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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和３年度第４回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和４年１月１７日（月）午後５時００分～午後６時００分 

開 催 場 所 北庁舎１階第２会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者 

（委員） 

吉永武史委員・西村一弘委員・藤田勝敏委員・齋藤直広委員・井口重昌委員・

鈴木克也委員・西田智男委員・篠原政一委員・小澤千香委員・水原由明委員 

（理事者） 

野崎副市長 

（事務局） 

武岡地域創生部長・高柳地域創生部次長 

市民スポーツ課：森課長補佐・濵﨑振興係長・三沢主事・北本主事 

公共施設マネジメント課：杉山課長 

傍 聴 の 可 否 
傍聴 

可能 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 
傍聴者

数 
０人 

会 議 次 第 

○開会 

○副市長あいさつ 

１ 議題 

答申の骨子（案）について 

２ 報告事項 

３ その他 

○閉会 

問い合わせ先 

地域創生部市民スポーツ課施設係 

担当者名 森・北本 

電話番号 042-393-5111（内線 2943） 

ファックス番号 042-397-4544 

 

会 議 経 過 

 

〇開会 

〇副市長あいさつ 

（副市長） 

本日は大変お忙しい中、ご出席いただき感謝申し上げる。 

また、新型コロナウイルス感染症の第６波の状況下であるが、本審議会も大詰めであり、本日

対面での会議を開催させていただいた。 

本日は答申の骨子（案）についてご審議いただくが、市としても答申をいただくだけにはせ

ず、答申の内容に沿って新しい時代のニーズに合ったサービスのあり方に見直していく、或

いは、屋外スポーツ施設等の再編を実施していく、そういう気持ちであるので、本日もご審議

賜りたい。 

 

〇傍聴の許可 

（会長） 

本会議の公開について確認を行う。本日の審議内容について、特段の非公開情報はないと

思われるので、傍聴を許可したいが如何か。 

 

（委員） 
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一同異議なし。 

 

１ 議題「答申の骨子（案）について」 

（事務局） 

【資料１】「答申の骨子（案）について」について説明。 

 

（会長） 

７月３０日、市長より、「将来を見据えた持続可能なスポーツサービス提供のあり方につい

て」諮問をいただいた。それに基づき、第１回目の会議では、「スポーツサービスの現状につ

いて」と「公共施設再生計画」についてご説明いただき、第２回目では、「公共スポーツ施設

のサービス提供のあり方について」、第３回目では、「新型コロナウイルス感染症対策等によ

る新しい生活様式に伴うスポーツサービス提供について」、委員の皆さま方から、多くの意見

をいただいた。 

今回、答申を作成するにあたり、事務局から説明いただいた資料に基づき、答申の骨子案に

ついて意見をいただきたい。これまでの審議会でのご意見や、資料で確認してきた内容につ

いて、答申の骨子案に十分反映されているかどうか、意見をいただきたい。 

まず最初に、「スポーツの場の創出」について如何か。 

 

（委員） 

今までいろいろと出てきた意見がこの中に上手くまとめられていると私は感じている。こ

のような形で十分だと思っている。 

 

（会長） 

第２回の写真付きの資料で、施設についての説明があった。先ほどの資料説明で、ランニン

グコストの問題が挙げられていた。答申の骨子では、「老朽化に伴うスポーツ施設・設備の見

直し」で、「運動公園プール等の再編の検討」を挙げている。例えば老朽化した施設を廃止す

るだけでは、これまで利用されてきた人たちへのスポーツサービスが提供できなくなるため、

代替案も検討する必要がある。それ以外に、資料を確認していく中で、久米川庭球場や久米川

少年野球場は借用地ということが書かれているが、借用地ということは、運動公園プールと

同様、ランニングコストが相当かかっているのではないかと思われるが、もし本日の会議で

数字を示せるのであれば伺いたいが、如何か。 

 

（事務局） 

令和３年度予算は、久米川少年野球場の借地料が年間 17,163,000円、久米川庭球場が年間

16,042,000円となっている。参考までに、運動公園についても借地があり、年間 12,209,000

円となっている。 

 

（会長） 

かなりランニングコストがかかっていることが確認できた。第２回の資料より、久米川庭

球場と久米川少年野球場の予約状況は４０％、３０％となっており、このあたりも検討をし

ていく必要がある。ただその時に、サービスの低下に繋がってはいけないので、テニスや子供

たちの野球ができる環境をどう残していくかも、是非検討いただきたい。 

 

（委員） 

市全体でのスポーツ施設の偏りについて、スポーツセンターと運動公園は１３町の中で偏

っている。新しいハコモノを造るのは難しいかもしれないが、市内各町から均等な距離で行

くことができるよう、施設の位置関係を考えなければいけない。 

 

（会長） 

それでは、二つ目の「さまざまなスポーツを体験できる機会の充実」について如何か。 

 

（委員）  
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一同異議なし。 

 

（会長） 

次に、三つ目の「ＩＣＴ等活用によるサービス提供」の「スポーツライフをささえるＩＣＴ

等の活用」に対して、「スマホアプリ等を使用した運動習慣の定着」とあるが、前回、健康ア

プリについてのご意見をいただいていたが、如何か。 

 

（委員） 

横浜市では、歩数計と連動させて、月に何万歩達成したらポイントが付与される、健康増

進のために歩くことを推進するアプリが出されている。東村山市内でも産業と連携し、ポイ

ント付与や公共施設を利用したらポイントがたまるだけでなく、民間施設と連動して行った

方が、将来的に持続可能性を考えた場合、とても重要だと思う。 

厚生労働省の「高齢者の保健事業のあり方検討会」で委員を務めているが、間もなく団塊

の世代が後期高齢者と呼ばれる７５歳を超える「２０２５年問題」や２０年後の２０４２年

が高齢者人口のピークとなる「２０４２年問題」などについての検討が行われており、日本

の人口の４割が高齢者になり、社会保険を収めている人より国民健康保険を収める人が多く

なるとされている。国民健康保険の保険者は東村山市になるが、自治体の支出がとんでもな

い金額になっていく。当然、高齢になればなるほど疾患の数も増え、要介護者も増えるとい

うことを、２０年後３０年後を想像し、今から行動を始めなければいけないと私は理解して

いる。そこで必ずやらなければいけないのが、こういったＩＣＴを使うこと。団塊の世代の

方々も、今はほとんどがスマートフォンを使っている。当然、その団塊の世代ジュニアの方 

々も使っているので、東村山市も行っているＰａｙＰａｙを使うと３０％ポイント還元等の

仕組みと同様なことをスポーツでも行うことによって、将来の要介護者を減らす、疾患の重

症化を減らすということを、スポーツ推進審議会からもしっかりと提案していかないといけ

ない。これまでは、健康増進課がやっていればいいとか、介護のことについては介護保険課

がやればいいと思われていたが、そのような対応では到底間に合わない。特に高齢者が増え

ていく中で、スポーツを推進していくことは極めて重要だと私は考える。今回、このタイミ

ングで、「２０２５年問題」いわゆる団塊の世代の人たちが皆７５歳を越えて後期高齢者に

なる前に、しっかりとした答申を出し、東村山市の方向性を決めていくことは、極めて重要

だと思う。 

健康増進課、介護保険課、市民スポーツ課がしっかりと連携を図りながら、長期的な視点

で、東村山市の財政も踏まえて検討していただけるといいと思う。 

 

（会長） 

以前健康アプリの話を伺った際に調べてみたが、かなりの自治体で採用されていることが

分かった。「運動やスポーツが楽しいからやる」というのは内在的な促しであるが、このよ

うな形でアクションを起こしづらい状況の時には、外在的なメリットをうまく引き出しなが

ら運動やスポーツに参画させていくということは、私も必要なことだと思う。民間施設とも

タイアップすることについては、グッドアイディアだと思う。いかに民間の力を使っていく

かが課題にもなっているので、うまく盛り込んでいくことができるといいのではないかと思

った。 

四つ目の「ささえるスポーツの充実」では、「ボランティア活動の推進」が挙げられてい

る。ボランティア、もしくはささえる人たちの人材をどう育成していくかについて、この審

議会の中でもご議論いただいた。誰もが充実したスポーツ活動に取り組んでいくためには、

それをささえてくれる人の存在であったり、組織間で連携しながら、効率化を図っていくこ

とは間違いなく必要不可欠なことであることから、ささえるスポーツの充実を１つの柱とし

て設定させていただいている。この点についてご意見等をお願いしたい。 

 

（委員） 

今回までに、いろいろな形で意見、課題等を検討してきたが、どのようにささえていくか

がもし欠如しているならば、計画は進まないのではないかと思う。 

ささえるスポーツの充実に関して、審議会を通じて「体力つくり」の現状はどうなのか、
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今後はどうなのかということについて考えてみたが、体力つくりの組織自体は５０年前にで

きた組織で、それを現在も継続してきたこと自体、ささえる部分に欠陥が出てきたのではな

いかと思う。５０年の中でも、特に１０年、１５年の間に社会状況は変化している。だとす

れば、１０年、２０年先への新しい組織を考えていくことも必要なことなのではないかと考

える。現状を地域レベルで打開し、組織を変える人材を発掘していくということは非常に難

しい部分があるので、是非この点については検討していただきたい。 

また、スポーツ施策基本方針の推進イメージが、２年たっても具体的に進められていな

い。一つ一つを詰めていくことも必要だと思う。体力つくりについても、体育協会について

も、同じことが言えるのではないか。行政を含めた東村山のスポーツに関連する部門が方向

性を検討していかなければ、それぞれがばらばらな形で活動しているということになってし

まうので、横のつながりも考えていかなければならないと思っている。 

 

（会長） 

体力つくりも含め、組織をどのように再編していくかは非常に大きな課題だと思ってい

る。私はスポーツ推進審議会委員６期目となるが、最初の期のときに、当時の委員の方が、

「高齢化していくと、体力つくりをささえていく人がいなくなる。何とかしてほしい」とお

っしゃっていたことを今でも覚えている。実際に現場に行ってみた時に、確かに若い人たち

はとても少なかった。体力つくりについては、東村山市が作ってきた大きな財産だと思う。

他の市ではなかなか無い組織だと思うので、解散というよりも上手くアップデートしてい

く、より良い組織、若い人たちも参画できるような組織体制を作っていくことも考慮しなが

ら、今回の方向性をしっかりと示して、次年度以降の具体的な施策に運用していくというこ

とは、まさにその通りだと痛感している。そのためにも、運動やスポーツを行いたいという

人たちがどんどん増えていけば、必然的にささえる人たちも必要になってくることから、も

っとそのバランスが取れやすくなっていくだろう。両輪で進めていくことができればと思

う。  

前回、スポーツボランティアについてもご意見やアドバイスをいただいたが、如何か。 

 

（委員） 

ボランティアに関しては、各団体や組織で目的があって集まった人たちが活動していると

思う。しかし、実際に活動できないから離れていく組織の人たちを、もう少しうまく活用で

きないかと思う。自分たちが活動できなくても、「いろいろなボランティア活動があります

よ」と情報を発信し、そこに参加してもらう。どちらかというと、主体的に動くことで集ま

る人たちが多かったのではないかと思う。 

自分たちの身体があまり動かなくなったとしてもボランティア活動があるのであり、目的

を明確にしてあげないと、組織の目的とボランティアの目的とに合う合わないが出てくると

思うので、それをすべて各団体にお願いするというのは難しい気がする。ボランティアの目

的というのは、どういうボランティアの活動があって、どういう目的かということを明確に

してあげて、それをすることができる人たちに各団体から集まっていただくようにしていか

ないと、一つの団体にお願いしますということでは、おそらく事足りていかないと思う。 

スポーツ推進委員は、全国的にも年々減ってきている。減っていく委員をどのようにして

維持していくかということも考えていかなければいけないとは思うが、魅力あるというの

は、自分が活動できる場所を作ってあげることだと思う。自分の身体が動かなくなって、活

動できないから離れていくという点を、もう少し考えていくといいと感じた。 

「１．スポーツの場の創出」に関わるが、「だれもが利用できる公共スポーツへ」の公共

スポーツ施設というのは、本来、誰もが使える施設でなければいけないのであって、あえて

それをここで書かなければいけないというのは、スポーツの概念でいうと、いかに今まで競

技スポーツに特化していたのだろうと思う。 

令和４年４月からスポーツ庁より第３期スポーツ基本計画が発表されるが、健康スポーツ

をどうするか、健康寿命をどのように伸ばすかが大きなテーマとなっている。両輪という部

分で、全ての地域で気軽にスポーツができる環境を作っていくのかが課題なのだと思う。そ

こには健康という部分とスポーツという部分とは、切り離してはいけない部分だという形に

なってきている。もう少し広い視野でやっていかないと、おそらく具体的な方策が出てこな
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いで言葉で終わってしまうのではないか。 

「スポーツがしたくなるまちづくりの推進」については、「スポーツしたくない人もいる

んですよね」という違う見方をする人もいるので、スポーツ都市宣言の東村山市にふさわし

いまちづくりの一つとして、スポーツをアイテムにしているようなイメージにして、「スポ

ーツをやらない人はここに住んではいけないんですか」ということにならないようにしなけ

ればいけない。公共スポーツ施設の維持管理をするのは大変だと思っているので、言葉に気

を付けていかないといけない。「スポーツは全ての人が楽しむものではない」という形にし

ていかなければいけないと思う。障害者と高齢者という類似する部分が出てくるときに、も

う少しその辺を明確にしていった方がいいというような感覚で、この全体を見させていただ

いた。 

 

（会長） 

スポーツボランティアの部分では、育成、発掘だけではなく、それぞれのボランティアが

担う役割をいかに明確にしていくかが委員のご意見だと思う。その重要性を感じている。た

だ単にお願いするだけではなく、それぞれの、お互いのニーズをどのようにマッチングして

いくか、ということも重要な問題だと思う。以前の審議会のご意見で出ていた、ボランティ

アではあるが有償化等の話も具体的に検討していく際に、慎重に検討していかなければなら

ない事項だと思うので、答申の骨子の部分で「４.ささえるスポーツの充実」をしっかりと

示すことができればと思っている。すべての柱について、或いはその他のご意見もお願いし

たい。 

 

（委員） 

骨子そのものは、これまでの議論を上手に反映されていて、よくまとまっていると思う。 

その中で一つ、「健康スポーツ」ということが極めて重要ということである。それを自治

体、東村山市が考えるのだから、地方自治体として担うべき部分である。例えば、競技スポ

ーツでオリンピック選手を育てるのはＪＯＣの仕事である。地方自治体がやる話ではない。

競技能力を高めるということよりも、自治体がやるべきことはこれからは健康についてであ

る。 

高齢者、子供、全年齢層の方々に対して、訴えていけるような答申にしていただければと

思う。非常によくまとまっているので、それを表に出せるような自治体として、地方自治体

である東村山市が、今後担っていくのは、持続可能性があり、こういうことを目指している

と強調していただけると、更にこれが深まっていくと感じた。 

 

（委員） 

私はスポーツ推進委員であるので、骨子案を見て、何ができるのかを考えてみた。 

委員がおっしゃるように、この答申に対する骨子案をどう具現化していくかが急務になっ

ている。これをどう実際に進めていくのか、問題を解決していくのかが一番大事であると思

う。 

そうなった場合に、スポーツ推進委員で活動していく中で、情報が非常に足りないという

のが大きい。健康に関しては健康増進課、高齢者については介護保険課、スポーツに関して

は市民スポーツ課というように、縦割り行政となっている。その中でも、子供のことであれ

ば、青少年対策地区委員会があり、地域では体力つくりや保健推進員がいる。各々の情報が

共有できていないことが、市のスポーツを考えた時に欠如していることだと思う。 

その状況で、答申の骨子案については、皆さんの意見を上手にまとめていると思うが、そ

れをどう具現化していくか。 

体力つくりでもスポーツ施策基本方針に基づいて３か年計画を作ったが、地域のことしか

関わることができない。将来に向けて東村山市のスポーツを考えようということであれば、

共有できる場や組織で、しっかりと精査しながら検討していく場が必要だと感じるところで

ある。 

 

（会長） 

審議会の次のステップ、次に検討すべき課題であると考えるが、答申を出した後どのよう
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に進めていくのか、もし事務局から情報があればお願いしたい。 

 

（事務局） 

７月に市長より諮問させていただき、それを受けて審議会から答申をいただくことになっ

ており、答申を踏まえて令和４年度から具体的に検討していく予定である。答申をいただい

た内容に関する進捗管理ついては、来年度以降も逐次本審議会で、報告させていただきた

い。庁内で様々な部署に、健康に関わる事業が分かれているということも事実なので、庁内

で情報共有しながら、今後はどのように進めていけばいいのかをしっかりと議論していきた

いと思っている。 

 

（委員） 

市政はもうすぐ６０周年イコール体育協会も６０周年。市民大運動会についても、本当に

以前のようにやるのか、やめてしまうのか、今の時代に合ったやり方に見直すべきではない

かなどを含めて、継続するべきか検討する必要がある。ぜひ、組織の生い立ちや経過なども

一度振り返ってみるべきではないかと思っている。答申の骨子は良くまとまっている。 

 

（会長） 

答申の骨子案については、概ねご了承いただいたということでよろしいか。 

 

(委員) 

 一同異議なし。 

 

（会長） 

本日いただいた意見も踏まえていきながら、答申書の案を作成し、次の第５回審議会にお

いて、答申書の案について最後、ご確認いただくという流れとなる。 

 

２ 報告事項 

特になし 

 

３ その他 

（事務局）  

第５回スポーツ推進審議会開催日程について、３月４日（金）１８時よりスポーツセンター

大会議室で予定している。前回同様、第４回目の議事録について、事務局で取りまとめたうえ

で、会長にご確認いただき、皆様に報告する形でよろしいか。 

 

（委員一同） 

異議なし。  

 

（会長） 

本日の審議は、終了とさせていただく。 

 

〇閉会 地域創生部長挨拶 

  


