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別冊資料 

船橋市生涯スポーツ推進計画進捗状況 

令和 2年度実績 

別冊５ 



　　～令和２年度実績～

　　令和３年８月

船橋市生涯スポーツ推進計画進捗状況



令和２年度の事業評価について

◇令和２年度　評価区分

　【参考　従前の評価区分】

A. 目標に対し達成度が非常に高い・数値目標の場合、80％以上

B. 目標に対し達成度が高い・数値目標の場合、60％以上80％未満

C. 目標に対し達成度がやや低い・数値目標の場合、40％以上60％未満

D. 目標に対し達成度が低い・数値目標の場合、40％未満

◇評価の内訳 ◇今後の方向性の内訳

区分 評価数 割合 区分 評価数 割合

A 3 5.3% 継続 52 89.7%

B 36 63.2% 拡大 3 5.2%

C 1 1.8% 縮小 1 1.7%

D 16 28.1% 廃止 0 0.0%

未定 0 0.0%

◇結果

　令和２年度の事業評価については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた評価とするため、
従前の評価区分を見直し、実施しました。

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市が主催する事業や地域住民等が行う事
業が中止・延期・縮小となりました。スポーツに関する事業は、密集・密接等が避けられないことが
多く、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止等はやむを得ない判断でした。
　感染症対策を徹底した上での施設の使用方法や令和３年1月に「新型コロナウイルス感染症
（COVID 19 ）におけるスポーツ関連事業の 実施に向けた感染拡大予防ガイドライン」を作成する
等、市民がスポーツ活動を安全に行うことができる環境を整備することで、市民体育大会等の一部の
事業を実施することができました。
　今後も新型コロナウイルス感染症の対策を徹底するとともに、新しい生活様式に対応した事業を検
討し実施していきます。

A.何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。

B.何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。

C.事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。

D.事業を実施できなかった。
※「何らかの形式」とは、事業を実施するにあたり、元年度以前と同様の従来形式で行ったもの、または、

新しい生活様式を踏まえて従来形式を変更して行ったものを指す。

※「事業目標を達成できた」とは、事業ごとに各課で設定した目標を、例年どおりに達成できた場合を指す。
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取組名 評価区分 方向性 担当課

1 スポーツ推進団体への支援 B 継続 生涯スポーツ課

1 総合型地域スポーツクラブの設立支援・育成 B 継続 生涯スポーツ課

2 船橋市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の支援 B 継続 生涯スポーツ課

1 指定管理施設の活用 A 継続 生涯スポーツ課

1 スポーツ施設予約システムの活用 A 継続 生涯スポーツ課

1 ふなばし市民大学校（スポーツコミュニケーション学科）の充実 D 継続 社会教育課

2 スポーツ推進委員協議会の各種研修会等への支援 D 継続 生涯スポーツ課

1 スポーツ指導者の発掘 D 継続 生涯スポーツ課

2 競技スポーツ指導者等との連携の強化 D 継続 生涯スポーツ課

3 各コミュニティにおけるスポーツ活動の啓発強化 D 継続 生涯スポーツ課

1 健康教育の充実 B 継続 地域保健課

2 公民館等におけるスポーツ教室の開催 B 継続 社会教育課

1 学校における健康相談 B 継続 保健体育課

2 成人健康相談 B 継続 地域保健課

1 各種健康・体力づくり講習会、研修会の開催支援 D 継続 生涯スポーツ課

2 公園を活用した健康づくり事業の検討 B 継続 地域保健課

3 親子教室等の開催 D 継続 地域子育て支援課

4 公的トレーニング施設の整備 A 継続 生涯スポーツ課

1 スポーツ交流事業の助言 D 継続 国際交流課

1 市民レベルでの交流活動との連携 B 継続 国際交流課

(1)

①

②

生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の促進

スポーツ推進団体との連携

総合型地域スポーツクラブの育成・支援

③

④

指定管理者の活用

スポーツ施設利用予約におけるサービスの向上

①

②

指導者の養成

指導者の発掘と活用
(2)

スポーツ・レクリエーション指導者の養成と活用

(3)

健康・体力づくり環境の整備

①

健康に関する学習機会の充実

②

相談事業の拡充

③

健康・体力づくり環境の整備充実

(4)
①

スポーツ・レクリエーション国際交流の推進

国際交流事業の推進

事業名施策

第1部

生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備

【評価区分】

A.何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。

B.何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。

C.事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。

D.事業を実施できなかった。

※「何らかの形式」とは、事業を実施するにあたり、元年度以前と同様の従来形式で行ったもの、

または、新しい生活様式を踏まえて従来形式を変更して行ったものを指す。

2



取組名 評価区分 方向性 担当課事業名施策

【評価区分】

A.何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。

B.何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。

C.事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。

D.事業を実施できなかった。

※「何らかの形式」とは、事業を実施するにあたり、元年度以前と同様の従来形式で行ったもの、

または、新しい生活様式を踏まえて従来形式を変更して行ったものを指す。

1 全市レベルのスポーツイベントの支援 D 継続 生涯スポーツ課

2 地域スポーツイベントへの支援 B 継続 生涯スポーツ課

1 市民スポーツ教室の開催 D 継続 生涯スポーツ課

2 公民館等におけるスポーツ教室の開催（再掲） B 継続 社会教育課

3 公園を活用した健康づくり事業の検討（再掲） B 継続 地域保健課

1 各種媒体の活用 B 継続 生涯スポーツ課

2 スポーツ関係団体との連携 B 拡大 生涯スポーツ課

1 スポーツ事業への協力と連携 D 継続 生涯スポーツ課

1 小中学校における個に応じた指導の充実 B 継続 保健体育課

2 研修の充実と指導者の資質の向上 B 継続 保健体育課

3 学校体育施設・用具の安全管理の徹底 B 拡大 保健体育課

4 安全点検の徹底 B 継続 保健体育課

1 教育活動をとおした体力向上の推進 B 継続 保健体育課

2 体力向上推進委員会の充実 B 継続 保健体育課

1 教育活動指導者の派遣 B 拡大 保健体育課

2 運動部活動と生涯スポーツ活動との連携 D 継続 生涯スポーツ課

3 市立船橋高等学校との連携 D 継続
保健体育課・生涯ス

ポーツ課

1 市スポーツ協会加盟団体への支援 B 継続 生涯スポーツ課

2 各種大会開催への支援 B 継続 生涯スポーツ課

1 市民体育大会への支援 B 継続 生涯スポーツ課

2 県民体育大会への支援 D 継続 生涯スポーツ課

1 大規模大会等の支援開催 B 継続 生涯スポーツ課

①

生涯スポーツ・レクリエーション活動の機会の拡充

市民主導のスポーツイベントの推進

(1)
②

スポーツ教室の開催

③

④

スポーツ情報の発信 

スポーツ事業への協力と連携

(2)

学校での体育・スポーツ活動の充実

①

②

③

学校体育・スポーツ活動の指導の支援

児童生徒の体力の向上

運動部活動の推進

(3)

①

競技スポーツの充実

スポーツ推進団体への支援

②

③
大規模大会の開催・協力

市民体育大会・県民体育大会などの充実

第2部

生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進
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取組名 評価区分 方向性 担当課事業名施策

【評価区分】

A.何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。

B.何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。

C.事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。

D.事業を実施できなかった。

※「何らかの形式」とは、事業を実施するにあたり、元年度以前と同様の従来形式で行ったもの、

または、新しい生活様式を踏まえて従来形式を変更して行ったものを指す。

1 各種スポーツ・レクリエーション事業の参加枠の拡大 B 継続 生涯スポーツ課

1 高齢者団体のスポーツ・レクリエーション活動の支援 B 継続 高齢者福祉課

2 高齢者が参加するスポーツ・レクリエーション大会への支援 B 継続 高齢者福祉課

1
障害のある人の参加できる各種スポーツ・レクリエーション事
業の検討

B 継続 生涯スポーツ課

1 障害者団体のスポーツ・レクリエーション活動の支援 B 継続 障害福祉課

2 スポーツ・レクリエーション大会の支援 B 継続 障害福祉課

1 指導者の育成の支援 D 継続 生涯スポーツ課

1 競技性の高い障害者スポーツの支援方法の検討 B 継続 生涯スポーツ課

1 各施設の充実 B 継続 生涯スポーツ課

1 運動広場の整備・拡充 B 継続 生涯スポーツ課

2 まちかどスポーツ広場の整備・拡充 B 継続 生涯スポーツ課

1 学校体育施設開放事業の充実 B 継続 生涯スポーツ課

1 民間スポーツ・レクリエーション施設の情報提供 C 縮小 生涯スポーツ課

2 地域にある大学との連携 D 継続 生涯スポーツ課

(4)

①

②

高齢者のスポーツ・レクリエーション活動への参加の促進

参加機運の高揚

各種事業への支援

スポーツ・レクリエーション施設の整備

(5)

①

②

障害のある人のスポーツ・レクリエーション活動への参加の促進

参加機運の高揚

各種事業への支援

③

④
競技性の高い障害者スポーツの支援

指導者の確保

①

②

(2)
①

(3)
①

第3部

スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実

第2部

公式競技のできるスポーツ施設の整備

地域スポーツ施設の整備

学校体育施設の開放

体育施設開放の促進

民間スポーツ・レクリエーション施設、地域にある大学等との連携・協力

民間スポーツ・レクリエーション施設、地域にある大学等との情報交換

(1)
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　　進捗状況調査結果一覧



事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

第1部 (1) ② 1
総合型地域スポーツク
ラブの設立支援・育成

町会・自治会、各地区スポーツ推進委員等をとおして、
総合型地域スポーツクラブの必要性を啓発し、クラブの
設立に向けた取り組みを推進します。

C

新たに設立可能な地域・学校について検討しました。三田習地区についても一
昨年、昨年に続き検討したが、部活動との兼ね合いや活動場所の確保が困難
であること等で進展しなかった。塚田ＪＳＣが組織として人的に維持が出来ず、総
合型地域スポーツクラブとしての登録（千葉県登録）を取りやめ、現在市内４クラ
ブとなったため、C評価としました。

B

新たなクラブ設立の相談はなく、クラブ数は４クラブと昨年度と変わらずで
あった。（塚田JSCは休止中）
コロナ禍における活動について、活動場所の確保等の相談があり、相談
支援を行ったためB評価とした。

継続

地域におけるスポーツ活動における拠
点として必要であることから、継続とす
る。
今後も各クラブが活動を継続できるよう
支援を行います。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (1) ② 2
船橋市総合型地域ス
ポーツクラブ連絡協議
会の支援

地域スポーツ推進について、市内に設立された総合型
地域スポーツクラブが中心となり、設立した「総合型地
域スポーツクラブ連絡協議会」と協力して、市と連携を
深めるとともに、市民が主体となってスポーツ・レクリ
エーション活動や健康づくりに親しむことができるような
体制を推進します。

C

新たに設立可能な地域・学校について検討しました。三田習地区についても一
昨年、昨年に続き検討したが、部活動との兼ね合いや活動場所の確保が困難
であること等で進展しなかった。塚田ＪＳＣが組織として人的に維持が出来ず、総
合型地域スポーツクラブとしての登録（千葉県登録）を取りやめ、現在市内４クラ
ブとなったため、C評価としました。

B

新たなクラブ設立の相談はなく、クラブ数は４クラブと昨年度と変わらずで
あった。（塚田JSCは休止中）
コロナ禍における活動について、活動場所の確保等の相談があり、相談
支援を行ったためB評価とした。

継続

地域におけるスポーツ活動における拠
点として必要であることから、継続とす
る。
今後も各クラブが活動を継続できるよう
支援を行います。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (1) ③ 1 指定管理施設の活用

総合体育館は、市の公式競技のできるスポーツ施設と
して大規模な大会やトッププロの試合等を誘致し、観る
側にも感動を与える事業を推進します。
また、武道センターも、武道競技における市の中心的な
スポーツ施設として活用していきます。

B

総合体育館では大規模な大会やプロの試合等をしており、「する」スポーツだけ
でなく「観る」スポーツの場としても施設を最大限に活用しています。
武道センターでも市民大会等、武道競技を中心に、多くの方に利用されていま
す。
年間を通して行事が決まってしまうため、特に休日に関して一般利用者への開
放日程が少ないことが課題であります。

A

令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの大
会や試合の開催が見送られました。
そのような状況の中で、総合体育館では、人数制限など感染症対策を施
した上で千葉ジェッツふなばしのホームアリーナとしてBリーグの試合を開
催するなど、可能な範囲において、「観る」スポーツの場として施設の活用
を図りました。
また、武道センターについても、武道競技における市の中心的な活動の
場として、施設および設備の提供を行いました。

継続

より多くの市民の方々にスポーツを楽し
んでもらえるように、「する」スポーツと
「観る」スポーツの両方を充実したもの
にできるよう努める。
そのためにも指定管理者との連携をよ
り強固なものにし、問題点に随時対処し
ていく。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (1) ④ 1
スポーツ施設予約シス
テムの活用

市内各スポーツ施設の予約システムの一元化を図ると
ともに、市民サービスの向上のために予約システムの
利便性・公平性を図ります。

B

平成26年4月には、無断キャンセルに対する利用制限に加え、直前予約取り消
しに対する利用制限を追加したことで、空施設を少なくすることができた。また、
本人以外の使用を防止するため、使用時に本人確認を行うようにした。
システムメンテナンスに伴う、操作不能期間については、システムを管理してい
る社会教育課と連携を上手く図れず、市民への周知が遅れてしまうこともあっ
た。

A

利便性の向上及び公平性の観点から、令和3年4月分より新たに藤原運
動広場の予約をシステムを通じて行うこととし、同年2月21日より抽選申込
みを開始した。
システムのトップページを活用し、休館や利用制限のお知らせを可能な範
囲で掲載した。

継続

市民サービス向上のため、システムを
活用してより利用しやすい施設を目指
す。
システムの更新も控えているため、現
在の運用についても他施設含めて協議
していく。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (2) ① 1
ふなばし市民大学校（ス
ポーツコミュニケーショ
ン学科）の充実

スポーツコミュニケーション学科において、地域における
スポーツ・レクリエーション活動の推進役として活躍でき
るよう、また障害者や高齢者への理解も含めたカリキュ
ラムの充実を図ります。

A

平成29年度以降は、コミュニティリーダーとして必要な案内知識やコミュニケー
ションスキルを取り入れ、よりカリキュラムも充実させました。また平成31年度
は、日本障がい者スポーツ協会公認「初級障がい者スポーツ指導員」資格取得
カリキュラムを導入し、29人の指導者を養成し、老若男女問わず楽しめるパラス
ポーツの普及にも寄与する人材を育成しました。

D
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年度は休校と
したため、実績なし。

継続

令和3年度は感染対策を行った上で授
業を開始している。応募者は定員に満
たなかったが、初級障がい者スポーツ
指導員資格取得については、県外市外
の方から数件問い合わせがあった。来
年度以降のカリキュラムについては検
討する。

社会教育
課

船橋市スポーツ推進委員協議会及び船橋市スポーツと
健康を推進する会のレクリエーション活動の運営及び
各地区でのスポーツイベントの開催を支援していきま
す。また、船橋市体育協会の開催する市民体育大会、
市民スポーツ教室の開催や県民体育大会への選手派
遣について支援していきます。
併せて、企業のスポーツチームやプロスポーツチームと
協力、連携し、スポーツの振興と地域の交流活動への
支援を行います。

スポーツ推進団体への
支援

第1部 (1) ① 1

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

◎スポーツ推進委員協議会及びスポーツと健康を推進する会に対し、活動支援
及び各種補助金の交付を行ないました。
　スポーツと健康を推進する会が主催する「ジョイ&スポーツ」、「スポーツの祭
典」の５年間の延参加者数は32,723人でした。
　スポーツ推進委員は、「元気ふなばし健康ウォーキング（Ｈ28より開始）」及び
各地区ごとにもスポーツイベントを行い、5年間の延行事数は1,726、延参加者数
は202,522人でした。
　船橋市教育委員会と船橋市スポーツ協会が共に主催する「市民体育大会」は
平成27年度37種目51,689人→令和元年度39種目50,914人と種目数は増加しま
したが、参加者数は微減しました。台風等により、大会が中止となることもありま
すが、例年5万人を超える参加者があります。
　船橋市スポーツ協会に委託して行う「スポーツ教室」は平成27年度8種目で延
参加者数956人→令和元年度6種目で延参加者数1,120人と種目数は減少した
が、延参加者数は増加しました。
◎企業のスポーツチーム及びプロスポーツチームへの活動支援及び地域交流
の支援を行うことにより、市民がプロスポーツに触れる機会を増やすことにより、
スポーツの振興を図った。
　平成28年度より市と相互連携・支援協力に関する協定を締結しているクボタス
ピアーズは、「タグラグビー教室」を各小学校で行い、5年間で36校に実施しまし
た。実施校には、生涯スポーツ課にてタグラグビーセットを購入し延62セット配布
しました。
　平成27年より市とホームタウン協定を締結している千葉ジェッツふなばしは、
「ホームタウンデー」の開催を同チームへ委託することにより行い、市民が同
チームに愛着を持つ機会とプロスポーツに触れる機会を提供しました。また、各
小中学校でバスケットボール教室を開催し、地域交流を行っています。
　千葉ロッテマリーンズは、平成27年から運動公園野球場において、イースタン
リーグを開催しています。平成30年には、千葉ロッテマリーンズとフレンドシップ・
シティ協定を締結し、野球教室や市民優待など、さまざまな連携事業を実施して
います。

【スポーツ推進委員協議会】
スポーツ推進委員協議会に対し、活動支援及び各種補助金の交付を行
ないました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内一円を歩く
「元気ふなばし健康ウォーキング」が中止となり、各地区ごとのスポーツイ
ベントもそのほとんどが中止となりました。

【スポーツと健康を推進する会】
スポーツと健康を推進する会に対し、活動支援及び各種補助金の交付を
行なう予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業が
中止となりました。

【クボタスピアーズ】
市内小学校を対象とするタグラグビー教室について、11校から申し込みが
ありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止しました。

【市民体育大会】
船橋市教育委員会と船橋市スポーツ協会が共に主催する市民体育大会
について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため春季大会は全競技
中止、秋季大会は５競技のみ実施し6,141人が参加しました。

【市民スポーツ教室】
船橋市スポーツ協会加盟団体に委託し、７競技を実施する予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。

B 継続

各団体及びプロスポーツチーム等の多
様な主体による活動は、スポーツを推
進する上で必要不可欠な活動であるこ
とから継続する。

生涯ス
ポーツ課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

A

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組
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事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組

第1部 (2) ① 2
スポーツ推進委員協議
会の各種研修会等への
支援

スポーツ推進委員が地域スポーツのリーダーとして活
躍できるように、現状課題について研究し、資質の向上
を図るための全国・関東・県等の各種研修大会への参
加を支援します。

B

スポーツ推進委員のめざす方向や地域スポーツの今日的な課題について研究
協議し、スポーツ推進委員の資質向上を図るとともに、生涯スポーツの振興に資
することを目的として開催される、全国・関東・県等で行われる各種研究大会へ
の参加を支援しました。
【参加状況（事務局含まず）】
平成27年度：全国5名、関東40名、県40名
平成28年度：全国5名、関東5名、県43名
平成29年度：全国16名、関東5名、県35名
平成30年度：全国5名、関東13名、県56名
令和元年度：全国5名、関東14名、県27名

D

スポーツ推進委員のめざす方向や地域スポーツの今日的な課題につい
て研究協議し、スポーツ推進委員の資質向上を図るとともに、生涯スポー
ツの振興に資することを目的として開催される、全国・関東・県等で行われ
る各種研究大会への参加を支援する予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大により、全国・関東の研究大会が中止に、県の研究大会が令
和3年度に延期となりました、
また、その他県で行われる初任者研修会、学びと集い２０２０についても
中止となっています。

継続

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、中止や縮小開催も予想されますが、
スポーツ推進委員の資質向上のため、
参加の支援を継続します。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (2) ② 1 スポーツ指導者の発掘
ふなばし市民大学校スポーツコミュニケーション学科の
卒業生を、スポーツ指導者として活用していきます。

B

スポーツコミュニケーション学科では、障害者スポーツ指導員の育成講座をカリ
キュラムに取り入れ、スポーツ指導者としての活躍の幅が広がりました。
また、市民大学校のカリキュラムで「船橋のスポーツ施策」について講義を行
い、スポーツ指導者としての自覚を助長させました。今後も、スポーツ指導者とし
て活用できるように、市民大学校と連携していきます。

D
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種事業が中止となり、卒
業生の具体的な活用に至らなかったためD評価とした。

継続

スポーツ活動を支える人材として必要
不可欠であることから、継続とする。
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、事業の開催の見通しがたたないが、
市民大学校と連携し、卒業生の活用方
法を検討していく。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (2) ② 2
競技スポーツ指導者等
との連携の強化

体育協会や競技団体等との連携を強化し、専門的な指
導者としての活用を図ります。また、スポーツ教室等を
開催し、連携事業を推進していきます。

B

船橋市スポーツ協会加盟団体に委託し、初心者・初級者を対象としたバレー
ボール、テニス、卓球等の市民スポーツ教室を実施しました。また、企業へ委託
し、小学生低学年を主に対象とした、ちびっこスイミング教室も開催しました。平
成27年度9種目 延参加者数1,325人→令和元年度７種目1,315人と微減した。
また、船橋市スポーツ協会も独自でスポーツ講習会を開催しています。
今後も参加者確保のため広報活動を積極的に行うとともに、多様なスポーツ教
室を行えるように、船橋市スポーツ協会と連携していきます。

D

市民スポーツ教室は、船橋市スポーツ協会加盟団体に委託し、ソフトテニ
ス・バレーボール・バドミントン等の７競技を実施する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。
また、主に小学生低学年を対象とするスイミング教室についても、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、実施出来ない状況が継続しているこ
とから、開催方法の見直しを検討してい
きます。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (2) ② 3
各コミュニティにおける
スポーツ活動の啓発強
化

スポーツ推進委員、スポーツと健康を推進する会、町
会・自治会、地域のスポーツ団体等に働きかけ、コミュ
ニティにおける生涯スポーツの推進を図っていきます。

B

スポーツ推進委員協議会が行う健康ウォーキング及び各地区で行う行事等で
あってスポーツを推進すると認められる事業に対し補助金を交付しました。5年
間の延行事数は1,726、延参加者数は202,522人でした。
スポーツと健康を推進する会及び地区自治会連絡協議会等の団体が行う行事
等であって、スポーツをとおしてコミュニティー作りに役立てる事業等に対し補助
金を交付しました。5年で延行事数94に補助金を交付し、延参加者数は115,868
人でした。

D

スポーツ推進委員協議会が行う健康ウォーキング及び各地区で行う行事
等であってスポーツを推進すると認められる事業に対し補助金を交付しま
した。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ほとんどの事
業が中止となり、行事数は9、参加者数は249人でした。
スポーツと健康を推進する会及び地区自治会連絡協議会等の団体が行
う行事等であって、スポーツをとおしてコミュニティー作りに役立てる事業
等に対し補助金を交付する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、中止しました。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大状況を
踏まえることを前提に、スポーツの推進
とコミュニティ作りの役割を担う各コミュ
ニティにおけるスポーツ活動は重要で
あることから継続します。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (3) ① 1 健康教育の充実

各保健センターにおいて、市民の健康保持・増進や生
活習慣病予防等のために、運動習慣づくり教室等、健
康教育事業を推進・充実します。
また、各保健センターと他の施設、他課と連携を図りな
がら、地域に出向いて地域住民の健康づくりの支援・啓
発をします。

A
各年度の目標数値を５２０回、１４，７９０人（第８次高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画）としており、８０％以上の達成状況だった。参加者アンケートから
教室の見直しを随時行っている。

B

新型コロナウイルス感染症の影響により、保健センター保健師がコロナ応
援対応となったことから、教育事業の中止・縮小を図った。緊急事態宣言
解除後の11～12月については感染症予防対策を講じ、運動教室および
地区健康教育を実施することができた。事業およびイベントの中止によ
り、健康教育回数が激減したため、評価をBとした。

継続

新型コロナウィルス感染症の影響によ
り未だ保健センター保健師によるコロナ
応援対応が継続している。感染予防対
策を講じながら、課内での事業の優先
順位に応じ、教育事業を実施していく。

地域保健
課

第1部 (3) ① 2
公民館等におけるス
ポーツ教室の開催

公民館において、地域住民のニーズに応じたスポーツ
教室など、健康に関する事業を推進します。

A
市内全26公民館において、幅広い層を対象に事業を実施しました。
令和元年度は公民館において、学級講座20事業（延参加者数3,932人）、集会活
動87事業（延参加者数10,449人）を実施しました。

B

令和2年度は学級講座14事業(延参加者数691人)、集会活動23事業（延
参加者数618人）と、新型コロナウイルスの影響により事業数・参加者数と
もに前年度から大幅に減少しました。なお、事業実施にあたり各館で感染
対策を十分に施し、地域住民の健康に寄与する場の提供に努めました。

継続
引き続き市内の各公民館で地域住民の
健康に寄与する事業を実施していく。

社会教育
課

第1部 (3) ② 1 学校における健康相談
養護教諭、栄養教諭、栄養職員による児童生徒の健康
相談活動の充実を図ります。

B
個人に寄り添った健康相談をしており、健康相談しやすい雰囲気づくりに努めて
いる。学校内で情報を共有をし、連携を心掛けているが、うまく連携ができてい
ない部分もあるので工夫が必要である。

B

個人に寄り添った健康相談をしており、健康相談しやすい雰囲気づくりに
努めている。学校内で情報を共有をし、連携を心掛けているが、うまく連
携ができていない部分もあるので工夫が必要である。コロナ禍において、
児童生徒の不安感は高まっており、健康相談活動の重要性は高まってい
る。

継続

コロナ禍における児童生徒の不安感は
高まっており、健康相談活動はより重要
になってくる。各学校に個々に対応でき
る相談体制の確立を呼びかけていく。

保健体育
課

第1部 (3) ② 2 成人健康相談
地域において公民館・町会・自治会等との連携を図りな
がら、生活習慣病予防や健康づくり全般に関する相談
事業を推進します。

B

各年度の目標数値を６９０回、１２，４２０人（第８次高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画）としており、６０％以上８０％未満の達成状況だった。来所者が
減少傾向にあるが、自動血圧計の普及並びにインターネットやアプリ等で健康
情報を得やすくなったことが理由として考えられる。

B

新型コロナウイルス感染症の影響により、保健センター保健師がコロナ応
援対応となったことから、相談事業の中止・縮小を図り、保健センター来所
者への健康相談実施に留まった。事業およびイベントの中止により、健康
相談回数が激減したため、評価をBとした。

継続

新型コロナウィルス感染症の影響によ
り未だ保健センター保健師によるコロナ
応援対応が継続している。感染予防対
策を講じながら、課内での事業の優先
順位に応じ、相談事業を実施していく。

地域保健
課

結果一覧-2



事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組

第1部 (3) ③ 1
各種健康・体力づくり講
習会、研修会の開催支
援

市民一人ひとりが、自主的に体力づくりができるよう、ス
ポーツ団体や関係機関が行う健康・体力づくりに関する
講習会や研修会の開催に関し、会場及び講師の紹介
について支援します。

B

スポーツと健康を推進する会が主催する「スポーツの祭典」では会場・物品の確
保等を支援しました。祭典では、船橋市スポーツ協会加盟団体によるスポーツ
体験会や、小学生を対象とした野球教室、市立船橋高校によるサッカー教室等
を開き、市民の健康・体力づくりに努めています。５年間の延参加者数は19,639
人でした。
今後も団体が開催する講習会等び開催に関し、必要な支援を継続します。

D
スポーツ体験会・教室を実施する、スポーツと健康を推進する会が主催す
る「スポーツの祭典」については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、中止となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大状況を
踏まえることを前提に、市民一人ひとり
が気軽に参加でき、自主的に体力作り
等できる機会を提供するために継続し
て支援します。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (3) ③ 2
公園を活用した健康づく
り事業の検討

運動が習慣づけられるよう、身近な公園を活用した健康
づくりを検討し、推進していきます。

B
令和元年度末までに５４か所の設置を目指していたが、３８か所の設置のため、
６０％以上８０％未満の達成状況だった。公園数拡大のため、以前相談があった
団体との実施に向けた話し合いや地区連等の会合で周知啓発を行う。

B

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月から市事業として
中止。感染症予防対策を講じ、11月15日～12月25日一時事業再開したが
感染症予防対策を講じることが難しい５公園については退会という残念な
結果となった。令和２年１２月２６日～令和３年３月３１日についても市事
業中止となった他、イベント・交流会も中止等となり、従前からの実施公園
代表者との交流等も少なく、実施公園数の増加に向けたアプローチがで
きなかった。

継続

令和３年度は市事業として再開した実
施公園を維持継続させていくとともに、
検討会議での意見を注視し、事業実施
公園数の増加に向け、関係機関等にア
プローチしていく。

地域保健
課

第1部 (3) ③ 3 親子教室等の開催
児童ホームにおいて、親子ふれあい教室等成長過程に
合わせた体力づくりなどの事業を推進します。

A
初めて来館した利用者も参加しやすい講座であり、通年で実施することもあっ
た。年齢に合わせて内容を工夫し、親子で楽しめる講座を実施することができ
た。

D
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年２月２９日から令和２
年６月１４日及び令和２年１２月２６日から令和３年３月３１日まで休館し、
事業を中止した影響もあり、実施が困難であった。

継続
今後は感染症対策防止に配慮しながら
事業を実施していく。

地域子育
て支援課

第1部 (3) ③ 4
公的トレーニング施設
の整備

船橋市総合体育館（船橋アリーナ）や運動公園体育館
等にあるトレーニング施設の整備に努めるとともに、安
心してトレーニングができ、気軽に相談できるよう、指導
者の配備を図っていきます。

B
両施設ともにトレーニング機器の点検・修繕を適宜実施し、また常にスタッフを配
置することで安心・安全にトレーニングが行えるよう努めました。
多くの方々の健康維持及び増進のための施設として、機能しています。

A

船橋市総合体育館については、令和3年度からの指定管理者切替に伴
い、トレーニング機器の入れ替え等リニューアルを行った。
運動公園では、令和3年から指定管理者を導入し、トレーニング機器の入
れ替えやカーペットの敷設を行い、また、利用者と良好なコミュニケーショ
ンが取れるよう努めた。

継続

引き続きトレーニング機器の点検・修繕
を適宜実施して安心・安全にトレーニン
グが行えるよう努める。
また、気軽に相談ができる環境を整えら
れるよう、指定管理者への指導を引き
続き行っていく。

生涯ス
ポーツ課

第1部 (4) ① 1
スポーツ交流事業の助
言

スポーツ団体や国際交流団体に呼びかけ、スポーツ交
流事業の推進に向けて、積極的に助言していきます。

B
姉妹・友好都市と行うスポーツ交流事業の際、教育委員会とも協力し事業を行う
など一定程度スポーツ交流の推進ができたため、評価をBとした。

D 姉妹・友好都市交流におけるスポーツ交流事業の機会がなかったため。 継続

姉妹・友好都市交流においては、相手
市の意向も汲む必要があるため必ずし
も頻繁にスポーツ交流事業の機会があ
るとは限らないが、推進に向け、長期的
視点に立って継続的に取り組んでいく。

国際交流
課

第1部 (4) ① 1
市民レベルでの交流活
動との連携

スポーツ・レクリエーション活動や地域行事に、外国人
住民が気軽に参加できるよう、関係団体に情報提供し
ます。

B
市からの情報発信だけでなく、市国際交流協会と連携し地域に暮らす外国人住
民が気軽に行事に参加できるよう一定程度情報提供できたため、評価をBとし
た。

B

新型コロナウイルスの影響で、スポーツ・レクリエーション活動や地域行事
の機会が少なかったが、市ホームページの親子遊びやウオーキングの動
画などを家で過ごす外国人住民に向けて「やさしい日本語」で情報提供を
行った。

継続
スポーツ・レクリエーション活動や地域
行事に外国人住民が参加しやすいよ
う、適切な情報発信に取り組んでいく。

国際交流
課

第2部 (1) ① 1
全市レベルのスポーツ
イベントの支援

スポーツ推進委員協議会やスポーツと健康を推進する
会等が企画・運営している「スポーツの祭典」、「ジョイ＆
スポーツ」などの全市的なイベントを支援します。

B

スポーツ推進委員協議会及びスポーツと健康を推進する会に対し、活動支援及
び各種補助金の交付を行ないました。
スポーツと健康を推進する会が主催する「ジョイ&スポーツ」、「スポーツの祭典」
の５年間の延参加者数は33,123人でした。
スポーツ推進委員協議会は、平成28年度より「元気ふなばし健康ウォーキング」
を行い、4年間の延参加者数が551人でした。

D
スポーツ推進委員協議会及びスポーツと健康を推進する会に対し、活動
支援及び各種補助金の交付を行なう予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大状況を
踏まえることを前提に、市民がスポーツ
に触れる機会として、全市的なイベント
は必要不可欠であることから、継続して
支援等行います。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (1) ① 2
地域スポーツイベントへ
の支援

地区による人口格差や少子高齢化、活動場所の確保な
どの課題をふまえ、地域住民自らが主体的にスポーツ
活動に取り組めるよう、２４地区で行われる各地区のス
ポーツイベントを支援します。

B

地域住民自らが主体的にスポーツ活動に取り組めるよう、スポーツ推進委員は
5ブロック24地区に区分し配置され、ぞれぞれの地区において地域に根差したス
ポーツイベントを実施しています。
また、スポーツ推進委員協議会の事業として、市内一円を歩く「元気ふなばし健
康ウォーキング」を主催しています。
「元気ふなばし健康ウォーキング」及び各地区ごとにもスポーツイベントを行い、
5年間の延行事数は1,726、延参加者数は202,522人でした。

B

スポーツ推進委員が市内の5ブロック24地区に分かれて実施する地区ス
ポーツ振興事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、ほとんどの事業を中止ました。
また、スポーツ推進委員協議会の主催事業の、市内一円を歩く「元気ふな
ばし健康ウォーキング」については新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大状況を
踏まえることを前提に、地域に根差した
スポーツ活動が行われるよう継続して
支援します。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (1) ② 1
市民スポーツ教室の開
催

多様な市民ニーズの把握に努め、市民自らが主体的に
スポーツ活動に取り組めるようスポーツ教室を船橋市
体育協会加盟団体と連携し開催します。

B

市民スポーツ教室は、船橋市スポーツ協会加盟団体に委託し、バレーボール、
テニス、卓球等の市民スポーツ教室を実施しました。また、企業へ委託し、主に
小学生低学年を対象とした、スイミング教室も開催しました。平成27年度9種目
延参加者数1,325人→令和元年度7種目1,315人と微減しました。
また、船橋市スポーツ協会も独自でスポーツ講習会を開催しています。
今後も参加者確保のため広報活動を積極的に行うとともに、多様なスポーツ教
室を行えるように、船橋市スポーツ協会と連携していきます。

D

市民スポーツ教室は、船橋市スポーツ協会加盟団体に委託し、ソフトテニ
ス・バレーボール・バドミントン等の７競技を実施する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。
また、主に小学生低学年を対象とするスイミング教室についても、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、実施出来ない状況が継続しているこ
とから、開催方法の見直しを検討してい
きます。

生涯ス
ポーツ課

結果一覧-3



事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組

第2部 (1) ② 2
公民館等におけるス
ポーツ教室の開催（再
掲）

公民館において、地域住民のニーズに応じたスポーツ
教室など、健康に関する事業を推進します。

A

市内全26公民館において、幅広い層を対象に事業を実施しました。
令和元年度は公民館において、学級講座20事業（延参加者数3,932人）、集会活
動87事業（延参加者数10,449人）を実施しました。
（4/10　公民館が新型コロナウイルスの影響で休館中のため実績集計不可）

B

令和2年度は学級講座14事業(延参加者数691人)、集会活動23事業（延
参加者数618人）と、新型コロナウイルスの影響により事業数・参加者数と
もに前年度から大幅に減少しました。なお、事業実施にあたり各館で感染
対策を十分に施し、地域住民の健康に寄与する場の提供に努めました。

継続
引き続き市内の各公民館で地域住民の
健康に寄与する事業を実施していく。

社会教育
課

第2部 (1) ② 3
公園を活用した健康づく
り事業の検討（再掲）

運動が習慣づけられるよう、身近な公園を活用した健康
づくりを検討し、推進していきます。

A

検討会議にて事業の実施方法や体制、事業推進について協議検討を行った。
市民への周知啓発として、運動公園で外部講師を招いたイベントを実施したり、
実施団体同士の交流のため、協力員交流会および報告会を実施した。実施団
体の高齢化のため、担い手を増やすことが課題。

B

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月から市事業として
中止。感染症予防対策を講じ、11月15日～12月25日一時事業再開したが
感染症予防対策を講じることが難しい５公園については退会という残念な
結果となった。令和２年１２月２６日～令和３年３月３１日についても市事
業中止となった他、イベント・交流会も中止等となる他、実施公園数の増
加に向けたアプローチができなかった。

継続

令和３年度は市事業として再開した実
施公園を維持継続させていくとともに、
検討会議での意見を注視し、事業実施
公園数の増加に向け、関係機関等にア
プローチしていく。

地域保健
課

第2部 (1) ③ 1 各種媒体の活用

ミニコミ紙等各種メディアを通じて、市民がスポーツ情報
を入手できるよう連携します。また、生涯スポーツ課の
ホームページの活用や、各体育施設に行事予定の看
板等を設置するなど、市民にスポーツ行事をわかりや
すく提示できるようにします。

B

マラソン・駅伝大会の周知をホームページや広報紙を使って市民に周知しまし
た。また、会場周辺に看板を設置し事前周知に努めた。市民体育大会やスポー
ツ教室も広報紙で周知しました。
市公式TwitterやFacebookの活用及び行事等のわかりやすい掲示物の検討が
必要となっている。

B

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの大会等が中止となり
ましたが、開催の際には、ホームページや広報紙を使って市民に周知しま
した。
令和3年度からの供用開始に向けて、藤原運動広場と大神保町まちかど
スポーツ広場の施設情報を市ホームページに新たに掲載しました。
また、指定管理施設については、管理者独自のホームページで体育施設
の行事予定を掲載したり、教室事業の周知を行いました。

継続

市民のニーズに対応した情報を発信す
るとともに、情報を発信する対象により、
発信方法を変える等、効果的な情報発
信を実施していくとともに、市ホーム
ページでは、ページ数が多くなって情報
が得られにくくなることがあるため、必要
な情報を整理して分かりやすく掲載し、
管理を徹底していく。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (1) ③ 2
スポーツ関係団体との
連携

スポーツ情報を集約するため、船橋市体育協会、船橋
市スポーツ推進委員協議会、船橋市スポーツと健康を
推進する会等の関係団体と連携し、各地域のスポーツ
行事を市民に向け、情報発信を行うよう努めます。

B
各団体の事業の広報は、主に広報紙を使ったものでした。
市公式TwitterやFacebookの活用及び行事等のわかりやすい掲示物の検討が
必要となっている。

B
各団体の事業の広報は、主に広報紙を使ったものでした。
市公式ホームページ、TwitterやFacebookの活用及び行事等のわかりや
すい掲示物の検討が必要となっている。

拡大

市民のニーズに対応した情報を発信す
るとともに、情報を発信する対象により、
発信方法を変える等、効果的な情報発
信を実施していく。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (1) ④ 1
スポーツ事業への協力
と連携

国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、国際千
葉駅伝大会等の開催の協力及び人材派遣をするととも
に、２０２０年開催のオリンピック等の練習会場の提供
などを検討していきます。

B

東京2020オリンピックに向けたアメリカ男子体操チームの事前合宿を船橋市立
船橋高校第3体育館にて、2018年から受け入れています。
事前合宿中は、一般公開や体操体験会など、さまざまな市民交流イベントを実
施し、東京2020大会への機運醸成及びスポーツ振興に寄与することができまし
た。

D
新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大し、東京2020大会が1年延期
となったため、アメリカ男子体操チームの事前合宿及び大会期間中の練
習の受け入れも2021年に延期となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症対策マニュ
アルを作成し、アメリカ男子体操チーム
の事前キャンプを安心・安全に受け入
れられるよう、検証および検討を行いま
す。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (2) ① 1
小中学校における個に
応じた指導の充実

積極的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、豊
かなスポーツライフの基礎を培えるよう、個に応じた指
導の充実を図ります。

B
個に応じた課題を持ち、課題解決の為の場を選んだり、工夫したりしながら運動
に親しむようになった。さらに児童生徒が運動に親しめるよう教師の発問を工夫
して、思考させながら取り組ませ達成感を味わさせる。

B

要請訪問を通して、個に応じた課題を持ち、課題解決の為の場を選んだ
り、工夫したりしながら運動に親しむようになった。コロナ禍のため学校訪
問や要請訪問が中止となった学校もあり、個に応じた指導の充実を図る
には厳しい状況でもあった。

継続

コロナ禍における体育学習において可
能な「個に応じた課題を持ち、課題解決
の為の場を選んだり、工夫したりしなが
ら運動に親しむ体育学習」を学校訪問
や要請訪問を通して指導していく。

保健体育
課

第2部 (2) ① 2
研修の充実と指導者の
資質の向上

「生きる力」をはぐくむための教育計画を作成し、教材研
究や実技研修、授業研究等の校内研修を充実させると
ともに、校内研修にも積極的に参加し、指導力を高めま
す。

B
年２回の体育主任研を通して、各校の実態に応じた年間指導計画を立案し指導
内容の充実に努めていた。運動部活動では、運動部活動の在り方に関する総
合的なガイドラインに則り、短時間で効率よい指導を心掛けてた。

B
体育主任研を通して、各校の実態に応じた年間指導計画を立案し指導内
容の充実に努めていた。しかし、コロナ禍で研修の機会が失われたため、
B評価とした。

継続

年２回の体育主任研修会で、若年化が
進んでいる体育主任に対し、年間計画
の作成などについて周知を図る。また、
要請訪問を積極的に展開し、各校にお
ける校内の研修の充実化を図る。

保健体育
課

第2部 (2) ① 3
学校体育施設・用具の
安全管理の徹底

年１回、体育主任に対し、安全管理について研修を行う
とともに、各学校を巡回し、施設、遊具の点検を実施し、
必要に応じ修理を行います。

B
体育施設・用具の修繕や危険個所がある場合は、その都度、教頭や体育主任
から報告を上げてもらい、業者と連携して迅速な対応ができた。体育備品や用
具の管理について体育主任研修会で周知する必要がある。

B
体育施設・用具の修繕や危険個所がある場合は、その都度、教頭や体育
主任から報告を上げてもらい、業者と連携して迅速な対応ができた。体育
備品や用具の管理について体育主任研修会で周知する必要がある。

拡大
学校の老朽化とともに体育施設・用具
の老朽化も進んでおり、計画的な修繕
が必要である。

保健体育
課

第2部 (2) ① 4 安全点検の徹底
年１回、安全主任に対し、安全点検の研修を行うととも
に、月１回の安全点検を実施し、施設、用具等の安全の
確認の徹底を図っています。

B
安全主任研修会や学校訪問などを通じて、安全管理の観点を示し、施設や用具
の安全確認の徹底を図ることができた。災害発生時のマニュアル等の作成にお
いては、台風や風水害の被害なども考慮し、再検討していく必要がある。

B
安全主任研修会を通じて、安全管理の観点を示し、施設や用具の安全確
認の徹底を図ることができた。災害発生時のマニュアル等の作成におい
ては、台風や風水害の被害なども考慮し、検討中である。

継続
安全主任を中心とした安全点検は児童
生徒の安全を守るために必要である。

保健体育
課

第2部 (2) ② 1
教育活動をとおした体
力向上の推進

体力向上や健康・安全に関する指導については、学校
全体としての指導体制を確立し組織的な活動を推進し
ます。

B
各種大会に向けた練習や、朝運動の奨励、休み時間を活用した体力づくりなど
各学校計画を立て体力の向上に努めている。

B
コロナ禍のため、大会や大会に向けた練習、休み時間を活用した運動の
取組に制限がかかり、実施できないことが多くあったためB評価とした。

継続

コロナ禍における児童生徒の体力低下
が懸念される。コロナ禍においても、感
染症対策を講じながら、可能な活動を
行っていくよう、周知を図る。

保健体育
課

第2部 (2) ② 2
体力向上推進委員会の
充実

各学校で設置している体力向上推進委員会を中心に、
教育活動全体を通じて意図的・計画的に児童生徒の体
力の向上を図ります。

B
新体力テストの結果を活用し、各学校の運動・体力の実態把握や、個々に応じ
た運動、体力の課題を指導助言したりして、実態に合わせた体力向上の取り組
みを行った。

B
体力向上推進委員会を年２回実施することは学校学校に周知することが
できた。一方でコロナ禍のために体力テストが行われなかったため、児童
生徒の体力の状況を正確に把握できていない面がある。

継続

コロナ禍における児童生徒の体力の状
況を正確に把握するためにも体力テス
トを実施し、体力向上推進委員会を中
心に体力向上を図る取り組みを考えて
いく必要がある。

保健体育
課

第2部 (2) ③ 1 教育活動指導者の派遣
専門的な指導力を備えた指導者を必要とする小・中学
校に対して指導者を派遣し、運動部活動の充実を図り
ます。

B
外部指導者の派遣事業に加えて、令和元年度から新事業として部活動指導員
の派遣事業を取り入れた。さらに運動部活動の充実が図れた。今後は部活動指
導員の人数を増やしていきたい。

B
外部指導者の派遣事業に加えて、令和元年度から新事業として部活動指
導員の派遣事業を取り入れた。さらに運動部活動の充実が図れた。コロ
ナ禍でも感染症対策を講じながら運動部活動の充実を図ることができた。

拡大
運動部活動指導員の人数を増やし、よ
り充実した運動部活動を目指す。

保健体育
課

結果一覧-4



事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組

第2部 (2) ③ 2
運動部活動と生涯ス
ポーツ活動との連携

学校の運動部活動とスポーツ関係団体との連携を図
り、支援していく体制を進めていきます。

B

平成27年より市とホームタウン協定を締結している千葉ジェッツふなばしは、
「ホームタウンデー」の開催を同チームへ委託することにより行い、市民が同
チームに愛着を持つ機会とプロスポーツに触れる機会を提供しました。また、各
小中学校でバスケットボール教室を開催し、地域交流を行っています。
平成27年から運動公園野球場において、イースタンリーグを開催しています。平
成30年には、千葉ロッテマリーンズとフレンドシップ・シティ協定を締結し、野球教
室や市民優待など、さまざまな連携事業を実施しています。

D

【千葉ジェッツふなばし】
新型コロナウイルス感染症の影響により、ホームタウンPR委託等は中止
となりました。

【千葉ロッテマリーンズ】
新型コロナウイルス感染症の影響により、イースタンリーグ観戦招待や野
球教室、市民優待等は、中止となりました。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大状況を
踏まえることを前提に、プロスポーツ
チームに触れる貴重な機会であること
から、継続して支援等行います。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (2) ③ 3
市立船橋高等学校との
連携

市立船橋高等学校と連携し、小中学生対象の実技講習
会や合同練習等を実施し、併せて指導者対象の研修会
等を計画、実施し、運動部活動の充実を図ります。

A

市立船橋高等学校のサッカー部やバスケットボール部の他にも、柔道部が各中
学校の柔道部を訪れて技術指導を行ったり交流したりした。他部活においても
市内小中学校と連携して取り組みたい。

東京2020オリンピックに向けたアメリカ男子体操チームの事前合宿を船橋市立
船橋高校第3体育館にて、2018年から受け入れています。
事前合宿中は、一般公開や体操体験会など、さまざまな市民交流イベントを実
施し、東京2020大会への機運醸成及びスポーツ振興に寄与することができまし
た。

D

コロナ禍のため、連携を図るような講習会や合同練習を行うことができな
かったためD評価とした。

新型コロナウイルス感染症の影響により、東京2020オリンピック・パラリン
ピックの開催が１年延期されたことにより、事前合宿が行われなかったた
め、D評価とした。

継続

市立船橋高等学校のスポーツにおける
認知度が高く、高い指導力を備えた指
導者や高い技術をもった高校生が多く
いる。市立船橋高等学校と連携すること
は、市内小中学校の運動部活動の充
実につながると考える。コロナ禍におけ
る連携のあり方を模索したい。

2021年に事前合宿を受け入れる際に
は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止策等を講じた上で、連携を行う。

保健体育
課・生涯ス
ポーツ課

第2部 (3) ① 1
市スポーツ協会加盟団
体への支援

スポーツ協会に加盟する団体へは、その組織の運営・
大会の企画、指導者の育成等について支援します。

B

船橋市スポーツ協会へは、組織の運営、大会の企画、指導者の育成等、市民ス
ポーツの推進に資する等事業に対し、その活動を支援するため補助金を交付し
ました。
また、船橋市スポーツ協会に加盟する団体が主管する、春・秋の市民大会につ
いては、大会運営の協力、支援を行っています。

B

船橋市スポーツ協会加盟団体の活動を支援するための補助金として、一
部を除く45団体へ補助金を交付しました。
市民体育大会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため春
季大会は全競技中止、秋季大会は5競技のみ実施し6,141人が参加しまし
た。
実施した5競技に対しては、活動を支援するため補助金を交付しました。

継続

市民スポーツを推進するため必要な支
援であることから、新型コロナウイルス
感染予防対策をとることを前提とし、継
続して支援を行います。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (3) ① 2 各種大会開催への支援
市民大会等の開催については、幅広い層の市民が参
加できるよう助言及び支援をします。

B

船橋市スポーツ協会へは、組織の運営、大会の企画、指導者の育成等、市民ス
ポーツの推進に資する等事業に対し、その活動を支援するため補助金を交付し
ました。
また、市民大会の参加者の確認を行い、人数制限や年齢制限の確認がある場
合その理由を確認するなどして市民が1人でも多く参加できるよう取り組んでい
ます。

B

船橋市教育委員会と船橋市スポーツ協会が共に主催する市民体育大会
について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため春季大会は全競技
中止、秋季大会は５競技のみ実施し6,141人が参加しました。
実施した5競技に対しては、活動を支援するため補助金を交付しました。

継続

市民スポーツを推進するため必要不可
欠な大会であることから、新型コロナウ
イルス感染予防対策をとることを前提と
し、支援を継続していきます。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (3) ② 1 市民体育大会への支援
競技力の向上だけでなく、スポーツの持つ効用が発揮
できるよう、幅広い層の市民が参加きるような大会運営
について支援・推進します。

B

船橋市スポーツ協会へは、組織の運営、大会の企画、指導者の育成等、市民ス
ポーツの推進に資する等事業に対し、その活動を支援するため補助金を交付し
ました。
また、市民大会の参加者の確認を行い、人数制限や年齢制限の確認がある場
合その理由を確認するなどして市民が1人でも多く参加できるよう取り組んでい
ます。

B

船橋市教育委員会と船橋市スポーツ協会が共に主催する市民体育大会
について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため春季大会は全競技
中止、秋季大会は５競技のみ実施し6,141人が参加しました。
実施した５競技に対しては、活動を支援するため補助金を交付しました。

継続

市民スポーツを推進するため必要不可
欠な大会であることから、新型コロナウ
イルス感染予防対策をとることを前提と
し、支援を継続していきます。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (3) ② 2 県民体育大会への支援
県民大会については、体育協会に加盟している団体の
協力を得て、市内より優秀な選手を育て活躍の場を与
えるとともに、大会参加への支援をします。

B

本市における体育およびスポーツ活動の発展およびスポーツの推進に資するた
め、スポーツ協会の加盟団体へ、県民大会への派遣費及び県民大会強化練習
事業について補助金を交付しました。
令和元年度は男子1位、女子3位、総合2位の好成績を納めました。

D
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため県民大会が中止となり、船橋
市スポーツ協会の加盟団体へ、県民大会への派遣費及び県民大会強化
練習事業について補助金の交付は行いませんでした。

継続

市民スポーツを推進するため必要不可
欠な大会であることから、新型コロナウ
イルス感染予防対策をとることを前提と
し、支援を継続していきます。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (3) ③ 1
大規模大会等の支援開
催

各種大規模大会の他、震災復興やオリンピック・パラリ
ンピック等の推進に繋がる大規模事業に対しても協力し
ます。

B

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が主催する「未来（あした）への道
1000km縦断リレー」に平成28年度から令和元年度まで各種協力を行いました。
湊中学校及び宮本中学校が中継点となり、市役所本庁舎もゴール・スタート地
点として協力しました。各年、近隣小中学校から吹奏楽部等の協力による演奏
や、船橋の梨をふるまう等のセレモニーが盛り上げました。

B
東京２０２０オリンピックの聖火リレーコースに選ばれていましたが、新型
コロナウイルス感染症の影響により、県内のリレーが中止となりました。

継続
大規模大会への協力は市のみならず、
県・国のスポーツ推進に寄与することか
ら、今後も協力していきます。

生涯ス
ポーツ課
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事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組

第2部 (4) ① 1
各種スポーツ・レクリ
エーション事業の参加
枠の拡大

従来、スポーツ・レクリエーション事業の参加枠が限ら
れている傾向にあるので、高齢者を含め市民のだれで
もが参加できるよう体育協会、スポーツ推進委員協議
会、高齢者関係団体と連携を図りながら、参加枠拡大
について検討します。

A

障害者団体、アスリート、スポーツ協会及びスポーツ推進委員協議会等の代表
者で形成する、船橋市パラスポーツ協議会を平成30年度に設立しました。協議
会において、年齢や性別、障害の有無に関係なく誰しもが楽しめるパラスポーツ
を推進するために意見交換を年3回行ないました。
小中学校等でボッチャ等のパラスポーツ体験会を行い、広く市民に周知するとと
もに、令和元年度より、市民ボッチャ大会を開催します。（令和元年度は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
船橋市障がい者スポーツを支援する会と共催し、平成30年度からパラリンソフト
ボール大会を年2回開催、令和元年度はパラ水泳大会を後援し、障害者が参加
できる大会の開催を支援しました。

B

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、パラスポーツ体験会等の市
主催イベント及び関係団体が実施するイベントは中止となりました。
パラスポーツ協議会は、書面会議で開催する等、新型コロナウイルス感
染症対策を行いながら令和２年度は２回開催しました。
また、今まで実施してきた事業の内容等を市ホームページで公開する等、
情報発信の充実に努めました。

継続
多くの市民が参加できる事業となるよう
に、関係団体と連携しながら検討してい
きます。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (4) ② 1
高齢者団体のスポー
ツ・レクリエーション活動
の支援

各高齢者団体が実施するスポーツ・レクリエーション活
動に対して支援します。

A
平成２７年から令和元年の５年間を通し、老人クラブ連合会、いきいき同窓会が
実施する事業活動の１つであるスポーツ・レクリエーション活動に対し継続して
支援を行うことで、高齢者の生きがいづくり、健康づくりを図ることができた。

B
令和２年度については新型コロナウイルス感染拡大防止のため各高齢者
団体が実施するスポーツ・レクリエーション活動がおおむね中止となり、支
援を行うことが難しい状態であった。

継続

今後も高齢者団体が実施するスポー
ツ・レクリエーション活動を支援・促進す
ることで、高齢者の生きがいづくり、健
康づくりにつなげる。

高齢者福
祉課

第2部 (4) ② 2
高齢者が参加するス
ポーツ・レクリエーション
大会への支援

高齢者が参加できるスポーツ・レクリエーション大会の
開催を促進・支援し、高齢者の生きがいと健康づくり、
地域づくりを推進します。

A
平成２７年から令和元年の５年間を通し、老人クラブ連合会、いきいき同窓会が
行う事業活動の１つであるレクリエーション交流大会に対し継続して支援を行う
ことで、高齢者の生きがい、健康づくりを図ることができた。

B
令和２年度については新型コロナウイルス感染拡大防止のため各高齢者
団体が実施するレクリエーション交流大会がおおむね中止となり、支援を
行うことが難しい状態であった。

継続

今後も高齢者が参加するスポーツ・レク
リエーション交流大会を支援・促進する
ことで、高齢者の生きがいづくり、健康
づくりにつなげる。

高齢者福
祉課

第2部 (5) ① 1
障害のある人の参加で
きる各種スポーツ・レク
リエーション事業の検討

障害のある人が参加しやすいスポーツ・レクリエーショ
ン事業について体育協会、スポーツ推進委員協議会、
障害者関係団体と連携を図りながら、事業を検討してい
きます。

A

障害者団体、アスリート、スポーツ協会及びスポーツ推進委員協議会等の代表
者で形成する、船橋市パラスポーツ協議会を平成30年度に設立しました。協議
会において、年齢や性別、障害の有無に関係なく誰しもが楽しめるパラスポーツ
を推進するために意見交換を年3回行ないました。
船橋市障害者施設連絡会の協力のもと、連絡会に所属する施設職員や利用者
と共にボッチャ体験会を行いました。
小中学校等でボッチャ等のパラスポーツ体験会を行い、広く市民に周知するとと
もに、令和元年度より、市民ボッチャ大会を開催します。（令和元年度は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
船橋市障がい者スポーツを支援する会と共催し、平成30年度からパラリンソフト
ボール大会を年2回開催、令和元年度はパラ水泳大会を後援し、障害者が参加
できる大会の開催を支援しました。

B

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、パラスポーツ体験会等の市
主催イベント及び関係団体が実施するイベントは中止となりました。
パラスポーツ協議会は、書面会議で開催する等、新型コロナウイルス感
染症対策を行いながら令和２年度は２回開催しました。
また、今まで実施してきた事業の内容等を市ホームページで公開する等、
情報発信の充実に努めました。

継続
パラスポーツ協議会や関係団体と連携
しながら、ボッチャ大会を含む障害者が
参加できる事業を検討していきます。

生涯ス
ポーツ課

第2部 (5) ② 1
障害者団体のスポー
ツ・レクリエーション活動
の支援

障害者団体が実施するスポーツ・レクリエーション活動
に対して支援します。

A
平成２７年度３２件、平成２８年度３２件、平成２９年度30件、平成３０年度３２事
業、令和元年度２８事業について補助金を交付し、障害福祉団体が実施するス
ポーツ・レクリエーション活動等に対して支援を行った。

B

令和２年度は１２事業について補助金を交付し障害福祉団体が実施する
スポーツ・レクリエーション活動等に対して支援を行った。新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大に伴い、予定していた事業の取り止め、規模の縮
小を行った団体があった。

継続
今後も継続して障害福祉団体補助金に
より支援をしていく。

障害福祉
課

第2部 (5) ② 2
スポーツ・レクリエーショ
ン大会の支援

スポーツ・レクリエーション大会開催を支援し、障害のあ
る人と障害のない人の相互理解と障害のある人の生き
がいづくり、健康づくりを推進します。

A
千葉県障害者スポーツ大会の開催及び、平成27年度には59名、平成28年度に
は58名、平成29年度には60名、平成30年度には68名、令和元年度には67名
の、千葉県障害者スポーツ大会への参加の支援を行った。

B

例年通り、千葉県障害者スポーツ大会の開催及び参加希望者51名の千
葉県障害者スポーツ大会への参加の支援を行ったが、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大に伴い、千葉県障害者スポーツ大会は中止となっ
た。

継続
今後も継続して、千葉県障害者スポー
ツ大会開催を支援し、障害者の生きが
いと健康づくりに努めていく。

障害福祉
課

第2部 (5) ③ 1 指導者の育成の支援
指導者を育成している団体の活動に対する後援承認な
どにより、スポーツ・レクリエーション指導者やボランティ
アの育成を支援していきます。

B

障害者スポーツ指導員養成講習会を受講し、障害者スポーツ指導員の資格を
令和元年3月末現在で生涯スポーツ課職員4人、スポーツ推進員が5人保有して
います。
また、スポーツ推進委員は、協議会全体や地区・ブロックにおいても、障害や障
害者スポーツのことが学べる研修会等を実施しました。
・初級障がい者スポーツ指導員養成講習会→令和元年度 5名資格取得
・協議会全体パラ研修→平成30年度2回、令和元年度1回
・ブロック・地区パラ研修→平成30年度2回、令和元年度2回

また、市民大学校スポーツコミュニケーション学科では障害者スポーツ指導員の
育成講座をカリキュラムに取り入れ指導者を育成しています。

D
新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者スポーツ指導員養成講
習会や船橋市スポーツ推進委員協議会の各種研修会等が中止となった。
また、市民大学校も令和２年度は休校となった。

継続
指導員の確保・育成は、障害者のス
ポーツを推進するにあたって必要不可
欠であることから、継続する。

生涯ス
ポーツ課

結果一覧-6



事業一覧表

目指すべき姿

A 何らかの形式で事業を実施することができ、事業目標を達成できた。 継続

第1部 生涯スポーツ・レクリエーション推進体制の整備 B 何らかの形式で事業を実施することができたが、事業目標を達成できなかった。 拡大

第2部 生涯スポーツ・レクリエーション活動の促進 C 事業を実施できなかったが、来年度以降の実施につながる検討や取組を行った。 縮小

第3部 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 D 事業を実施できなかった。 廃止

未定

評価区分 評価 評価区分 評価 方向性 左記の理由や今後の具体的な取組

令和２年度評価 今後の方向性
担当課

H27～R元年度評価（５年間を通した評価）

市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでもきがるに楽しく参加できるスポー
ツ・レクリエーション活動の場と機会が提供される状態。

取り組み内容取組名施策 取組

第2部 (5) ④ 1
競技性の高い障害者ス
ポーツの支援方法の検
討

障害者スポーツの裾野を広げる取組や、競技性の向上
などの課題を探る等、関係部署・団体と連携し支援の方
法を検討していきます。

B

障害者団体、アスリート、船橋市スポーツ協会及びスポーツ推進委員協議会等
の代表者で形成する、船橋市パラスポーツ協議会を平成30年度に設立しまし
た。協議会において、年齢や性別、障害の有無に関係なく誰しもが楽しめるパラ
スポーツを推進するために意見交換を年3回行ないました。
ボッチャ等のパラスポーツ体験会を行い、広く市民に周知を行うとともに、市民
ボッチャ大会を開催します。（令和元年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止）

B

パラスポーツ協議会は、書面会議で開催する等、新型コロナウイルス感
染症対策を行いながら令和２年度は２回開催しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、パラスポーツ体験会等の市
主催イベント及び関係団体が実施するイベントは中止となりました。

継続

今後も船橋市パラスポーツ協議会にお
いて意見交換を行い、障害者スポーツ
の裾野を広げる取組や競技性の向上
に努めていきます。

生涯ス
ポーツ課

第3部 (1) ① 1 各施設の充実

老朽箇所や、事故防止を含めたバリアフリー化などの
整備を進めるとともに、運動公園陸上競技場の第２種
公認の更新、プールの改修工事及び公共建築物保全
計画に基づく改修など、既存の施設の充実を図ります。

B

令和元年度に運動公園陸上競技場の2種公認の更新を行いました。また、大人
自由広場の芝の改修を行い、より安全に使いやすい施設として利用していただ
いています。今後も老朽箇所については公共建築物保全計画に基づき計画的
に改修を行っていきます。

B
公共建築物保全計画に基づき、運動公園野球場のトイレ・陸上競技場の
外壁の改修を行った。 継続

事故発生を事前に防ぐために、老朽箇
所等の整備を引き続き行っていく。

生涯ス
ポーツ課

第3部 (1) ② 1 運動広場の整備・拡充
テニス、野球、グラウンドゴルフ等ができる初心者向け
運動広場の継続及び整備を図ります。また、今後も新た
な広場の確保に努めます。

B

平成２８年に行田運動広場と高瀬下水処理場上部運動広場を開設、令和元年
度に藤原運動広場の整備工事を実施しました。
各広場とも野球やサッカー、グラウンドゴルフなど多目的な種目での利用に加
え、大会やイベント等でも使用されており、市民のスポーツ活動の拠点としての
役割を果たしています。今後も計画的な施設の整備と管理運営の改善を行って
まいります。

B

令和3年度からの藤原運動広場専用利用開始に向けて、運用方法につい
ての住民説明会を行ったり、利便性向上の観点から広場近隣の法典公民
館へ使用手続きの事務委任を行ったりした。
また、社会教育課と連携をとりつつ生涯学習施設予約システムへの施設
追加を行った。

継続

これまで主に藤原運動広場を利用して
いた近隣住民の方の中には専用利用
化に伴う運用内容の変更が周知されて
おらず、苦情につながるケースが見ら
れるので、スポーツ推進委員や法典公
民館職員と連携をとって引き続き利用
者への周知に努めていきたい。

生涯ス
ポーツ課

第3部 (1) ② 2
まちかどスポーツ広場
の整備・拡充

いつでも気軽に利用できるまちかどスポーツ広場を整
備していくとともに、引き続き新たな広場の確保に努め
ます。

B

平成３０年度に田喜野井まちかどスポーツ広場の供用を開始し、運営委員会の
協力のもと、安定した運営を行っております。また令和元年度に新たな広場とし
て、北部清掃工場の多目的広場をまちかどスポーツ広場として開放することが
まとまったため、令和２年度中に供用開始できるよう関係課と協議を行います。
今後も既存広場の安定的な運営に加え、新たな広場の確保に向けて進めてま
いります。

B

北部清掃工場の跡地について、広場として活用できるよう、担当部署であ
る資源循環課と協議等を行い、供用に向けての準備を行った。
また、利用予定団体から意見を集め、利用者の立場に立ったルールづくり
を行った。

継続

海老川上流地区の新規まちかどスポー
ツ広場設置については、設置の実現可
否を含めて引き続き関係部署との協議
を行う。
騒音問題もあるので、広場を管理してい
る運営委員会や委託業者、また学校と
の連携をこれまで以上に図っていく必
要がある。

生涯ス
ポーツ課

第3部 (2) ① 1
学校体育施設開放事業
の充実

学校体育施設が地域住民のスポーツ活動の拠点となる
ことから、引き続き地域住民が主体的に運営管理して
いけるよう、登録の方法、運営委員会の在り方について
検討します。
また、利用方法、マナーなどについて引き続き指導を行
い、よりよい開放事業を目指します。

B

平成２８年度から新たに市立船橋高等学校のテニスコートについても学校体育
施設開放事業を開始し、より多くの市民に利用されており、身近なスポーツ活動
の拠点となっております。
しかし、騒音等マナーに対する苦情もあることから、運営委員会と連携を図り、
運営管理を行っています。

B

利用を停止した時期もあり、再開後も一部利用制限を設けての活動となっ
たが、身近なスポーツ活動の拠点として引き続き利用されている。
開放事業説明会は開催できなかったが、利用の中止、制限の延長や再開
等、学校長及び運営委員会とのやり取りも多く、連携を図れた。
利用方法やマナーについての苦情については、速やかに学校及び運営
委員会会長に連絡し、状況の把握と各団体への周知・指導を行った。

継続

現在の利用制限の解除について、学校
と協議し検討していく。
苦情については引き続き運営委員会と
の連携を密にする。
全体的に施設の老朽化が見られること
から、安全に利用してもらえるよう関係
部署との連携を図る。

生涯ス
ポーツ課

第3部 (3) ① 1
民間スポーツ・レクリ
エーション施設の情報
提供

民間のスポーツ・レクリエーション施設の実態を把握し、
市民が情報を利用できるよう努めます。

B
国が3年に1回実施するスポーツ施設の実態調査により民間スポーツ施設の調
査を行った。情報を市民に発信する方法に関しては他市先進事例等も踏まえ今
後も検討が必要です。

C
3年に1度の国の調査が行われる年ではなかったため、民間のスポーツ施
設の実態について把握することは難しく、苦慮した。

縮小

民間スポーツ・レクリエーション施設に
ついては、国が3年に1回実施する調査
を通じて実態を把握できるよう努めてい
くが、公共施設を管理運営するにあた
り、常に民間施設の実態を把握する必
要性は感じられないため、縮小とする。

生涯ス
ポーツ課

第3部 (3) ① 2
地域にある大学との連
携

大学のスポーツ施設の開放及び指導者の協力を得て
スポーツ教室等を開設することについて協議・検討して
いきます。

B

船橋市スポーツ推進委員協議会の地区スポーツ大会で日本大学理工学部を借
りてマラソン大会を行っています。
今後も継続して会場を借用できるよう連携するとともに、大学に限らず、市立船
橋高等学校等の高等学校も含め、スポーツ施設の開放の場づくりだけではな
く、指導者の協力を得る等の人材確保に繋がるよう、事業を検討します。

D
日本大学理工学部を借りて行う予定であった、スポーツ推進委員協議会
の地区スポーツ振興事業（マラソン大会）については、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止となりました。

継続
新型コロナウイルス感染症拡大状況を
踏まえることを前提に、大学等と連携し
ていきます。

生涯ス
ポーツ課
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