者の生きがいづくり、

青少年の健全育成、地域住民の交流の促進、地域全体の活性化など、多様な効果が期

待されています。 

 今後は、こうしたスポーツが持つ力を地域における様々な場面で活用する視点に立

ち、庁内各課との連携を図りながら、地域の活性化やシティプロモーションにつなが

るようなスポーツイベントを実施していきます。また、地域における様々な団体等と

の協働を通じ、スポーツを通じたコミュニティの活性化を意識した取組を進めます。 

 

 

（１）地域を活性化させるスポーツイベントの開催 

 スポーツイベントは、出場者（する）だけではなく、観衆（みる）、開催を支援する

人（ささえる）を含め、多くの人や団体との協働により開催されるものであり、会場

周辺は多くの人でにぎわいます。これを貴重な機会と捉え、開催に合わせて区の魅力

をＰＲするほか、地域間の交流の場を創出し、地域の活性化に活かしていきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①区の魅力を発信するスポーツイベントの開催 

 区の特徴や資源などを内外にアピールし、区の魅力や好感度を高めるシティプロモ

ーションの効果を意識しながら、区外からも広く参加者を集める（仮称）ねりまシテ

ィマラソン等のスポーツイベントを開催します。 

 大規模なスポーツイベントの開催にあたっては、練馬の物産販売や、キャラクター

の活用などにより、区の魅力をＰＲする機会としていきます。 

 

②地域の交流につながるイベントの開催 

 総合型地域スポーツクラブ等の働きかけにより、地域団体や、地域で活動している

スポーツ団体等が参加するスポーツ大会やイベントを開催し、地域間の交流や地域の

つながりを深めていきます。 

 

 

  

施策体系５ スポーツが持つ力の地域への活用 
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（２）スポーツを通じた地域コミュニティの活性化 

 スポーツは、多くの人が集まって一緒に活動することから、人と人との出会い、参

加者同士の交流の場をつくるといった効果もあります。そのため、地域のコミュニテ

ィを活性化させる方策の一つとして、スポーツを積極的に取り入れるための支援を行

います。 

 

＜具体的な取組＞ 

①地域におけるスポーツ活動への参加促進 

 地域において、身近な場で活動しているスポーツ関係団体や、区立体育館などのス

ポーツ施設で実施する教室やイベント等の情報発信を充実するなど、これらの団体や

施設を身近に感じてもらえる環境を整え、地域におけるスポーツ活動への参加を促進

し、地域内の交流を活性化する取組を進めます。 

 

②スポーツ活動の推進による地域のつながりの強化 

 スポーツ関係団体やスポーツ指導者と地域団体等との協力・連携により、地域団体

等におけるスポーツを取り入れた活動を支援します。 

 

 


