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１．本研究の背景と目的 

近年、地方自治体のスポーツ政策において、スポーツに

よるまちづくりや地域活性化を目指す、新たな展開がみら

れる 1)(1)。 

一般的に地方自治体が行政運営を行う際は、最上位計画

である総合計画を策定し、各部門において、関係法令や条

例の規定に基づく個別計画を策定し、その施策や事業を実

施している。 

地方自治体がスポーツ政策を実施する場合においても、

スポーツ政策を総合計画に位置付けるとともに、スポーツ

基本法の規定による地方スポーツ推進計画を策定し、行政

運営を行っている例が見受けられるようになり、現在の全

国の地方自治体のスポーツ推進計画策定率は 32.5%となっ

ている(2)。 

総合計画とは、地方自治体によってその名称は異なるが、

一般的に基本構想、基本計画、実施計画から構成されてお

り、地方自治体が策定する中長期的で多分野を横断する総

合的な計画のことである 2)。 

総合計画のうち、基本構想は、2011年の地方自治法改正

まで、同法第2条4項において、市町村に策定が義務付け

られており、策定された基本構想により総合的かつ計画的

な行政の運営を図ることが規定されていた(3)。 

地方自治法改正により、基本構想策定の義務付けは撤廃

され、策定は任意となったものの、現在でも 98.2%の地方

自治体が基本構想を策定し、行政運営を行っている状況で

ある 2) (4)。 

冒頭にも述べたが、近年の地方自治体のスポーツ政策は、

従来の目的であるスポーツ自体の振興以外に、まちづくり、

地域活性化といった新たな政策目的が加わっている。 

そのため地方自治体は、スポーツ政策の実施にあたって

は、新たな政策目的を実現するため、スポーツ政策を総合

計画に位置づけると同時に、多分野にわたる施策を盛り込

んだスポーツ推進計画を策定し、多分野の政策と横断的な

政策展開を図る仕組みを構築し、総合的な行政運営を行っ

ているものである。 

以上の背景を踏まえ、本研究は、各地方自治体のスポー

ツ政策の総合計画への位置付けや、スポーツ推進計画にお

ける施策の展開を調査し、現在、地方自治体におけるスポ

ーツ政策が地方自治体の中でどのように位置付けられてい

るのか、またスポーツ施策がどの分野へ広がりを見せてい

るのかについて、具体的に明らかにすることを目的とする。 

２．既往研究と本論文の位置づけ 

関連する既往研究として、総合計画とは、地方自治体の

限られた資源の効率的な配分機能を担い重要であることを

論じているもの 3)、地方自治体の策定する総合計画は、基

本構想、基本計画、実施計画の３層の計画体系で構成され

ていることが多いことを論じているもの 4)、2011 年の地方

自治法改正による、市町村への基本構想策定義務付け廃止

後においても、多くの自治体で今後も総合計画を策定する

予定があることを明らかにしたもの 2)、が存在する。 

また、地方自治体のスポーツ政策が、まちづくりや地域

活性化と連携した政策の体系に変化し、新たな展開をして

いることを明らかにしたもの 1)、スポーツ政策の具体的な

取り組みとして、地方自治体の行政計画に、地域の多様な

主体の連携、参加を位置付けて組織された地域スポーツコ

ミッションの活動が、地域活性化に資する成果を生む可能

性が高いことを明らかにしたもの 5)、地方自治体における

スポーツ政策および関連政策から、政策対象としてのスポ

ーツの位置付けを論じ、スポーツ政策の課題を把握、分析

したもの 6)、が存在する。そのほか、スポーツ政策の現状

と課題を挙げたもの 7)、スポーツ施策の総合調整に関する
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もの 8)、スポーツ施策推進のための組織関係に関するもの
9)、が存在する。 

以上のように、既往研究では、地方自治体の総合計画の

計画体系やスポーツ政策の新たな展開についての動向は論

じられているものの、地方自治体がスポーツ政策を実施す

るために、スポーツ政策が地方自治体の中でどのように位

置付けられているのか、またスポーツ政策がどの分野に広

がっているのか、実際に総合計画や地方スポーツ推進計画

を調査し、施策の多分野への広がりについて論じている研

究は見当たらない。 

このため本論文は、地方自治体のスポーツ政策の実施に

おける横断的で総合的な展開に関して、事例調査を通じた

研究としての新規性を有するものと考えられる。 

本論文では、まず既往研究、国の動向、関係法や関連計

画の変遷を調べ、日本の地方自治体の総合計画策定とスポ

ーツ政策に関連したこれまでの経緯を明らかにする。 

次に全国の地方自治体におけるスポーツ政策の総合計画

への位置付けについて調査を行い、スポーツ政策が、基本

構想、基本計画、実施計画といった、総合計画の計画体系

にどのように位置づけされているのか状況を把握し、類型

化を行う。さらにスポーツ推進計画の内容について調査を

行い、スポーツ分野以外の多分野への施策の広がりについ

て把握する。 

また、先進的なスポーツ政策を展開している自治体の事

例調査も行い、地方自治体がスポーツ政策を実施する際に、

スポーツ政策をどのように総合計画へ位置づけ、スポーツ

推進計画においてどのような分野に施策を広げ、横断的で

総合的な政策展開を図り、行政運営を行っているのか分析

を行い考察を加え、まとめる。 

 

３．地方自治体の総合計画について 

我が国の自治体の計画行政は、1889年に定められた東京

市区改正条例、1920年に制定された都市計画法から始まり、

1947年に制定された地方自治法、1953年に制定された町村

合併促進法、1956年に定められた新市町建設促進法、1968

年に改正された都市計画法、1969年に改正された地方自治

法、等により今日まで進められてきた 6)。 

特に1953年に制定された町村合併促進法では、合併地方

自治体に新市町村建設計画の策定が義務づけされた(5)10)。 

また、1956年に制定された新市町村建設促進法では、先

述した町村合併促進法に基づき策定された新市町村建設計

画の実施を促進することが目的とされた(6)11)。 

1969年に改正された地方自治法では、市町村が議会の議

決に基づく基本構想に即して行政運営を行うことが義務付

けられた(3)。その後、この基本構想と、基本計画、実施計

画と合わせた地方自治体の3層の計画は、総合計画と総称

され、地方自治体は総合的な最上位計画として策定してい

る。 

その後、2009年10月に地方分権改革推進委員会(7)により

提出された「第3次勧告」12)では、「国から地方への義務付

け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」が勧告され、こ

れを受けて2009年12月に閣議決定された「地方分権改革

推進計画」13)の中で、地方自治法第 2 条 4 項に規定されて

いた市町村の基本構想の策定義務は、廃止または「できる」

規定化若しくは努力義務化する、と改正された。 

その後、2011年5月に改正、公布された地方自治法によ

り、それまで第２条４項で規定されていた基本構想の策定

義務づけは撤廃された。しかしながら同日付けで総務大臣

から、個々の市町村の判断で議会の議決を経て基本構想の

策定を行うことは可能である、との通知が出され、通知で

は地方自治法第96条2項の規定を根拠に、地方自治体は条

例で議会の議決すべきものを定めることができる、とされ

た(8)。 

このような経緯で地方自治法が改正され、総合計画の基

本構想策定の義務付けは撤廃されたものの、冒頭で述べた

通り、現在においても 98.2%もの地方自治体が基本構想を

策定している状態であり 2) (4)、多くの地方自治体は、各分

野の政策を中長期的で総合的に実施するために総合計画

（基本構想、基本計画、実施計画）を策定し、各分野の政

策を盛り込み、行政運営を行っていると考えられる。この

総合計画の計画体系である、基本構想、基本計画、実施計

画の3層構造は、1966年に旧自治省から委託された財団法

人国土計画協会が作成した「市町村計画策定方法研究報告」
14)の中で提案され、現在に至っているものであり、表-1 に

その特徴を整理した。 

表-1  総合計画の計画体系の特徴 

 

(出典：地方自治法(改正前)、市町村計画策定方法 

研究報告(1966)より筆者作成) 

 

４．日本のスポーツ政策についての経緯 

我が国のスポーツ政策は、明治期以降に「体育」の一手

段として学校教育の中で行われ、富国強兵・殖産興業政策

のもと、国民の心身の向上を図るためのものであり、第２

次世界大戦後は、戦災復興としての国民体育大会開催に併

せたインフラ整備による経済の活性化という意味合いはあ

ったものの、スポーツそのものは地域の振興や地域の活性

化と関係が薄い状態であった 15)。 

1961年には「スポーツ振興法」が制定され、我が国で初

めてスポーツ振興の基本が定められたが、この法律は営利
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目的のプロスポーツを対象とせず、関係主体の責務や役割

も定められていなかったため、その後のスポーツ人口の増

加、アマチュアとプロスポーツの関係の変化、国際化の進

展など社会状況の変化への対応が困難となった 16)。 

このため1996年に文部大臣は「保健体育審議会」に対し、

「生涯に渡る心身の健康の保持増進のための今後の健康に

関する教育及びスポーツの振興の在り方について」と題し、

諮問を行い 17)、「保健体育審議会」では、1997年に、「スポ

ーツの振興が、スポーツ産業の広がりや雇用創出等の経済

的効果を生み、健康の保持増進による医療費の削減の効果

がある」と答申した 18)(9)。2000 年には「スポーツ振興基本

計画」19)が策定され、地域におけるスポーツ環境の整備充

実、国際競技力の向上、生涯スポーツ及び競技スポーツと

学校体育・スポーツとの連携が位置付けられた。 

2007 年には、「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」20)が改正され、地方自治体において、スポーツ行政の

所管を教育委員会から首長部局に移管することが可能とな

り(10)、文化や観光など、まちづくり分野との円滑な連携を

図り、「スポーツによるまちづくり」を推進する体制の構築

が可能になった。 

 2010 年には、「スポーツ立国戦略」21)が策定され、我が

国のスポーツ政策の基本的方向として、「新たなスポーツ文

化の確立を目指す」ことが、初めて示された。 

2011年には、従来のスポーツ振興法がほぼ全面改正され、

スポーツ基本法が制定された。その前文にはスポーツの意

義として、人と人との交流及び地域交流促進、地域の一体

感や活力の醸成、地域社会の再生に寄与するもの、健康で

活力に満ちた長寿社会の実現、等が掲げられており、地方

自治体はスポーツ政策実施の際に、自ずから総合的で広く

多分野に跨る政策を展開することが必要となった。 

2012 年には、スポーツ基本計画 22)が策定され、今後 10

年間の基本方針と現状を踏まえた5年間の計画が掲げられ、

2015年のスポーツ庁の設置により、複数の府省にまたがる

スポーツ行政を一元化し、総合的に推進する体制が整った。  

2017年には第2期スポーツ基本計画 23)が定められ、計画

の理念を「スポーツの価値」として具体化した。 

このように、現在では、国も地方自治体もスポーツ政策

実施にあたっては、スポーツ自体の振興だけを目的とせず、

他分野の政策と横断的な展開を図りながら総合的な行政運

営を行っているものである。 

 

５. 地方自治体におけるスポーツ政策についての調査 

５．１ 総合計画への位置付けについての類型化と考察 

調査の目的は、地方自治体のスポーツ政策の総合計画（基

本構想、基本計画、実施計画）への位置付けを文献により

調査し、地方自治体におけるスポーツ政策の総合的な展開

状況を具体的に把握することである。調査対象都市は、全

国の都道府県庁所在地の47市を選定した(11)。 

調査対象都市の選定理由は、県庁所在地の都市は、古く

からプロ野球やJリーグのホームタウン等としての歴史が

ある都市も多く、スポーツ政策と他の政策分野との連携な

ど、総合的な取り組みがより顕著に現れていることが予想

され、本調査により後続する自治体の参考になる知見が得

られると考えられるためである。 

調査では、各地方自治体のスポーツ政策が、総合計画の

うち、どの計画体系（基本構想、基本計画、実施計画）に

位置付けられているか調査を行い、地方自治体別に整理し、

表-2のように7種類に類型化した。 

表-2 スポーツ政策の総合計画への位置付けの計画体系別

類型化結果(n=47) 

 

（出典：各地方自治体の総合計画から筆者作成） 

その結果、類型ABC、つまりスポーツ政策を基本構想、

基本計画、実施計画すべてに位置付けている地方自治体は

5自治体(さいたま市、福島市、水戸市、長野市、和歌山市)

あり、類型BC、つまりスポーツ政策を基本計画と実施計

画の両方に位置付けている地方自治体は18自治体（仙台市、

千葉市、八王子市、富山市、福井市、静岡市、京都市、奈

良市、鳥取市、松江市、広島市、松山市、高知市、福岡市、

長崎市、熊本市、鹿児島市、那覇市）あることが明らかに

なった。 

類型化結果について、表-1（総合計画の計画体系の特徴）

と併せて考察すると、類型ABCの地方自治体はスポーツ

政策を、中長期的な計画期間で、総合的かつ計画的にスポ

ーツ政策と輻輳する各分野の施策、手段を組織化、体系化

し、施策の根幹的事業を示すと同時にどのように実施して

いくかを明らかにするために総合計画に位置付け、類型BC

の地方自治体はスポーツ政策を、3～5年程度の期間で、輻

輳する各分野の施策、手段を組織化、体系化し、施策の根

幹的事業を示すと同時にどのように実施していくかを明ら

かにするために総合計画に位置付けしていることが推察さ

れる。いずれの類型も中長期的な視野で総合的に行政運営

していることがわかる。  

５．２ スポーツ推進計画における施策の多分野への広が

りについての調査と考察 

 次に、各地方自治体のスポーツ推進計画において、スポ 

ーツ施策の多分野に渡る広がりについて調査した(12)。 

 初めに各スポーツ推進計画の実際に実施する事業や取組 

のうち、スポーツ以外のものを抽出した(13)。次にその事業 

や取組をその内容により、12分野（交流、産業経済、地域 

活性化、健康、教育、観光、地域の魅力、医療・福祉、ま 

ちづくり、文化芸術、人材育成、市民活動）に分類した(14)。 

分類結果を表-3に示す。 
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表-3 スポーツ推進計画における多分野の施策の広がり 

(n=41、●は該当項目、数字は事業、取組数を示す) 

 

 

 

（出典：各地方自治体のスポーツ推進計画から筆者作成） 

 これを見ると、スポーツ推進計画において、スポーツ分

野以外の施策分野を計画に盛り込んでいる自治体は、静岡

市、松江市が12分野、さいたま市、盛岡市、水戸市、八王

子市、横浜市、金沢市、長野市が10分野と続き、1自治体

の平均分野数は7.6分野であった。 

分野別には交流(38自治体)、産業経済(38自治体)、地域

活性化(37自治体)、健康(34自治体)、教育(27自治体)、観

光(26自治体)、地域の魅力(25自治体)、医療・福祉(23自治

体)、まちづくり(20自治体)、文化芸術(17自治体)、人材育

成(15自治体)、市民活動(12自治体)と続いていることがわ

かる。 

この結果から、地方自治体のスポーツ推進計画では、そ

の施策がスポーツ分野以外の多くの分野へ広がっており、

地方自治体はスポーツ政策を横断的で総合的に実施してい

ることが明らかになった。 

 

６．事例調査（さいたま市） 

 次に、実際に地方自治体のスポーツ政策の実施について

把握するため、さいたま市の事例調査を行った。 

さいたま市を調査対象とした理由は、全国に先駆けてス

ポーツによるまちづくりのための条例制定、スポーツ政策

の総合計画への位置付け、全国初のスポーツコミッション

の設立など、スポーツ政策を確実に実施する仕組みを構築

しており、スポーツ政策実施における先進性が高く、後続

の自治体の参考になる知見が得られると考えられることに

よる。 

さいたま市には、古くからサッカーをシンボルスポーツ 

とするなど、スポーツと地域が結び付いている土壌があり、 

1993年のJリーグ発足以来、ホームタウンとして行政、市

民、商店街、小学校などが連携して活動を行ってきた。 

2002年のサッカーワールドカップの開催を経て、2005

年3月にスポーツ振興計画 24)を策定した。策定は教育委員

会で、スポーツ振興を中心とした計画であった。 

2009年には、今後4年間に取り組むべき市政全体に渡る

施策をまとめた「しあわせ倍増プラン2009」25)を策定し、

市民、事業者、行政が自らの責任を果たすこと、市内の観

光資源を有効活用し、海外も含め観光客を積極的に誘致す

ること、スポーツコミッションの設立を目指し、その実現

のために条例制定を目指すこと、が掲げられた。 

2010年3月に、「さいたま市スポーツ振興まちづくり条

例」26)が制定され、市民、関連団体、事業者及び行政の連

携を強化することにより、スポーツの振興及びスポーツを

活用したまちづくりの推進を目指すことが定められた。 
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2010年4月には、スポーツ所管部局を教育委員会から首

長部局に移管し、条例を推進する体制が整った。 

2011年7月には、新たに「さいたま市スポーツ振興まち

づくり計画」27)を策定した。計画では、4つのスポーツ活

動(する、みる、ささえる、まなぶ)と、6つの分野(教育、

文化、環境、経済・観光、健康・福祉、都市計画)を連携さ

せ、従来の教育分野に偏らない新たな施策展開がされた。 

2016年3月には、更に見直しを行い改訂版28)を策定した。

ヒアリング調査の結果、見直しは、市民スポーツの場と 

大型スポーツイベントの会場確保の両立の困難、少子高齢

化の進展による市民の健康づくりの必要性、2020年東京オ

リンピック・パラリンピック開催決定、上位計画であるさ

いたま市成長戦略の施策に「国際スポーツタウン構想・ス

ポーツ特区構想・スポーツシューレの設置」が掲げられた

こと等が理由であることが明らかになった(15)。 

ここでスポーツ施策の連携分野の広がりを確認するため、

これまで策定された３つの計画の分野別の施策や事業の数

の比較を行い、表-4に示した。 

     表-4 さいたま市のスポーツ計画比較 

 

(出典：さいたま市スポーツ振興計画、さいたま市スポーツ 

振興まちづくり計画から筆者作成、●は該当項目、 

数字は事業数を示す) 

 表-4により、まずスポーツ所管部局が首長部局へ移管さ

れたことにより、環境、経済・観光、都市計画分野におけ

る施策や事業が連携して実施されるなど、従来の教育分野

に偏らないスポーツ政策の連携分野が広がりや、自治体以

外の新たな事業者との連携が可能となったことがわかる。 

この2011年の計画策定により、新たに実施が可能となっ

た16事業、また2016年の改定で新たに追加された25事業

のうち、代表的な事業の分野について、前章で調査した分

類に従い整理し、表-5に示した。 

表-5 さいたま市の代表的な事業と分野 

（出典：さいたま市スポーツ振興まちづくり計画から 

筆者作成） 

表-5により、さいたま市のスポーツ施策が交流、産業経

済、観光、健康、観光、地域の魅力、まちづくり分野とい

った多分野へ広がり、連携していることがわかる。 

中でも特徴的な取り組みとして、「さいたま国際スポーツ

タウン構想の推進事業」の中の「さいたまスポーツシュー

レの整備促進」が挙げられる。これは市内に集積するスポ

ーツ施設群を中心に、市内の宿泊や飲食、研修施設のネッ

トワーク化を行い、スポーツの「する場」と「学ぶ場」を

確保し、さいたま市全体をドイツにあるシューレ（大規模

な滞在型総合スポーツトレーニング施設）と見立てて、そ

の充実を図る取り組みである(15)。 

その取り組みの中心が、2011年10月に設立された、さ

いたまスポーツコミッションである。これは国際的で大規

模なスポーツイベント開催のために新たに設立された組織

であり、ワンストップで企画調整、大会誘致、大会運営支

援、広報・ＰＲ、観光連携、地域スポーツの振興、といっ

た6つの多様な機能を持つ全国初の組織である。 

当初、さいたま観光国際協会の一部門として設立され、

さいたま市、埼玉県、学識者、地元メディア、プロスポー

ツチーム、地元商工会議所、公益社団法人さいたま観光国

際協会などの多様な主体で構成されたが、より民間の力を

活用し、収益性の高い事業を実施するため、2018年10月

には、一般社団法人として組織改編を行なった(15)(16)。 

特に、自転車の大規模な国際的なイベント「ツール・ド・ 

フランスさいたまクリテリウム」の開催は代表的な事業で

あり、さいたまスポーツコミッションの強みである、多様

な主体で組織されている機能を十分に発揮している(16)。 

以上、事例調査から、さいたま市においては、スポーツ

に関する条例や計画に、スポーツと多分野を連携させる施

策や政策実行のための組織を位置付ける、といった仕組み

を構築し、スポーツによる地域の活性化やまちづくりを推

進していることが具体的に明らかになった。 

 

７．地方自治体におけるスポーツ政策実施における横断的

展開に関する考察 

これまで、地方自治体におけるスポーツ政策実施におい

て、スポーツ政策が地方自治体の中でどのように位置付け

られ、どの分野へ広がっているのかについて、論じてきた

が、明らかになったことを以下に述べる。 
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第1に、地方自治体は、スポーツ政策を確実に実行する

ために、自治体の最上位計画である総合計画に位置付ける

ことで、中長期的で総合的な政策実現を図っている可能性

が高いことが明らかになった。具体的には、さいたま市な

ど5自治体がスポーツ政策を基本構想、基本計画及び実施

計画に位置付け、仙台市など18自治体が基本計画及び実施

計画に位置付けていた。 

第2に、地方自治体は、スポーツ政策の実施にあたり、

スポーツ推進計画を策定し、スポーツ以外の多分野の政策

と横断的な政策展開を図り、総合的に行政運営を行ってい

ることが明らかになった。 

具体的には、静岡市など2市には12分野、さいたま市な

ど7市には10分野への施策の広がりが認められ、分野別に

は、38 の自治体が交流分野、産業経済分野の施策を、37

の自治体が地域活性化分野の施策を、34の自治体が健康分

野の施策をスポーツ推進計画に位置付けし事業実施してい

た。このことから、今まさに地方自治体が、スポーツ政策

を通じて交流人口の拡大、地域の産業、経済の活性化、健

康づくりといった地域の課題に取組んでいることがわかる。 

以上、地方自治体のスポーツ政策における横断的かつ総

合的な行政運営について論じてきたが、折しも我が国では、

2020東京オリンピック・パラリンピックやワールドマスタ

ーズゲームズ 2021 関西といった世界的なスポーツイベン

トの開催が予定されており、スポーツが社会に与える影響

は更に大きくなることが予想される。今後とも重要な研究

領域として着目していく所存である。 
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【補注】 
(1) 地方自治体は、スポーツに関する条例を定め、スポーツを地域の活性化
に活かすような施策を盛り込んだ計画を策定したり、スポーツ所管を教育
委員会から首長部局に移管し、施策実現に向けた組織体制を構築するなど
の新たな展開をしている。 

(2) 各地方自治体が策定する、地方スポーツ推進計画は、スポーツ基本法
（2011年法律第78号）第10条の規定に基づき、各地方自治体が国のスポ
ーツ基本計画を参酌して定めるよう努めるものとされておりスポーツ庁
(2018)『「地方スポーツ推進計画」策定状況調査結果等について』によれば、
指定都市20、市区町村（特別区含む）1721団体を調査した結果、地方スポ
ーツ推進計画を策定している団体は565団体(指定都市20、市区町村545)
で、策定率は32.5%であった。 
(3) 2011年5月に地方自治法が改正されるまで、第２条４項に、「市町村は、
その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総
合的かつ計画的な行政の運営を定めるための基本構想を定め、これに即し
て行うようにしなければならない。」と規定されていた。 

(4) 『基礎的自治体の総合計画に関する実態調査、調査報告書』公益財団法
人日本生産性本部(2016)によれば、本調査は全国の1558団体を対象に（市
区813団体及び町745団体）、2016年3月14日から25日の間実施したも
ので、回収率は60.3%、有効回答数940団体(内訳：市区542団体、町391
団体)であった。 

(5) 第6条(新町村建設計画の策定)において、「町村は、町村合併をしようと
するときは、協議により、町村合併に伴い必要な町村の建設に関する計画
を定めなければならない。」とされた。  

(6) 第1条(的)において、「この法律は、町村合併を行つた市町村の新市町村
建設計画の実施を促進して、新市町村の健全な発展を図り、あわせて未合
併町村の町村合併を強力に推進することにより、地方自治の本旨の充分な
実現に資することを目的とする。」とされた。 

(7) 2007年に施行された地方分権改革推進法に基づき同年に設置された、地
方分権改革推進計画作成ための指針を内閣総理大臣に勧告する機関で内
閣府に設置された。 

(8) 基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定や議会の議決を経るかどう
かは市の独自の判断に委ねられることとなった。 

(9) スポーツの意義として、スポーツが心身ともに健康な生活を営む上で不
可欠なものとして認識され、社会変化の進展と同時に重要性が高まる前
提で示されている。 

(10) 第24条の2第１項、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、
地方公共団体の長が、スポーツに関すること又は文化に関することのい
ずれか又はすべてを管理し、及び執行することができる、と規定された。 

(11) 東京都は、特別区を除く市のうち、人口最大の八王子市を選定した。 

(12) 調査対象の47市のうち、計画未策定の3市（福島市、前橋市、徳島市）、
計画策定中の1市(福岡市)、計画策定済みであるが非公開の2市（佐賀市、
大分市）の計6市を除いた41市の調査を実施した。 

(13) 全国の地方自治体の2035の事業について調査したところ、スポーツ以
外の分野の事業は501事業存在した。その分野別内訳は、交流(228)、産業
経済(124)、地域活性化(141)、健康(118)、教育(48)、観光(47)、地域の魅力(47)、

医療・福祉(64)、まちづくり(49)、文化芸術(34)、人材育成(21)、市民活動(18)

である。 
(14) 例えば、さいたま市の場合、「スマートウェルネスさいたま事業」、「ス 
ポーツと文化、芸術活動の連携事業」は、それぞれ「健康」、「文化芸術」 
として分類し、「スポーツ観戦と地域消費の連携・強化事業」は、その性質 
から「産業経済」「地域活性化」の複数分野に分類した。 
(15) 2020年2月19日、さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策
室 羽島氏へのヒアリングによる。 

(16) 2020年2月19日、一般社団法人さいたまスポーツコミッション総務企
画課 上遠野氏、小林氏へのヒアリングによる。 
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