


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 
 

昭和36年にスポーツ振興法が制定されてから半世

紀を経て、スポーツは広く国民に浸透し、スポーツ

を行う目的が多様化するとともに、地域におけるス

ポーツクラブの成長や、競技技術の向上、プロスポー

ツの発展、スポーツによる国際交流や健康増進への

貢献など、スポーツを巡る状況は大きく変化しまし

た。こうしたスポーツを取り巻く社会状況の変化を

踏まえ、国においては、平成23年、スポーツ推進の

ための基本的な法律として、スポーツ基本法が制定されました。 

スポーツ基本法では、スポーツは世界共通の人類の文化として位置づけられ、

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

規定されています。また、平成24年には、スポーツ基本法の理念を具体化する

ためのスポーツ基本計画が策定され、今後のスポーツ政策の具体的な方向性が

示されました。 

一方、本市においては、平成19年に枚方市スポーツ振興ビジョンを、平成22

年には枚方市スポーツ施設整備計画を策定し、市民が身近にスポーツを楽しむ

環境を整え、豊かな生涯スポーツ社会を目的としたスポーツ振興施策の展開を

図ってきました。 

枚方市スポーツ振興ビジョンの策定から10年が経過し、国の動きが示すよう

にスポーツを巡る状況が大きく変化したため、このたび、国のスポーツ基本計

画や大阪府スポーツ推進計画における基本的な考え方などを踏まえ、性別や年

齢、障害の有無、個人や家族・団体など人数に関係なく、市民がそれぞれの興

味、目的などに応じて、生涯にわたって多種多様なスポーツを楽しめる環境づ

くりをめざすことを目的に、枚方市スポーツ推進計画を策定しました。 

本計画の実現に向けては、市民や学校、関係団体等との協働をさらに進めて

いくことが重要となります。スポーツ振興を総合的かつ計画的に推進し、明る

く豊かで活力に満ちたまちを目指してまいりますので、今後とも、皆さまのご

理解とご協力をお願いいたします。 

後に、本計画策定にあたり、アンケート調査やパブリックコメント等を通

じて、貴重なご意見やご提言をいただきました多くの市民の皆様をはじめ、枚

方市スポーツ推進審議会委員の皆様、また、ご協力をいただきました全ての皆

様に心よりお礼申し上げます。 

 

平成 29 年３月 

枚方市教育委員会 

教育長  奈良 渉 
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