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（参考洋式３） 

会 議 録 

会 議 名 称 平成２９年度第１回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 平成２９年７月１９日（水）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、 

        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） 池谷委員 

（オブザーバー） 株式会社サーベイリサーチセンター（猩々課長、大木、櫻井）  

傍 聴 の 可 否  可 傍聴者数 ０人 

会 議 次 第 

任命書交付 

委員自己紹介 

開会あいさつ 

会長選出及び着任あいさつ 

職務代理の指名 

１．協議事項 

 東村山市スポーツに関する市民意識調査について 

２．報告事項 

（１） 平成２９年度市民スポーツ課事業について 

（２） 平成２９年度スポーツ優秀選手・団体表彰について 

（３） 第５３回市民大運動会に向けた進捗状況について 

（４） 中国蘇州市との少年サッカー交流について 

（５） 東京２０２０オリンピック・パラリンピック啓発事業について 

３．その他 

４．次回日程 

閉会のあいさつ 

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 

○任命書の交付 

  野崎教育部長より、各委員に任命書を交付した。 

○委員自己紹介 

  各委員及び事務局の自己紹介を行なった。 

○開会あいさつ（野崎教育部長） 

  本日の議題は、スポーツに関する意識調査の内容についてご協議いただく事になっている。これか

ら東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポーツ都市宣言をしている当市のスポーツ施策を

推進していくにあたり、まずは市民のスポーツに対する意識や行動調査をさせていただき、今後の検

討材料としていきたいと考えている。 

  意識調査とは直接関係はないが、オリンピック・パラリンピックに向けて国が各地方自治体に「ホ

ストタウン」を募集している。当市では中国の蘇州市と友好都市ということもあり、中国とのホスト

タウンを目指し申請していたところ、今月初めに承認され決定した。ホストタウンになることによ

り、国からの財源や人材の支援、情報の提供などを受けることができるため、それらを活用しながら

オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成やスポーツ施策の推進を図っていきたいと考えてい

る。 

○会長の選出及び着任挨拶 

（事 務 局） 第２１期の会長の選出を行う。スポーツ推進審議会条例第４条第２項の規定により、会

長は委員の互選により定めることとなっている。立候補あるいは推薦があればお願いした

い。 

（Ａ 委 員） 前期に引き続き朝岡委員にぜひお願いしたい。 

（事 務 局） Ａ委員より朝岡委員が会長に適任ではないかとの推薦があったが、皆様はいかがか。 

～各委員、異議なし～ 

（事 務 局） 朝岡委員のご推薦があったが、お引き受けいただけるか。 

（朝岡委員） 私自身家庭の事情等もあり本来であれば辞退させていただきたいが、年間の会議数や開

始時間等を考えると、会長という役割を担うことができるため、皆様のご協力をいただき

ながら２年間頑張っていきたいと思う。どうぞよろしくお願いしたい。 

（事 務 局） それでは第２１期の会長については、前期に引き続き東村山市のスポーツの振興の功績

と人望、指導力多彩な朝岡晃一委員に決定させていただく。 

続いて、職務代理の指名を行なう。スポーツ推進審議会条例第４条第４項に会長に事故

があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理すると定められているた

め、朝岡会長よりご指名をいただければと思う。 

（朝岡会長） 前回まで職務代理をしていただいた学識経験者第２号委員の吉永武史委員にお願いした

いと思う。 

（事 務 局） ただいま会長より吉永委員のご指名があったため、当審議会の職務代理としてご協力い

ただければと思う。どうぞよろしくお願いいたしたい。 

それでは、議事に入る前に本日の全資料の確認をさせていただく。 

       資料は、「次第」、「１．東村山市スポーツ推進審議会第２１期委員名簿」、「２．東村山市
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スポーツ推進審議会条例及び同条例施行規則」、「３．スポーツに関する市民意識調査資料

一式」、「４．平成２９年度市民スポーツ課事業予定一覧」、「５．平成２９年度スポーツ優

秀選手・団体表彰一覧」、「６．第５３回市民大運動会実施要項」、「７．蘇州市少年サッカ

ー交流プログラム」、「８．東京２０２０オリンピック・パラリンピック啓発事業実施要項」。 

これからの議事進行については、朝岡会長にお願いしたい。 

（朝岡会長） 第２１期の推進委員の皆様においては、仕事が忙しい中、また暑い中出席いただき感謝

申し上げる。今日、関東地方は梅雨明け宣言があったが、これからさらに暑くなり、水不

足が心配である。第１９期まで東村山のスポーツ行政を審議会の会長として長い間支えて

いただいた吉田健一先生が突然逝去されたことは、前回ご報告させていただいたが、皆様

の代表として、前教育長と葬儀に参列させていただいた。また、２０期まで長く委員であ

った吉野委員がご勇退され、この席にいらっしゃらない寂しさをひとしお感じる。 

第２１期の東村山市のスポーツ振興の充実と発展のために、微力ではあるが皆様のご協

力をいただきながら、会長職を務めさせていただきたいと考えている。今回社会体育関係

者、第１号委員として、本日は欠席しているが、池谷俊幸委員、２号委員の学校体育関係

者として黒羽次夫委員、深谷恭司委員の新しいメンバーをお迎えしている。これまで委員

会の次第の中には、協議事項の案件がなかったが、今回はスポーツに関する市民意識調査

が入ってきた。非常に責任重く感じており、今日お集まりいただいた委員の皆様と、この

問題に取り組んでいきたいと思っている。皆様方のご協力をお願い申し上げて、新任のご

挨拶とさせていただく。２年間どうぞよろしくお願いいたしたい。 

 

○１．協議事項 

『東村山市スポーツに関する市民意識調査について』 

（朝岡会長） 本年度実施を予定している「スポーツに関する市民意識調査」について、事務局より説

明をお願いしたい。 

（事 務 局） 協議事項「東村山市スポーツに関する市民意識調査」の概要について説明する。 

配布【資料３】東村山市スポーツに関する市民意識調査概要をご覧いただきたい。 

名称は、「東村山市スポーツに関する市民意識調査」。 

目的は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、また、スポーツ

都市を宣言している東村山市の今後のスポーツ推進施策の方向性の検討に先立ち、市民の

スポーツに対する意識、スポーツの実施状況、スポーツ行政に対するソフト面、ハード面

からニーズを把握して、今後のスポーツ施策の検討材料とするために実施するものである。 

実施期間は、平成２９年５月～平成３０年２月となっているが、実際に市民に調査票を

送付するのは、９月下旬を予定している。無作為抽出による１８歳以上の東村山市民２,０

００名を対象にアンケート調査を実施する。また、調査結果を分析し市への提言まで含め

て専門業者へ委託したいと考えている。 

このアンケートでは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に対する市民意識や

スポーツの実施状況、スポーツのソフト面、ハード面へのニーズ等を把握するための設問

項目を設けたいと考えている。スケジュールは、５月２６日に業務委託契約締結し、契約

先は（株）サーベイリサーチセンターに決定した。本日は、設問内容の審議等を行う予定

である。９月２２日に市民２,０００名に調査票を送付し、１０月１３日までに回答をして

いただく。その後、集計・分析等を行い、２月９日に報告書・提言書の納品となっている。
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平成３０年２月２６日に第２回スポーツ推進審議会を開催し、調査結果、提言等について

ご報告をさせていただきたいと考えている。 

この調査は専門業者に委託して実施するが、受託業者である（株）サーベイリサーチセ

ンターより、猩々課長、担当の大木様、櫻井様に本日ご出席いただいている。調査項目等

の内容について、担当者からご説明をお願いしたい。 

～（株）サーベイリサーチセンター自己紹介～ 

（ＳＲＣ大木）配付【資料３】に沿って説明 

＜２ページ（Ｆ１～Ｆ４）＞ 

調査対象者の基本情報（性別・年齢・居住地・職業）に関する設問項目(フェイスシート) 

これらを分析軸として集計をする。 

※３～７ページ…「あなたのスポーツへの取組について」は、調査対象者の運動やスポ

ーツへの取組状況を把握するための設問 

＜３ページ＞ 

▼問１「あなたは、スポーツ活動全般（実施だけでなく、観戦、支援、スポーツイベントの

開催を含む）についてどのように思いますか。」 

→東京都が平成２６年度に実施した「都民のスポーツ活動に関する世論調査」のＱ１か

ら引用しており、東京都民と東村山市民のスポーツに対する意識の比較を行う。 

▼問２「この中にあなたが、この１年間に行った運動やスポーツはありますか。」 

→市民の運動やスポーツの実施の有無を把握する。回答結果で市民が特に行っている人

気スポーツを知ることもできる。こちらについては年齢別クロス集計辺りで実施スポ

ーツの差が大きく出る項目と予想。 

 ＜４ページ ※問２－１～問２－４は問２でスポーツを実施したと回答した方への設問＞ 

▼問２－１「あなたが運動やスポーツを行っている頻度はどれくらいですか。」 

▼問２－２「あなたは現在の運動・スポーツの実施頻度に満足していますか。」 

→スポーツ庁が平成２８年度に実施した「スポーツの実施状況等に関する世論調査」の

Ｑ１５とＱ２７から引用しており、国のスポーツ実施率とその満足度について数値の

比較を行う。 

▼問２－３「その運動やスポーツを行った場所はどこですか。」 

→東京都のスポーツ世論調査のＱ２－３から引用しており、都との比較を行う。この設

問は住まいの場所によって結果に差が出ると予想されるので、居住地別クロス集計の

結果に注目していく。 

 ＜５ページ＞ 

▼問２－４「その運動やスポーツを初めて実施した（また再開した）きっかけは何ですか。」 

→スポーツ庁のスポーツ世論調査のＱ２５から引用しており、国との比較を行う。再開

や始めたきっかけを知ることにより、スポーツ啓発の方法への参考資料にしたい。 

※問２－５と問２－６は、問２でスポーツを実施しなかったと回答した方への設問 

▼問２－５「この１年間に運動やスポーツをしなかった理由は何ですか。」 

→東京都のスポーツ世論調査のＱ４から引用しており、都との比較を行う。近年では共

働きや待機児童、介護などの影響で１の選択肢に回答が集まる傾向があるが、東村山
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ではどのような実態なのかを把握していく。 

▼問２－６「いつまでスポーツをやっていましたか。」 

→スポーツ推進啓発の際の参考とするため、年齢別クロス集計でそれぞれの年代が何歳

ごろでスポーツをやめてしまうのかを把握したい。 

 ＜６ページ＞ 

▼問３「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。」 

→東京都のスポーツ世論調査のＱ４から引用しており、都との比較を行う。一緒にスポ

ーツを行いたい相手が家族や友人なのか、または地域の人々なのか職場なのか、ある

いはひとりなのかを知ることによって啓発の機会の参考資料としたい。 

▼問４「この中にあなたが、今後行ってみたいと思う運動やスポーツはありますか。」 

→問２と同様の選択肢を掲載し、東村山市民に需要のあるスポーツを把握し、スポーツ

推進への参考資料とする。 

※７～８ページ…「スポーツ関連施設について」は、市内の市立スポーツ施設に関する市

民の意識や実態を把握するための設問 

＜７ページ＞ 

▼問５（１）「普段、あなたが、利用している市立スポーツ施設を教えてください。」 

▼問５（２）「利用したいと思っている市立スポーツ施設を教えてください。」 

→施設の再編のため市内の市立スポーツ施設を列挙し、現在の利用度と潜在的なニーズ

を把握する。 

 ＜８ページ＞ 

▼問５－１「あなたは、市立スポーツ施設に満足していますか。」 

→問５で利用のあった方にお答えいただく設問で、満足度を施設評価の際の参考資料と

する。 

※問５－２と問５－３は、問５－１で不満と答えた方への設問 

▼問５－２「不満の理由は何ですか。」 

▼問５－３「その不満な点をどのようにしてほしいですか。具体的にお書きください。」 

→不満点とその具体的な改善要望の内容を把握し、施設改善の際の参考資料とする。 

▼問６「あなたは、東村山市運動公園に蒸気機関車が展示されていることを知っています

か。」 

→運動公園の再編のための基礎資料として、現在展示されている蒸気機関車の認知度を

把握する。 

※９ページ…「地域のスポーツ振興について」の設問 

 ＜９ページ＞ 

▼問７「あなたは、「地域スポーツクラブ」をご存じですか。」 

▼問８「「地域スポーツクラブ」が行うイベント・活動への参加頻度はどれぐらいですか。」 

→文科省が提唱している総合型地域スポーツクラブの認知度とその参加頻度を把握し、

市民の実態を明らかにする。 

※問８－１「参加しない理由は何ですか。」と問８－２「あなたは、「地域スポーツクラブ」

の事業に今後、参加したいと思いますか。」では、問８で参加したことはないとお答えし
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た方に回答いただく設問。 

→不参加の理由と今後の参加意向を把握し地域スポーツ活動啓発の基礎資料とする。不

参加の理由は年齢別や職業別のクロス集計で大きく差がでる項目だと思われる。 

▼問９「今後、「地域スポーツクラブ」が行う事業でどのような活動に参加したいと思いま

すか。」 

→市民の地域活動について関心のある事項を把握し、ＰＲなどの啓発活動の参考 資料

とする。 

※１０～１１Ｐ・・・「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会について」

を問い、オリンピック・パラリンピックについて市民の意識を把握する設問 

 ＜１０ページ＞ 

▼問１０「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に対して、どのような

形で参加したいですか。」 

→市民の方々がオリパラ大会にどのような形で参加意向があるのかを把握し、関心の程

度などを明らかにしていく。 

▼問１１「あなたは、東京２０２０オリンピック・パラリンピック及びその大会後におい

て、期待することは何ですか。」 

→市民の方々がオリパラ大会に対してなにを期待しているのかを把握し、東村山市とし

てできることは何があるのか検討していくための基礎資料とする。 

 ＜１１ページ＞ 

▼問１２「今後どのような情報を知りたいと思いますか。」 

→市民のオリパラ大会について関心のある事項を把握し、ＰＲなどの啓発活動の参考資

料とする。 

※１１～１２Ｐは、「障がい者スポーツについて」パラリンピックに対する市民の潜在的な

意識を把握する設問 

 ＜１１ページ＞ 

▼問１３「あなたが知っている、または聞いたことがある障がい者スポーツの用語はどれ

ですか。」 

→東京都のスポーツ世論調査のＱ１４から引用しており、障がい者スポーツ用語の認知

状況について都との比較を行う。 

▼問１４「関心のある障がい者スポーツの競技種目は何ですか。」 

→掲載している選択肢が誤っており、次のページの問１５－1と同様の選択肢を掲載し、

問の順番も１５－1 の後ろに来るよう修正し、市民が実際に観戦したことのある障が

い者スポーツと、市民に需要のある障がい者スポーツを比較できるよう構成したい。

こちらも東京都のスポーツ世論調査のから引用しており、都との比較も行う。 

▼問１５「あなたは、この１年間に障害者スポーツを観戦または見たりしましたか。」 

→東京都のスポーツ世論調査のＱ１５から引用しており、都との比較を行う。 

▼問１６として最後に各調査項目についてさらに具体的に記述いただき、今回設計した項

目以外の意見を拾うために自由回答欄を掲載した。このような調査ではおおむね回答者

の１～２割の方に記述いただける傾向があるので、質的なデータを収集したい。 

 



7 
 

以上、フェイスシートを除いた全２８問、１２Ｐの構成で調査を行いたいと考えている。 

（事 務 局） 補足説明をさせていただくと、設問数が多いと回答率が下がる、また、記述式ではわず

らわしいという意識を持つのではないかと懸念されるため、対象となった市民が回答しや

すい設問数に配慮した。 

（朝岡会長） 委託業者と事務局から説明をしていただいた。私も事前に送付された調査票に丸をつけ

てみたが、難しいところもあった。 

例えば８ページの問６東村山市運動公園の蒸気機関車については、スポーツには全く関

係ないことであり、設問から外した方がよいのではないか。また、高齢社会になっており

スポーツをやる人も７０歳ではまだひよこだと言われており、８０歳、９０歳の人たちで

もスポーツをやっているが、５ページの問２－６、「いつまでスポーツをやっていましたか」

という設問の回答欄には「７．７０歳代まで」しかない。 

東村山市は高齢者のスポーツにも力を入れているので、さらに上の年代の方にも配慮し

た回答欄にしてはどうか。 

説明を受けた中で皆様が気づいた点や意見をいただきたい。 

（Ｂ 委 員） １０ページの障害者スポーツで「害」がひらがなと漢字になっていますが、何か意図す

るところがあるのか。ひらがなに統一した方が良いのではないか。 

（事 務 局） 「害」の字については調査票を設計する際に、都の調査やスポーツ庁の調査などいろい

ろな調査から引用した関係上、表記にぶれが生じている。 

東村山市においては、法律上の正式表記である漢字表現を使うことで庁内が一致してお

り、「害」の字は漢字を使用することで統一させていただく。 

（Ｃ 委 員） 私の町内は介護予防、フレール予防等で市民が集まって運動をしているが、それもスポ

ーツに入れていいのか。私は入れていいと思うので、スポーツの項目の中に入れていただ

けるとありがたい。 

（事 務 局） 介護予防に関する体操などをスポーツの一部としてとらえるかどうかは、スポーツ庁や

都調査との比較をすることもあり、内部で検討させていただく。 

（Ｅ 委 員） ９ページの地域のスポーツ振興だが、問７「地域スポーツクラブをご存じですか」とあ

るが、東村山ではどういうものがあるかよく分からない。 

（朝岡会長） 私もここは引っかかっている。過去にはあったが、それが継続しているかどうかは分か

らない。 

（事 務 局） 現在、市内には２つのクラブが登録されている。 

（Ａ 委 員） その地域スポーツクラブは私が作った。今は「すわスポーツクラブ」、「多摩湖スポーツ

クラブ」が東京都から認められている。ただ、実際にはあまり活動していない。 

地域のスポーツを生かすのであれば、例えば体力づくりは１３町でやっているし、市民

大運動会やテニスバット大会、スローピッチソフトボール等、市のスポーツに関しては、

様々なところで１３町が関わっている。１３町のことについて、地域のスポーツとして取

り上げて、どの程度認知度があって、どういう形で市民の皆さんが参加しているのかを調

査していただきたい。さらに、総合型地域スポーツクラブの現状がどうなっているのかは

別に調べてほしい。 

（事 務 局） 委員のおっしゃるとおり、この部分は素案の段階である。当初、東京都や他の区市町村

の設問を引用しているところがあり、このような地域スポーツクラブという言葉で一括り

にしている。ただ、当市には１３町体力づくりという独自の組織やスポーツ推進委員等も
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あるので、それらの認知度を知るために、個別の名前を提示させていただき、それぞれの

認知度を計るというような形に変更させていただきたいと考えている。 

（朝岡会長） 私も過去にはあったということを知っているが、現在はどうなっているのか十分把握し

ていないので答えられなかった。特に１３町の体力づくりは他市にない東村山独特のやり

方であるため、ぜひこの中に入れていただきたい。 

（Ａ 委 員） スポーツクラブについても、どのように市民に認知されているのか知りたい。 

（事 務 局） 今回の調査は、２,０００名の無作為抽出なので、本当の認知度がわかると思う。調査結

果は各団体へフィードバックしたいと考えている。 

（Ａ 委 員） 細々とでもやっているので、この先どうするのかを考えるときにも認知度は知っておい

た方がよい。 

（事 務 局） 市のスポーツを支える人や団体、制度などいろいろあって、体力づくりもあり、体協、

スポーツ推進委員、すわスポーツクラブ、多摩湖スポーツクラブ、学校のスポーツ解放も

あるので、それらを掲載し認知度の集計をする方向で進めていく。 

（Ａ 委 員） より現実的なものをお願いしたい。 

（Ｆ 委 員） 無作為抽出とのことですが、何歳以上が対象か。 

（事 務 局） １８歳以上を対象としている。 

（Ａ 委 員） ２,０００名でどれぐらい回収できると市民の意向が把握できるのか。 

（事 務 局） ２,０００名に発送して、回答率目標を４０％、８００名と想定している。この場合、市

民１５万人の全数調査を行ったときとの精度の差が３％以内に収まる。回答率２０％、４

００名の回答で誤差５％である。回収率が高いほど精度は上がるが８００名を境に回答数

が上がっても精度はほとんど上がらないので、２０～４０％の間で回収できればいいと考

えている。 

（朝岡会長） 無作為抽出の方法はどのように行うのか。 

（事 務 局） 市の情報政策課で住民基本台帳に登録されている方を無作為で選び、宛名ラベルを作成

し封筒に貼り送付する。 

（朝岡会長） 対象者が１８歳以上ということなので、発送する際に調べるということか。 

（事 務 局） 住民票を管理している住民基本台帳で、１８歳以上の設定、男女比、地域比を含めて、

バランスよく抽出したいと考えている。 

（Ｇ 委 員） 東村山の運動公園の件だが、何が知りたいのか。何か意図があるのか。 

（事 務 局） 運動公園の中に災害時の防災ヘリコプター発着地や応急給水槽がある。こちらの設問で

はいきなり蒸気機関車だけ聞いているが、運動公園には他の施設もあるので、スポーツ施

設の他に知っているものがあるかどうかを把握したい。防災ヘリの発着地や応急給水槽等

に加えて、蒸気機関車についての設問を入れる。 

（事 務 局） 運動公園を全体的に見ると野球場やソフトボール場、プールなどがあるため、運動公園

をトータル的な視点で考えていく。応急給水槽があるので、機関車だけに注目しないよう

な設問にしたいと考えている。 

（朝岡会長） 運動公園に機関車があるのは知っていると思うが、防災関係の給水タンクがあるのを知

っている方は少ない。先日、大会で運動公園を訪れた際に事務所でボランティアの学生に

機関車について今後どうするのかと聞かれたが、わからないので答えるのが難しかった。

その学生は機関車を守っていきたいので、東村山市としての考え方を知りたいとのことだ

った。 
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（Ｅ 委 員） 機関車は借りているものなのか。 

（事 務 局） 日本国有鉄道から無償で借りている。 

（教育部長） 運動公園の中には蒸気機関車もあり、プール、テニスコート、野球場もある。何十年前

にできたため、当時は意味があり市民ニーズにある程度マッチしていた施設だったと思う

が、それが今本当に市民ニーズに合っている施設なのかどうかを今回の調査から拾い出し、

ニーズに合っていないのであれば今後どうするかということの検討材料になるのではない

かと考えている。その際には蒸気機関車も含めてトータルで検討をしていきたいと考えて

いる。 

（Ａ 委 員） 学校の開放施設も市立のスポーツ施設となるのか。どこまでを入れるのか。 

（教育部長） 条例上では学校の施設はスポーツ施設の位置付けになっていない。 

（Ａ 委 員） サンパルネも含まれるのか。 

（事 務 局） サンパルネは健康増進施設で、条例上はスポーツ施設にはなっていない。 

（事 務 局） 施設の目的の位置付けが違う。ただ、市民としてはスポーツ施設としての認識があると

考えられるため、項目に載せていきたいと考えている。 

（Ａ 委 員） スポーツ関連施設の設問欄には市内にあるスポーツ施設が載るのか。 

（事 務 局） 今、考えているのはスポーツセンターや運動公園、その他市内にある久米川庭球場や少

年野球場などのスポーツ施設である。その中で知っている施設や利用している施設につい

て個々に満足度を聞いていきたいと事務局内では考えている。 

（Ｅ 委 員） ３ページの問２の選択肢「５、ランニング（ジョギング）」は（ジョギングを含む）とし

た方がよいのではないか。「１５.海水浴（遊泳）」、「１８.登山（クライミング）」も同様に

「を含む」で統一したほうがよいのではないか。 

（事 務 局） 表記については、今後内容を詰めていく中で統一をしたいと考えている。 

（朝岡会長） 吉永委員から何かアドバイスがあればお願いしたい。 

（吉永職務代理） 事前にお送りいただいており、先ほど東京都の調査や他の調査からの引用との説明があ

ったが、いろいろと手を加えると比較する際にしづらくなるという懸念がある。 

しかし、東村山市としてのニーズを把握しなければいけないものについては、独立する

形で項目を立てた方が良い。一番気になるのは、２,０００人で果たして大丈夫かという点

である。計算してみたが、対象数は各世代で１２０～１３０人。最低で４００の返答があ

ればとなると、各年代が５０～６０の返答が必要となるので、その人数でニーズを把握し

たと言えるのかどうかは少し気になる。ただ、他市で４０％の実績があるのであれば東村

山も回収できると思う。 

（事 務 局） 近隣では小平市が４０％を超えている。ただ、設問数についてはあまり多くならないよ

うに配慮したといと考えている。 

（吉永職務代理） ただ、年齢が低い層は回収率が低くなる可能性があると思う。その懸念さえクリアされ

れば大丈夫かなと思う。 

（朝岡会長） 他にご意見はあるか。 

（Ｂ 委 員） 調査の回答方法は郵送のみか。インターネットでの回答は考えていないか。 

（事 務 局） 今回の調査は、市民のニーズを把握する調査であるため、インターネットでの回答は考

えていない。インターネットを活用し様々なところから回答されてしまうと、必要とする

データが集計できない可能性があるため、今回の調査に関しては郵送で実施したいと考え

ている。 
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（Ａ 委 員） 今回の調査の目的は「今後のスポーツ推進施策の方向性」ということだが、当市の場合、

スポーツ推進計画として確立したものではなく、総合計画の中の一部に位置付けられてい

る。東京都は第２次スポーツ推進計画を出したが、東村山市としてはこれを参考にし、よ

り具体的にスポーツ施策をどう進めていくのかといった推進計画を作った方が良いと思

う。今回の市民意識調査を元に、今後計画を策定していくことを行政が考えているのか教

えてほしい。 

（事 務 局） 現状の当市が抱える市民スポーツの具体的なソフト面の課題は、地域における住民の体

力づくりの担い手として活動されている体力作り推進委員会の鈍化である。ハード面では、

久米川庭球場、運動公園グラウンド、プール等の老朽化、それらの施設に対する市民から

の要望への対応などがある。それらの課題を改善するために、この調査によって市民のス

ポーツに対する意識や実施状況、スポーツ行政に対するニーズを把握し、今後のスポーツ

施策検討の際の判断材料とし、まずはこの調査結果を元に、どのように進めていくかを含

めて検討していきたいと考えている。 

（Ａ 委 員） 市として何をやりたいのかが具体的に見えてきていない部分がある。市民も市がどのよ

うに推進していきたいのかが分らないと耳に入ってくるので、方向性が示せるものがあっ

てもよいのではないか。 

（事 務 局） 委員からのご意見を踏まえ、今回の調査で市民の意識を把握し今後の方向性を出してい

きたいと考えている。 

（Ｅ 委 員） 自治体が子どもたちや市民を対象としてキャンプ等を実施しているが、これについて市

の考えはどうか。 

（教育部長） 社会教育課で毎年、小中学生を対象に柏崎へ３泊４日でなぎさ体験塾を行って交流して

いる。最近、旅行業法の話が世間で騒がれているため、国に確認をしたところ、なぎさ体

験塾の形式であれば問題はないとの回答があった。今後については、どの形式であればい

いのかなどを精査して判断していきたいと考えている。現在市が行っている青少年健全育

成のためのキャンプや交流事業については、恐らく大丈夫だと思う。 

（Ａ 委 員） 少しお金はかかるが、エージェントや旅行会社を入れると聞いたことがある。参加者が

特定されていればいいので、学校の修学旅行は旅行業法に抵触しないと聞いている。 

（教育部長） こちらについても再度調べさせていただきたい。 

（事 務 局） 国にもかなり問い合わせがきているようだが、国も一定の方針を出す必要があると考え

ているため、時間がほしいとのことである。 

（朝岡会長） ただいま委員からいろいろとご意見をいただいたが、事務局と業者でまとめていただき、

次回に調査結果を含めご報告いただきたい。 

（事 務 局） 次回は会長がおっしゃったとおり、調査結果が出る時期となるため、調査表の内容につ

いては、本日皆様から頂いたご意見と市の考えを含め修正させていただきたい。修正した

調査票については、後日委員の皆様へ送付させていただく。 

（朝岡会長） 調査票の最終版については、後日委員へ送付していただくということでよろしくお願い

したい。また、この他ご要望等あれば個別に事務局へ連絡をしてほしい。 

（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 ※以下、（１）～（５）までを事務局より一括報告 

▼（１）平成２９年度市民スポーツ課事業について…資料４に基づき説明 

  資料４「平成２９年度東村山市市民スポーツ課事業計画」に、各種大会や選手派遣、会議、研修等

の事業が明記されているので各自参照いただきたい。 

  代表的な事業については、10/8（日）東村山運動公園で「第５３回東村山市民大運動会」、3/4（日）

狭山公園周辺で「第４３回みんなで走ろう会」が開催される。この他、スポーツ医科学事業として 11/12

（日）にスポーツセンターで「６０歳以上の方の体力測定」を開催する。 

▼（２）平成２９年度スポーツ優秀選手・団体表彰について 

  昨日、「平成２９年度東村山市スポーツ優秀選手表彰審査会」を開催し、資料５「東村山市スポーツ

優秀選手表彰推薦一覧」の通り今年度の表彰選手を決定した。今年度については、現在のところ、市

長表彰２名、教育長表彰２０名、体育協会表彰２団体が決定している。 

  今回、検討案件として、ヒップホップダンスがスポーツして認められるかということで協議した結

果、スポーツとしてみなすということで決定をしたため、市長表彰に繰り上げた案件が１件発生した。 

 それ以外の検討案件については、表彰基準に満たしていなかったため表彰しないこととなった。 

▼（３）第５３回市民大運動会に向けた進捗状況について 

  7/13（木）に開催された市民大運動会運営会議の中で、各町体力つくり推進委員会委員長にご出席

いただき、対戦やテントの抽選を行なった。詳細については、資料６「第５３回市民大運動会実施要

領」を参照いただきたい。また、プログラムに関しては昨年度が雨天により中止となったため、競技

内容等についてはそのまま踏襲することで決定した。 

  今年度の開催にあたっては、委員の皆様にご協力をいただくと思うので、よろしくお願いしたい。 

▼（４）中国蘇州市との少年サッカー交流について 

  ７月に中国のホストタウンとして東村山市が承認されたこともあり、昨年度より東京２０２０オリ

ンピック・パラリンピックの開催に向けて中国との交流促進を行なっていた。今回当市の友好都市で

ある「蘇州市」と少年サッカーを通じ、青少年の相互交流を深めていくということで、7/26（水）に久

米川東小学校でサッカークリニックや親善試合を行なうこととなった。当事業は、外務省の「日中植

林・植樹国際連帯事業」の「日中青少年交流事業」の一環として、１日だけ当市で事業を行なうこと

となった。翌日は、秋水園で環境について学び、運動公園で植樹を行なう予定である。 

▼（５）東京２０２０オリンピック・パラリンピック啓発事業について 

  昨年度より、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて啓発事業を開催している。昨年

度は、スポーツセンターにてメダリストを講師とし招き、市内の小学３、４年生を対象とした体操教

室を開催した。 

  今年度は指導者を対象とした「オリンピアン指導者による講演会」を開催予定である。日時につい

ては 11/26（日）14：00～15：30、会場については東村山市中央公民館ホールで行なう。対象者として

は、市民向けの啓発事業となるため市内在住・在勤・在学の方４５０名程度を予定している。 

  申込み方法等については内部で検討している状態のため、決まり次第、市報等でご連絡させていた

だく。 

 

＜質疑＞ 

（Ａ 委 員） 中国のホストタウンになったことで何かメリットはあるか。 
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（事 務 局） 具体的にはないが、国から人的支援や財政的支援等がスポーツだけではなくそれ以外の

分野においても受けやすくなる。 

（Ａ 委 員） 今回は蘇州市だけか。 

（事 務 局） 当市と蘇州市が交流都市ということもあり、今回はまず蘇州市との交流を深めていく。

この事業は次年度以降も継続していく予定であるため、今後の展開についてはこれから協

議を進めていく。 

 

○閉会の挨拶（吉永職務代理） 

  つい最近事故に遭い、車は大破したが体は無事だった。やはりアメリカンフットボールをやってい

たからであると感じており、改めてスポーツの重要性を感じた。 

  私自身、普段から市内の小学校にお邪魔させていただいているが、その都度子どもたちが集まりス

ポーツをしている姿を目にする。また、酒井委員と一緒にスポーツ科学委員会事業として実施してい

る「６０歳以上の体力測定」においては、年輩の方々が必死になって取り組んでいる姿を目にする。

このようなことを踏まえると、東村山市はスポーツを取り組んでいる人が比較的多いまちであると感

じている。 

  ただ、一方では若い人たちがスポーツに対して消極的であるという意見も耳にすることから、やっ

ている人とやっていない人でニーズややり方が違うのではないかと感じている。 

  今回の意識調査において、各世代のニーズや傾向が明らかになるため、より具体的な対応策を考え

ることができるのではないかと思う。 

  スポーツはやればやるほど健康につながり、健康な人が増えていく事で医療費の削減へとつながっ

ていくと考えているため、当審議会を中心に当市のスポーツ施策について検討していきたいと思う。 

 

 


