
ドイツにおけるスポーツ・フォア・オール施策
とスポーツ施設整備計画

―ゴールデン・プランからゴールデン・プログラムへ―

福 岡 孝 純
谷 本 都 栄

はじめに

現代社会は、技術革新により高度に情報化す

るとともに、大量消費型の傾向を示している。

IT化、自動化、機械化、都市化、モータリ

ゼーションの普及は人間に多大の利便性をもた

らし、機能追及型の生活を可能にした。一方

で、自然環境から大幅に逸脱した都市化環境は

生命体としての人間から良好な生活環境を奪

い、必然的に様々な負の影響を及ぼしている。

これらは運動不足による生活習慣病の増大、

情報刺激受身型の生活様式による人間疎外やス

トレスの増大など多様な領域にわたり、グロー

バルな視点で人間的な環境の保持と身体ならび

に精神の健康（生命力）の防衛が最も重要な課題

となっている。

この課題へのひとつの対応として、みどり豊

かな環境の中で誰もが気軽にスポーツを行い、

人間の自律と連帯、健康の維持・増進をはかる

ことのできる環境整備が必要である。我が国の

実態は、これらに対して日暮れて道遠しの感が

あるが、世界的にみても最も優れた先進的事例

であるドイツのスポーツ・フォア・オール運動

やそのための施設整備施策であるゴールデン・

プランについて、その歴史的経緯と現代までつ

ながる実態を示し、今後の我が国のスポーツ・

フォア・オール運動の活動環境のあり方はいか

にあるべきかについて考えてみたい。

１．ドイツにおけるスポーツ・フォア・

オールの展開

第二次大戦後のドイツにおけるスポーツ・フ

ォア・オール運動の経緯は、主に３つのステー

ジに分けられる。第１は、戦後の工業化社会に

おける国民の健康問題の顕在化と国民スポーツ

振興の萌芽期（１９４５～１９５９年）である。第２は、

ゴールデン・プランによりスポーツ活動環境の

インフラ整備が飛躍的に進んだ時期（１９６０～

１９９９年）である。第３は、社会状況の変化を背

景に新たに打ち出されたいわゆるゴールデン・

プログラムにより多様なニーズに対応する施設

整備が展開している時期（２０００年～現在）である

（表１および図１参照）。

２．ゴールデン・プランとトリム運動

ゴールデン・プランには、第１次プラン（１９６０

～１９７５年）といわゆる第２次的なプラン（１９７６～

１９９０年、規準の改正はあったが国家的コンセン

サスが得られず経過した時期）がある。箱物系

の施設整備に重点を置いた第１次プランの終了

時の計画達成率は、運動場８７％、体育館

１７８％、屋内プール１７２％、屋外プール６７％、遊

び場１９４％であり、スポーツ施設は目覚しく増

加した。特筆すべきは、大幅な施設増加に伴い
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表１ ドイツにおけるスポーツ・フォア・オールの変遷

時期 社会状況 施策内容

Ⅰ

国
民
ス
ポ
ー
ツ
振
興
期

第二次大戦後の急速な経済復興に伴う工業化の進展

により、１９５０年代後半から運動不足と偏った栄養摂取

を主たる要因とする疾病者が増加してきた。そのた

め、予防医学的視点に立ち、国民の誰もがスポーツ活

動を行い、自らの力で健康を手に入れる必要が出てき

た。

１９５９年スポーツクラブ（以下クラブ）の統合体である

ドイツスポーツ連合（以下 DSB）によって、「第２の

道」のプログラム設定が行われた。これは、従来の競

技スポーツを「第１の道」とし、国民誰もが参加でき

るスポーツを「第２の道」として提唱された。各地の

クラブが一般開放され、「第２の道」のプログラムが

行われた結果、国民の日常生活におけるスポーツ活動

が定着しはじめた。

Ⅱ

ス
ポ
ー
ツ
イ
ン
フ
ラ
充
足
期

第２の道に対応し、国民の全てがスポーツ活動を行

えるような場づくり、すなわち施設整備の取組みが開

始された。それとともに、スポーツ・フォア・オール

のソフトプログラムの必要性が認知された。これはト

リム運動として DSBを中心に推進され、メディアを

効果的に活用することにより国民運動となっていっ

た。

１９６０年ドイツオリンピック協会（以下 DOG）よりス

ポーツ施設整備施策であるゴールデン・プラン※が発

表された（第１次覚書）。このプランは、スポーツ施設

を都市計画の重要な要素として位置づけ、国家プロジ

ェクトではあるが民間の DOG主管の下、行政の都市

計画担当者、学識者、DSBなど様々な組織の連携によ

り作成された。

日常のスポーツ活動の中心施設となる子どもの遊び

場、運動場、体育館、プール等の各施設について、地

域の人口規模に基づいた１人当たりの規準面積が割り

出された。これをもとに各自治体の施設の種類、必要

数、タイプを算出したことにより、全国的に同水準の

整備が行われた。１９６７年には、モータリゼーションに

よる施設へのアクセス時間の短縮、自由時間の増大な

ど社会環境の変化を受けて基準値の改定が行われた

（第２次覚書）。

Ⅲ

多
様
化
し
た
ニ
ー
ズ
・
環
境
へ
の
対
応
期

ゴールデン・プランの実施により、スポーツ・フォ

ア・オール運動が盛んになり、その結果ニュースポー

ツの発生やクラブに所属せず個人で自由にスポーツを

行う者など、生活が豊かになるにともない国民のス

ポーツ活動が多様化、個性化してきた。また、医療費

をはじめとした社会福祉費用が増大するなかで、人口

構造の変化や立地の多様性に対応した整備が必要にな

った。１９９０年代まではゴールデン・プランに代わるマ

スタープランが無いまま、自治体ごとの実状に合わせ

て整備が行われてきた。しかし現状への対応は難し

く、一律の規準による整備ではなく、個々の自治体の

実状、スポーツニーズに合わせた施設整備施策が必要

となった。

社会状況の変化（多様化、国際化、情報化等）を受

け、２０００年より新たなスポーツ施設整備計画である

ゴールデン・プログラムが開始された。この施策の特

徴は、各計画地域での性別、年齢層別、種目別、組織

化（クラブ加入者）／非組織化（クラブに属さず個人で

行う者）別のスポーツ人口の調査等から、各地域のス

ポーツ活動のニーズに合わせた施設整備需要をいわば

ジャスト・ユア・スポーツとして算出できる点であ

る。また、施設計画には、スポーツ専門の施設だけで

なく、学校施設、街の広場、駐車場、林道等をスポー

ツ利用のために補完的に整備することも含まれてい

る。ゴールデン・プログラムは、地域ごとに多様な形

態での施設整備が可能な指針となっている。これによ

り、全国一律的な施設の量的充足を目指した計画

（ゴールデン・プラン）から、多様なニーズ及び環境に

対応した総合的な地域・都市計画へとさらなる発展を

遂げた。

※我が国では、通称「ゴールデン・プラン（黄金計画）」と言われているが、正しくは“Der Goldene Plan”または“Goldner
Plan”であり、健康は人間にとって黄金のように大切であるということから命名された。
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図１ ゴールデン・プランからゴールデン・プログラムへ

Ⅰ ドウ・スポーツの時代

◆１９５９年 「第２の道」の提唱
スポーツクラブにおける競技スポーツ（第１の道）に対する国民ス

ポーツ（第２の道）振興のためのプログラム提供
活動施設の不足

Ⅱ スポーツ・フォア・オールの時代

◆１９６０年～１９７５年 第１次ゴールデン・プラン
スポーツ・フォア・オールのための中核となる施設の整備
⇒国家主導の下、民意（DOG）によるシビルミニマム・インフラ整
備

◇１９６０年 第１次覚書
・遊び場：１．５m２

・運動場：３．０m２

・体育館：０．１m２

・屋内プール：０．００５―０．０１m２

・屋外プール：０．０５―０．１m２

◇１９６７年 第２次覚書
・遊び場：１．５m２

・運動場：４．０m２

・体育館：０．２m２

・屋内プール：０．０１―０．０２５m２

・屋外プール：０．０５―０．１５m２

◆１９７６年～１９９９年 （いわゆる）第２次ゴールデン・プラン
中核施設の不足に対する調整的整備
⇒多様なニーズに対応した施設の整備

◇１９８４年 第３次覚書
・ランニング、ハイキング、サイクリング、カヌー等の「みち」
の整備
・健康スポーツの推進
・週末圏、休暇圏における魅力ある施設の整備
・テニス、スカッシュ、ゴルフのような趣向による施設の整備

基幹施設の量的拡充

整備目標の達成

施設の多様化と質的向上
ネットワークの整備

◆１９９３年～
ゴールデン・プ
ラン・オスト

東西ドイツ統合
後、国民スポーツ
施設の整備が遅れ
ていた旧東ドイツ
領において日常の
スポーツ活動の中
心施設の充足を目
指し現在進行中

Ⅲ ジャスト・ユア・スポーツの時代

◆２０００年 新しいスポーツ施設整備計画「ゴールデン・プログラム」
多様化・個性化の進むニーズに対応できる新たな整備指針
⇒地域ごとの立地条件、人口動態、住民のスポーツニーズに対応

スポーツ愛好者数＝住民数×積極率×優先純係数
スポーツ需要＝スポーツ愛好者数×回数×時間

スポーツ施設需要＝
スポーツ需要×割り当て係数
利用者数×利用時間×稼働率

地域ごとの整備計画
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スポーツ人口が急激に増えたことである。１９６０

年のスポーツクラブ加入者は全国民の９．５％に

すぎなかったが、１９７５年には２１％にまで達し

た。第２次プランは、当初は第１次プランの規

準（第２次覚書）により進められたが、国民の自

由時間の増大、都市化やモータリゼーションの

さらなる進行、週末圏や休暇圏におけるスポー

ツ活動への対応などの新たな課題が出てきたた

め、第３次覚書として抜本的な新たな基準が設

定された。その骨子は、拠点施設系に加えて新

たにネットワーク系（サイクリング、ランニン

グ、ハイキング、カヌー等）の整備、健康ス

ポーツの積極的な推進、日常圏に加えて週末圏

や休暇圏での活動を楽しく魅力あるものにする

施設や場の整備であった。ゴールデン・プラン

を主導したG・アーベルベック氏は、当時既に

「これからは一律の整備でなく、一人ひとりが

満足できる個性あるプログラムが必要である」

と述べている。

ゴールデン・プランによりドイツのスポーツ

活動環境は量質ともに飛躍的に向上した。施設

は一部の競技者のためのものだけではなく、常

にスポーツ・フォア・オール（みんなのスポー

ツ）ということが念頭に置かれた。整備にあた

っては、利用至便の立地、安い利用料金、様々

な年齢層・関心・能力に応じたプログラム・メ

ニュー、自由時間に関連する他の各種施設との

連携などが重要視された。また、地域の環境や

住民との調和共生、自然と親しむような環境で

の健康づくり、新しいスポーツやプレイの種

目、特に自然を希求するような活動の導入など

時代のニーズにも応えてきた。

ハードウェアの施策であるゴールデン・プラ

ンとともに車の両輪といわれたのが、ソフト・

ヒューマンウェア施策としてのトリム運動であ

った。「スポーツで元気になろう！」を標語に

始められたトリム運動キャンペーンは、難しい

トレーニングや記録づくめのスポーツではな

く、誰でも気軽にやれるという動機づけを行

い、子供から老人まであらゆる年齢層に対して

スポーツを一層親しみやすいものにした。トリ

ムとは、“偏りを正しバランスのよい状態にす

る、調整する”という意味で、トリム運動のシ

ンボルマークであるトリミー坊やが地域のあち

こちで、人々に「ちょっと一蹴りしよう」「ひ

と走りしましょう」「ひと泳ぎして、またドラ

イブを」などと愛嬌よく呼びかけた。マスコミ

がこぞって放送・放映しただけでなく、民間企

業の宣伝戦略もあり、国民の生活のいたるとこ

ろに浸透していった。

ゴールデン・プランとトリム運動の相乗効果

により、ドイツには、スポーツ・自由時間産業

が完全に定着した。これにより国民生活におい

てスポーツの生活化、文化化が確実に行われ

た。スポーツは少数のエリートだけのものでは

なく、家庭のなか、そして老人ホームにまで入

っていった。スポーツクラブの数は約９万にま

で、その加盟者は国民の約３分の１に達してい

る。また、国民の約３分の２は１週間に１回以

上何らかのスポーツ活動を行っている。これら

の受け皿となっているのが、長い歴史をもつ地

域の総合型スポーツクラブの門戸開放とゴール

デン・プランにより整備された施設を拠点とし

て誕生した新しいスポーツクラブである。各ク

ラブには、DSBが養成した各種スポーツの指

導者がおり、多くのボランティア指導者によっ

ても支えられている。彼らは、初めてスポーツ

に参加しようとする人たちに幅広く接し、ス

ポーツの魅力を正しく伝えることにより、日常

生活のなかでスポーツ活動が生活文化として高

められるのに重要な役割を果たしている。

３．ゴールデン・プラン・オスト

１９９０年１０月３日の東西ドイツの統合により、

スポーツ・フォア・オール施策が全く遅れてい

た旧東ドイツにおけるスポーツ施設整備計画と

してゴールデン・プラン・オストが策定され
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た。これにより、１９９３年からの１５年間で旧東ド

イツ地域のスポーツ施設の量的・質的レベルを

旧西ドイツの各州と同等の水準まで引き上げる

計画がスタートした。旧東ドイツは、極端な競

技スポーツ優先の施設づくりであったため、既

存の施設に修正を加えつつ、ゴールデン・プラ

ンと同様に日常のスポーツクラブ活動が可能な

施設の整備が進行中である。これらの整備費用

は総額で約２兆５０００億円と算定され、連邦政府

と自治体で半分ずつ負担することとなってい

る。

４．我が国のスポーツ・健康づくり活動

環境の現状と問題点

我が国では、戦後、国民の健康づくり、体力

づくり、自由時間活動の拡充に対応し、総理府

（現内閣府）の体力つくり、文部省（現文部科学

省）の社会体育・生涯スポーツ、建設省（現国土

交通省）の健康運動公園、厚生省（現厚生労働

省）の健康増進施策等、各省庁が専門とする範

囲内においてスポーツ活動環境の整備が進めら

れてきた。しかし、これらはスポーツ・健康づ

くりの理念の構築が曖昧なままに縦割りに各省

庁に分散されて取り込まれているため、省毎に

多くの施策が出されているものの、十分な成果

を挙げていないのが現状である。また、学校体

育及び競技スポーツに重点が置かれ（体育施設

の半分以上が学校施設）、みんなのスポーツの

ための施設は量的・質的に不十分である。

１９６０年代後半には地域中心のコミュニティス

ポーツの振興が叫ばれ、公共施設の整備が進め

られてきたが、十分な成果が出ないままにリ

ゾートの振興などが図られたため、我が国のス

ポーツ活動環境は日常生活圏での施設が不十分

なまま、週末圏、休暇圏の代償的な整備がなさ

れてしまった。特に問題なのは、ドイツのよう

な地域に根ざした総合型スポーツクラブの振興

が不備に終わったことである。

健康の自己管理が非常に重要な時代を迎え、

我が国でもスポーツ＆ヘルス・フォア・オール

運動の推進が必須であることは言うまでもな

い。そのためには国民のスポーツ・健康づくり

に関する理念を改めて確立し、そのための活動

環境整備の明確なビジョンを提示しなければな

らない。単に身体的なフィットネスの達成では

なく、都市計画的な視点を踏まえてスポーツ・

健康づくり活動の場を整備し、学校や公園緑地

等とも連携して、生活文化としてのスポーツ・

健康づくり活動につながるよう多様で魅力ある

環境が提供されることが望まれる。
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