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〇生駒市スポーツ推進計画【改訂版】（案） 主な改訂箇所 新旧対照表 

現行 改訂版（案） 

第１章 計画の概要 第１章 計画の概要 

３．計画の期間 ３．計画の期間 

本計画は、「生駒市スポーツ振興基本計画（平成23年度～平成32年度）」の
後期計画にあたるもので、計画の期間は、平成28（2016）年度から平成32（2020）
年度までの５年間です。 

本計画は、「生駒市スポーツ振興基本計画（平成 23 年度～令和２年度）」の
後期計画にあたるもので、計画の期間は、平成 28（2016）年度から令和２（2020）
年度までの５年間としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、
本計画の施策や事業の進捗が遅れていること、また、東京 2020 オリンピック・
パラリンピック等の世界規模の大会が延期や中止されたことから、感染症対
策についての今後の方向性を見極めるとともに、関係他計画との整合性を図
った上で、本市のスポーツ活動を進める必要があります。 

加えて、本計画の重要施策である「総合型地域スポーツクラブの推進」「障
がい者スポーツ活動の推進」については、一定の成果を達成しているものの
発展段階にあるため、継続的な取り組みが求められていることから、計画期
間を３年間延長し、令和５年度までとします。 

  

第２章 基本理念 第２章 基本理念 

３．数値目標の設定 ３．数値目標の設定 

基本目標１．“個”に応じたスポーツ活動や参加機会を増やします 基本目標１．“個”に応じたスポーツ活動や参加機会を増やします 

週に１回以上運動・スポーツを行う市民（20 歳以上）の割合を 42.8％から
50.0％に増加させることを目指します。 

週に１回以上運動・スポーツを行う市民（20歳以上）の割合を42.8％から
50.0％に増加させることを目指します。 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

週に１回以上運動・スポーツを 

行う人（20 歳以上）の割合 
40.8％ 42.8％ 50.0％ 

 

指標名 H20 調査時 H27 調査時 目標値(R5) 

週に１回以上運動・スポーツを 

行う人（20 歳以上）の割合 
40.8％ 42.8％ 50.0％ 

 

市内のスポーツイベントの参加者数を 19,462 人から 21,000 人に増加させ
ることを目指します。 
※対象イベント：市民体育大会、市民体育祭、生駒山スカイウォーク、ファ

ミリースポーツの集い、小学生長距離走記録会、チャリロゲいこま 他 

市内のスポーツイベントの参加者数を 19,462 人から 21,000 人に増加させ
ることを目指します。 
※対象イベント：市民体育大会、市民体育祭（R2 年度から廃止）、生駒山スカ

イウォーク、ファミリースポーツの集い、小学生長距離走記録会、チャリ
ロゲいこま 他 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

市内各種スポーツイベントの 

参加者数 
17,292 人 19,462 人 21,000 人 

 

指標名 H20 調査時 H27 策定時 
現状値

(R1) 

目標値

(R5) 

市内各種スポーツイベントの 

参加者数 
17,292 人 19,462 人 17,307 人 21,000 人 

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染症や台風接近の影響で、多数の事業が中止とな

り 

イベント参加者数が減少した。 

資料２
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【後期計画新規目標】 【後期計画新規目標】 

障がい者を対象としたスポーツイベントを年４回開催することを目指しま
す。 

障がい者を対象としたスポーツイベントを年５回開催することを目指しま
す。 

指標名 現状値(H27) 目標値(H32) 

障がい者を対象とした 

スポーツイベントの開催 
０回／年 ４回／年 

 

指標名 H27 策定時 現状値(R1) 目標値(R5) 

障がい者を対象とした 

スポーツイベントの開催 
０回／年 ４回／年 ５回／年 

 

基本目標２．“気軽”にスポーツができる環境を整えます 基本目標２．“気軽”にスポーツができる環境を整えます 

総合型地域スポーツクラブの数を３クラブから４クラブに増加させること
を目指します。 

総合型地域スポーツクラブの数を３クラブから４クラブに増加させること
を目指します。 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

総合型地域スポーツクラブの数 ０クラブ ３クラブ ４クラブ 

 

指標名 H20 調査時 H27 策定時 
現状値

(R1) 

目標値

(R5) 

総合型地域スポーツクラブの数 ０クラブ ３クラブ ３クラブ ４クラブ 

 

【後期計画新規目標】 【後期計画新規目標】 

平成 27年度時点で設立している市内総合型地域スポーツクラブ３クラブの
会員合計数を 523 人から 900 人に増加させることを目指します。 

総合型地域スポーツクラブの会員合計数を523人から1,000人に増加させる
ことを目指します。 

指標名 現状値(H27) 目標値(H32) 

総合型地域スポーツクラブの 

会員数 
523 人 900 人 

 

指標名 H27 策定時 現状値(R1) 目標値(R5) 

総合型地域スポーツクラブの 

会員数 
523 人 807 人 1,000 人 

 

基本目標３．“だれもが”利用しやすい施設環境を整備します 基本目標３．“だれもが”利用しやすい施設環境を整備します 

公共スポーツ施設利用人数を887,014人から1,000,000人に増加させること
を目指します。 

公共スポーツ施設利用人数を887,014人から1,000,000人に増加させること
を目指します。 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

公共スポーツ施設利用人数 

（延べ利用者数） 
513,716 人 887,014 人 1,000,000 人 

 

指標名 H20 調査時 H27 策定時 
現状値

(R1) 

目標値

(R5) 

公共スポーツ施設利用人数 

（延べ利用者数） 
513,716 人 887,014 人 

1,002,313

人 

1,000,000

人 

 

【後期計画新規目標】 【後期計画新規目標】 

障がい者用スポーツ設備を3種目から５種目にすることを目指します。 障がい者用スポーツ用品を3種目から20種目にすることを目指します。 

指標名 現状値(H27) 目標値(H32) 

障がい者用スポーツ設備の設置 ３種目 ５種目 

 

指標名 H27 策定時 現状値(R1) 目標値(R5) 

障がい者用スポーツ用品の設置 ３種目 18 種目 20 種目 

 

 
基本目標４．スポーツによる“地域の絆”を深めます 

 
基本目標４．スポーツによる“地域の絆”を深めます 
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生駒市独自のニュースポーツの数を１競技から３競技に増加させることを
目指します。 

生駒市独自のニュースポーツの数を１競技から３競技に増加させることを
目指します。 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

生駒市独自の 

ニュースポーツの数 
０競技 １競技 ３競技 

 

指標名 H20 調査時 H27 策定時 
現状値

(R1) 

目標値

(R5) 

生駒市独自の 

ニュースポーツの数 
０競技 １競技 １競技 ３競技 

 

スポーツリーダーバンクの登録者数を 34 人から 50 人に増加させることを
目指します。 

スポーツリーダーバンクの登録者数を34人から50人に増加させることを目
指します。 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

スポーツリーダーバンクの 

登録者数 
０人 34 人 50 人 

 

指標名 H20 調査時 H27 策定時 
現状値

(R1) 

目標値

(R5) 

スポーツリーダーバンクの 

登録者数 
０人 34 人 40 人 50 人 

 

基本目標５．心身ともに元気な“いこまっ子”を育みます 基本目標５．心身ともに元気な“いこまっ子”を育みます 

体育の授業以外で週１回以上運動やスポーツを行っている子ども（小学生）
の割合を65.8％から80.0％に増加させることを目指します。 

体育の授業以外で週１回以上運動やスポーツを行っている子ども（小学生）
の割合を 65.8％から 80.0％に増加させることを目指します。 

指標名 H20 調査時 現状値(H27) 目標値(H32) 

週に１回以上運動・スポーツを 

行う子ども（小学生）の割合 
64.2％ 65.8％ 80.0％ 

 

指標名 H20 調査時 H27 調査時 目標値(R5) 

週に１回以上運動・スポーツを 

行う子ども（小学生）の割合 
64.2％ 65.8％ 80.0％ 

 

【後期計画新規目標】 【後期計画新規目標】 

子どもを対象としたスポーツイベントの参加者数を2,301人から2,500人に
増加させることを目指します。 

子どもを対象としたスポーツイベントの参加者数を2,301人から2,500人に
増加させることを目指します。 

指標名 現状値(H27) 目標値(H32) 

子どもを対象とした 

スポーツイベントの参加者数 
2,301 人 2,500 人 

 

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染症や台風接近の影響で、多数の事業が中止とな

り 

イベント参加者数が減少した。 

指標名 H27 策定時 現状値(R1) 目標値(R5) 

子どもを対象とした 

スポーツイベントの参加者数 
2,301 人 1,874 人 2,500 人 

 

●その他の主な改訂箇所 

・元号変更に伴う修正 

・ネーミングライツパートナー更新に伴う施設の愛称名の変更 

・現在の現生駒市スポーツ推進審議会委員名簿の追記 

・生駒市スポーツ推進計画【改訂版】策定経緯の追記 


