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第１章 計画及び基本方針策定の概要 

１ 基本方針策定の趣旨 

 草加市は、昭和53年10月に「スポーツ健康都市宣言」を行い、昭和61年に財団法人化した草加市

体育協会と連携しながら、スポーツを通じて健やかな心と体をつくり、連帯の輪を地域に広げ、健

康な明るいまちづくりを進めてきました。 

 平成17年に「草加市生涯スポーツ振興計画」を策定し、スポーツ振興の基本的な体系を整理し、

平成22年度からは後期重点施策８項目を中心にスポーツ振興を図ってきました。 

 少子高齢化が進む中で、体力づくりに加え、健康づくり、生きがいづくり、さらには地域コミュ

ニティ形成への貢献がスポーツに求められるようになりました。このような社会情勢の変化を受け

て、平成24年度から草加市ではスポーツを通じた健康づくりを目指す「ＳＫＴ２４推進事業」に取

り組んでいます。また、平成26年９月には、「スポーツ健康都市宣言」に健康づくりの要素を盛り

込み、さらに発展させた「スポーツ・健康づくり都市宣言」を行いました。 

 平成27年度末には、これまで草加市がスポーツ振興の拠り所としてきた「草加市生涯スポーツ振

興計画」の計画期間が終了します。そこで草加市は、スポーツ基本法、国のスポーツ基本計画、埼

玉県スポーツ推進計画の趣旨を踏まえ、「スポーツ・健康づくり都市宣言」をはじめとする市の関

連する計画との整合性を図り、本市を取り巻くスポーツの現状と課題を整理し、今後の方向性や取

り組みを明らかにし、より一層のスポーツの推進を図っていくために、草加市スポーツ推進計画（以

下、「スポーツ推進計画」という。）を第四次草加市総合振興計画（以下、「総合振興計画」という。）

と一体として策定いたしました。 

 また、実効性を有し、効率的・効果的なスポーツ行政を推進できるように、草加市スポーツ推進

基本方針（以下、「基本方針」という。）をここに定めます。 

 

 

草加市スポーツ・健康づくり都市宣言 

平成 26 年 9 月 17 日 

告示第 953 号 

 私たち草加市民は、ひとりひとりが健康の意義を充分に認識し、健康生活に対する

意欲と能力をたかめ、スポーツや食生活を通じて健やかな心と体をつくり、連帯の輪

を地域にひろめ、健康な明るいまちづくりを進めていきます。 

 

ここにスポーツ健康都市の精神を発展させ、生涯にわたり健康づくりを進めるスポ

ーツ・健康づくり都市を宣言します。 

 

栄養と体力の調和がとれた健康生活をきずきましょう。 

スポーツに親しみ健やかな心と体をつくりましょう。 

スポーツ・健康づくりを通じて多くの仲間をつくり、連帯の輪をひろめましょう。 

身近なところから体を動かし、バランスのとれた食生活を実践しましょう。 

健康な明るいまちづくりをすすめましょう。 



2 

２ スポーツの推進の基本理念と施策の意図 

【基本理念】 

「草加市スポーツ・健康づくり都市宣言」をしている本市では、すべての市民が生涯にわたりスポ

ーツを通じて健やかな心と体をつくり、連帯の輪を地域にひろめ、健康な明るいまちづくりを進め

ていくことをめざしています。 

【施策の意図】 

「だれもが、いつでも どこでも いつまでも スポーツに取り組める環境をつくる。」 

※総合振興計画 第一期基本計画「施策２９ スポーツの推進」に規定しています。 

 

３ スポーツ推進計画及び基本方針の位置づけ 

 スポーツ推進計画は、スポーツ基本法第10条に基づき、草加市のスポーツの推進における基本理

念、方向性、取り組みについて総合的・体系的に取りまとめたスポーツ振興に関する総合的な計画

として位置づけています。国のスポーツ基本計画及び埼玉県スポーツ推進計画を踏まえ、本市の関

連する計画との整合性を図りながら、総合振興計画と一体として策定しています。 

 基本方針は、総合振興計画 第一期基本計画 施策２９「スポーツの推進」を受けて、草加市のス

ポーツの推進をどのように図っていくかについて規定し、スポーツ行政に実効性を持たせることを

目指すものです。 

 なお、スポーツ推進計画及び基本方針におけるスポーツは、いわゆる「スポーツ」と言われる競

技種目等にとどまらず、レクリエーションやウォーキングなどの運動を含むものとします。 
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４ 基本方針の期間 

「平成２８年度から８年間とします」 

 スポーツ推進計画と一体である総合振興計画は、基本構想の計画期間が20年であり、基本計画の

計画期間は４年となっています。このことを踏まえ、基本方針の期間は８年とし、概ね４年で見直

しを行います。 

 今後は、基本方針に示す内容に沿ってスポーツの推進を図ります。 

 

５ 基本方針の目標 

「市民のうち６０％が、週１回以上スポーツを行うことを目標とします」 

 平成26年度に実施した市民アンケートでは、スポーツを行う頻度について「ほぼ毎日」が11.1％、

「週に１回～２回程度」が25.3％、週１回以上のスポーツ実施率は36.4％です。 

 

 

６ 計画及び基本方針策定の体制 

 スポーツ推進計画及び基本方針策定に当たっては、学識経験者、公益財団法人草加市体育協会（以

下、「体育協会」という。）、小学校校長会、中学校校長会などの関係者により構成する草加市スポ

ーツ推進審議会において、本市の特性を生かしたスポーツ振興を総合的・計画的に推進するための

検討を行いました。 

※計画及び基本方針策定の審議・検討経過等については、巻末資料に掲載しています。 

  

○国のスポーツ基本計画 

「成人の週１回以上のスポーツ実施率が３人に２人（６５％程度）」、 

「週３回以上のスポーツ実施率が３人に１人（３０％程度）」になることを目標としています。 

また、健康状態等でスポーツを実施することが困難な人の存在にも留意しつつ、 

「成人のスポーツ未実施者（１年間に一度もスポーツをしない者）の数がゼロに近づくこと」

を目標としています。 

 

○埼玉県スポーツ推進計画 

「週に１回以上スポーツをする２０歳以上の県民の割合が６０％以上」になることを目標とし

ています。 
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第２章 草加市におけるスポーツを取り巻く環境 

１ 草加市を取り巻く環境 

  平成26年４月１日現在の草加市の人口は24万4,715人で、平成32年をピークに減少に転じ、そ

の後も緩やかに減少すると見込んでいます。平成47年の将来人口は約23万人と想定しています。 

  また、平成26年４月１日現在の草加市の高齢化率は22％で、今後も高齢化が進み、平成35年に

は４人に１人が65歳以上の高齢者になると見込まれています。今後、高齢化が進むことで扶助費

がさらに増加すると考えられます。 

  また、市域は東西方向に7.24㎞、南北に7.60㎞で、面積は27.46㎢であり、全域が都市計画区

域です。そのうち約90％が市街化区域であり、残りの約10％が市街化調整区域です。市街化区域

は12の用途地域に区分されていますが、そのうち住居系の用途地域が76.6％、商業系の用途地域

が4.4％、工業系の用途地域が19.0％を占めています。 

  草加市の人口集中区域は、東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）に沿った市中心部に線状

に発達し、昭和45年以降急激に周辺部に拡大し、現在は市街化区域のほぼ全域に当たる市域の約

90％を占めています。土地利用の転換状況を見ると、農地や雑種地の減少と宅地の増加という傾

向が続いており、こうした傾向は今後も進むものと考えられます。 

  今後は、こうした人口構成の変化や土地利用の状況を踏まえ、地域特性に応じた取組の検討が

必要となります。 

  スポーツには、人を明るく元気に健康にし、人と人とのつながりを深める力があります。スポ

ーツの持つ力を十分に発揮していくことができれば、健康の増進、コミュニティの強化、魅力あ

るまちづくりを実現することにつながります。スポーツに求められる期待は大きくなっています。 

 

●草加市の人口の推移 

 

割合（％）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 総数 0～14歳 15～64歳 65歳以上

平成17年４月（実績値） 34,664 169,090 33,482 237,236 14.6 71.3 14.1

平成21年４月（実績値） 34,738 163,204 43,728 241,670 14.4 67.5 18.1

平成26年４月（実績値） 32,973 157,811 53,931 244,715 13.5 64.5 22.0

平成35年4月（推計値） 27,717 156,484 60,434 244,635 11.3 64.0 24.7
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２ スポーツ施設の現況 

（１）体育施設の状況 

  体育施設の利用者数は、大規模修繕等や平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴う利用

制限により減少しましたが、平成25年度に体育協会が公益財団法人化し、スポーツ事業数を増加

したため、記念体育館及び市民温水プールの利用者数はその後増加傾向にあります。松原団地駅

から近くアクセスの良い市民体育館は、スポーツ教室等の事業に加え体育協会加盟団体や学校部

活動、スポーツ団体等の定期的な利用が多いため稼働率が高く、利用者数はほぼ横ばいです。総

合運動場及び吉町テニスコートの利用者数は緩やかな減少傾向が見られます。そうか公園テニス

コート及び工業団地公園野球場の利用者数は、東日本大震災の影響に伴う夜間利用停止等の影響

で利用者数が減少し、その後横ばいとなっています。 

※スポーツ施設の設置状況一覧表については、巻末資料に掲載しています。 

 

 

 記念体育館は平成 22年度のメインアリーナ雨漏り工事に伴い、利用を一時中止しました。また、

記念体育館と市民温水プールは、平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災で被害を受けたため

修繕を行い、利用を一時中止しました。なお、そうか公園多目的運動広場の利用者数については、

草加市民納涼大花火大会に伴う施設利用者数を除いた数字を採用しています。 
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（２）学校体育施設開放の状況 

  草加市では、市内小・中学校の体育施設と地域グラウンドを市民に開放することにより、地域

のスポーツ団体の活動を通じて地域スポーツの推進を図っています。学校体育施設の利用状況に

ついては、平成26年度現在、310団体、8,416人の登録があり、施設利用率は高止まりしています。

施設利用団体が飽和状態にあり、既存の団体が継続して登録し利用していることから、新規の団

体が登録しづらい状況にあります。 

 

●学校体育施設開放の登録団体・登録者数 

  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 

登録団体数 316 312 316 307 304 310 

登録者数 8,521 8,344 8,565 8,577 8,613 8,416 
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３ スポーツ活動の現状 

（１）スポーツ団体の組織状況 

  草加市は、体育協会と密に調整を図り、社会体育団体やスポーツ推進委員と連携しながら、ス

ポーツの普及と指導者育成を推進してきました。 

  社会体育団体には、草加市ラジオ体操連盟、家庭婦人スポーツクラブ協議会、硬式野球の草加

リトルリーグなどがあります。また、体育協会に加盟する社会体育団体（以下、「体育協会加盟

団体」という）として、29団体、約３万6,000人の会員が登録し、市のスポーツ振興の現場を担

い、スポーツ推進の中心的な役割を果たしています。体育協会加盟団体は、野球連盟、サッカー

協会、テニス協会などの競技スポーツ団体、スポーツ少年団や学校体育協会といった子どものス

ポーツを支える団体、レクリエーション協会やグラウンド・ゴルフ協会といった高年者の心と体

の健康を増進する団体、障がい者スポーツを支援する光陽育成会、さらには市内の小学校で相撲

大会を開催する青少年相撲振興会など、多種多様な団体により構成されています。 

  体育協会の育成・支援を受けながら、市内で開催されるスポーツイベントを主催・主管するな

ど、市のスポーツ振興の中心的役割を果たしてきました。また、各スポーツ種目の競技力向上を

初め、教室開催などを通じて新規スポーツ実施者の窓口としても重要な役割を担っています。 

  平成19年度に体育協会に加盟したレクリエーション協会には10団体が所属し、民踊、レクリエ

ーションダンス、カローリングやスポーツ吹矢など、高年者を中心に体を動かしながら様々な種

目を楽しんでいます。また、年１回レクリエーション大会を開催するなど、レクリエーションを

通じて、高年者の健康づくりやコミュニティの強化に貢献しています。 

  スポーツ少年団は、地域ごとに組織化された35団体を有し、子どものスポーツ振興の中心的役

割を担っています。ここ10年間の団員数は、平成18年度の1,705人をピークに減少傾向にあり、

平成26年度は993人になりました。子どものスポーツにおいて期待される役割は大きく、今後も

ますますの活躍が望まれます。 
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（２）スポーツ活動の事業実施状況 

  草加市では、体育協会やスポーツ推進委員と連携しながら、市民を対象に、運動習慣やスポー

ツ種目導入へのきっかけづくりを目的としたスポーツ教室や大会事業を数多く開催しています。 

  体育協会では、キッズクラブやフィットネスクラブ、高年者健康体操、世代間交流グラウンド・

ゴルフなど、各世代のニーズを捉えた参加しやすい事業を展開しています。また、車いすバスケ

ットボールや障がい者スポーツ広場など、障がい者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会

を提供し、障がい者スポーツの普及・促進に努めています。種目別スポーツ教室及び市民体育祭

種目別大会は、体育協会加盟団体が主管団体として共催し、初心者からベテランまで多くの市民

が参加できる場を提供しています。28種目で開催する市民体育祭は、平成26年度12,128人が参加

し、各種目の普及と競技力向上に寄与しました。今後、参加者増加に向けより一層のＰＲ活動の

強化をしながら、さらに多くの市民が参加できる魅力的な事業展開を図ることが必要です。 
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４ スポーツに関する市民の意識（市民アンケート） 

 草加市では、市民生活や市政に対する意見を把握し、今後の市政運営の在り方の基礎資料とする

ために、市民アンケートを実施しています。平成26年度に実施した調査結果から、スポーツに関す

る市民の意識について分析しました。 

 

●スポーツに取り組みたいか 

 スポーツに対する意欲についての調査において、スポーツに取り組みたいと思っている人の割

合が73.1％であるのに対し、スポーツを行う頻度に関する調査では、スポーツをまったくしない

人の割合が32.4％となっています。このことから、スポーツに取り組みたい意識があるのに実施

していない状況がうかがえます。 

 

●スポーツを行う頻度 

 スポーツを週に１～２回行う人の割合は25.3％で、たまに気が向いたら行う人の割合は26.3％

となっています。前述のように、スポーツに取り組みたいと思っている人の割合が７割を超えて

いることから、スポーツを全くしない人やたまに気が向いたら行う人が、気軽にスポーツに取り

組める環境を用意していくことが必要です。スポーツを行うきっかけを提案・提供し、ふだん運

動習慣が無い人の意識と行動を変えてもらい、週１回以上スポーツを行う人の割合を高めること

が課題です。 

 

●行いたいスポーツ 

 行いたいスポーツについては、ウォーキング・散歩、ランニング・ジョギング・マラソン、グ

ラウンドゴルフ、水泳など個人で気軽に取り組める種目の人気が高くなっていることがうかがえ

ます。 

 

●ＳＫＴ２４の認知度 

 ＳＫＴ２４の認知度としては、ＳＫＴ２４という言葉を積極的にＰＲし、スポーツを通じた健

康づくりに対する意識を高める取り組みを行ってきましたが、知らない人が72.8％に上りました。

普段運動習慣が無い人に、スポーツに対する意識を高めていただき、スポーツを通じた健康づく

りに取り組んでもらうことが必要です。 

 市がスポーツを通じた健康づくりに取り組んでいることを、市民の方々に十分に理解していた

だき、意識と行動を変えていただくため、今後もより一層の広報・周知、そして健康づくりの事

業展開が望まれます。 
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平成26年度草加市民アンケートより引用 
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５ 草加市生涯スポーツ振興計画後期計画重点項目の検証とさらなる課題 

 草加市では、平成22年度から平成27年度の６か年を生涯スポーツ振興計画後期計画期間とし、８

つの重点項目に取り組んできました。その取り組みについての検証と課題を記載いたします。 

 

●スポーツ施設の整備・充実について 

 民有地を借用し、地域グラウンドや運動広場として地域の利用に供することで「場の確保」に

努めました。高齢化が進んだことと、埼玉県で２番目にグラウンド・ゴルフ協会の登録者が多い

ことから、平成24年12月には市内初の専用グラウンド・ゴルフ場を金明町にオープンし、初めて

の方でも取り組みやすいように個人利用枠を設けて運営しています。 

 民有地借用の課題として、地権者変更等により契約更新ができないリスクがあるため、整備費

をあまりかけられないことが挙げられます。また、スポーツ施設については、市の財政状況が厳

しいため、施設整備に多額の予算をかけられない状況です。硬式野球を練習する場所が無く、ス

ポーツ施設の駐車場が不足していることが課題として挙げられます。 

 市北東部エリアでは、国の中川流域築堤工事に伴い、平成25年９月末に柿木グラウンドを廃止

しましたが、江戸川運動公園野球場の借用箇所を４面から５面に増やすことで利用団体の活動の

場を確保しました。国の工事完了後に（仮称）柿木多目的運動広場として整備していくため、国

との調整及び整備の検討を行いました。また、老朽化した市民温水プールを、屋内体育施設を併

設した余熱利用型健康運動施設として建て替えるため、ＰＦＩの導入を含めて検討しています。 

 市北東部エリアは、そうか公園、市民温水プール、総合運動場などの体育施設が集まっている

ことから、今後、健康づくりの拠点としてハード・ソフトの両面で充実を図ることが望まれます。 

 平成27年４月から、そうか公園テニスコート・多目的運動広場や工業団地公園野球場などの公

園体育施設をスポーツ振興課で管理し、市内の体育施設を効率的・効果的に一元管理するため、

体育協会を指定管理者として指定し、スポーツ振興の更なる発展に努めています。 

 また、障がいのある方や高年者でも使いやすい施設となるように、記念体育館競技場トイレの

バリアフリー改修、市民体育館昇降機修繕を行いました。さらに、年間9,000人が利用する金明

専用グラウンド・ゴルフ場に休憩所を設置し、利便性を高めました。 

 体育の日に開催するスポーツフェスティバルでは、体育協会加盟団体やスポーツ団体が運営に

積極的にかかわり、また市内の民間スポーツクラブとも連携し、１万5,000人を超える幅広い世

代の方にスポーツに親しんでいただきました。また、新たな試みとして、体育協会と民間スポー

ツクラブが協力して教室展開することで事業の充実を図りました。今後も民間スポーツクラブと

連携し、民間の優れたノウハウを活用した事業展開が望まれます。 

 

●スポーツ施設の具体的運用計画の策定 

 市内体育施設では児童・生徒の使用料を一般利用者の半額に設定し、子どものスポーツ振興に

努めています。少子化とともに運動をする子どもとしない子どもの二極化など、スポーツ振興に

おける子ども分野での課題を解消するため、平成24年度からは「子どものスポーツ環境の整備」

に重点的に取り組んでいます。拠点を設けたジュニア育成を進めるため、そうか公園テニスコー

トでのジュニアテニス教室、総合運動場での少年野球、市民温水プールでの中学校・高校の部活

動のために、子どもに限定した利用枠を確保しました。 
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 体育協会と密に連携し、子ども、高年者、障がい者など幅広い市民の様々なニーズに合わせて

スポーツ大会・教室等を展開し、市民のスポーツ活動への参加を促しました。体育協会では、年

間を通して複数のプログラムに自由に参加できるフィットネスクラブを立ち上げるとともに、人

気種目であるランニングに着目し、記念体育館と市民体育館をランニングステーションとして活

用するランニングクラブである「草加ＪＯＧＳ（ジョグス）」を立ち上げました。 

 スポーツ施設の運用においては、建設費用、ランニングコスト、稼働率といったコストを考慮

し、今後、消費税の改正時期に合わせて施設使用料見直しを検討していくことが必要です。 

 

●幼児や児童・生徒が行うスポーツ活動の積極的展開 

 体育協会では、キッズクラブとスポーツイベント等の事業を組み合わせた子ども基礎体力向上

事業を実施し、総合的かつ継続的な基礎体力の向上を目指しています。 

 また、各小学校の協力を得る中で、ふだん運動をしない子どもを対象に小学校に出向いて運動

を促す放課後スポーツチャレンジ事業を立ち上げ、保護者から好評を得ることができました。 

 夏休み期間を利用し、運動の機会を増やし、スポーツに興味・関心を持ってもらうための様々

なスポーツイベントを開催しました。 

 すでにスポーツに取り組んでいる子どもに対しては、さらに運動能力を高めるためのジュニア

アスリート育成事業を立ち上げ、子どもの基礎体力や運動能力向上のためのプログラムを研究し

成果を挙げました。 

 今後は、少子化及びスポーツ離れによるスポーツ団体の会員数の減少、子どものスポーツ団体

の指導者の資質向上等への一層の対策が求められます。 

 

●いつでも身近にプロスポーツが体感できる環境づくりの推進 

 平成24年度にオリンピックイヤー記念事業を実施し、ロンドン・オリンピックに出場する草加

ゆかりの選手の表敬訪問や応援メッセージ募集等を行い、選手を激励するとともに市民が参加し、

選手を応援する企画など雰囲気づくりを行いました。 

 また、パブリックビューイングによる応援会を実施し、209名の参加者がリアルタイムで選手

を応援し、大会終了後には、大会結果の横断幕掲出、選手・コーチによる報告会の開催、凱旋パ

レードを行い、大会結果を周知し、ふだんスポーツに関心のない方にもスポーツやトップアスリ

ートを身近に感じていただきました。 

 体育協会では、体育協会加盟団体と協力したトップアスリート活用事業として、オリンピック

選手などの日本を代表するトップアスリートを招いて講習会やイベントを開催し、市民の関心を

高めながら質の高いスポーツ振興を図りました。 

 また、平成24年度から始めた車椅子バスケットボール事業では、車椅子バスケットボールのト

ップレベルの選手を招いてモデルゲームを開催し、子どもたちがパラリンピック代表選手の迫力

あるプレーを間近で見る機会を提供しました。 

 今後は、コナミ体操競技部や追手風部屋など地元に拠点を構えるスポーツ団体と連携した事業

展開を積極的に推進していくことが求められます。 
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●健康づくりを目指したスポーツ教室の展開 

 ふだん運動習慣が無い人にスポーツを通じて健康になっていただくため、平成24年度からＳＫ

Ｔ２４推進事業を全庁的な連携を図りながら展開しました。気軽に取り組めるラジオ体操やウォ

ーキングの普及を図るとともに、楽しみながら体を動かして健康になれるカローリングやスポー

ツ吹矢などレクリエーション種目の大会を開催しました。 

 高年者健康づくり協働支援事業助成金を支給し、オールドカレッジ、スポーツサロン、町会の

健康づくり事業を通じて、高年者の心と体の健康づくりを推進しました。 

 今後は、運動習慣の無い人に事業への参加を促し、スポーツを通じた健康づくりに取り組んで

もらう仕組みづくりが必要です。 

 

●個人・団体に対する養成・支援の充実 

 草加市ラジオ体操連盟の協力を得て、ＮＨＫテレビ・ラジオ体操指導者を講師に招いた指導者

養成講習会やラジオ体操地域訪問を行い、正しいラジオ体操の普及と指導者養成に努めました。

平成26年度からはスポーツ指導者テクニック講座を開催し、スポーツ指導者の指導力向上と人数

拡大を目指しました。平成26年12月にはＪＡＸＡから講師を招いて最先端宇宙医学を取り入れた

スポーツ健康づくり講演会を開催し、スポーツを通じた健康づくりの普及に努めました。 

 草加市及び体育協会では、体育協会加盟団体をはじめとする各スポーツ団体に対して、適宜指

導・アドバイスを行うとともに、社会体育団体補助金を交付し、スポーツ活動の事業補助を行い

ました。また、顕彰事業として、スポーツ活動を通じて市民のスポーツ振興に寄与した個人や団

体、又はスポーツで優秀な成績を収めた個人や団体に対して表彰を行っています。 

 体育協会加盟団体をはじめとする社会体育団体では、世代交代がうまくいかず高年化から存続

が危ぶまれる団体もあります。市及び体育協会での支援体制が今後さらに求められてきます。 

 

●スポーツ指導者の養成・活用 

 スポーツ推進委員を対象に知識と意識を高め、市で主催するスポーツイベントや地域スポーツ

推進事業の中心的な担い手としてスポーツ振興に貢献していただくため研修会を行いました。 

 体育協会では、指導者講習会や指導者育成事業を実施し、県体育協会等で開催する指導者養成

講座やボランティア育成事業等を広報・周知することで指導者養成を図りました。また、指導者

を対象に、指導上必要な知識や救急救命に関する講習会、指導上の暴力等を防ぎ指導者としての

あり方を見直す倫理講習会を開催し、指導者の資質向上に努めました。体育協会で運営するスポ

レクバンクの登録者は41人いますが、引き続き指導者の養成・発掘・登録を推進するとともに、

指導者派遣の要請に対して適切に対応できる体制を整えていく必要があります。 

 スポーツ推進委員を含めたスポーツ指導者が高年化傾向にあり、若手指導者のなり手がなかな

か見つからないことが課題として挙げられます。スポーツ指導者の発掘・育成が今後も必要です。 
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●スポーツに関する積極的な情報の提供 

 体育協会では平成22年度からスポーツ情報の充実に力を入れています。ホームページをリニュ

ーアルし、フェイスブックページを立ち上げ、日々の取り組みや細かなスポーツ情報を提供し、

動画配信を行うことにより、平成26年度のホームページアクセス件数は５万7,987件になりまし

た。また、体育協会の広報紙「スポーツ草加」をカラー印刷にし、だれもが見やすく、興味を少

しでも持っていただけるように刷新しました。 

 草加市では草加ふささら祭りやスポーツフェスティバルにＰＲブースを設け、ＳＫＴ２４推進

事業やロードレース大会などの周知に努めました。イベントを広報の好機ととらえ、人が集まる

場所での情報発信に取り組んでいます。 

 ＳＫＴ２４推進事業において、カラーのリーフレットの配付、関連事業におけるマフラータオ

ルの配付、市役所庁舎階段への啓発メッセージ設置、パリポリくんを起用した啓発動画作成、市

役所庁舎１階ギャラリー展示などを行い、スポーツを通じた健康づくりを推進していただくよう

ＰＲしました。 

 今後、事業の対象者の地域性、性別、年齢等を考慮した上で、より効果的な情報提供を行い、

スポーツの楽しさやスポーツを通じた健康づくりの大切さを伝えていくことが必要です。 

 

 ●体育協会でのインターネットを活用した広報 

 ■体育協会ホームページ トップページ 

 

（ソーシャルネットワークサービス）Ｆａｃｅｂｏｏｋを 

活用し、スポーツ情報をリアルタイムで発信 

 

クンリ 

■体育協会Ｆａｃｅｂｏｏｋ投稿画 
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第３章 施策の体系 

【施策の意図】 

「だれもが、いつでも どこでも いつまでも スポーツに取り組める環境をつくる」 

※総合振興計画 第一期基本計画「施策２９ スポーツの推進」に規定しています。 

 

【施策の体系】 

１ 生涯スポーツの推進 

●場の整備 

 草加市は、スポーツ健康都市記念体育館、市民体育館、市民温水プール、そうか公園テニスコ

ート、工業団地公園野球場などの体育施設を効率的・効果的に運営するため、体育協会を指定管

理者に指定し、市の体育施設を一元的に管理・運営しています。 

 体育協会は、昭和61年に財団法人化して以来、平成25年の公益財団法人化を経て現在に至るま

で、市のスポーツの現場に携わり、スポーツの推進に貢献してきました。その中でノウハウを蓄

積し、市の現状と課題を熟知していることから、今後も体育協会と連携し、スポーツを推進して

いくことが必要と考えられます。 

 スポーツや運動を行うには場所が必要であり、ふだん運動習慣が無い人が気軽にスポーツでき

る環境の整備が望まれます。運動する人としない人の二極化が進んでおり、運動習慣の無い人に

とって、利用者登録や空き時間の制約がある体育施設は気軽に利用できる状況ではありません。

このことから、だれもが気軽に運動に親しめる環境の整備を検討してまいります。また、体育施

設は老朽化が進んでいることから、財政状況を勘案し計画的に修繕を施し、利用者の安全性に配

慮した維持管理を行います。また、施設内の競技用備品等の充実を図り、ユニバーサルデザイン

を進めるなど、障がいのある人や高年者を含め、だれもが利用しやすい施設を目指します。 

 市北東部は、市民温水プール、総合運動場、そうか公園テニスコート・多目的運動場などの体

育施設が集まっています。中川河川敷については、国の河川改修工事に伴い、平成26年度から柿

木グラウンドが使用できなくなりましたが、国の工事完了後、中川河川敷を多目的運動広場等と

しての活用を検討してまいります。また、老朽化した市民温水プールについては、「余熱利用型

健康運動施設」の機能を有する複合施設の考えを取り入れ、ＰＦＩの導入を含めた民間活力の活

用について検討し、草加市の健康づくりの拠点として整備を図り、整備後は効率的・効果的な維

持管理、運営を目指します。市北東部を一つのエリアとしてとらえ、各施設と連携しながら草加

市の健康づくりの拠点地域と位置付け、スポーツを通じた健康づくりをより一層推進します。 

 ソフト面としての場の整備については、体育協会を初めとするスポーツ競技団体やスポーツに

関して高度な知識を有する組織の力を活用し、魅力的なスポーツ大会やスポーツ教室等を開催し

ます。体育の日に開催するスポーツフェスティバルや草加松原太鼓橋ロードレース大会などのス

ポーツイベントを通じて、ふだん運動習慣が無い人にもスポーツに親しんでいただくとともに、

参加者だけではなく、運営に携わるボランティアスタッフや沿道で応援する地域の方々も含め、

幅広い市民の方々にスポーツの楽しさを感じていただけるように努めます。 
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●スポーツに対する意識と関心の向上 

 ２０２０年には東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されており、スポーツに対す

る関心が高まっています。これを好機ととらえ、オリンピック・パラリンピック選手などのトッ

プアスリートやプロスポーツ選手を招き、講演会やイベントを開催し、「するスポーツ」だけで

はなく、「見るスポーツ」や「支えるスポーツ」のすばらしさを伝え、東京オリンピック・パラ

リンピックを契機としながら、市民のスポーツに対する意識や関心をさらに高めていきます。 

 

●子どものスポーツ環境の整備 

 運動習慣のある子どもと無い子どもの二極化が進んでいます。生涯にわたりスポーツを楽しん

でいただくためには、子どもの頃からスポーツに親しみ、その楽しさを体で知ることが大切です。

運動習慣の無い子どもがスポーツ・レクリエーションを気軽に楽しめる機会を設け、体を動かす

楽しさを伝えます。友だち、家族、地域の人たちと楽しめるイベント等を開催し、スポーツを通

じて地域に連帯の輪が広がるように努めます。また、各競技団体が「ジュニア育成」を積極的に

行えるように支援します。また、子どもが体力や運動能力を効果的に高めることができるように、

成長段階に応じたプログラムの提供ができる事業展開を図ります。 

 

●障がい者スポーツの推進 

 障がいのある人が、スポーツ・レクリエーションを通じて心と体が豊かになれるように、障が

い者スポーツの充実を図ります。事業を通じて障がい者と健常者の交流を深め、障がい者の社会

性を高めるとともに、障がい者スポーツの普及・推進を図ります。 

 障がい者関係団体等との連携を図りながら、障がい者スポーツを支える指導者やボランティア

スタッフの確保・育成に努め、障がいの種別に応じて障がい者団体のスポーツ・レクリエーショ

ン活動を支援します。 

 また、東京オリンピック・パラリンピックを見据え、車椅子バスケットボールなどのパラリン

ピック種目を紹介するとともに、「見るスポーツ」「するスポーツ」「支えるスポーツ」としての

障がい者スポーツ体験を通じて、障がい者スポーツへの理解と関心を高めていきます。 

 

●スポーツ情報の提供 

 若い世代を中心にＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）が好まれるなど、情報化が進ん

でいます。多様化する情報伝達手段に柔軟に対応し、従来の広報紙に加えてインターネットやＳ

ＮＳを活用し、市民のニーズに即した情報を積極的に提供します。体育協会と連携し、スポーツ

関連の情報を集約し、対象者の年齢・性別・地域性などを考慮し、効率的で効果的な強い広報の

実現を目指します。 

 

●トップアスリートへの支援・顕彰事業 

 トップアスリートへの支援・顕彰事業を通じて競技スポーツの充実を図ります。全国大会や関

東大会に参加する方に大会参加補助金を支給し、市内のトップアスリートを激励します。また、

顕彰事業として、市民栄誉賞や草加市文化賞等の授与、表彰状や感謝状の贈呈等を行い、スポー

ツで優れた成績を収め、市のスポーツ推進に貢献した人やその功績を一般に知らせ、表彰します。

各競技団体等が競技力向上を図り、団体同士のつながりが強化できる仕組みづくりを検討します。 
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２ 地域におけるスポーツ活動の推進 

●地域スポーツの充実・地域スポーツ推進事業 

 市民の身近にある学校体育施設と地域グラウンドを開放し、地域スポーツの拠点として広く活

用できるように検討してまいります。また、地域スポーツのリーダーであるスポーツ推進委員と

連携し、地域におけるスポーツ活動を推進し、地域スポーツを通じて、地域交流を深め、地域コ

ミュニティの強化を図ります。 

 また、スポーツを通して体育協会加盟団体、学校開放の利用団体、ＰＴＡ、町会等各団体のつ

ながりを創出し、地域コミュニティの連携強化が図れるよう検討してまいります。 

 体育協会加盟団体、草加市家庭婦人スポーツクラブ協議会、草加市ラジオ体操連盟等の社会体

育団体の事業活動費を支援し、スポーツ団体の育成・支援を行います。また、社会体育団体の活

動を通じて、より一層スポーツを推進します。 

 

●「支えるスポーツ」の充実・指導者育成 

 スポーツで重要な位置づけとなる指導者を発掘し、昨今ではスポーツにおける暴力やいじめが

社会問題になっていることから、指導者の意識と資質を高め、その育成に努めます。体育協会と

連携し、スポーツ指導者の養成及び確保を図り、指導者派遣の要請に適切に対応できる体制の構

築を目指します。 

 また、大会運営にかかわる役員や審判等も高齢化の問題を抱えていることから、スポーツボラ

ンティアの発掘・育成・活用を検討してまいります。さらにスポーツ推進委員の協力を得ながら、

「支えるスポーツ」の充実を図ります。 

 

３ スポーツを通じた健康づくりの推進 

 草加市スポーツ・健康づくり都市宣言に基づき、市民のスポーツを通じた健康づくりに対する意

識を高め、運動習慣の無い人にも体を動かす習慣を身に付けていただくように積極的に働きかけま

す。また、ラジオ体操、ウォーキング、レクリエーションなど、だれもが取り組みやすい運動の普

及に努め、スポーツを通じた健康づくりを推進します。 

 今後も高年者人口が増えると見込まれることから、スポーツを通じた健康づくりにより、健康寿

命を延ばし、民生費を下げ、高年者が健康でいられるように、高年者向けの健康づくり施策の充実

を図ります。市民の健康づくりを進めていただける団体の協力を得ながら、スポーツを通じた健康

づくり事業や教室等を開催します。だれもが気軽に運動を実践し、健康づくりに励んでいただける

よう、健康づくりにおける運動の重要性や必要性を理解していただけるように努めます。また、ス

ポーツを通じた健康づくりでは、継続性や運動の効果を検証することが必要です。スポーツの効果

を定量化することは難しい課題ですが、必要な身体データの蓄積ができ、健康への影響を可視化が

図れるよう、健康づくりに反映できるデータ・システム構築の検討を進めます。 
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第４章 計画の実現に向けて 

 本市のスポーツの推進をしていくためには、市民、地域、学校、スポーツ団体、事業者、行政が

互いに連携・協力しながら、それぞれの担う役割に対して積極的に取り組んでいくことが必要です。

特に体育協会は、これまでもスポーツ振興の現場の中心的な役割を担い、本市のスポーツの推進に

は欠かせない存在です。このことから、今後も体育協会と役割分担をし、密に連携しながら、より

良いスポーツ推進に努めていくことが必要です。また、庁内関係部局との連携を図り、市民を初め

とする関係機関・団体の方々から意見を聞きながら、計画の実現に向けて取り組みます。 

 草加市は、今後、スポーツ推進計画及び基本方針に基づいて実効性を持ったスポーツ推進施策を

実施します。その進捗管理を行うため、草加市スポーツ推進審議会にスポーツ推進の取り組み状況

を報告し、学識経験者からの意見を受けて検証を行います。また、市のスポーツ推進に関する重要

事項について諮問し、学識有識者や現場に携わるスポーツ関係者の意見を聞きながら、市の生涯ス

ポーツを推進します。 
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資料 

●草加市スポーツ推進審議会委員名簿 

役 職 氏名 選出区分 選出団体、所属団体、役職名等 

会 長 上羅  廣 
学識経験者 

（スポーツ振興全般） 

上野学園大学 准教授 

草加市テニス協会 会長 

副会長 中野 幸江 
学識経験者 

（障がい者スポーツ分野） 
埼玉県立越谷特別支援学校 教諭 

委 員 吉田 博幸 
学識経験者 

（運動生理学分野） 
東京家政学院大学 教授 

委 員 和田  智 
学識経験者 

（健康づくり分野） 
獨協大学 教授 

委 員 加藤  優 
学識経験者 

（健康づくり分野） 
公立大学法人埼玉県立大学 准教授 

委 員 松本  厚 
学識経験者 

（スポーツ振興全般） 
公益財団法人草加市体育協会 会長 

委 員 大野美江子 
学識経験者 

（青少年スポーツ分野） 
草加市スポーツ少年団 本部長 

委 員 太田 幸江 
学識経験者 

（高年者スポーツ分野） 
文化交流運営協議会 役員 

委 員 上野 和敏 
学識経験者 

（学校体育分野） 
草加市小学校長会 草加小学校長 

委 員 関根 秀一 
学識経験者 

（学校体育分野） 
草加市中学校長会 瀬崎中学校長 
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●計画及び基本方針策定までの審議・検討経過 

期日 審議会・検討会等 協議事項等 

平成２５． ７．２５ 

 

  ２５．１１．２７ 

 

  ２５．１２．１３ 

  ２６． １．１５ 

 

  ２６． １．２９ 

 

  ２６． ７．２３ 

 

 

 

  ２７． １．１９ 

 

 

 

 

  ２７． ２ 

       ～７ 

 

  ２７． ７．２２ 

 

  ２７． ８ 上旬 

      ～中旬 

 

  ２７． ８ 下旬 

 

 

  ２７． ８．３１ 

 

 

  ２７．１１ 

 

  ２７．１２ 上旬 

 ～２８． １ 上旬 

スポーツ推進審議会 

 

次期スポーツ推進計画 

検討会 第１回 

 〃  第２回 

 〃  第３回 

 

スポーツ推進審議会 

 

スポーツ推進審議会 

 

 

 

スポーツ推進審議会 

 

 

 

 

スポーツ推進審議会 

事務局（スポーツ振興課） 

 

スポーツ推進審議会 

 

スポーツ推進審議会委員 

草加市体育協会事務局 

 

スポーツ推進審議会 

事務局（スポーツ振興課） 

 

スポーツ推進審議会 

 

 

草加市議会 

 

市民コメント 

生涯スポーツ振興計画後期重点施策進捗状況 

 

スポーツ推進計画策定に向けた課題・問題点抽出 

 

 〃（子ども、学校、地域、生涯スポーツ等） 

 〃（競技、施設等） 

 

次期スポーツ推進計画検討会報告について 

 

スポーツ推進計画策定の方向性について 

・上位計画である草加市第四次総合振興計画と一

体としてスポーツ推進計画を策定することを確認 

 

スポーツ推進計画策定の方向性・スケジュール・

総合振興計画と一体として策定するスポーツ推進

計画について、具体的に推進していくためにまと

めた基本方針を策定する方向性を確認。 

 

これまでのスポーツ推進審議会の意見をもとに、

スポーツ推進基本方針（素案）作成 

 

スポーツ推進基本方針（素案）について協議 

 

スポーツ推進基本方針（素案）に対する意見抽出 

 〃 

 

スポーツ推進基本方針（素案）の修正 

 

 

スポーツ推進基本方針（素案）の諮問 

スポーツ推進基本方針（素案）の答申 

 

議会各会派への説明 

 

パブリックコメント実施 
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●スポーツ施設の設置状況一覧 

①体育施設 

 

②その他のスポーツ施設 

 

施設名 所在地 規模 設置年月 利用内容 駐車場

スポーツ健康都市
記念体育館

瀬崎６－３１－１

敷地面積
約１１，３１５㎡
延床面積
約１４，２９９㎡

昭和６０年１１月

・メインアリーナ競技場（バレーボー
ルコート４面、バスケットボールコー
ト３面、バドミントンコート15面）
・サブアリーナ競技場（バレーボー
ルコート１面、バスケットボールコー
ト１面、バドミントンコート３面）
専用競技場、体力診断施設　他

自動車
１０２台
自転車
１２０台

市民体育館 松江１－１－８

敷地面積
２，７７１㎡
延床面積
３，７５７㎡

昭和４８年３月

競技場（バレーボールコート３面、バ
スケットボールコート２面、バドミント
ンコート６面）　、トレーニング室、軽
体育室　他

５６台

市民温水プール 柿木町１６３－１

敷地面積
５，４２４㎡
延床面積
２,３５６．３４㎡

昭和６０年３月 一般用プール、幼児用プール

バス２台
自動車
２６台
自転車
１００台

市営総合運動場 青柳７－７０－１０
総面積
２９，７２８㎡

昭和４７年６月
ソフトボール２面、軟式野球２面、
グラウンド・ゴルフ　他

４０台

吉町テニスコート 吉町４－８８９
利用面積
２，６８６㎡

昭和５４年５月 テニスコート（４面）、照明設備 ２０台

そうか公園
テニスコート

柿木町２７２－１
利用面積
６，５９０㎡

昭和６３年３月 テニスコート（10面）、照明設備

そうか公園
多目的運動広場

柿木町２７２－１
利用面積
４１，０００㎡

平成４年１０月
400ｍトラック、100ｍ直線走路、跳
躍場、投てき場、軟式野球（２面）、
ソフトボール（２面）、サッカー　他

工業団地公園
野球場

稲荷５－１４－２４

公園総面積
１８，６００㎡
野球場面積
１１，２４５㎡

昭和４１年１２月 軟式野球、照明設備 １４台

２７６台

施設名 所在地 規模 設置年月 利用内容 駐車場

花栗南グラウンド
（民有地）

花栗４－１２０
総面積
４，５９３㎡

昭和６３年７月 グラウンド・ゴルフ、少年サッカー １０台

新里グラウンド 新里町２５４ ２，６８９㎡ 昭和５７年１２月
ソフトボール、少年野球、サッカー、
グラウンド・ゴルフ

-

吉町グラウンド 吉町４－８８９ ２，９００㎡ 昭和５４年４月 ソフトボール、グラウンド・ゴルフ　他 -

瀬崎グラウンド 瀬崎６－３２
総面積
１２，２２４㎡

昭和５７年７月 サッカー、グラウンド・ゴルフ　他 ４０台

綾瀬川左岸広場
南側公共用地

松江２－３
総面積
１７，０９１㎡

平成１６年９月
ソフトボール、少年野球、サッカー、
グラウンド・ゴルフ

６０台

柳島治水緑地
多目的運動広場

西町１４１２－１
総面積
１７，０００㎡

平成１６年７月
ソフトボール、少年野球、サッカー、
グラウンド・ゴルフ

２０台

金明専用グラウンド・ゴ
ルフ場

金明町１３１１－３
総面積
４，０６８㎡

平成２４年１２月 グラウンド・ゴルフ ２０台

草加中央防災広場 中央２－１４０－１
利用面積
２，２４８㎡

平成２６年４月 グラウンド・ゴルフ -

江戸川広域運動公園
吉川市下内川
１２－５

利用面積
６７，０００㎡

昭和６２年９月 軟式野球、ソフトボール ４０台
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●施策の体系と事業主体 

 

施策の体系 体系項目 事業名 事業主体

体育施設指定管理

施設整備・修繕事業

スポーツ活動拠点整備

スポーツ大会事業（競技スポーツ）

スポーツイベント事業

スポーツ教室事業

トップアスリート協働事業 体育協会

オリンピック・パラリンピック関連事業 市

ジュニアスポーツ普及事業 体育協会・スポーツ推進委員

ジュニア育成支援事業 体育協会

障がい者スポーツ推進事業

障がい者スポーツ団体育成支援事業

スポーツ情報の提供 スポーツ情報の発信・広報活動の充実 体育協会

優秀選手支援・顕彰事業

競技力向上事業

学校開放事業

地域グラウンド開放事業

地域スポーツ推進事業 スポーツ推進委員

社会体育団体育成事業 市・体育協会

指導者発掘育成事業 市・体育協会

指導者活用事業

スポーツボランティア発掘育成事業

スポーツ健康づくり推進事業 市・体育協会

高年者健康づくり協働支援事業 市

健康づくり地域巡回事業 体育協会

体育協会

スポーツを通
じた健康づく
りの推進

スポーツを通じた
健康づくりの推進

生涯スポーツ
の推進

場の整備

市
（ハード面の場の整備）

体育協会
（ソフト事業の展開）

スポーツに対する
意識と関心の向上

子どものスポーツ
環境の整備

障がい者スポーツの
推進

市・体育協会

トップアスリートへ
の支援・顕彰事業

市・体育協会

地域における
スポーツ活動
の推進

地域スポーツの充実
・地域スポーツ推進
事業

市

「支えるスポーツ」
の充実・指導者育成



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草加市スポーツ推進基本方針 

平成２８年３月 

草加市自治文化部スポーツ振興課 

〒340-8550 埼玉県草加市高砂一丁目１番１号 

電話 048-922-2861 

FAX 048-922-3172 

 


