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（参考洋式３） 

会 議 録 

会 議 名 称 平成２９年度第２回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 平成３０年２月２６日（月）午後６時から 

開 催 場 所 東村山市民スポーツセンター スポーツクラブ室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者  

【出席者】 

（委 員） 朝岡委員、山中委員、鈴木委員、黒羽委員、池谷委員、 

        深谷委員、吉永委員、酒井委員、江川委員 

（事 務 局） 野崎教育部長、田中教育部次長、中澤市民スポーツ課長、 

        濵﨑振興係長（市民スポーツ課）、佐藤主事（市民スポーツ課） 

（欠 席 者） なし 

（オブザーバー） 株式会社サーベイリサーチセンター（大木）  

傍 聴 の 可 否  可 傍聴者数 ０人 

会 議 次 第 

開会 

１．協議事項 

（１）東村山市スポーツに関する市民意識調査報告書及び提言書について 

（２）東村山市スポーツ施策の今後の方向性について 

２．報告事項 

（１）平成３０年度組織改正に伴う市民スポーツ課の市長部局への移管について 

（２）平成２９年度市民スポーツ課事業報告 

（３）平成３０年度市民スポーツ課当初予算（案）及び事業計画書（案） 

３．その他 

４．次回日程 

閉会 

問い合わせ先  

東村山市教育委員会 教育部 市民スポーツ課 濵﨑 浩太郎 

電話：０４２－３９３－９２８５（直通） 

FAX：０４２－３９７－４５４４ 

Email：shiminsport@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 
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会 議 経 過 

○開会あいさつ（野崎教育部長） 

  本日は大変お忙しい中、今年度二回目となる推進審議会へご参加いただき感謝申しあげる。 

本日の審議会は、次第の協議事項にある通り、市民に対するスポーツの意識調査ということで、

2,000 人の市民を無作為に抽出して、様々なアンケートを取らせていただいた結果が出たのでご報告

をさせていただく。また、その結果等を踏まえてこれからの当市のスポーツ行政をどのように進めて

いくか、ソフト面・ハード面含めて審議をいただく大変重要な会議である。限られた時間ではある

が、それぞれの立場からご意見いただきたいたくよろしくお願いしたい。 

 

○１．協議事項 

『東村山市スポーツに関する市民意識調査報告書及び提言書について』 

（朝岡会長） 「スポーツに関する市民意識調査」の報告書及び提言書について、事務局より説明をお

願いしたい。 

（事 務 局） スポーツに関する市民意識調査の実施にあたり、昨年７月に開催しましたスポーツ審議

会において、本調査票を元に、無作為に抽出をした１８歳以上の市民２,０００名を対象に

調査を実施した。有効回答数は８６８件、回答率は４３．４％ということで、当初の目標

としていた４０％を超えたこともあり、資料として信用性の高いものであると捉えている。 

本日は、本調査の実務を担当した（株）サーベイリサーチセンターにもご出席いただい

ているので、調査報告書及び提言書の内容について、ご説明いただきたいと思う。 

（ＳＲＣ大木）配付【資料１・２】に沿って説明 

東村山市のスポーツ推進に向けた提言書の１３ページ、「市民意識調査結果の概要」をご

覧いただきたい。今回の調査では「スポーツへの取り組みについて」「市立スポーツ関連施

設について」「地域のスポーツ振興について」「東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会について」「障害者スポーツについて」という５つのテーマについてたずねた。 

まず、「スポーツへの取組について」だが、この１年間に運動やスポーツを行った頻度が

週に１日以上の人の割合は 63.4％であった。この数字をスポーツ実施率と呼び、国の調査

ではスポーツ実施率は 42.7％という結果が出ている。東京都の調査では実施率は 56.3％な

ので、国や都よりも東村山市は高い傾向にある。地域別でみると、第１ブロックと第３ブ

ロックと第４ブロックが約 70％、第２ブロックが約 60％であった。 

次に、この１年間に行った運動やスポーツは、「散歩・ウォーキング」が 78.3％と断トツ

の多さだった。性別では実施したスポーツの種類に特に差はなく、年齢別に結果を見てみ

ると、２０代から４０代の方はウォーキングのほかに「自転車・サイクリング」を多く挙

げていて、５０代以降は「体操、ラジオ体操、健康体操」を多く挙げていた。今後行ってみ

たい運動やスポーツについても、ウォーキング・トレーニング・体操・サイクリングなど、

上位項目は現在行っているものと同じようなラインナップであった。 

運動やスポーツを行った場所は、「道路や遊歩道」が最も多い結果となった。地域別でみ

ると、第１ブロックと第２ブロックと第４ブロックでは「道路や遊歩道」のほかに「公共

のスポーツ施設」を多く挙げており、第３ブロックは「広場や公園」を多く挙げていた。ま

た、第４ブロックは「自宅」や「民間のスポーツ施設」も多く挙げていた。 
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次に「あなたはスポーツや運動を行う場合、だれと行いたいと思いますか。」という設問

では、「仲間・友人と」が最も多くなっている。東京都の調査結果と比べても同じような結

果が出ていますが、２番目に多かった「ひとりで」という回答が、東京都より東村山市の

方が 8％ほど多くなっていた。 

続いて、「市立スポーツ関連施設について」では、市立スポーツ施設を利用したことがあ

る人は 58.6％であった。満足度をきいた設問では、「スポーツセンターのレクリエーション

室」と「サンパルネマシンジム」で特に満足度が高く、８割近くが「満足」「やや満足」と

答えている。また、「不満」と答えた方にその理由をたずねたところ、「施設の設備」という

回答が最も多く挙げられた。 

続いて、「地域のスポーツ振興について」だが、地域のスポーツを支える人・スポーツ団

体・制度の認知度は、「体力つくり推進委員」が最も高く、44％であった。「すわスポーツク

ラブ」は 2.8％、多摩湖スポーツクラブは 1％と特に低くなっている。「知っているものは

ない」という回答は全体の 33.4％であった。 

地域のスポーツイベント・活動への参加頻度は、１回以上参加したことがある人の割合

が 34.0％であった。特に参加しているのは７０代である。今後のスポーツイベントは「条

件が合えば参加したい」が 62.3％で、参加頻度が一番低い３０代が特にそのように回答し

ていた。なお、今後「参加したい」人のスポーツイベントへの不参加の理由は、「地域での

活動を知らないから」と「実施時間が合わないから」が多かった。 

次に、「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会について」だが、オリパラ

の競技大会は「競技場などに行って観戦・応援したい」という回答が最も多くなっていた。

大会及び大会後に市民が期待することとしては、「感動や興奮の共有」が 53.2％と最も多

く、以降は「選手の活躍・メダル獲得」が 29.3％、「子どもたちの体力向上」が 27.1％と

続いている。 

東村山市が中華人民共和国のホストタウンに登録されたことを知っている人は 10.8％に

とどまり、特に２０代から３０代においての認知度が低い状況である。 

最後に、「障害者スポーツについて」だが、知っている、または聞いたことがある障害者

スポーツの用語では、「パラリンピック」「車椅子バスケ」「車椅子テニス」が特に多かった。

東京都の調査と比較すると似たような認知状況の結果が出ているが、東村山市では「ゴー

ルボール」と「ウィルチェアーラグビー」が比較的低い認知度となっている。 

この１年間の障害者スポーツの実施や観戦の有無については、「テレビ、ラジオ、インタ

ーネット等で観戦した」人が 52.8％で、「会場等で実際に観戦した」人は 2.5％にとどまっ

ている。これらを東京都と比較すると、障害者スポーツを観戦したことはない人の割合は、

東京都が 27.8％、東村山市が 38.7％と約 1割の差が出ている。 

以上の調査結果から、いくつかみえた課題をあげさせていただく。提言書 17P をご覧い

ただきたい。 

本調査において、スポーツ活動全般について「必要」、「ある程度必要」と考えている方

は約９割だが、スポーツ実施率は６割強という結果であった。このスポーツ実施率は全国

や東京都に比べると高くなっているが、東京都スポーツ推進計画に掲げるスポーツ実施率

の数値目標「70％」には届いていない。運動やスポーツは必要だと感じていても実施でき

ていない市民の方への方策が必要である。 

また、過去１年間に運動やスポーツをしなかった理由としては「仕事・介護・育児が忙
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しくて時間がないから」、「年をとったから」、「機会がなかったから」、「体が弱いから」と

いった意見が多くなっている。このように様々なスポーツへのニーズがあるため、市民が

気軽にスポーツへ取り組める環境をつくることが重要である。 

普段スポーツをする場所としては、「道路や遊歩道」が抜きんでており、「ウォーキング」、

「体操」、「サイクリング」に取り組んでいる市民が多くいることを考慮すると、引き続き

市民にとって身近な存在である市内の道路や遊歩道を有効に活用していくことが必要であ

る。 

対して「公共のスポーツ施設」を利用してスポーツに取り組んでいる市民は、２割程度

に留まり、そのうちの約２割の方が、利用した市立スポーツ施設に対して「施設の設備」

などへの不満をあげている。市民のスポーツ実施率向上に向けて、公共施設の利用拡大を

図るため、時代のニーズに合った、より魅力ある市立スポーツ施設にするための改修・再

編の検討も必要である。 

次に地域のスポーツ振興についてだが、地域スポーツイベントへ参加している方は全体

の１割程度で、自由意見をみると、特に働き盛りの世代から「仕事が忙しくて運動ができ

ない」、「施設などの広報が弱く、足を運んでいいのか分からない」、「スポーツ教室の実施、

周知をしてほしい」などといった意見が寄せられている。 

また、地域スポーツ振興の担い手となる関係機関や団体の認知度についても、全体の３

割程度が「知っているものはない」と答えている。 

さらに、現在の体力つくり推進委員が参加するスポーツ事業は「駅伝大会」、「グラウン

ドゴルフ大会」、「ビーチボール大会」などだが、これらは今後行ってみたい運動やスポー

ツとして１割にも満たない競技が、市民が関心のあるスポーツと相違がある状況である。 

今後の地域スポーツ活動には「条件が合えば参加したい」という声が圧倒的に多いこと

から、開催内容や時間などを見直し、市民の多様なニーズに対応した地域活動を展開する

ことが求められている。 

最後にオリンピック・パラリンピック競技大会と障害者スポーツについて、大会への関

心が高まっている一方で、東村山市が東京２０２０大会において、中華人民共和国のホス

トタウンに登録されたことを知っているのは市民の１割程度にとどまっており、一層の市

民への周知が必要である。 

また、東京２０２０大会について、市民が今後知りたい情報は、オリンピックに比べる

とパラリンピックへの関心が低い状況にある。パラリンピックへの気運を高めていくため

には、市民が障害者スポーツを身近に感じ、関心を持つことが重要である。 

さらに、障害者スポーツの競技や用語は「パラリンピック」、「車椅子バスケ」、「車椅子

テニス」の認知度は高いものの、そのほかの競技や用語はあまり知られていないのが現状

である。障害者スポーツの実施・観戦の経験をしたことない方の数も、東京都の調査結果

に比べると多く、今後実施・観戦したい競技種目も「テニス」、「バスケットボール」、「陸

上競技」などが上位にあがる一方で、３割程度が「特にない」と回答している。 

誰もがスポーツを楽しめる社会を実現するために、さらなる障害者スポーツの理解や普

及啓発等の推進が必要である。 

以上を踏まえ、弊社が考える今後の方向性に関する提言を述べさせていただく。提言書

１９ページをご覧いただきたい。 

本調査において、実際に行った種目は散歩、ウォーキングが突出しているほか、体操や
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サイクリング、筋力トレーニングも挙げられており、実施したきっかけについても「健康

のため」や「友人・知人・同僚などに誘われた」などが上位に位置し、それぞれが置かれた

条件に応じて、気軽に楽しめるものが志向されていることがうかがえる。 

様々な市民のニーズに対応するためには、それぞれの体力や年齢、技術、目的などに応

じたスポーツの機会を、継続的に提供していくことが必要である。より気軽に身近でスポ

ーツに親しむためには、市立スポーツ施設の適切な維持管理や運営はもちろん、多様なス

ポーツ環境の充実を図ることが必要である。そのため、スポーツセンターや運動公園など

のスポーツ関連施設の改修や再編の検討に取り組み、誰もが快適にスポーツを楽しめる拠

点として、一層魅力ある施設にしていくことが必要であると考える。 

また、子育てや働き盛りの若い世代が、スポーツを実践することが困難な要因を分析し

て、スポーツ参加の機会を拡充することが求められている。たとえば、運動不足を解消す

るために、本調査でも一番の人気スポーツとなっている「ウォーキング」を気軽に始めて

もらえるように、東村山市に既にある「ぶらっと散策コース」を活用した、東村山市独自

のスポーツにフォーカスしたウォーキングマップを作成するなど、運動やスポーツに親し

めるような環境づくりに取り組んで、市民のスポーツへの参加を促すことが重要である。 

さらに、地域のスポーツ事業は、ニーズに合わせイベントや教室などの開催時間や内容

の見直しを行い、スポーツ実施率が低い層にも、スポーツに触れるきっかけを積極的に提

供していくことが必要である。併せて、地域スポーツイベントでは、参加者の拡大を図る

ために、さまざまなアプローチで情報提供や広報活動を行い、周知を強化していくことも

重要であると考える。 

今後、東京２０２０大会の開催に向けて、多くの市民が今まで以上にスポーツへの興味

や関心を高めるこの機会を捉えて、誰もがスポーツを楽しみ、支え、育てる活動を一層強

化していくことが必要である。そのためにも、大会に向けてイベントや広報を行うなど、

スポーツへの関心を高めるとともに、障害者スポーツへの理解を深めていくことも重要で

あると考える。 

以上、駆け足の説明となったが、報告を終了させていただく。 

（朝岡会長） 今日は委員の皆様からご意見をいただくということではなく、感想をお聞かせいただき

たいと思っている。委員の皆様から７月にいただいた意見を元に作られた調査票であるた

め、それぞれの立場から色々とご感想をいただければありがたい。 

（Ａ 委 員） 障害者スポーツの理解について、学校でも理解啓発やオリンピックの教育を行っている。

現在、東京都の事業でオリンピアンを呼ぶ活動がある。それは日本のオリンピアンでも海

外のオリンピアンでも障害者スポーツのオリンピアンでも構わないのだが、本校ではあえ

て障害者スポーツのオリンピアンを呼んだ。ブラインドサッカーの選手だったが、保護者

向けに開放したらかなりの数が集まった。こういった機会を捉えると、東京都独自の事業

ではなく、東村山市からも学校へ障害者スポーツの選手を派遣していただきたい。陸上教

室や水泳教室などの派遣がすでにあるかと思うが、障害者スポーツの選手も派遣していた

だくと裾野が広がり、障害者スポーツへの理解が子どもを通して保護者まで行き届くので

はないか。障害者スポーツの選手は身近になかなかいないので、斡旋していただきたい。

体育協会でも陸上や水泳などすでにやっていると思うが、その中のメニューとして障害者

スポーツも入れていただくよい。 

 



6 
 

（Ｂ 委 員） 私は障害者スポーツ指導員として障害者と一緒にスポーツをすることも多いのが、最初

に、東村山市の中で障害者スポーツをされている方がどれほどいるのかという実態がはっ

きり分かっていない。体育協会でもここ２年ぐらい、スポレクフェスティバルの中にユニ

バーサルスポーツとして障害者スポーツをいくつか入れて紹介をしているが、結局その場

に来るのは健常者の方である。東村山市の中で、例えば車椅子バスケットや車椅子テニス

など、どれぐらいの方が障害者スポーツを実施しているのかというのが、実態としてよく

見えてこないのが現状である。そこを把握した上で、どんなスポーツを紹介していき、市

民の皆様にどのように理解していただけるのか、という点が必要なのではないかと思う。 

（Ｃ 委 員） 廻田小学校ではボッチャを推進しており、先日高齢者と子どもたちと一緒にボッチャを

体験させていただいた。そこに廻田町体力つくり推進委員会も何名か参加させていただい

たが、今回地域の障害者施設の方も参加されたと聞いている。これからは障害者スポーツ

も取り入れて進めていくことは大事である。 

（Ｄ 委 員） 野外活動連盟は年に２回歩こう会をやっている。近年は高齢者の参加が増えたので、春

は東村山近郊の七福神めぐりをしている。年２回を四十数年行っており９２回目を迎えた。

以前は家族連れや若い人も多く２００人ほどすぐ集まったが、最近は高齢者が多く参加者

は１００人を切るぐらいである。各町の体力つくり推進委員会で歩く運動を行い充実して

きたわけか、市の教育委員会主催のイベントの参加者は減ってきた。市全体的にみると、

皆様歩かれているのではないかと思う。今後はコースを整備していけば歩く人にとっても

より良いのではないか。 

（朝岡会長） 以前は東村山駅に歩くコースのマップがあったかと思うが、今もあるか。 

（事 務 局） 現在は観光マップという形で作らせていただいている。産業振興課が発行しているが、

市内のスポットで５コースほどウォーキングコースが入っている。距離や歩き方などは掲

載されていないが、観光スポットを巡ることを目的としたマップとして、駅の観光コーナ

ーや市内公共施設に置いている。 

（Ｂ 委 員） 昨年から立川市のスポーツ推進委員が、立川市民の方を連れて東村山市に散歩に来てい

る。私のところに「良い場所はありませんか。」と問い合わせがあり、その観光マップを教

えてあげた。 

（Ｅ 委 員） 中学校では体育の教員が集まり色々な事業研究をしていく中で、障害者の方に毎年１回

来ていただき、講演と実技研修を実施しているため、つながりはできてきていると感じて

いる。予算の関係もあるので著名人をお招きするということはなかなかできないが、まず

は教育の中でこのような活動をして広めていけたらと思っている。私の学校には特別支援

学級もあるので、そういったところで障害者スポーツを紹介できたらと思っている。 

（Ｆ 委 員） 先ほどウォーキングの話が出たが、健康増進課で保健推進委員として各町で活動する中

では、体力つくり推進委員と共同してウォーキングの企画をさせていただいている。やは

り身近な町で企画をすると人は結構集まるので、ウォーキングの需要はかなり高いと感じ

ている。ただ、保健推進委員自体も高齢化してきているが、参加される方も高齢者が多い

ということで、今回の調査結果でもあったように、働く世代やお子さんたちが参加できる

場がなかなか無いことが課題だと思う。参加する機会を作れていないことや、周知が行き

届いていないという点では、健康増進課で行っている健康づくりに関する運動というのは、

高齢者は介護予防で力が注げるが、若い人には集まってもらえない現状は悩みどころであ

る。先ほど他の委員からも高齢者と若い人が共同でボッチャを行ったと話があったので、
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そのようにコラボしていけたらと思う。若い世代の人たちに運動の習慣がつくと、改めて

高齢期に入った時に介護予防をしようとならなくても健康づくりができていることになる

ので、若い世代をどう掴んでいくかが課題である。市民スポーツ課とも共同で何かできた

らいいなと考えている。 

（Ｇ 委 員） 糖尿病の患者を集めて年２回公園に行き、万歩計を貸し出し、カロリーの消費について

実感していただく機会を作っている。健康推進委員会ではストックを推奨している。また、

糖尿病患者の中では合併しているケースもあり、病的な人へ運動をどのように進めていく

か考えていく必要がある。 

（吉永職務代理） まずは本調査が高い回答率であったことに安心した。スポーツの必要性を９割弱の市民

の方が持っているということは、恐らく全国的にも非常に高い結果であると思う。潜在的

なニーズを含めて考えると、やはり東村山市民の方は体を動かすことが大事だと認識され

ていることになる。ただし、実施率が６３％程度に留まっているということは、残り 25％

程度の部分をどう施策で埋めていくかということになるかと思う。また、子どもや大人の

ニーズ、特に働く世代や高齢者、さらに家庭や地域など市全体のニーズ、色々な要素がク

ロスし錯綜している状況を一つ整理していく必要があると感じた。取組としては、特に突

出している散歩・ウォーキング辺りについて、間違いなく良いものはこれからも継続して

取り組んでいく必要があると感じているし、今回出た課題で改善していく必要があるもの

については、見直し等を含めて議論を深めていくことで、より良い形になっていくのでは

ないかと思う。学校関係のところでは、パラリンピックの部分を中心に障害者スポーツに

ついて取り組まれていることは素晴らしいことだと思う。特に、次の学習指導要領の保健

体育科のところでは、多様性のことについてかなり触れられていますので、児童生徒にと

っても良い効果だと思う。先日、障害者スポーツの会議に出席した際も、最後に「いずれ

皆さんも不自由になります。障害のあるなしに関わらず、人々が健康に生きていくより良

い社会をつくりましょう。」というメッセージが出されたのはなるほどと感じたので、これ

を何か特別なこととするものではなく、障がいのあるなしに関わらず市民の方々が健康な

生活を送れるような環境をどう作っていくかということを常に意識として持っておくべき

だと思っている。アンケートの意見をみると、やはり色々な思いがあって回答されている

方が多くおり、この報告書をベースにしながらどう進めていくかが重要だと思うので、計

画まではいかずとも何か指針のようなものをしっかり作り、方向性を定めながら進めてい

った方が成果は上がっていくのではないか。調査を実施しただけで終わりという話をよく

聞くので、その辺りについて検討いただければと思う。 

（朝岡会長） それではひと通り感想をいただいたので、協議事項（２）東村山市スポーツ施策の今後

の方向性について、事務局から説明をお願いしたい。 

（事 務 局） （２）東村山市スポーツ施策の今後の方向性について説明させていただく。委員のご意

見にもあった通り、市が今年度実施したスポーツに関する市民意識調査の結果と、本日委

員の皆様にいただいたご意見を元に、来年度スポーツ施策基本方針を作っていきながら、

スポーツに関するハード面及びソフト面の施策について方向性を定めていきたいと考えて

いる。市のスポーツ施策の方向性の検討については、以前当審議会でスポーツ推進施策に

ついて協議されていたが、市の各種計画の兼ね合い等でスポーツ施策の整備について今の

段階では明確にできないという状況もあり、計画ではなくソフト面に関する指針の策定を

検討していくこととなった。今回２０２０年に開催されるオリンピックとパラリンピック
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を契機に、市のスポーツ施策をどのように進めていくべきか、今回の調査結果を参考にし、

各団体との意見交換を重ねながら一定の方向性を示していければと考えている。基本方針

の策定時期は、平成３０年度の一年をかけて検討していく予定である。この実施主体は市

になるが、内容の検討については、各スポーツ団体の代表者や有識者等で構成されるスポ

ーツ施策基本方針検討委員会を設置し、進めていきたいと考えている。検討された基本方

針案については、当審議会へお諮りさせていただき、答申をいただいた上で策定していく。

この検討委員会については、当市のスポーツ施策における現状と課題を明確にして、今後

の方向性及びハード面、ソフト面の施策展開に向けた指針を示していければと考えている。

スポーツ都市宣言を掲げ、これまで培ってきた約５０年を継承しつつ、あと２年後に迫っ

た２０２０年のオリンピックとパラリンピックを機会と捉えて、これから先に繋がる当市

のスポーツ施策を掲げていくためにも、東村山市スポーツ施策基本方針を策定していきた

いと考えている。内容は、基本方針の概要、当市のスポーツ施策に関する現状と課題、ス

ポーツ施策の基本方針、施策の実現に向けてといった項目を大きな括りとして考えていく

予定である。この策定にあたっては検討委員会で進めていく。委員の構成については、学

識経験者、社会体育関係者、障害者スポーツ関係者、公募市民を併せた約８名程度を想定

している。 

（Ｃ 委 員） 体力つくり推進委員会で委員長をやらせていただいているが、１３町の体力つくり推進

委員会で平成２９年２月に連絡協議会を設立し、委員長が集まり情報交換や問題点をまと

めながらより良きものにしようと取り組んでいる。ぜひ、当検討委員会に連絡協議会のメ

ンバーを何名でも構いませんので入れていただければと思う。 

（Ｂ 委 員） １３町の体力つくり推進委員会も、４０年ほど前の設立当初は日本も右肩上がりで、３

０～４０代の方々も関わってやっていた。現在はほとんどが高齢者となってしまい体力つ

くり自体も厳しい状況である。そんな中、スポーツ施策はどこに向かっていくのかという

話はよく聞くが、私達スポーツ推進委員自体もどのような指針で進めていけばいいかはっ

きり分かっていない状態である。独自に取り組もうとしても、市の予算の関係など色々な

ことがあるためなかなか厳しい。現状の方向性は総合計画に少し載っているだけであるた

め、東村山市のスポーツがこういう方向に向かっていくのだと、具体的にきちんと策定さ

れることを願っている。 

（教育部長） 本来であれば、当審議会で練っていただくのが筋だと思うが、策定をしていくとなると

相当な時間が必要となるので、別に検討委員会を設置し、その経過報告を当審議会にお諮

りしながら進め、最終的に検討委員会で出た内容を当審議会に諮問させていただき成果品

にするという流れを考えている。今回の調査結果を生かしながら、ハード面、ソフト面が

様々なニーズに合っているのかを検討していきたいと思っている。 

（Ｂ 委 員） 基本方針はどれぐらいの期間で策定される予定か。 

（事 務 局） 平成３０年度の一年間を予定しており、パブリックコメントを実施し、年度末に策定し

たいと考えている。検討委員会は年に５回を想定している。 

（朝岡会長） 本日の協議事項については、これまで出た意見を参考にして、平成３０年度に検討委員

会を作り、当審議会で内容を確認していくという流れでよいか。 

（委 員） 異議なし 

（事 務 局） 以上で協議事項は終了したため、（株）サーベイリサーチセンターは退席させていただく。 
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○２．報告事項 

（１）平成３０年度組織改正に伴う市民スポーツ課の市長部局への移管について 

（野崎部長） 来年度、市役所の組織改正で教育委員会の中にある市民スポーツ課が、市長部局へ移管

することとなった。先週市議会で条例可決頂いた。今、市役所には教育部含め 9 つの部が

あり、平成３０年度より、新たに１つ部を新設し「地域創生部」を設置することとなった。

そこに「市民スポーツ課」が移ることになる。地域創生部の中には、「市民スポーツ課」の

他に、「産業振興課」、「都市マーケッティング課」等、市の PR、総合戦略、企業誘致、地

域創生担っているところが１つの部となる。趣旨としては、オリンピック・パラリンピッ

クをひかえる中、気運情勢やスポーツを通じての地域創生、地域振興にも寄与して行きた

いという狙いがあり、市民スポーツを広い視野でとらえ、健康長寿、介護療法等、他の施

策と融合する事とによってさらにスポーツ振興に視するという事になる。 

（朝岡会長） 今まで主催が「教育委員会」だったものに関しては、今後どうなるのか。 

（野崎部長） 今まで教育委員会が主催で行なっていたものについては、「東村山市」が主催となる。 

      当審議会についても、教育長の委嘱となっていたが、今後については市長からの委嘱とな

る。ただ、担当所管である市民スポーツ課との関わりについては特に変更はない。 

（Ｄ 委 員） 今まで実施してきた事業について、規模が大きくなるという事か。 

（野崎部長） 今のところはまだ具体的に決まっていないが、基本的にイベント等については継続的に

実施する形になると考えている。 

（Ｂ 委 員） スポーツ推進委員も、教育委員会より委嘱されているが、今回の組織改正に伴い、市長

からの委嘱となる。「何かかわるのか」ということついては、まだ何も決まっていないが、

市民大運動会で何かできないか、スポーツ推進委員の中で検討中である。今迄よりは、イ

メージを強く感じている。 

（野崎部長） 市の狙いとしては、新設される部の中にもオリンピック・パラリンピック担当ができる

ので、そこと市民スポーツ課が連携し事業を展開していきたいと考えている。オリンピッ

ク・パラリンピックを契機に、スポーツだけでなく地域振興をどのように進めていくかが

今回の組織改正の目的である。 

（朝岡会長） こうなるであろうという、希望的な事で話をされているが、市民から問われた時にそれ

ぞれがまちまちの説明ではいけないと思うので、今回の組織改正に伴う変更点等を示した

ものを文書化してほしい。文書化する事が難しいのであれば、各スポーツ団体や体育協会

等に説明する機会を作ってほしい。良い事をやろうとしても、それぞれ捉え方が違うと市

民の受け取り方も違ってくると困ると思うので、ぜひお願いしたい。 

（事 務 局） 組織の狙いや変更点等について、スポーツ関係団体等へ順次説明していきたいと思う。 

 

（２）平成２９年度市民スポーツ課事業報告 ※資料３について説明 

（事 務 局） 平成２９年度に市民スポーツ課が実施した事業について説明させていただく。 

①第２９回ふれあい運動会 

スポーツ推進委員会が主管として行った事業になっており、６０才以上の方を対象

とし誰でも手軽にできる競技８種目を実施致した。参加者数は、一般の方１４１名、

中学生ボランティア４名、合計１４５名であり、高齢者同士のふれあい、交流、外に

出るきっかけつくりの一助になった。 
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②中国蘇州市とのスポーツ交流事業 

今年度初めて実施した事業となるが、中国のホストタウンになった当市と、姉妹都市

である中国蘇州市の少年サッカー交流団を招き、サッカー交流、環境施設の視察、植樹

活動を行った。事業自体は外務省が推奨する、日中植林植樹国際連帯事業の一環として

実施したが、サッカー交流等については、当市主導でおこなった。内容については、久

米川東小学校の体育館及び校庭を使用し、東村山市の選抜チームと蘇州市の少年交流団

とサッカー交流を行った。その後、所沢市にある菊水亭にて、中国蘇州市交流団の歓迎

会を開催した。２日目については、市のごみ処理施設の視察として、秋津町にある秋水

園リサイクルセンター施設を訪れ、その後、運動公園にて白モクレンの木を４本植樹し

た。 

事業実施にあたり、サッカー協会や日中友好協会等、市内の団体にご協力を頂き無事

に終了した。 

③東村山市民大運動会 

今年は晴天に恵まれまして、無事に開催する事ができた。参加者は、延べ 4,528 名。

例年同様の人数にご参加いただいた。 

④第５０回市町村総合体育大会 

東京都市町村体育協会連合会が主催となって行われている市町村対抗のスポーツ大会

である。１４競技２２種目の内、当市は１４競技２１種目に出場した。順位については、

男子が１２位、女子が１０位、総合で１１位だった。上位入賞の団体としては、剣道女

子及びゲートボールが第３位。 

⑤東京２０２０オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 

「夢への導き～オリンッピックメダリスト指導者による講演会～」 

１１月２６日（日）に、レスリング協会の強化委員長である栄監督と、オリンピック

３大会連続金メダリスト選手吉田沙織選手を招き、中央公民館にて講演会を行った。当

日は、３５６名の方にご参加いただき、オリンピック・パラリンピックの気運醸成に繋

がったのではないかと考えている。 

⑥平昌オリンピック出場選手壮行会及びパブリックビューイングの開催 

昨日で閉会した、「平昌２０１８冬季オリンピック競技大会」の出場選手として、当市

在住の床亜矢可選手、床秦留香選手が、女子アイスホッケー競技の日本代表として出場

したため、壮行会及びパブリックビューイングを開催させていただいた。壮行会につい

ては、１／９（月）１７時より、いきいきプラザ１階のロビーで行い、約１６０名の方に

ご参加をいただいた。 

パブリックビューイングについては、２／１２（月祝）に予選リーグ第２戦のスイス

戦を「東村山応援デー」として、東村山駅西口にあるコンベンションホールにてパブリ

ックビューイングを開催させていただき、延べ２３０名のご参加をいただいた。このよ

うな事業をリアルタイムに展開していくことで、オリンピック・パラリンピックにむけ

た市民の気運醸成につながっていくのではないかと考えている。 

（３）平成３０年度市民スポーツ課当初予算（案）及び事業計画（案） ※資料４・５について説明 

（事 務 局）  平成３０年度予算案及び事業計画案として、資料４・５に基づき説明させていただく。

まず、資料４「事業計画案」について、まだ、議会で予算が可決していないため、あくま
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でも案という形になるが、例年どおり各種スポーツ大会、各種会議、研修会、交流事業、

スポーツ医科学事業、スポーツセンター事業という形で項目分けさせていただいた。 

代表的な事業を説明させていただくと、「市民歩け歩け運動」については 5/13 日に開

催を予定している。概要は市報４／１５日号で掲載される。スポーツ推進委員会主管事

業の「ふれあい運動会」については、６／３０（土）の開催予定である。第 54 回市民大

運動会については、企画委員会で日程が決まるが、現時点では１０／７（日）を予定し

ている。昨年度より実施しているオリンピック、パラリンピック気運醸成事業について

は、パラスポーツに関するイベントを予定しており、現在調整中ではあるが、車椅子バ

スケットボールを交えたイベントが展開できればと考えている。 

各種会議、研修会等については、例年の事業を開催する予定である。 

資料５については、当市の予算案となる。先ほども説明したが、まだ議会で可決され

ていないため、現時点での案という形になるが、今年度から、予算がどのような経費で

どのような用途で使われる予定か、簡単にまとめさせていただいた。 

主な変更点としては、新規事業として、先程ご協議いただいた「スポーツ施策基本方

針の策定」を展開していきたいと考えており、予算計上させていただいた。この他、ホ

ストタウンスポーツ交流事業費についても新規事業となるが、今年度、初めて開催した

中国ホストタウンとの交流事業について、引き続きスポーツを通じて交流事業を展開し

ていきたいと考えている。その他の事業費については、例年通りとなる。 

 

（事 務 局）  先ほど平成２９年度の事業報告をさせていただいたが、市民第運動会の回数に誤りが

あったため、「５４回」を「５３回」に訂正いただきたい。 

（Ｄ 委 員）  ふれあい運動会について、参加者の最高齢は何歳か。また、平均何歳くらいか。 

（Ｂ 委 員）  スポーツ推進委員会が主管しているので私の方で回答させていただく。 

今回のふれあい運動会において、会場内で最高齢の方は９０歳を超えていた。 

本来は一般市民を対象としている事業だが、なかなか周知方法よくないため、市労連

にもお願いしている。市老連から多くの方に参加いただいているが、市老連の運動会に

なりつつあり、それで良いのか疑問もある。市労連の方はまとまってくるため、一般の

方が仲間に入りにくいというような弊害も出てきている。 

平均年齢については、７５歳～７８歳位になると思う。毎年参加されているリピータ

ーもいるが、もう少し一般市民の方で家にいることが多い方にも参加してもらえるよう

周知について工夫していく必要がある。 

 

（Ｄ 委 員）  今回の調査について、サーベイリサーチセンターへの委託料はどの位かかったか。 

（事 務 局）  調査及び報告書等の作成委託料として、約 230 万円です。 

 

（朝岡会長）  ホストタウン中国スポーツ交流事業を考えているとのことだが、市民意識調査にもあ

ったように中国のホストタウンとなっている認知度がとても低い。市民から「なぜ中国

とホストタウンなのか」ということを良く聞かれる。今回の調査で実際に出て来た数字

もすごく低く、新規事業で中国蘇州市の子供達とのサッカー交流をしているが、市民全

体への周知が図れていないのではないかと感じる。ホストタウンになってこのような事

業を展開していくのであれば、広く市民に周知出来るような方法を考えてほしい。 
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また、多くの方が関われるような参加型の事業でも良いと思うので、今後検討してい

ただければと思う。 

（事 務 局）  発表直後に調査票が発送されたという所も多少あるかなと思うが、発表自体が、市報

及びホームページのみであったので、認知度をもう少し上げて行かなければいけないと

考えている。 

 

○３．その他 

 ※特になし   

 

○４．次回日程 

（事 務 局）  次回日程につきましては、来年度、組織改正もあるため、基本方針の動きに合わせて

開催させていただきたいと考えている。事務局で調整し、各委員の皆様にご連絡させて

いただく。 

 

○閉会の挨拶（吉永職務代理） 

約３週間開催されていた平昌オリンピックが閉幕し、私自身も羽生選手やパシュートの金メダルに涙

した。選手達に感銘を受け素晴らしいなと思った。また、これからパラリンピックも続くので、この熱

のまま、日本国民中が障害者のアスリートを応援する姿があるといいなと思っている。 

実は、昨年９月に平昌オリンピックの会場を視察したときに、オリンピックには光と影があることを

実感した。光としてあのような華やかな世界がありながら、実際には環境を破壊し新しい施設を作って

いる影の部分がこれから問題となってくると思う。かつて１９９８年の長野オリンピックの際にも、大

量のごみが発生し、市民一人当たり約１３０万円の借金を抱えるような状況になってしまった。２年後

に控える「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」ではそういう事がないよう、どのようにレガ

シーを作っていくかが、開催地である東京の課題であると考えている。 

今回、意識調査及び報告書をまとめられ、今後指針が策定されていくと思うが、その指針がレガシー

として末永く、高齢者から若い子供達にもしっかり受け入れられるような内容で作られていく事を願っ

ている。 

委員の皆様においては、来年も当審議会にご協力いただければと思う。 

 

 

 


