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会  議  録 

 

会議の名称 令和３年度第 1回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和３年７月３０日（金） 午後６時００分～午後８時００分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

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：島村課長・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・大野施設再生推進担当主査・今瀬主任 
 

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 

○ 委嘱状交付 

○ 市長あいさつ 

○ 委員及び事務局の紹介 

○ 開会 

１ 会長選任、職務代理の指名 

２ 傍聴に関する定め及び会議の公開 

３ 東村山市スポーツ推進審議会の非常時における運営について 

４ 諮問 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 

５ 審議 

（１） 市の公共施設の現状と今後の進め方 

（２） スポーツサービスの現状 

６ 報告事項 

（１） 第５７回東村山市民大運動会について 

（２） 第５８回東村山市民体育大会総合開会式について 

（３） 東村山市民スポーツセンター指定管理者の選定について 

７ その他 

○ 閉会 
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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 
 

○ 委嘱状交付 

 

○ 副市長あいさつ 

（副市長） 

 本日は大変お忙しい中、第 1回目の審議会にお越しいただき感謝申し上げる。 

先ほど委嘱状を交付させていただき、前回から引き続きお願いする委員の方、今回初めて

委嘱された委員の方、2年間ご指導のほどお願いする。 

 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、委員の皆さまにご審

議いただくことになるが、我々としても多様化する市民のスポーツニーズにできるだけ応え

られるよう、スポーツ施策を進めてまいりたく、引き続きご指導のほどよろしくお願いした

い。 

 

○ 委員及び事務局の紹介 

 

○ 開会 

１ 会長選任・職務代理の指名 

（１）会長選任 

委員の互選により、会長に吉永委員が選任された。 

（２）職務代理の選任 

会長より、職務代理に齋藤委員が指名された。 

 

２ 傍聴に関する定め及び会議の公開 

（事務局） 

【資料 1-1】「東村山市スポーツ推進審議会の傍聴に関する定め（案）」、【資料 1-2】「東村山

市附属機関等の会議の公開に関する指針」について説明。 

 

（会長） 

会の公開・非公開の確認、公開するとした場合で傍聴希望者が 10名を超える場合、傍聴を

制限するかどうか確認したいが如何か。 

 

（委員） 

 一同異議なし。 

 

（会長） 

 では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、傍聴者の入場を

許可したいが如何か。 

 

（委員） 

一同異議なし。 

 

３ 東村山市スポーツ推進審議会の非常時における運営について 

（事務局） 

【資料 2】「東村山市スポーツ推進審議会の非常時における運営について（案）」について説

明。 
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（会長） 

 事務局からの説明について、意見があればお願いしたい。 

 

（委員） 

 一同意見なし。 

 

４ 諮問 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 

（副市長） 

【諮問書】3東地市発第 7号「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）」を会長に諮問。 

 

（会長） 

ただ今諮問されました件について、審議を進めて参ります。委員の皆さまのご協力をお願

いしたい。 

 

５ 審議 

（１）市の公共施設の現状と今後の進め方について 

（事務局） 

【資料 3】「公共施設再生計画について」について説明。 

 

（２）スポーツサービスの現状 

（事務局） 

【資料 4】「スポーツサービスの現状」について説明。 

 

（会長） 

本日それぞれの関係団体の方々が出席されているので、ぜひ幅広い意見をいただきたい。 

 

（委員） 

先程の市の公共施設の現状と今後の進め方について、端的に言うと「ハコモノに対しては

お金がかけられない、ソフトでどうにかしてほしい。」という解釈でよろしいか。 

 

（事務局） 

お金に関してはハコモノだけの問題ではないと思っている。市のサービス全体をハコモノ

の中で提供していくお金が今後目減りしていくのは間違いないので、縮小していく状況の中

でサービスを維持していくために、ハコモノでもサービスの中でできる工夫をし、その結果

サービスが維持されていくことを目指していくことから、どちらかを切ればいいという話で

はないと考えている。 

 

（委員） 

基本的に建物を新しくしたら、機能的・複合的に様々なことができる可能性があると思う。

現状でどういうマネジメントをした方がよいのか、企画を立て、現状の公共施設に活かして

いく捉え方でよろしいか。 

 

（事務局） 

20年後 30年後も、市民の方々が求めているサービスを提供していくために、普段からやる

べきことをどうしていくか、また、東村山市スポーツ施策基本方針に掲げている、市民の方々

がスポーツに触れる機会を充実させていくことについて、20年後 30年後も、引き続きサービ

スを提供していくためにはどうしたらよいのかが議論の最大の争点になる。それは現在の施

設で実施しているサービスありきで考えるものではないと思っている。 

現在のスポーツ施設で提供しているサービスの目的について深堀りをし、それが 20年後 30

年後どう引き継がれていくかも踏まえ、そのために必要な施設の機能についての検討を行い、
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方向性を決定することで、全体的に縮小している社会や経済の中でもサービスを維持してい

こうという考えである。 

公共施設の再編については今ご指摘していただいた通り、後世が暗い話になってしまうが、

当市の公共施設再生の考え方はそのような状況にならないために知恵を絞るということであ

る。 

 

（会長） 

今まで様々な施設が作られ、利用されてきたが、果たして今後も継続的に利用されていく

のか。利用されないのであれば、それを維持していくためのメンテナンス費用も嵩むことを

考えると、市民の運動やスポーツに対するニーズをしっかり捉えていきながら、どういうサ

ービスを提供していく必要があるのか、それに対してどう施設を利活用していくのかを調整

していくことが求められていると思う。 

 

（委員） 

スポーツセンターだけでなく、人が集まるところや、色々なところに出向いたり、色々なと

ころに働きかけたりして、市民にボッチャを体験していただいた。待っているのではなく、こ

ちらから積極的にスポーツサービスをやっていくことが必要である。 

 

（事務局） 

市民が既存のスポーツ施設を利用する中で、例えばルールを変えることで、利活用の幅が

広がる等のアイデアや、子供たちが運動をするきっかけづくり、高齢者の健康寿命延伸、普段

運動していない方々をどのように参加を促していくかのサービスの課題についてもご意見願

いたい。 

 

（事務局） 

先程の委員の意見は、今回まさに審議会でいただきたい意見である。ボッチャをスポーツ

施設でなくても、会議室等でも可能であり、そして結果的にスポーツサービスの目的は達成

していることになる。 

現在の東村山市のハコモノの現状について、施設をどんどん増やしていくことはなかなか

難しい時代の中、だからこそサービスを維持するためにどういう工夫をしていくかについて、

委員からご意見いただきたい。 

 

（委員） 

学校という観点から、放課後になると地域の公園で遊んでいる子供の声がうるさい、ボー

ル遊びが危険であるという話が学校に寄せられ、先生が実際に現場に向かい対応している。 

地域の公園等で色々な世代の人たちが、子供たちと一緒に遊べる・過ごせる世の中が理想

である。例えば、高齢者や学生などが引き寄せられるような仕組みを作れば、色々な世代の人

たちがいて、色々な遊びがそこで生まれれば、一緒に遊んだ小さい子たちが 10年後に戻って

来て、同じように自分が遊んでもらったことを子供たちにしてあげられるような仕組みがで

きるといい。 

今、子供たちはサッカーだけでなく、スケートボードなど色々な種類の遊びをしており、そ

ういう色々な遊びやスポーツに対して寛容にならないといけないと思う。スケートボードは、

昔はあまり良いイメージがなかったスポーツだったが、今はオリンピック競技にもなってお

り、スポーツに対する見方も変えていかなければならないなと思った。 

 

（会長） 

子供たちの運動・スポーツ活動というのは、生涯スポーツの重要な鍵となるため、子供時代

に運動やスポーツにどう取り組むことができるかが大事になってくる。特に最近は、スポー

ツをする子・しない子の二極化の傾向があると言われている。スポーツをしない子たちに対

して、ソフトの面でいろいろな遊びをどう提供していくか、遊ぶ場をどう作っていくかを考

えるのは、我々大人の責務だと思う。 
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（委員） 

団塊の世代の人たちが退職をし、スポーツを行う方々は、自分で民間施設や公共施設を使

っている。それ以外の方々は、13 町体力つくり推進委員会に参加していただく等、どのよう

な形でスポーツに親しむことができるか。 

20年、30年先につながるソフトの考え方は、現状を見ずして理想だけで議論してはいけな

い。ボッチャの活動を始めて 3 年目になるが、月 2 回学校で体験会を実施している。地域の

方々に声掛けしていく中で、スポーツをしていなかった人たちがボッチャを通じてスポーツ

の楽しさを感じている。中には、認知症の人がボッチャを始めたら、症状が改善されたという

体験談も聞いている。 

 

（委員） 

体力つくり推進委員会は 13町に 1つずつ存在する。他の自治体ではなかなか見られない取

り組みである。活動拠点となる学校が全部決まっており、そこには誰が来てもよいことにな

っている。しかし、その組織が高齢化しており、以前と比べると活動のフットワークが悪くな

っている。そのような現状があり、そこに力を入れれば何か変わるかもしれないことを理解

していただきたい。 

 

（会長） 

13町体力つくり推進委員会の取り組みは、他の自治体ではなかなかない取り組みだと思う。

地方だと、かつては町内対抗という形でスポーツイベントをよくやっていたが、現代は地域

の人間関係が希薄になっており、そのような文化は衰退している。しかし東村山市は、今まで

しっかりとその文化を守り、継続されてきたことから、これからの未来に向けてうまくつな

いでいくことでスポーツ推進にもつながっていく。様々なサービスがあってもそれを支える

担い手がいなければ、スポーツサービスが充実した形として広がっていかない。 

ボッチャ自体は障害者スポーツとして紹介されているが、やってみると障害の有無に関わ

らず、しかもすべての世代の人たちが楽しむことができるので、素晴らしいスポーツだと思

う。 

またボッチャだけでなく、バスケットボールやサッカーなどといった誰もが知っているス

ポーツ以外のスポーツも間違いなくたくさんあることから、色々な人たちが、色々なスポー

ツを多様に楽しめるような社会が作られていくと、スポーツサービスが充実していくと思う。

かつてカーリングが冬季オリンピックで人気が出た際に、「カーリング場がないとできないで

はないか」という意見があったが、氷上ではなく床上でも行える「ユニカール」というカーリ

ングに似たスポーツがあり、そのように工夫することで様々なスポーツの楽しみ方を市民の

方々が共有できることもあるので、担い手を含めて新しいスポーツの交流について検討する

価値があると思う。 

 

（委員） 

ハコモノについて、民間企業は修繕費や維持管理費も必ず予算を見積もって運営している

が、行政は設備投資を行えているのか疑問である。 

学校開放は昔から無料という文化があるが、スポーツセンターを利用する場合は有料であ

る。施設を利用する場合、有料化は当たり前のことである。 

スポーツセンターの土日は体育協会が市民大会等で使うため、一般の申し込みができない

ことを聞いている。 

 

（委員） 

子供たちが外で遊んでいる姿を見なくなってしまった。昔は大人も一緒に遊んでいた。こ

れから高齢化社会になるため、高齢者と子供たちが関われるような仕掛けをどこかでしてい

かなければならないと感じている。 

日本の人口状態は明らかに高齢化に変わっており、生産年齢人口が増えるような仕掛けが

必要なのではないかと思う。このままだと明らかに生産年齢人口が激減していき、高齢化が

進むと、スポーツをする余裕がなくなってしまうことが危惧される。 

そのために、例えばスポーツの魅力を市民に発信できるような仕組みがあればいいと思う。
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市が市民のためにスポーツサービスを提供していることをもっとＰＲして、信用をいただけ

れば参加者も増えてくると思うし、活気も出てきて魅力ある街になり、若い人たちの参加者

も増えてくれると思う。受け身だけはなく、積極的なスポーツサービス提供の視点も必要だ

と思う。 

 

（委員） 

子供たちの遊び場について、フェンスを高くさえすればボール遊びが可能になる公園等が

あるならば、少ない予算の中で色々なことができる場所を作っていくことは必要だと思う。

この場所ではこのスポーツしかできない、この遊びしかできないということではなく、様々

なことができる場所を作っていくということが必要だと感じている。 

今、新型コロナウイルス感染拡大という状況下で、自分の健康づくりを目的にジョギング

やウォーキングに取り組んでいる人が以前に比べて多くなっていると感じており、スポーツ

のあり方も変化していると思う。 

また、遊びを教えてくださる方、見守ってくださる方は本当に必要だと思う。 

 

（委員） 

スポーツ推進委員が学校に出向いてボッチャを紹介するという活動は意外と他の自治体に

はなく、出向くというスタイルをうまく活用することは大事だと思う。 

学校を拠点にすることは非常に大事であるが、プラス公民館や公園等でもスポーツサービ

スを提供できる環境があるといい。 

 

（委員） 

13 町体力つくり推進委員会では、三ヶ年計画を策定した。今コロナで活動が止まっている

が、従来は第 1 から第 4 までのブロックごとの交流会であったが、その枠を超えて練習会を

実施しようと計画していた。また、保健推進委員と 13町体力つくり推進委員が一緒に携わる

計画も進めている。 

 

（委員） 

ボッチャというテーマにおいて、目的としてはボッチャを広めることなのか、発掘なのか、

仲間づくりをしながら地域住民の輪を作っていくのか、様々あると思う。その目的をまず明

確化していきながら、どのように活用していければよいか、どのように連携していければ輪

が広がっていくか、スポーツは継続していかなければ意味がないと言われるので、いかに継

続させるための策を練るかだと思う。ただ継続させていく場合、ボランティアだけではなか

なか難しいとなると、そこには多少経済的なバックアップが必要などの問題が出てきて、そ

のような問題を少しずつ明確にしていくと、具体的な連携の方向性等の議論に発展できるの

ではないかと感じている。 

ソフトの検討は非常に幅広いものだが、発掘を目的とするのか、健康を目的とするのか、遊

び的な要素なのかと枝分かれをしていくものと思われる。 

また、スポーツ推進委員、障害者スポーツ指導員、体育協会の指導員等、様々な指導員をど

のように活用していくのか、検討するのもよいと思った。 

各自治体で予算的な部分でうまく事業が進まないと言われるが、障害者スポーツという観

点では、人が集まることで知恵が生まれて、お金をかけなくてもできるものが生まれてくる

と思う。ぜひ具体的な話し合いをしながら、体制を作るのがよいと思われる。 

 

（会長） 

皆さまから貴重なご意見をいただき、感謝申し上げたい。第 2 回以降より深く掘り下げて

いければと思う。 

東村山市のスポーツに対する取り組みは素晴らしいと思う。若い人だけでなく、高齢者の

方を含めたすべての世代の方において、スポーツに取り組む市であると実感しており、だか

らこそ今うまくいっていない部分を整理しながら、施設あるいはソフト、あるいは人と人と

の連携などをうまくまとめていくことで、持続可能なスポーツ推進ができるのではないかと

思う。 
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また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、新しいライフスタイルに合わせたスポーツ

への取り組みをどう支援していくかも非常に重要な課題であるので、委員の皆さまからご意

見等をいただき、最終的に答申をまとめていきたい。 

 

 

６ 報告事項 

（１）第 57回東村山市民大運動会について 

（事務局） 

毎年 10月に市民約 5千人が集い開催している「市民大運動会」について、共催をしている

教育委員会、体育協会、13 町体力つくり推進委員会の 4 者で協議した結果、当日の競技種目

やテント内において「三密」になることなどを考慮し、ご来場される方、そして競技に参加さ

れる方の健康と安全を最優先に考え、誠に残念だが昨年度に引き続き中止とすることとした。 

 また町民運動会についても、各町の体力つくり推進委員会と協議した結果、市民大運動会

同様に町民の皆さまの健康と安全を最優先に考え、13 町すべての町が中止するとのご報告を

いただいている。 

 

（２）第 58回東村山市民体育大会総合開会式について 

（事務局） 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行ったうえで、9月 5日（日）に市民スポーツセ

ンター第一体育室にて開催を予定している。 

開催案として、各団体 10名から 3名に、これに伴い役員の人数も縮小し、選手団入場をや

め、あらかじめ 2階観覧席に着席する形をとることとしている。開催時間は各項目を縮小し、

午前 10時に開会宣言、閉会は 10時 40分前後を予定している。なお、同日のスポーツ優秀選

手表彰は予定通り実施する。 

しかし、ここ数日のコロナウイルス感染者数は増加傾向になっており、今後の状況によっ

ては、総合開会式の中止も考えられる。 

 

（３）東村山市民スポーツセンター指定管理者の選定について 

（事務局） 

現在第 2 期目の指定管理者は令和 3 年度（令和 4 年 3 月末）までとなっており、市では、

第 3期（令和 4年 4月から）指定管理者について、現在選定を進めている。スケジュール上、

既に公募は終了しており、第 1次審査をクリアした事業者が、8月中旬ごろに第 2次審査を行

い、最終的に選定した指定候補者について、12月議会へ提案する予定となっている。 

 

７ その他 

（事務局） 

第 2回スポーツ推進審議会開催については、8月 19日（木）を予定している。 

 

（会長） 

長時間ご審議いただき大変感謝申し上げる。本日すべての審議が終了した。   


