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１ 策定の趣旨 

  この実施計画は、高槻市スポーツ推進計画（平成２６年３月策定）で示した基本

方針に基づき、担当課が展開していく施策や事業を総合的・体系的に示すものです。 

市民の誰もが、いつでも、どこでも、生涯にわたってスポーツに親しむことがで

きる、健康で豊かな暮らしを目指して、毎年進行管理を行い、計画の実効性確保に

努めます。 

   

２ 計画期間  平成 26 年度から平成 28 年度まで（3 か年） 

  スポーツを取り巻く環境の変化や進行状況、時々の課題に合わせて柔軟に対応す

るため、実施計画の期間は３年間としています。なお、実施計画は、ローリング方

式（長期計画と実績の乖離を防ぐために、施策・事業の見直しや修正を定期的に行

うこと）により毎年見直しを行います。 

 

３ 掲載内容 

 

施 策 
本計画に掲げる基本方針を実現するための３つの柱（システムづ

くり・人づくり・環境づくり）に基づく施策を記載しています。 

事業名称 施策に対する事業を挙げています。 

事業概要 事業に対する具体的な事業内容を記載しています。 

担当課 施策（事業）の実現に必要な市の担当課を記載しています。 

実施年度 
各年度の年次目標を表示しており、調査研究、検討、実施の表現

を用いています。 
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【参考】スローガンと３つの柱・施策 

 

スローガン 
市民一人 ワン・スポーツへ向かって 

（Sports for Everyone） 

 

 

３つの柱 施 策 

１ システムづくり 

①総合型クラブの育成 

②スポーツ関連団体の充実 

③スポーツ教室の拡充 

④スポーツ情報の提供 

⑤スポーツの都市交流 

２ 人づくり 

①スポーツ推進委員の活用 

②スポーツボランティアの育成 

③子どものスポーツ推進 

④高齢者のスポーツ推進 

⑤障がい者スポーツの推進 

⑥指導者の育成 

３ 環境づくり 

①スポーツ施設の整備 

②スポーツ施設の管理 

③安全・安心の確保 

④学校開放事業の推進 

⑤健康とスポーツの推進 

⑥スポーツイベントの充実 

 

 



１　スポーツ推進のシステムづくり

２６年度 ２７年度 ２８年度

(1) 総合型クラブにかかる相談受付
（公財）高槻市みどりとスポーツ振興事業団と連携し、高槻市
立総合スポーツセンターにおいて、総合型クラブにかかる相談
等を行う。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(2) 既存総合型クラブへの支援
現在市内にあるＮＰＯ法人さくらスポーツクラブとＮＰＯ法人
高槻北グリーンクラブに対して支援を行う。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(3) 府・三島体育連合等との連携
府・三島地区体育連合等との連携を通じ、総合体育大会へ参加
する等、競技力の向上を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(4) 各種スポーツ団体への支援
高槻市スポーツ団体協議会の実施する市長杯大会・教室等の事
業や、高槻シティハーフマラソン実行委員会等に対して支援す
る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(5) スポーツ振興事業団との連携
（公財）高槻市みどりとスポーツ振興事業団との連携を推進
し、協力団体としてスポーツイベントの充実を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(6) 各種スポーツ教室の実施
市民がスポーツに親しみ心身の健康の維持増進のためのきっか
け作りとなるよう年代や体力に応じた様々な教室を実施する。

文化スポーツ振興課
公園課

実施 → →

(7) 民間スポーツ教室の情報提供
市内の民間事業者が行うスポーツ教室の情報提供が行えるよう
検討する。

文化スポーツ振興課 調査研究 検討 →

(8) 施設利用予約の新システムの構築
次期施設利用予約システムについて、市民の利便性が高いシス
テムを構築する。

文化スポーツ振興課 調査研究 検討 実施

(9) 市広報・ホームページによる情報提供
目的別に様々なスポーツ情報が得られるよう、情報の集約を行
い、情報入手の利便性の向上を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(10) スポーツ活動を通じた都市交流の促進
（公財）高槻市都市交流協会と連携し、都市交流の促進を図る
中で、姉妹都市や他市町村とのスポーツ交流を行う。

文化スポーツ振興課
秘書課

実施 → →

(11) スポーツイベントを通じた交流の強化
マラソン等のスポーツイベントを通じて、地域を越えた参加者
を募集し、友好と親善を深めるよう市民交流の強化に努める。

文化スポーツ振興課 実施 → →

①総合型クラブの育成

②スポーツ関連団体の充実

③スポーツ教室の拡充

④スポーツ情報の提供

⑤スポーツの都市交流

施　策
事業
No.

事業名称 事業概要 担当課
実施年度
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２　スポーツ推進の人づくり

２６年度 ２７年度 ２８年度

(12) 地域事業の充実
高槻市スポーツ推進委員協議会と連携し、地域ニーズを把握し
て体力測定等、地域に密着した事業の充実を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(13) 主催事業の充実
（公財）高槻市みどりとスポーツ振興事業団と連携し、親子リ
ズム体操の集い等高槻市スポーツ推進委員協議会が主催する事
業の充実を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(14) 研修の充実
近畿スポーツ推進委員研究協議会へ参加する等、高槻市スポー
ツ推進委員の指導力の向上を目指して研修の充実を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(15) ホームページ等による情報発信
高槻市スポーツ推進委員の活動について、市ホームページの内
容の充実を図り、情報発信の強化に努める。

文化スポーツ振興課 検討 実施 →

②スポーツボランティアの育成 (16) ボランティア情報の提供
大規模イベント等にかかるボランティア情報を集約し、実際に
活動できる場の情報提供に努める。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(17) 小・中学校の市スポーツ施設の利用促進
小・中学校が市のスポーツ施設を利用して大会等実施が拡大で
きるよう施設の利用促進を行う。

文化スポーツ振興課
教育指導課

実施 → →

(18) 青少年交流センター内体育施設の利用促進
青少年のスポーツ活動の推進を図るため、青少年交流センター
内体育施設の利用促進を行う。

地域教育青少年課 実施 → →

(19) 中学校部活動指導者派遣事業
中学校の部活動の活性化を図るため、校区の人材等を活用した
指導協力者を全中学校に派遣する。

教育指導課 実施 → →

(20) 子ども向けスポーツ教室の実施
（公財）高槻市みどりとスポーツ振興事業団と連携し、スポー
ツ施設において子ども向けスポーツ教室を実施する。

文化スポーツ振興課
公園課

実施 → →

(21) 総合型クラブ等との連携
小学生のスポーツ活動の推進を図るため、総合型クラブや種目
別クラブとの連携について検討する。

文化スポーツ振興課
教育指導課

調査研究 検討 →

(22) 大学との連携
大学と連携し、大学生とのスポーツ交流を通じて、小学生のス
ポーツ活動の推進を図る。

教育指導課 実施 → →

(23) 市民プールの高齢者割引の実施
高齢者の健康づくりを支援するため、市民プールの高齢者割引
を実施する。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(24) 健幸ポイント事業の実施
「高槻市ますます元気！健幸ポイント事業」を実施し、健康行
動の定着化を積極的に推進する。

長寿いきがい課 実施 → →

(25) 高齢者向けスポーツ教室の実施
（公財）高槻市みどりとスポーツ振興事業団と連携し、スポー
ツ施設において高齢者向けスポーツ教室を実施する。

文化スポーツ振興課
公園課

実施 → →

(26) 高齢者スポーツの啓発
高槻市老人クラブ等を通じて、レクリエーションスポーツの啓
発を行う。

長寿いきがい課 実施 → →

①スポーツ推進委員の活用

③子どものスポーツ推進

④高齢者のスポーツ推進

施　策
事業
No.

事業名称 事業概要 担当課
実施年度
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２　スポーツ推進の人づくり

２６年度 ２７年度 ２８年度

(27) 障がい者スポーツの環境の整備
障がい者がスポーツに取り組みやすくなるよう、スポーツ施設
の環境を整える。

文化スポーツ振興課
公園課

実施 → →

(28) 障がい者スポーツ振興懇話会の開催
障がい者がスポーツに触れる機会をより一層持つことができる
よう、障がい者団体と連携し、各種教室やイベントの開催や広
報活動を行う。

文化スポーツ振興課
障がい福祉課

実施 → →

(29) 障がい者の競技水準向上に向けた取組の検討
障がい者水泳競技専門コーチによる指導等、障がい者の競技水
準の向上に向けた取組について検討する。

文化スポーツ振興課 検討 → →

(30) 障がい者向けスポーツ教室の実施
障がい者スポーツ指導員の資格を有する指導者を配置し、ス
ポーツ施設での障がい者スポーツ教室を実施する。

文化スポーツ振興課
公園課

実施 → →

(31) 公認スポーツ指導者資格講習会への参加促進
（公財）日本体育協会等が公認するスポーツ指導者資格講習会
への参加の奨励を各スポーツ団体に行う。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(32) 指導者向け講習会の実施
（公財）高槻市みどりとスポーツ振興事業団と連携し、高槻ス
ポーツ大学等スポーツの指導・運営に携わる方を対象とした講
習会を実施する。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(33) 情報提供の充実
公認スポーツ指導者資格に関する様々な情報を集約し、提供
コーナーの利活用を行う。

文化スポーツ振興課 実施 → →

事業概要 担当課
実施年度

⑤障がい者スポーツの推進

⑥指導者の育成

施　策
事業
No.

事業名称
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３　スポーツ推進の環境づくり

２６年度 ２７年度 ２８年度

(34) 南大樋運動広場の防球ネットフェンスの設置
安全性向上のため、南大樋運動広場に防球ネットフェンスを設
置し、既存スポーツ施設の機能の拡充を図る。

文化スポーツ振興課 実施

(35) 青少年運動広場の夜間照明の設置
既存施設の多目的利用を図るため、青少年運動広場に夜間照明
を設置する。

文化スポーツ振興課 実施

(36) 小学校運動場夜間照明管理事業 桃園小学校及び阿武山小学校の夜間照明の管理運営を行う。 文化スポーツ振興課 実施 → →

(37) 市民プール入退場システムの改修
市民の利便性を向上するため、市民プール入退場システムの改
修を行う。

文化スポーツ振興課 実施

②スポーツ施設の管理 (38) 命名権（ネーミングライツ）の検討
スポーツ施設にかかる命名権（ネーミングライツ）の導入に向
けた検討を行う。

文化スポーツ振興課 検討 実施 →

(39) スポーツ施設のＡＥＤ設置
利用者が施設を安全・安心に利用できるよう青少年運動広場等
にＡＥＤを設置する。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(40) 救命講習会の実施
市民に対し、救命講習会を実施し、ＡＥＤの使用方法等、応急
手当の普及啓発に努める。

消防本部 警防救急課 実施 → →

(41) 安全講習会の実施
高槻市スポーツ団体協議会と連携し、各スポーツ団体を対象と
した安全講習会を実施する。

文化スポーツ振興課 検討 実施 →

(42) スポーツ安全保険への加入奨励
スポーツ大会の主催者に安全・安心に事業実施ができるようス
ポーツ安全保険への加入奨励を行う。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(43) 安全の確保に関する情報の提供
ストレッチ等のスポーツ事故の予防や事故対応にかかる情報を
集約し、情報の提供を行う。

文化スポーツ振興課 調査研究 検討 実施

(44) 学校体育施設の利活用
地域住民のスポーツ振興を図るため、各小中学校の学校開放運
営委員会と連携し、学校体育施設を開放して利用の促進を図
る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(45) 主催事業の充実
各小中学校の学校開放運営委員会と地域が協力し、地域スポー
ツ大会や体力づくり教室等の主催事業の充実を行う。

文化スポーツ振興課 実施 → →

実施年度

①スポーツ施設の整備

③安全・安心の確保

④学校開放事業の推進

施　策
事業
No.

事業名称 事業概要 担当課
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３　スポーツ推進の環境づくり

２６年度 ２７年度 ２８年度

(46) 身近なスポーツ環境の整備
ハイキングコースの整備やウォーキング・サイクリング等が身
近に親しめるよう環境を整える。

文化スポーツ振興課
産業振興課

健康づくり推進課
実施 → →

(47) 高槻ますます元気体操の推進
高槻ますます元気体操を実施し、健康行動の定着化を積極的に
推進する。

長寿いきがい課 実施 → →

(48) 大規模スポーツイベントの充実
高槻市民スポーツ祭、高槻シティハーフマラソン、高槻クロス
カントリー大会のスポーツイベント内容の充実を図る。

文化スポーツ振興課 実施 → →

(49) トップアスリート及びトップチームとの連携

関西大学アイスアリーナ市民開放事業や、プロ野球公式戦の開
催を通じて、市民がトップアスリートと触れ合う機会を提供す
る。また、スペランツァＦＣ大阪高槻と相互連携を図り、市内
外での情報発信を行う。

文化スポーツ振興課
政策推進室
営業広報室

実施 → →

⑥スポーツイベントの充実

⑤健康とスポーツの推進

施　策
事業
No.

事業名称 事業概要 担当課
実施年度
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