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■趣旨 

 本書は、枚方市スポーツ推進計画（平成 29年 3月策定）で示した基本理念に基づき、

各所管部門が展開している事業に対する評価と課題を、本計画の取組課題に沿って示す

ものです。 

本計画の推進にあたっては、「枚方市スポーツ推進審議会」において事業に対する評価

と今後の方向性について点検・評価を行い、助言を受けながら進行管理を行います。 

 

 

■基本理念 

「だれもが生涯にわたってスポーツに親しみ、 

スポーツを通じて健康を増進し、人と人との交流を深めることを支える」 

 

 

■目標指標 

 

※基準値は「平成 28 年度 枚方市運動やスポーツに関するアンケート調査」の結果に基づく 

 

 

■取組課題 

 １．健康増進・健康寿命の延伸をめざす生涯スポーツの推進 

 ２．子どものスポーツ活動の充実 

 ３．多様なニーズに対応したスポーツ環境の充実 

 ４．スポーツ関係団体や企業と行政が協働したスポーツ推進体制の強化 

 

 

 

指 標 
現状 

（基準値） 

平成 39年度末 
（令和 9年度末） 

までに 

週１日以上スポーツに取り組む成人の割合 ３８％ ６５％程度 

週３日以上スポーツに取り組む成人の割合 １７％ ３０％程度 
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■課題解決に向けた施策の方向性と具体的施策（施策の基本目標）一覧 

    

取組課題 施策の方向 具体的施策（施策の基本目標） 

１．健康増進・健康

寿命の延伸をめざす

生涯スポーツの推進 

（１）スポーツに気軽に 

親しめる環境づくり 

①市民のスポーツ活動の促進 

②勤労世代や子育て世代の身近なところでの 

スポーツ実践への支援 

③若年層の自由な身体活動の促進 

④スポーツに関する情報発信 

（２）スポーツを通じた 

健康づくり 

①スポーツを通じた成人の健康増進の推進 

②スポーツを通じた介護予防活動の推進 

③地域でのスポーツ・レクリエーション活動の充実 

２．子どものスポー

ツ活動の充実 

（３）子どもがスポーツを 

楽しむための条件整備 

①家族等で楽しむスポーツ活動の充実 

②子どもを対象としたスポーツ活動の充実 

③幼稚園・保育所（園）、認定こども園、 

小・中学校等における体力向上の取組の推進 

④野外活動センターにおける青少年の健全育成 

⑤学校部活動の充実 

３．多様なニーズに

対応したスポーツ環

境の充実 

（４）地域スポーツの充実 

地域住民が主体的に参加・参画するスポーツイベント

の機会を充実し、地域の自発的な活動の促進や地域の

一体感や活力の醸成を促す 

（５）障害者のスポーツの 

促進 

①障害者スポーツ活動への支援の充実 

②障害者のスポーツ・レクリエーション活動の充実 

（６）スポーツ資源の 

充実と活用 

①スポーツ施設の整備・充実 

②効率的なスポーツ施設の運営と利便性の向上 

③学校体育施設の開放 

④公園緑地の利活用の促進 

４．スポーツ関係団

体や企業と行政が協

働したスポーツ推進

体制の強化 

（７）各種競技スポーツの 

レベルアップ 

①ジュニア期からの育成支援 

②指導者の確保・育成及び活動支援 

③スポーツボランティアの育成と活用 

④総合型地域スポーツクラブへの支援 

（８）プロスポーツとの 

交流促進 

トップレベルの選手のプレーを間近に見たり、選手と

の交流を促進したりする機会の提供 
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  取取組組課課題題１１．．健健康康増増進進・・健健康康寿寿命命のの延延伸伸ををめめざざすす生生涯涯ススポポーーツツのの推推進進 

 

【平成３０年度取組実績（取組課題１）】 合計 1０７件（再掲含む） 

■今後拡充・拡大（↗） 4 件 ■現状にて推進（→）1０３件 ■完了・廃止・縮小（↘） 0件 

 

【平成 30年度の主な事業評価】 

●総合福祉センターで実施している「市民講座」や「趣味の講座」では、参加者相互の交流

を通じて心身の健康増進を図ることができた。 

●保健センター等で実施している「健康講座」のお手軽ストレッチ・しっかりストレッチ・

40 歳からのロコモ体操・女性のためのぷよぷよ引き締め教室・体力測定会では、より多

くの市民が参加しやすいようにストレッチ教室を２教室に増やした。 

●毎年体育の日に市内各体育施設で実施している市民スポーツカーニバルは家族での参加も

多く、ニュースポーツ体験コーナーや、スポーツ推進委員会考案のアウェースロー体験、

バドミントン・卓球等の無料開放や新規で行った AED の体験などが好評で、前年より参

加者数が約 960人増加した。今後も参加者の増加を目指し、メニューの充実を図る。 

●指定管理者による保育サービス付きのスポーツ教室を開催し、多くの子育て期の母親がサ

ービスを利用した。渚市民体育館については教室の開催日数を増やすことで、利用者が前

年度の 60 人から 335 人に増加し、このサービス提供により多くの子育て期の母親たち

がスポーツをする機会を得ることができた。 

●インストラクター・ボランティア基礎養成講座、フォローアップ研修では、スポーツ指導

者及びボランティアの育成と発掘を目的とした講座を開催している。本事業では実践で必

要な基礎知識を学ぶことができ、また登録者が活動する機会や情報を提供していることな

どから、スポーツ指導者のスキルアップを図ることができている。 

 

【平成 30年度末に「完了」、「廃止」、「縮小」した施策】 

※ 本年度実績なし 

 

【今後拡充、拡大する施策】 

●「総合型地域スポーツクラブによるスポーツ教室の開催」 

総合型地域スポーツクラブによる定期活動・スクール活動では、市民が目的に応じてスポ

ーツを楽しみ、健康面や生活面でもよりよい効果が出ていることから、今後も内容を充実

するとともにスクール数も拡大していく。 

●「インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアップ研修」 

専門知識と指導力を持つ指導者や支援者を確保するため、枚方体育協会ではスポーツサポ

ーターバンク事業を実施している。指導者や支援者を育成し、地域や企業のスポーツ活動

の場に派遣することで多くの市民がスポーツの機会に触れることができるため、さらに事

業を拡充・拡大していく。 

●「枚方体育協会加盟団体等によるスポーツ教室の開催」 

体育協会に加盟する団体のうち 23 団体の専門知識の高い指導者がスポーツ教室を実施す

ることで、スポーツ・運動を楽しめる場を提供するとともに、市民の健康増進に寄与しス

ポーツ人口が増加するように取り組みを進める。 
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●「各種スポーツ教室」 

本事業では市民の誰もが気軽にスポーツを楽しむことが出来るとともに、健康増進や高齢

者の介護予防の取り組みを地域に広めることができている。参加者数も増加し好評である

ことからニーズの高さがうかがえ、今後も積極的に PR するとともに新たな教室の実施に

も取り組む。 

 

******************************************************************************** 

【今後の方向性】 

●参加者から好評の意見が多い、またリピーター及び参加者数が確保できている事業については

継続 

●夜間・休日のスポーツ教室の充実やスポーツ施設への保育機能の提供 

●教室参加者等からの意見聴取の継続 

●地域でのスポーツ・レクリエーション活動の充実及び市民相互の交流 

●（公財）枚方体育協会のサポーターズバンク等、講師派遣に関する施策の活用促進 

●市広報誌・ホームページ等を活用したスポーツ関連情報等の発信 

 

 

取取組組課課題題２２．．子子どどももののススポポーーツツ活活動動のの充充実実  

 

【平成 30年度取組実績（取組課題２）】 合計３８件（再掲含む） 

■今後拡充・拡大（↗） ３件 ■現状にて推進（→）3５件 ■完了・廃止・縮小（↘） 0 件 

 

【平成 30年度の主な事業評価】 

●学校キャンプ支援事業では、市内小中学校による野外活動センターの利用促進を図るため

に、野外活動プログラムの提供や施設までの送迎バスなど交通手段の支援を行った。中学

校の利用については前年度より大幅に増加したが、小学校については平成 30 年度の台風

の影響で中止するなど、前年に比べて減少した。 

●ライフ・チャレンジ・ザ・ウォークは、子どもたちが家族と一緒にウォーキングを楽しむ

イベントであり、平成 30 年度は前年度を超える参加者数であった。今後も引き続き気軽

に楽しく健康づくりができる場の提供を継続していく。 

●子どもから高齢者までが参加できる総合型地域スポーツクラブでは、定期活動 11 種目、

スクール活動 10種目に延べ 37,436人が参加した。平成 30年度については、地震や台

風などの災害により一部会場の確保ができなかったことなどから、前年度に比べて減少と

なっている。 

●幼稚園・保育所（園）、認定こども園、小・中学校等における体力向上の取組の推進では、

各小中学校において毎年実施されている全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を受

けて、各校で「体力向上推進プラン」を作成し、これに基づいた取組を行っている。この

取組の一環として、20 年以上継続して開催されている小学生陸上競技大会や小学生駅伝

競走大会については平成 30 年度においても開催し、市内公立小学校４５校及び私立小学

校１校の全校が参加した。 
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●枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業では、部活動の活性化と充実を図る目的で、各

中学校に専門的な知識や技能を有する部活動指導協力者を派遣している。平成 30 年度の

派遣回数については、部活動運営方針（週１回から週２回の休養日を設ける）の改定があ

ったことから減少していると考えられる。 

  

【平成 30年度末に「完了」、「廃止」、「縮小」した施策】 

※ 本年度実績なし 

 

【今後拡充、拡大する施策】（再掲含む） 

●「総合型地域スポーツクラブによるスポーツ教室の開催」（再掲３つ） 

スクール活動では、近年実績を積み重ねてきたこともあり、市民が目的に応じてスポーツを

楽しみ、健康面や生活面でもよりよい効果が出ている。子ども達にとっても基礎体力の向上

や校区外の仲間作りが重要であるとの観点から、今後も気軽に参加できるスクールとして拡

大していく。 

●「枚方体育協会加盟団体等によるスポーツ教室の開催」（再掲３つ） 

体育協会に加盟する団体のうち 23 団体の専門知識の高い指導者がスポーツ教室を実施す

ることで、子どもたちにスポーツ・運動を楽しむことができる場を提供するとともに、ス

ポーツに対する関心を持ってもらうことが大切である。各競技スポーツを体験できること

でスポーツを実施する選択肢が増え、幅広いスポーツを子どもたちに提供できる事業とし

て、より一層の取り組みを進める。 

●「インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアップ研修」（再掲１つ） 

専門知識と指導力を持つ指導者や支援者を確保するため、枚方体育協会においてスポーツ

サポーターバンク事業を実施している。学校や幼稚園、保育所などにスポーツの基本を指

導できる指導者や支援者を育成することで、子どもたちの発育段階での成長に資する指導、

助言の充実を図ることが出来るため、今後も事業を拡充していく。 

 

*********************************************************************************** 

【今後の方向性】 

●家族等でスポーツを楽しみながら体力づくりができるイベントの充実 

●野外活動センターの学校利用の促進を継続 

●各学校で作成している「体力向上推進計画」に基づき、体力向上に向けた取り組みを推進 

●専門的な知識や技能を有する市内部活動指導協力者の適切な把握、派遣 

 

 

取取組組課課題題３３．．多多様様ななニニーーズズにに対対応応ししたたススポポーーツツ環環境境のの充充実実  

 

【平成 30年度取組実績（取組課題３）】 合計４６件（再掲含む） 

■今後拡充・拡大（↗） 0 件 ■現状にて推進（→）４６件 ■完了・廃止・縮小（↘） 0 件 

 

【平成 30年度の主な事業評価】 

●スポーツ基本法に基づき委嘱されたスポーツ推進委員により、日常から地域住民のスポー
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ツにかかる指導、助言を行うことができている。また、スポーツ推進委員協議会で貸出し

しているニュースポーツ用品や、校区におけるグラウンドゴルフイベント、夏祭りなどで

のスポーツ備品の貸出しなどが年々増えており、生涯スポーツの普及振興に努めている。 

●障害者が日常的にスポーツに親しむことができる事業として、市内スポーツ施設で実施され

ている障害者スポーツ講習会や車いすテニス教室などが実施されている。平成 30 年度につ

いて、車いすテニス教室の実施回数は台風など悪天候が影響し、前年度に比べ減少している。

こうした教室は継続的な実施を希望する声が多く、今後も引き続き障害者がスポーツを行う

機会の充実を図る。 

●障害者のスポーツ大会への出場に係る移動手段としてリフト付福祉バスを利用した送迎の

支援を毎年行っており、平成 30 年度についても年３回 60 人が利用された。毎年大会が

開催されていることから送迎を希望される方が多く、障害者のスポーツの継続した支援が

できている。 

●指定管理者が自主事業として企画・実施するものとして、ラポールひらかた温水プールに

おいて水泳教室を実施している。平成 30 年度については開催回数、参加者数ともに前年

度に比べ大きく増加し、市民の健康増進及び福祉の向上に努めることができた。 

●市内の小・中学校の体育施設を開放することで、市民に身近なスポーツ活動の場を提供し

ており、毎年多くの市民が利用している。平成 30 年度については地震や台風などの災害

により開放件数が減少している。 

 

【平成 30年度末に「完了」、「廃止」、「縮小」した施策】 

※ 本年度実績なし 

 

【今後拡充、拡大する施策】 

※ 本年度実績なし 

 

****************************************************************************************** 

【今後の方向性】 

●スポーツ推進委員による地域スポーツの充実とその活動支援のための備品等貸出し 

●指定管理施設を含め、各施設の特性に沿ったスポーツ事業の充実 

●障害者のスポーツ大会への参加支援を継続 

●学校運営に支障のない範囲で市民へ学校体育施設を開放 

 

  

取取組組課課題題４４．．ススポポーーツツ関関係係団団体体やや企企業業とと行行政政がが協協働働ししたたススポポーーツツ推推進進体体制制のの強強化化  
 

【平成 30年度取組実績（取組課題４）】 合計２８件（再掲含む） 

■今後拡充・拡大（↗） ３件 ■現状にて推進（→） 2５件 ■完了・廃止・縮小（↘） 0 件 

 

【平成 30年度の主な事業評価】 

●総合体育大会を運営することで、市民が様々なスポーツ活動に取り組むことを促している。

また大阪府や北河内に選手を派遣することで本市の高い競技力を有する選手の育成をめざ

し、競技スポーツの強化を図ることができている。平成 30 年度については、地震や台風
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などの災害により、枚方市や北河内大会等の会場が使用できなかったため実施件数が減少

している。 

●地元サッカーチームのＦＣティアモ枚方と連携協定を結び、枚方市立陸上競技場でのサッ

カー競技及びサッカー教室を通じた市民のスポーツ振興や青少年の健全育成を図ることが

できている。平成 30 年度については荒天中止のため実施回数が昨年度に比べ減少してい

る。 

●トップアスリートとの交流は、枚方市こども夢基金を活用した取り組みにより、多くの子

どもたちがトップアスリートと触れ合える機会を得ることができ、スポーツを実践してい

くきっかけ作りとなっている。平成 30 年度は、レスリング金メダリストの「吉田沙保里

さんトークショー」をメセナひらかたホールにおいて実施し、多くの市民が参加できた。

また「ノーマライゼーション陸上競技チャレンジ」では、義足や車椅子、アイマスク着用

での立ち幅跳びなどを体験し、障害者のスポーツに触れる機会を提供することができた。 

●「パナソニック・パンサーズ ジュニア＆親子バレーボール体験教室」では、青少年の健全

な育成、子どもたちのスポーツに対する関心を高めることを目的としている。参加者数に

ついても年々増加しており、今後も引き続き取り組みの充実を図る。 

 

【平成 30年度末に「完了」、「廃止」、「縮小」した施策】 

※ 本年度実績なし 

 

【今後拡充、拡大する施策】（再掲含む） 

●「インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアップ研修」（再掲４つ） 

スポーツ指導やスポーツボランティアを行ううえで知っておきたい基礎知識（コーチング論

やスポーツ栄養学、スポーツ理論など）を提供し、新しい指導者の育成と既存指導者に対す

るスキルアップを目指すことで本市スポーツレベルの向上に資することができるため、今後

さらに研修内容の充実を図っていく。 

 

****************************************************************************************** 

【今後の方向性】 

●各種競技の競技人口の増加及び競技力の向上 

●地元のアスリートや企業と連携したスポーツ指導者の育成 

●トップアスリートとの交流の機会の拡充 

●東京２０２０オリンピック・パラリンピックに関する情報発信 
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別表 平成 30年度 スポーツ事業の取組一覧             

 

 

施策の方向（１）スポーツに気軽に親しめる環境づくり 

 

具体的施策（施策の基本目標）．①市民のスポーツ活動の促進 

○関係団体と連携したスポーツイベントやスポーツ教室の開催 

○競技大会代表選手との交流 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

1 健康講座 現状推進 保健センター 

2 ラジオ体操 現状推進 長寿社会総務課 

3 「市民講座」ハワイアンフラ 現状推進 長寿社会総務課 

4 「市民講座」太極拳 現状推進 長寿社会総務課 

5 「趣味の講座」やさしいヨガ体操 現状推進 長寿社会総務課 

6 「趣味の講座」すっきりストレッチ＆健康講座 現状推進 長寿社会総務課 

7 介護・福祉・健康講座 現状推進 長寿社会総務課 

8 ヨガ教室 現状推進 福祉総務課 

9 太極拳教室 現状推進 福祉総務課 

10 水泳教室 小学生 現状推進 福祉総務課 

11 水泳教室 一般 現状推進 福祉総務課 

12 水泳教室 中・高齢者 現状推進 福祉総務課 

13 水泳教室 高齢者 現状推進 福祉総務課 

14 いきいき講座 歌体操教室 現状推進 福祉総務課 

15 健康体操講座 現状推進 福祉総務課 

16 障害者スポーツ講習会 現状推進 障害福祉室 

17 市民スポーツカーニバル 現状推進 スポーツ振興課 

18 ひらかたラグビーカーニバル 現状推進 スポーツ振興課 

19 トップアスリートとのふれあい事業 現状推進 スポーツ振興課 

20 総合体育大会等の運営及び選手派遣 現状推進 スポーツ振興課 

21 北河内地区駅伝競走大会 現状推進 スポーツ振興課 

22 大阪府市町村対抗駅伝競走大会 現状推進 スポーツ振興課 

23 枚方市長杯争奪軟式野球大会 現状推進 スポーツ振興課 

24 三島・北河内地区対抗柔道大会 現状推進 スポーツ振興課 

25 枚方市駅伝競走大会 現状推進 スポーツ振興課 

26 新春走ろうかい ひらかたハーフマラソン 現状推進 スポーツ振興課 

27 ひらかた市民オリンピック 現状推進 スポーツ振興課 

28 友好都市交流事業 現状推進 スポーツ振興課 

29 スポーツ教室（体育協会主催） 現状推進 スポーツ振興課 

30 朝活ストレッチ 現状推進 スポーツ振興課 

31 楽 10体操 指導者講習会・指導者派遣事業 現状推進 スポーツ振興課 

32 
パナソニック・パンサーズ ジュニア＆親子バレーボール体

験教室 
現状推進 スポーツ振興課 

33 FCティアモによるサッカー教室 現状推進 スポーツ振興課 

34 幼児げんき（3Ｂ）体操教室 現状推進 スポーツ振興課 

取組課題１．健康増進・健康寿命の延伸をめざす生涯スポーツの推進 
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具体的施策（施策の基本目標）．②勤労世代や子育て世代の身近なところでのスポーツ実践への支援 

○階段の昇り降りや自宅から駅までの徒歩での通勤、自宅で取り組める運動など、日常生活で手軽に

行えるスポーツに関する情報提供の実施 

○夜間・休日のスポーツ教室の充実や公共スポーツ施設への保育機能の提供 

○妊娠・出産・子育て期へのスポーツ機会の提供 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

35 スポーツ図書・ビデオの購入及び貸出事業 現状推進 スポーツ振興課 

36 広報媒体を通じた情報発信 現状推進 スポーツ振興課 

37 ボディバランスチェック体験 現状推進 スポーツ振興課 

38 
体育館における保育室の提供（プレイルーム、キッズルーム

等） 
現状推進 スポーツ振興課 

39 総合型地域スポーツクラブによるスポーツ教室の開催 拡充拡大 スポーツ振興課 

40 枚方体育協会加盟団体等によるスポーツ教室の開催 拡充拡大 スポーツ振興課 

41 体育施設指定管理者による保育サービスの実施 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．③若年層の自由な身体活動の促進 

○若者の自由な身体活動を行える場の創出とその成果を発表できる機会の提供 

○若者のスポーツや身体活動を通じた地域活動への支援、活性化 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

42 総合体育大会等の運営及び選手派遣 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

43 北河内地区駅伝競走大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

44 大阪府市町村対抗駅伝競走大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

45 枚方市長杯争奪軟式野球大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

46 三島・北河内地区対抗柔道大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

47 枚方市駅伝競走大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

48 枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業 現状推進 教育指導課 

49 
インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアッ

プ研修 
拡充拡大 スポーツ振興課 

50 スポーツ推進委員関係事務 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．④スポーツに関する情報発信 

○市広報誌・ホームページ等を活用したスポーツ関連記事の定期的な情報発信 

○スポーツ推進期間の設定 

○スポーツに関する相談支援・情報提供体制の充実 

○健康づくりに役立てる公園緑地の利活用の促進・情報提供の充実 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

51 広報媒体を通じた情報発信 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

52 市長表敬・市民スポーツ賞授与 現状推進 スポーツ振興課 

53 市民スポーツカーニバル ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

54 ボディバランスチェック体験 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

55 体育施設における相談窓口の設置 現状推進 スポーツ振興課 

56 里山ウォーキング 現状推進 みち・みどり室 
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施策の方向（２）スポーツを通じた健康づくり 

具体的施策（施策の基本目標）．①スポーツを通じた成人の健康増進の推進 

○健康やスポーツに関する情報発信と市民意識の高揚 

○ウォーキングなど手軽なスポーツを楽しみながら継続できるように、マップなどのツールやインセ

ンティブの付与 

○ウォーキングなど公園を活用した健康増進イベントの開催 

○健康づくり講座や運動・スポーツ教室への参加機会の充実 

○総合型地域スポーツクラブと連携した成人向けスポーツ活動の推進 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

57 「市民講座」ハワイアンフラ ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

58 「市民講座」太極拳 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

59 「趣味の講座」やさしいヨガ体操 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

60 「趣味の講座」すっきりストレッチ＆健康講座 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

61 広報媒体を通じた情報発信 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

62 
ひらかたカラダづくりトライアル（エンジョイトライ）健康

ウォーキングマップ・健康ウォーキングイベント 
現状推進 保健センター 

63 ふみんネット北河内ブロック 現状推進 文化財課 

64 ライフ・ザチャレンジ・ザ・ウォーク 現状推進 スポーツ振興課 

65 
ひらかたカラダづくりトライアル（エンジョイトライ）健康

ウォーキングマップ・健康ウォーキングイベント ≪再掲≫ 
現状推進 保健センター 

66 はつらつ City 現状推進 保健センター 

67 地区組織活動 現状推進 保健センター 

68 グラウンドゴルフ 現状推進 長寿社会総務課 

69 世代間交流 現状推進 長寿社会総務課 

70 ひらかた元気くらわんか体操 現状推進 地域包括ケア推進課 

71 ヨガ教室 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

72 太極拳教室 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

73 水泳教室 小学生 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

74 水泳教室 一般 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

75 水泳教室 中・高齢者 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

76 水泳教室 高齢者 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

77 水泳教室 障害者（幼児） 現状推進 福祉総務課 

78 水泳教室 障害者（小・中・高校生） 現状推進 福祉総務課 

79 水泳教室 障害者（中学生以上） 現状推進 福祉総務課 

80 健康体操講座 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

81 障害者スポーツ講習会 ≪再掲≫ 現状推進 障害福祉室 

82 ふれあいスポーツ交流会 現状推進 障害福祉室 

83 里山ウォーキング ≪再掲≫ 現状推進 みち・みどり室 

84 スポーツ教室（体育協会主催） ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

85 朝活ストレッチ ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

86 楽 10体操 指導者講習会・指導者派遣事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

87 
パナソニック・パンサーズ ジュニア＆親子バレーボール体

験教室 ≪再掲≫ 
現状推進 スポーツ振興課 

88 幼児げんき（３B）体操教室 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

89 ボディバランスチェック体験 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

90 淀川河川公園ふれあいマラソン 現状推進 スポーツ振興課 
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番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

91 トリプルバドミントン交流会 現状推進 スポーツ振興課 

92 枚方市自然学校かわせみ自然塾 現状推進 スポーツ振興課 

93 各種スポーツ教室 拡充拡大 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．②スポーツを通じた介護予防活動の推進 

○介護予防講座等の実施 

○老人クラブとの連携による健康づくりの推進 

○ひらかた元気くらわんか体操等の普及 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

94 介護・福祉・健康講座 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

95 健康体操講座 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

96 ラジオ体操 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

97 「市民講座」ハワイアンフラ ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

98 「市民講座」太極拳 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

99 「趣味の講座」やさしいヨガ体操 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

100 「趣味の講座」すっきりストレッチ＆健康講座 ≪再掲≫ 現状推進 長寿社会総務課 

101 ひらかた元気くらわんか体操 ≪再掲≫ 現状推進 地域包括ケア推進課 

102 ヨガ教室 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

103 太極拳教室 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

104 朝活ストレッチ ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

105 楽 10体操 指導者講習会・指導者派遣事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．③地域でのスポーツ・レクリエーション活動の充実 

○高齢者レクリエーションのつどいの開催 

○健康運動を目的とした健康器具系公園施設の整備促進 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

106 スポーツ推進委員関係事務 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

107 健康器具系公園施設の設備促進 現状推進 みち・みどり室 

 

 

 

 

 

施策の方向（３）子どもがスポーツを楽しむための条件整備 

具体的施策（施策の基本目標）．①家族等で楽しむスポーツ活動の充実 

○家族等でスポーツを楽しみ、体力づくりができるイベント等の充実 

○子どもたちの好奇心をひきつける外遊びやスポーツ体験の充実 

○子どもたちの冒険心をあおり、チャレンジ性の高い複合型公園遊具の整備促進 

○トップアスリートとの交流の機会づくり 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

108 はつらつ City ≪再掲≫ 現状推進 保健センター 

109 地区取組活動 ≪再掲≫ 現状推進 保健センター 

110 市民スポーツカーニバル ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

111 新春走ろうかい ひらかたハーフマラソン ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

取組課題２．子どものスポーツ活動の充実 
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112 
パナソニック・パンサーズ ジュニア＆親子バレーボール体験

教室≪再掲≫ 
現状推進 スポーツ振興課 

113 FCティアモによるサッカー教室 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

114 枚方市自然学校かわせみ自然塾 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

115 ライフ・親子グラウンド・ゴルフ大会 現状推進 スポーツ振興課 

116 ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

117 水泳教室 小学生 ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

118 スポーツ教室（体育協会主催） ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

119 スポーツ少年団活動支援事業 現状推進 スポーツ振興課 

120 ひらかたラグビーカーニバル ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

121 トップアスリートとのふれあい事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

122 複合型公園遊具の整備促進 現状推進 みち・みどり室 

 
具体的施策（施策の基本目標）．②子どもを対象としたスポーツ活動 

○体育協会やスポーツ推進委員等の関係団体と連携した幼児や小学生対象のスポーツ教室などの開催

支援 

○地域において子どもがスポーツ活動を行うことができる環境づくり 

○中・高校生や若者が男女の区別なく参加し、継続できるスポーツの機会提供 

○男女共同参画の視点に配慮した指導や育成、スポーツ活動への参加機会の拡大 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

123 小学生陸上競技大会 現状推進 教育指導課 

124 小学生駅伝競走大会 現状推進 教育指導課 

125 市民スポーツカーニバル ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

126 ひらかたラグビーカーニバル ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

127 トップアスリートとのふれあい事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

128 
パナソニック・パンサーズ ジュニア&親子バレーボール体験

教室 ≪再掲≫ 
現状推進 スポーツ振興課 

129 FCティアモによるサッカー教室 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

130 幼児げんき（3B）体操 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

131 スポーツ少年団活動支援 現状推進 スポーツ振興課 

132 
総合型地域スポーツクラブによるスポーツ教室の開催 

≪再掲≫ 
拡充拡大 スポーツ振興課 

133 枚方体育協会加盟団体等によるスポーツ教室の開催≪再掲≫ 拡充拡大 スポーツ振興課 

134 枚方子どもいきいき広場事業 現状推進 子ども青少年政策課 

135 スポーツ少年団活動支援事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

136 スポーツ教室（体育協会主催） ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

137 枚方市長杯枚方市高等学校バレーボール選手権大会 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．③幼稚園・保育所（園）、認定こども園、小・中学校等における体力

向上の取組の推進 

○幼稚園・保育所（園）、小中学校等における体力向上の取組 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

138 各学校の体力向上推進計画に基づく体力向上 現状推進 教育指導課 

139 小学校水泳教室 現状推進 教育指導課 
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具体的施策（施策の基本目標）．④野外活動センターにおける青少年の健全育成 

○子どもたちが自然とふれあえる野外教室の充実 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

140 里山ウォーキング ≪再掲≫ 現状推進 みち・みどり室 

141 枚方市自然学校かわせみ自然塾 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

142 学校キャンプ支援事業 現状推進 スポーツ振興課 

143 野外活動センター維持管理事業 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．⑤学校部活動の充実 

○学校体育施設の適切な維持管理 

○既存の体育指導法の研修内容の充実、各種指導者研修会等に関する情報提供 

○部活動外部指導者の派遣 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

144 
インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアッ

プ研修 ≪再掲≫ 
拡充拡大 スポーツ振興課 

145 枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業 ≪再掲≫ 現状推進 教育指導課 

 

 

 

 

 

施策の方向（４）地域スポーツの充実 

具体的施策（施策の基本目標）．地域住民が主体的に参加・参画するスポーツイベントの機会を充実し、

地域の自発的な活動の促進や地域の一体感や活力の醸成を促す 

○地域の実情に応じた市民参加型スポーツ活動の推進 

○スポーツ推進委員の地域におけるスポーツ活動への支援の充実 

○ニュースポーツの研究・開発 

○ニュースポーツの紹介・普及の推進 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

146 校区コミュニティ活動補助金交付事業 現状推進 市民活動課 

147 スポーツ推進委員関係事務 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

148 ニュースポーツの普及、啓発 現状推進 スポーツ振興課 

149 グラウンド・ゴルフ備品の貸出 現状推進 スポーツ振興課 

150 ニュースポーツ備品の貸出 現状推進 スポーツ振興課 

151 ニュースポーツの創出 現状推進 スポーツ振興課 

 

施策の方向（５）障害者のスポーツの促進 

具体的施策（施策の基本目標）．①障害者のスポーツ活動への支援の充実 

○障害者のスポーツ大会などへの参加支援 

○障害者のスポーツの指導者育成 

○障害者のスポーツ環境の整備 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

152 交通手段の支援 現状推進 障害福祉室 

153 都市公園有料施設管理事業 現状推進 みち・みどり室 

154 総合スポーツセンター管理事業 現状推進 スポーツ振興課 

155 渚市民体育館管理事業 現状推進 スポーツ振興課 

取組課題３．多様なニーズに対応したスポーツ環境の充実 
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156 伊加賀スポーツセンター管理事業 現状推進 スポーツ振興課 

157 サプリ村野スポーツセンター管理事業 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．②障害者のスポーツ・レクリエーション活動の充実 

○障害児を対象としたスポーツ教室の開催 

○障害者のスポーツ体験会の開催 

○「大阪府障がい者スポーツ大会」への参加促進 

○総合型地域スポーツクラブと連携した障害者（児）向けスポーツ活動の推進 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

158 水泳教室 障害者（幼児） ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

159 水泳教室 障害者（小・中・高校生） ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

160 水泳教室 障害者（中学生以上） ≪再掲≫ 現状推進 福祉総務課 

161 障害者スポーツ講習会 ≪再掲≫ 現状推進 障害福祉室 

162 ふれあいスポーツ交流会 ≪再掲≫ 現状推進 障害福祉室 

163 車いすテニス教室 現状推進 スポーツ振興課 

164 FCティアモによるサッカー教室 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

165 淀川河川公園ふれあいマラソン ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

166 トリプルバドミントン交流会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

167 交通手段の支援 ≪再掲≫ 現状推進 障害福祉室 

168 ジュニアスポーツスクールの開催 現状推進 スポーツ振興課 

 

施策の方向（６）スポーツ資源の充実と活用 

具体的施策（施策の基本目標）．①スポーツ施設の整備充実 

○スポーツ活動に適した施設・設備の整備・充実 

○スポーツ施設の適切な管理・運営 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

169 都市公園有料施設管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 みち・みどり室 

170 総合スポーツセンター管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

171 渚市民体育館管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

172 伊加賀スポーツセンター管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

173 サプリ村野スポーツセンター管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

174 東部公園野球場管理事業 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．②効率的なスポーツ施設の運営と利便性の向上 

○取組の方向．スポーツ施設の利便性の向上 

○指定管理制度によるスポーツ施設の管理と民間活力を活かした特色ある運営 

○大学や企業等と協働によるスポーツ活動施設等の確保 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

175 都市公園有料施設管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 みち・みどり室 

176 総合スポーツセンター管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

177 渚市民体育館管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

178 伊加賀スポーツセンター管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

179 サプリ村野スポーツセンター管理事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

180 枚方市総合福祉センター維持管理事業（講座開催業務） 現状推進 長寿社会総務課 

181 
枚方市総合福祉センター（老人作業所）維持管理事業（講座

開催業務） 
現状推進 長寿社会総務課 
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番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

182 総合福祉会館維持管理事業（水泳教室開催業務） 現状推進 福祉総務課 

183 都市公園有料施設管理運営事業 現状推進 みち・みどり室 

184 
企画展関連フィールドワーク（市立枚方宿鍵屋資料館指定管

理事業） 
現状推進 文化財課 

185 
スポーツプログラム提供事業（総合スポーツセンター指定管

理事業） 
現状推進 スポーツ振興課 

186 スポーツプログラム提供事業（渚市民体育館指定管理事業） 現状推進 スポーツ振興課 

187 
スポーツプログラム提供事業（伊加賀スポーツセンター指定

管理事業） 
現状推進 スポーツ振興課 

188 民間スポーツ施設開放事業 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．③学校体育施設の開放 

○学校体育施設の地域開放 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

189 市立学校園施設開放事業 現状推進 学校規模調整課 

190 市立小学校体育施設開放事業 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．④公園緑地の利活用の促進 

○市民団体や企業等との協働によるスポーツイベント等の開催 

○スポーツを通じた健康づくりの発信の場として利活用しやすい環境の整備 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

191 淀川河川公園ふれあいマラソン ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

 

 

 

 

 

施策の方向（７）各種競技スポーツのレベルアップ 

具体的施策（施策の基本目標）．①ジュニア期からの育成支援 

○競技大会開催等の支援 

○地元のアスリートによる選手の育成 

○大学や企業等との協働 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

192 総合体育大会等の運営及び選手派遣 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

193 北河内地区駅伝競走大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

194 大阪府市町村対抗駅伝競走大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

195 枚方市長杯争奪軟式野球大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

196 三島・北河内地区対抗柔道大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

197 枚方市駅伝競走大会 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

198 枚方体育協会加盟団体活動補助 現状推進 スポーツ振興課 

199 スポーツ少年団活動支援 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

200 総合型地域スポーツクラブ活動支援 現状推進 スポーツ振興課 

201 
パナソニック・パンサーズ ジュニア＆親子バレーボール体

験教室 ≪再掲≫ 
現状推進 スポーツ振興課 

202 FCティアモによるサッカー教室 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

203 民間スポーツ施設開放事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

取組課題４．スポーツ関係団体や企業と行政が協働したスポーツ推進体制の強化 
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具体的施策（施策の基本目標）．②指導者の確保・育成及び活動支援 

○スポーツ指導者の確保・育成 

○スポーツ指導者の人権意識の向上、個々の特性に配慮した指導を行うための資質の向上 

○身近な指導者の発掘、情報提供 

○スポーツ関係団体との連携の強化 

○部活動外部指導者の派遣 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

204 
インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアッ

プ研修 ≪再掲≫ 
拡充拡大 スポーツ振興課 

205 枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業 ≪再掲≫ 現状推進 教育指導課 

206 FCティアモとの連携協定 現状推進 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．③スポーツボランティアの育成と活用 

○スポーツボランティアの確保・育成 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

207 
インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアッ

プ研修 ≪再掲≫ 
拡充拡大 スポーツ振興課 

 

具体的施策（施策の基本目標）．④総合型スポーツクラブへの支援 

○総合型地域スポーツクラブの周知 

○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の指導者等の資質の向上 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

208 広報媒体を通じた情報発信 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

209 総合型地域スポーツクラブ活動支援 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

210 
インストラクター・ボランティア基礎養成講座フォローアッ

プ研修 ≪再掲≫ 
拡充拡大 スポーツ振興課 

 

 

施策の方向（８）プロスポーツとの交流促進 

具体的施策（施策の基本目標）．トップレベルの選手のプレーを間近に見たり、選手との交流を促進し

たりする機会の提供 

○市広報誌・ホームページ等を活用したチーム関連情報の定期的な発信 

○トップアスリートとの交流の機会づくり 

番 号 施 策 名 目指す方向 所 管 課 

211 広報媒体を通じた情報発信 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

212 ひらかたラグビーカーニバル ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

213 トップアスリートとのふれあい事業 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

214 
パナソニック・パンサーズジュニア＆親子バレーボール体験

教室 ≪再掲≫ 
現状推進 スポーツ振興課 

215 FCティアモによるサッカー教室 ≪再掲≫ 現状推進 スポーツ振興課 

216 プロスポーツ交流促進 現状推進 スポーツ振興課 

217 枚方市及び友好都市の高校の応援事業 現状推進 スポーツ振興課 

218 枚方市民・枚方市出身選手のオリンピック応援事業 現状推進 スポーツ振興課 

219 地元チームの記念事業 現状推進 スポーツ振興課 
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【参考】ひこぼしフレンド協定及び枚方市こども夢基金活用事業スポーツイベント関係（主催・協賛事業） 

1 
クラッシュボクシング vol15 in枚方 

日本ウエルター級チャンピオン（枚方市長尾出身ボクサー）矢田良太選手 

防衛戦他のボクシング大会 

ひらかた魅力推進課 

（グリーンツダボクシ

ングジム） 

２ 
トップアスリートとのふれあい事業 

吉田沙保里さんトークショー 
スポーツ振興課 

３ 
トップアスリートとのふれあい事業 

ノーマライゼーション陸上競技チャレンジ 
スポーツ振興課 

４ 
プロスポーツ交流事業 

パナソニック パンサーズホームゲーム招待 
スポーツ振興課 

 


