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会  議  録 

会議の名称 令和３年度第２回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和３年８月１９日（木） 午後５時００分～午後７時００分 

開 催 場 所 東村山市民スポーツセンター 大会議室 

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・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 

●欠席者 

篠原政一委員 

 

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 

公共スポーツ施設のサービス提供のあり方について 

２ 報告事項 

（１） 第５８回東村山市民体育大会総合開会式について 

（２） 東村山市スポーツ優秀選手表彰について 

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。 

第 1 回審議会で「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

問させていただいた。本日は前回いただいた意見なども踏まえ、少し具体な内容についてご

議論いただければと思う。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参りたく、引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上

げる。 

〇 傍聴の許可 

（会長） 
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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） 

一同異議なし。 

 

１ 議題「公共スポーツ施設のサービス提供のあり方について」 

（事務局） 

【資料１】「公共スポーツ施設のサービス提供のあり方について」について説明。 

 

（会長） 

東村山市内のスポーツ施設の現状の印象は、複合型、単一型の施設があるが、経過年数がだい

ぶ経っているというのが第一印象である。 

１９７４年に全国で３番目にスポーツ都市宣言をしており、当時としては画期的な取り組みだった。

また、１９７０年代後半から１９８０年代にかけて市内にスポーツ施設が造られていったが、そこから約４

０年経過していることから、施設の老朽化、スポーツニーズの多様化への対応などがこれから検討し

ていかなければならない課題だと思う。 

【資料１】の最後に、前回委員の方々からの意見を一覧に要約した。４つのカテゴリーごとに、公共

スポーツ施設のサービス提供のあり方について、委員の方々からご意見をいただきたい。 

まず「１．スポーツサービスを提供する場」について、ご意見をお願いしたい。 

 

（委員） 

スポーツが好きになるような社会にしていくためには、小さい頃から様々な世代の人と関わり合い

ながらスポーツに触れることが大切である。 

私が大学生の時、大学の中に児童ボランティアサークルがあった。学生が土日に子供たちの遊び

場に出かけ、紙芝居をしたり、一緒にボール遊びをした。つまり、地域の大学や高校に働きかけること

は様々な世代の方との交流という観点で、「ソフトのあり方」の1つだと考えられる。 

また、子供たちの遊び場は必要である。【資料１】に様々な公共スポーツ施設があったが、有効活

用できればと思う。 

運動公園プールについて、年間約４０日しか稼働されていないが、ランニングコストを考えると非常

にもったいない。このお金を、例えばゲートボール場に回すこともできると思う。ゲートボール場は地

面をきちんと整備しなければいけないため、施設整備費用等に使い、比較的空いている午後の時間

帯に子供たちが入って遊べるような仕組みがあると良いのではと考える。 

 

（会長） 

様々な世代の人たちがスポーツに関わるという一つの例として、学生ボランティアがある。非常に

良いアイディアであると感じた。ただそのような活動を展開するためには場所が必要になる。 

先程委員より、運動公園プールについてのご意見があったが、事務局で何か情報はあるか。 

 

（事務局） 

稼働日数は【資料１】にて年間約４０日とお示しした。運動公園プールの管理運営委託料は、年間

約１，６００万円である。当施設は昭和４９年に竣工したので非常に老朽化が進んでおり、プールサイ

ドの傷みも激しく、配管やポンプもかなり老朽化している。 

 

（会長） 

おそらく、プールのろ過装置も厳しい状況なのではないかと思う。 

また、学校についても、夏の数日間のために水泳の授業を実施するのは大変ではないかと思う

が。 

 

（委員） 

コロナという要因もあるが、今年のプールの授業は一学期の約２週間で終了した。 

まず、一度水を入れるのに約３０万円かかる。低学年が使用する際は水を捨てて、水深を浅くしな
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ければならず、高学年が入る際には再度水を入れなければならないので、非常にもったいない。もっ

と効率的な方法はないのかと思う。 

 

（会長） 

プールのあり方については全国的な課題でもあると思う。中野区のある中学校は室内プールなの

で一年中入ることができる。授業で使用しない時は、市民も利用することができる。運動公園のプー

ルと学校のプールについては今後の検討課題であると思う。 

色々な世代が関わっていくことについては、前回委員から、「高齢者と子供たちが交わって触れ合

える機会があるとよい」という話があったが、ご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

まず、公共スポーツ施設の利用状況にムラが多いと感じた。市内にある公共スポーツ施設をうまく

活用して、高齢化する世の中でスポーツに触れる機会を作ることが重要だと思う。高齢者において

は、フレイル予防のためにいかに体を動かしてもらうか、今回のソフト面で検討することが重要だと思

う。 

特にゲートボール場は半日だけの利用が目立つため、空いた時間をいかに有効活用するかが課

題であると思う。核家族化していくと高齢者と触れ合う機会が少なくなるため、空いた時間を有効活用

し、高齢者と子供たちとが触れ合う場を市が中心となって提供していくことが、他の市から見ても先駆

的な取り組みになると思う。 

 

（会長） 

施設の有効活用という点では、いろいろなスポーツに触れる機会が必要である。 

高齢者と子供達との関わり合う場として、スポーツ施設をどう有効活用していくか。ゲートボール場

は午前中しか使われていないということであるが、実際に使用されている方々がいるので、その方々

とどのように合意形成していくかが課題になると思う。ゲートボール場の有効活用を考えていく視点と

して、いくつかご意見をいただければと思う。 

 

（委員） 

今、体育協会でも問題となっているのが、会員数の減少である。ゲートボールの会員数はかなり減

っている。東村山市のゲートボール場公園はコートが４面あるので、市内の端からも利用者が来てい

るようである。しかし、子供たちが来てキャッチボールをしていると、コートが傷むからと注意され、追

い出されている。この現状をどうにかできればと思う。 

運動公園については、平日はほとんど使用しない。体育協会ではターゲット・バードゴルフ、グラウ

ンドゴルフ連盟・協会があり、できればシニア料金があるといい。そのような制度があるとグラウンドの

使用頻度も増えると思う。 

 

（会長） 

ゲートボール場が数か所あるのには意味があり、身近な場所でスポーツを実施することを可能にし

ていると認識した。 

３０～４０年前にたくさんゲートボール場が造られているが、何か背景があるのか。 

 

（委員） 

一時期は、地域の競技スポーツとして普及していた。ただ、団体スポーツであるため、今は個人志

向の強いグラウンドゴルフやターゲット・バードゴルフに会員が移行している。 

 

（会長） 

ゲートボールは団体戦であるため、厳しい局面があるということを認識した。グラウンドゴルフの話も

出たが、ゲートボール一辺倒ではなく、高齢者の方々もいろいろなスポーツにチャレンジできるような

仕組みを作ることができるとよいと思った。運動公園グラウンドの使用で、シニア料金制度というご意

見もいただいた。 

 

（委員） 
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ゲートボール場は、整地されていないと他の使用は難しい部分があると思う。【資料１】をみると、午

後使われていないところが多いので、使っていないところを統廃合して、グラウンドゴルフでも使用で

きるというように、ゲートボール一辺倒にしないのもよいと思う。市内のスポーツ施設は、単体のスポー

ツに特化した形で使用することが多い。特にゲートボール場は、午後使われていない施設が多いの

でうまく統廃合できればいいと思う。 

全国で約２０万か所スポーツ施設があるようだが、約１３万か所が学校であり、半分以上を学校が

占めている。それ以外は民間と公共施設となっている。 

学校開放の仕組みは、コミュニティ委員会が毎月割り振りの調整をして、登録団体が活動してい

る。団体の中には、友達同士のグループのほか、体力つくり推進委員会もいるが、果たして学校が有

効に使われているのか疑問がある。コミュニティ委員会と体力つくり推進委員会がそれぞれ予定を作

成しており、学校使用について一元化されていない部分がある。 

スポーツの場として住民の皆さんから一番近い学校をどう有効に使っていくか。例えば、市民大運

動会は、13町が運動公園に集まって対抗戦を行うのに対し、町民運動会は、地域に近い学校で行う

ため、たくさんの人が集まってすごく盛り上がる。市民大運動会を運動公園で行うことは、町によって

は遠い会場となるため、参加者集めに苦労しているのが現状である。 

また、子供が減れば学校の統廃合も始まるだろう。学校の使い方について検討をすることも、スポ

ーツ施設の場所として考えるに値するかと思う。 

 

（会長） 

いかにアクセスしやすいかが重要になるという話であったかと思う。多様なニーズや多様な世代が

ある中で、特に高齢の方にとっては距離があるとなかなか利用できない。東村山市のスポーツ施設を

考える上では重要な課題となると思う。 

化成小のナイター設備等、学校というのはいろいろな機能を持っていると感じている。学校開放も

一度整理をして、もっと有効に展開できればよいと思う。 

 

（委員） 

１３町体力つくり推進委員会の活動について、小学校は比較的使える率は高いが、中学校を拠点

としている町は部活動があるため校庭が使えない等、地域によって差が出てしまっている。 

東村山市内には、学校以外に使える場所は決して多くない。たとえ施設があっても、スポーツによ

っては使えないこともある。 

以前、公園のあり方検討の会合に出席したとき、市内で使われていない公園がたくさんあるという

話があった。運動場だけではなく、公園のあり方についても合わせて考えていく必要があると思う。移

動中の事故防止を考慮すると、高齢者は近場でないと来られない。地域スポーツを進めていくため

には、それぞれの地域での場所が必要だと思う。 

 

（会長） 

第一回審議会で、スポーツサービスを提供する場について、「学校以外にも公民館や公園などで

もスポーツサービスを提供できる環境があるとよい」という意見をいただいた。 

 

（委員） 

公民館の利用に関して、ボッチャを指導する方が出向いてくれるとよいと思う。 

ある程度リーダーシップをとれる方が、スポーツ推進委員等とうまく連携することが必要になってく

る。 

屋内である公民館は、天候に左右されないので、有効に活用するとよいと思う。 

現在、国立市の障害者スポーツセンターにあるゲートボールをする場所は、「ゲートボール場」とは

言わず、「スポーツ広場」と呼んでいる。ゲートボール以外もできるのは当たり前で、ゲートボール以

外の人が使った後は自分達で整地して、ゲートボールもそれ以外もできるようにしてから終わるような

使い方をしている。 

ただ、現在ゲートボールをやっている方からすると、「スポーツ広場」のように名称を変えることはす

ごく難しいのは重々承知している。 

指導者は必要になるが、ゲートボールの後にノルディックウオーキング教室を実施すると、ゲートボ

ール以外のスポーツの実施へ繋がり、施設を使う頻度も多くなっていく。また、「歩く」ということにも繋
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がって、少し離れている公民館へ行って違うことをやってみようとか、活動の幅が広がっていくとよいと

思う。指導者とセットになってしまうが、一つの案としてはいいと思う。 

 

（会長） 

施設を単一の使い方からいかに変えていくかが重要になってくると感じた。大規模な運動公園や

スポーツセンターだけではなく、地域にあるスポーツ施設についてもどのように利活用していくか、そ

のシステムやルール作りが重要であると感じた。 

多様なスポーツが新しい出会いとして多くの人々に享受され、それを日常的な「ｍｙスポーツ」とし

て取り組めるようにしていくことも大事になってくると思う。 

次に、「２．スポーツのサービスの方向性」について話を進めていくことにしたい。サービスを提供す

る側としてどのように配置していくか、人を派遣したり、出張講座などのアイディアがあればご紹介い

ただきたい。 

 

（委員） 

国立市にある障害者スポーツセンターでは、月一回、日曜日の午後１時～３時に、体育館で誰が

参加してもよい「遊びの広場」を開催している。障がい者スポーツ指導員やスポーツボランティアに来

てもらい、前半の1時間は運動会やサッカー等、自由に種目を決めて行い、後半の１時間は体育館

をいくつかのエリアに分けて、この場所はショートテニス、ここは重度の障害のある方もできる輪投げ、

ここはトランポリンを用意し、実施している。スポーツセンター側の主催者は、全体の安全管理を行

い、各ポイントに障がい者スポーツ指導員を配置し、いろいろな方が来てその場で交流できるという

教室を展開している。 

また、スポーツセンターの各施設には、スタッフが常駐しているため、いつ一人で来ても気軽にス

ポーツやレクリエーションを楽しむことができる。 

スポーツセンターというと、バドミントン等の競技スポーツを行っているイメージが強いが、「今空い

ているのでこの前やった輪投げをやろう」、「スポーツ指導員を呼んでその場で一緒にやってもらお

う」など、スポーツをその方々と一緒にやっていくと、指導員とのサークル活動に発展していく。 

ボッチャに関しては、指導者も大切だが、仲間内のサークル活動において、公民館でボッチャをす

る流れもよいと思う。 

 

（会長） 

「遊びの広場」は、日曜日に誰でも体育館を使える機会を提供しているすごく良いアイディアだと

思う。 

東村山市のスポーツ科学委員会でも「スポーツ食育教室」を展開しているが、年間４回程度しかな

い。登録していない人でも定期的に、気軽にスポーツセンター等の施設を利用できるような環境を整

えるというのも良いアイディアだと思った。 

 

（委員） 

担い手について、スポーツ推進委員は、法律でも決められているように、地域と行政との連絡調整

役なので、本来は僕らがもっと動かなければいけないが、地域のスポーツに対して熱い思いを持って

取り組んでくれる人たちをどのようにして見つけ、利用し、仕掛けていくかといった組織が、今足りて

いないのが現実だと思う。 

スポーツ推進委員会では、個人開放のボッチャにボランティアを呼んでいる。そういう人たちが担

い手となって、地域の人たちを集めたり、大会を開いたりすると、スポーツも活性化していくと思う。場

所も重要であるが、いかに仕掛けてくれる人がいるかも重要であるということ。スポーツ推進委員は、

地域との連絡調整役となっているので、ボランティアが色々なところに出向いて、指導者になってい

く。結局は友達を誘うということが大きいので、そこから広めていくということが今後スポーツが活性化

していくために必要だと思う。 

組織をどうするかという話し合いが十分できていなかったり、市役所が縦割りのため、複数の所管

で同じような事業等が行われている。これを一元化してできるような組織などがあるといい。高齢者向

き、健康向きに関しては健康増進課で、競技に関することは市民スポーツ課というように、うまく取りま

とめられるような組織があるともう少し流れが良くなると思う。 
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（会長） 

スポーツを支える側の人材をどのように配置していくか、いろいろなところに関わっていただく仕組

みをどのようにつくるかを考えていく必要がある。 

以前は、「するスポーツ」が中心であったが、ある時から「見るスポーツ」が増えていった。そして、こ

れからは、スポーツを支える側を教育の場などにおいてどのように育てていくか。まさにオリンピック・

パラリンピックは、共生社会に向けて「支える人」をどのように育てていくかを考える絶好の機会である

と思う。ボランティアとして積極的に関わっていくマインドを持った人たちがいたとしても、需要と供給

のバランスが取れなければうまく活用はできない。 

私自身もかつて、スポーツ指導者を派遣するシステムの「スポーツリーダーバンク」に他県で登録

をしていたが、東村山市でも、いつでも要請があったらマッチングして派遣できる仕組みがあるといい

と思った。 

 

（委員） 

私もそう思う。市民大運動会は２００名くらいのボランティアを出している。主に体育協会からボラン

ティアを出しているが、体育協会自体も高齢化が進んでおり、２００名出すのは大変である。 

武蔵野市にはスポーツボランティアがいて、市の事業があるとすぐに招集できる。東村山市にはス

ポーツボランティアの組織がない。市のスポーツ事業があるときに、地域の人たちが関わっていけると

よいと思う。 

 

（会長） 

ボランティアをやりたいという方々は潜在的にいると思う。そこをうまくキャッチしていく仕組みを構

築することは、サービスを提供する方向性としては非常に重要ではないかと思う。 

 

（委員） 

東村山市の健康増進課で、「フレイル予防」「介護予防」について協力しているが、そこでは「運

動」、市民スポーツ課では「スポーツ」という言い方をしている。しかし、やろうとしていることは同じで、

高齢になっても健康寿命をどうやって延伸させていくかというのは、日本の今の人口状態からすると

極めて重要なことである。 

高齢化率は間もなく３０％になる。就労世代と６５歳以上の高齢者の割合は１．９対1くらいである

が、就労世代である１５歳から６４歳までの数字の中に、学生や専業主婦が含まれているので、実際

に働いている人と高齢者の数は数年後には「１対１」になる。それを考えた時に、いかに６５歳以上の

人たちが元気でいられるかが大切になってくる。 

自分で身の回りのことはできる人たちをどうやって増やしていくか。それができる町でないと、東村

山市は破産してしまうかもしれない。税収はなくなるのに、介護保険料等の歳出ばかりが増えてしま

う。 

高齢者が参加できるものを増やさないといけない。しかし、「シニアスポーツ」とか「高齢者スポー

ツ」という名前を出してしまうと、参加者が減ってしまう。例えば、高齢者向けのお弁当を作っても売れ

ない。イメージ的に、「高齢者」や「シニア」という名前を付けると、ネガティブにとらえられてしまうから

である。「ウエルネス」のようなイメージのスポーツ推進をしていくとよいと思う。高齢者に参加してもらう

ためには、「もっと元気になりましょう」ということを表に出して参加できる仕組みづくりをしていかなけ

ればならないと思う。 

フレイル予防について、東村山市では一昨年度に、「フレイルサポーター」という制度ができた。東

京では数か所しかなく、フレイル予防と同時に栄養予防も行うもので、全国に先駆けて動き始めてい

る。ただ、そこも行政の縦割りで、健康増進課と別の所管に分けて動き出しているので、本来であれ

ば一緒に動いたほうが無駄もなく、全国にも発信できる。 

先程の委員がおっしゃったように、スポーツのボランティアを増やすことに賛成である。 

「フレイル」という造語を作ったのは東京大学の飯島先生である。「Frailty（虚弱）」という意味である

が、言いやすいようにカタカナで「フレイル」となった。飯島先生は東村山市にもお越しいただいてお

り、先生曰く、「運動は大事だが、定期的な運動以上にボランティアに参加する人の方が元気である」

とお話があった。いかに参加するボランティアを増やすかが重要だと思う。東村山市においても、スポ

ーツボランティアをもっと増やしていくというソフト面を充実させれば、今あるものでもうまく使いこなせ

ると感じる。 
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（会長） 

お話を伺って、「フレイルサポーター」は素晴らしい制度だと思った。また、「シニア」と付けると参加

してもらえないというのはなるほどと思った。 

 

（委員） 

市には、13町に保健推進委員がいる。地域の健康づくりということで活動していただいている。体

力つくり推進委員を兼ねていたりと、兼務されている方が多く、会員数は減少しており、どの町でも課

題となっている。ボランティアを作れる仕組みがあるとよいと感じている。 

ある町では、高校生と協力して保健推進活動を実施している。どうしても大人が対象になってしま

いがちだが、小学生やいろいろな世代の方と触れ合う機会を作ることができるとよいと思う。 

 

（委員） 

自発的にスポーツをする人、個人で楽しんでいる人、スポーツに興味がない人・スポーツをしたい

がどうしたらいいかわからない人。大きく３つのタイプに分けられる。 

地域のスポーツを支えていくためには、自発的にスポーツに取り組んでいる人たちが、自分たちの

住んでいる町をどのようにしていくかをそれぞれの町で話し合い、町のスポーツを担う。指導者とスポ

ーツボランティアは違う。１０年、１５年前までは、地域のスポーツをボランティアがやっていこうという

人が多かった。 

スポーツの魅力を発信できる仕組みと、積極的なスポーツサービスの提供。単一的なことではく、

それぞれの状況に応じたサービスの提供ということも、考えていかなければいけないと思う。 

 

（会長） 

スポーツに今取り組んでいる人たちは今後も続けていくと思う。ぜひアプローチしていきたいのは、

個人で実施して、地域の活動には入ってこない人たちをどのようにして引き込んでいくか。あとは、も

ともとスポーツに対して嫌悪感を持っている人たちに、スポーツの多様な関わり方を理解していただ

き、競技スポーツを専門にしていなくてもスポーツを支えるボランティアとして、支えることに意義を感

じて、参加していただくことが重要だと思った。 

学校教育においても、多様なスポーツの関わり方をいかに教えていくかが重要な課題となってい

る。今の若い中高生はそれを学んでいくことができるとしても、すでに社会に出ている世代の人たち

に対しては、どう伝えていくかが大事になってくる。先ほどのフレイルの話とも関わってくる。スポーツ

にもいろいろな取り組み方があることを多くの人に知っていただき、共有していくことができればと思

った。 

以前のスポーツ推進審議会の委員の方が、「若い人が入ってこない。ポストに町の運動会の案内

を入れるが、全然若い人が参加して来ない。このままだと維持できなくなる」と仰っていたことを今でも

よく覚えている。その問題が今も解消されないことに対しては、何か手立てがないのかと考えた。 

それでは次に、「３．新たなスポーツへの対応と子供のスポーツに触れる機会」についてご意見を

いただきたい。新たなスポーツについては、【資料１】Ｐ１３にある民間施設の紹介で、市内でボルダリ

ングができる施設がある。例えば、八王子市のある小学校では、学校の体育館に設置されている肋

木にボルダリングができる板を取り付けて子供たちが日常的に遊ぶことができる環境を作っている。 

ボッチャについては、障害者スポーツでありながらも、健常者も障害者と一緒に、もしくは健常者の

みでも楽しむことができる。このスポーツの広がりはとても素晴らしいことだと思う。ボッチャ以外にもパ

ラスポーツはもっとたくさんあるので、メジャースポーツと呼ばれるものだけでなく、マージナルスポー

ツやニュースポーツなども取り入れ、紹介することで、スポーツに参画する人口を増やしていくことも

可能になると思った。 

 

（委員） 

小中一貫教育校を経験したことがあり、そこで１年生から９年生までを見てきた中で、１年生から９

年生が一つの学校の中にいて、様々な行事を一緒に取り組むことで、低学年は目標となる９年生を

日常的に見ているので教育効果が高い。逆に９年生は、低学年に対して小さいころを思い出して優

しく接する。色々な世代が触れられる仕組みが必要だと感じている。 

 

（会長） 
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子供たちが運動する機会は実際に減っているのか。する・しないの二極化ということが言われてい

るがいかがか。 

 

（委員） 

直観で言うと減っている。放課後は塾等に行く子も増えているので、遊ぶ時間はない。塾等に行っ

ていない子は遊ぶ時間はある。そういった意味では二極化が進んでいる。 

 

（会長） 

私は体育科教育が専門であるが、「七五三現象」と言われることがある。小学校で体育の授業が好

きですかという質問に、７割から８割の子供たちが「はい」と答える。しかし、中学校に上がるとそれが５

割くらいとなり、高校生になると３割くらいまで落ちる。一番の原因は、学習する内容が「運動遊び」か

ら「運動」に変わり、さらに「スポーツ」になるとかなり難しくなる。「するスポーツ」だけだとそのことが壁

になってしまい、逆に運動やスポーツから離れていってしまう。最も深刻なケースだと、高校生の女子

は、「体育の授業は好きですか」という質問に対して「はい」と回答するのは一割五分くらい。そのた

め、健康被害の拡大につながるということも危惧されている。 

新体力テストの傾向からも、子供たちのスポーツ環境をどのように整えていくかが重要になってく

る。低下傾向にある投能力を向上させていくためには、ゲートボール場で子供たちがキャッチボール

をできるような仕組みを作っていく必要があることも確かにその通りだと思った。 

高齢者がゲートボールなどの活動を行い、子供たちが放課後、高齢者とバトンタッチする形でその

場所を使い、ボール遊びを行う。もちろん課題として「コートの整備」がある。高齢者とバトンタッチす

るときに子供たちが片づけを手伝ったり、子供たちがボール遊びをしているところを高齢者が見守っ

たり、教えたり、交流ができる取り組みができればいいと思う。 

昔、私の地元では、ゲートボール場で野球をやらせてもらっているときに、高齢者の方がお茶を飲

みながら「頑張れ」と声を掛けたりしてくれた。世代間で関わりが持てる仕組み作りができるといいと思

った。 

 

（委員） 

遊び場が足りないということは私も感じている。私は体育大学を卒業してから教員をし、その後、独

立して幼児体育を教えている。親御さんからは、跳び箱を跳べるようにしてください、逆上がりができ

るようにしてくださいとという要望が多い。私はすべて断っている。いろいろな経験することが大切であ

って、色々な動きを覚えていく。できるできないは、その動きができてくればいつかできるようになる。 

小学５・６年生でスポーツテストを行うと、就学前に運動していた群と、していない群ではテストの結

果に差が出る。いかに就学前に運動することが大事かということである。 

しかし、そういうことについて理解をしている人は少ない。なぜなのか。昔は遊び場がもっとあった

が、今は遊び場がなくなってしまったからである。だから、民間のスポーツクラブやスイミングへ行って

技術を覚えようという方向性になってしまっている。親は子供たちに必要のないことを要求してくる。

専門家の中にも技術的なことを教えようとする人も出てくる。 

安全に遊ばせるということは技術を身につけさせることより難しい。市内に遊べる場所がどれくらい

あるかということを検討する必要があると思う。安全面を考えなければいけないが、自由に遊べる場は

少ない。さらにコロナによってどんどん体力も落ちている。遊んでいく中で体力がつくので、小さな子

たちが気軽に来て遊べる場所が身近なところでたくさんあるといいと思う。 

 

（委員） 

東村山市はスポーツ都市を宣言しているので、身体を動かせる場所がもっとたくさんあっていいと

思う。今は身体を動かせる場所に行かないという人が多いし、子供たちも同様で、外で遊ばない子供

が多い。身体を動かせる場所が地域にたくさんあってこそ、スポーツ都市宣言だと思う。 

また、競技スポーツや団体スポーツを推進することも大切だが、そこに固執してしまうのもよくない。

いろいろな世代の人たちがいて一緒に身体を動かせる環境があるとよい。 

以前にもお話ししたが、歩道に距離が分かるだけでも遊べる。「ここからあそこまで何キロあるから

走ろう」とか、子供でも大人でも誰でもできることである。 

市内の至るところでいろいろな人が身体を動かしているまちづくりをしていかねばならないと思う。 
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（会長） 

市民がいつでも体を動かせる場をどのように作っていくかが、非常に重要であると思った。 

 

（委員） 

いかに場を有効活用するか、スポーツ庁もストック適正化で提案をしている。 

ゲートボール場でいうと、もちろん既存の人たちが使えなくなる状況にはできない。 

名前を変えるという話が出ていたが、「多目的広場」として、誰もが有効活用できるようにルールを

作ることだと思う。スポーツはルールがあってこそ初めてスポーツである。場所を使うルールを皆で守

るということにおいて、個人で使うルールなのか、団体を優先するルールなのかという議論は必要かと

思う。 

それぞれの関係団体では、組織そのものが高齢化している。人材不足が非常にネックとなってい

る。 

日本のスポーツの指導者は、日本スポーツ協会が育成している競技団体ごとのスポーツ指導者、

それからスポーツ推進委員、日本レクリエーション協会のインストラクター、健康運動指導士等の健康

づくり財団が要請している指導者、スポーツプログラマー、トレーニング指導士、それ以外にも障がい

者スポーツ指導員など、いろいろな資格を持った指導員をいかに有効活用するかということだと思う。

東村山市の中で、それぞれの指導者の集合体である組織がどうなっているのか、そこに入っている

方々がどういった資格を持っているのか。それらを有効活用できるかできないかを考えた方がよいと

思う。社会資源をどう有効活用するか。 

また、「ボランティア」という言い方をしているが、ボランティアというのは日本ではそろそろ通用しな

いのではないかと思う。ある程度、有料化・有償化していかないとボランティア個人の思いだけで何か

をしていくという時代ではなくなってきている気がする。幅の広い物事の考え方をしていかないと通用

しなくなってきている。 

体育の授業で評価するから子供たちは体育が嫌いになるということが言われるくらい、スポーツの

考え方そのものを変えていかないとならない。今あるスポーツがどのように変わっていかなければい

けないかという議論をしながら、ニュースポーツをどう取り入れるかへ展開していかないと難しいと思

う。 

それぞれの団体で取り組めるテーマや課題を整理していくと少し見えてくる気がした。そういう意味

では、組織というのが大事なので、個人で指導者の登録をすると色々な問題が起きる可能性がある。

指導者というのは、人材を育成するための知識を持った指導者だけではない。自分が専門的にやっ

てきた指導者という意味合いでは「専門家」と呼ばれるかもしれないが、競技的なものが入っていなか

ったりすると、どうしても自分の経験だけで物事を言ってしまい、全体を見て物事を進めることに関し

て、非常に課題が出てきてしまう。組織に加わる指導者をどう育成していくのかは大きなテーマなの

かなと思う。 

そこを整理しながら、それぞれの目的に合わせて、高齢者と子供を関わらせるためにはどのような

仕掛けが必要で、どのような指導者が専門家として必要なのか検討するとよいと思う。 

保健推進委員の中に健康・体力づくり財団が育成している健康運動指導士がいるのか。専門家の

知識を持っている人たちを巻き込んで何かをしていかないと、うまく進まないし繋がっていかない気が

するので、個人ではなくて組織団体をいかに評価していくか、作っていくかが大事だと思う。そうしな

いとイベントはできるが継続しなくなってしまう。 

スポーツの大事なところは継続すること。継続させるための組織づくり・団体づくりをしていくことが

大事だと思う。 

場所を使う場合のルールをしっかりさせて、いろいろな人が使えることを想定した上で、色々なこと

で使えるという可能性を提示しながら、使える団体の有無で提案するとよい気がした。それぞれの団

体の特性があるので、特性を活かしながら取り組んでいただければよいと思った。 

 

（会長） 

それでは、本日欠席の委員からのコメントを紹介させていただく。 

市の財政状況や施設の老朽化を踏まえると、市内の民間スポーツ施設を利用した場合に、利用

者に補助する制度等を活用してもらうことで、市民にスポーツサービスを提供していく方法も検討して

もよいのではないか。 
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２ 報告事項 

（事務局） 

（１） 第５８回東村山市民体育大会総合開会式について 

昨年に引き続き、コロナ禍の影響により中止とした。なお、市民体育大会は、各連盟の判断

により、スポーツ庁などが発出しているガイドラインを遵守するなど、感染拡大の防止等を

講じたうえで、全３９競技中３１競技において開催される予定である。 

 

 （２）東村山市スポーツ優秀選手表彰について 

例年、東村山市民体育大会総合開会式において授与式を行っていたが、昨年に引き続き、総

合開会式中止に伴い、授与式は行わず、受賞者へ郵送もしくは、直接お渡しすることとする。 

また、これまで表彰対象者については、「市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する者」

としていたが、今回の東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、

この対象区分には該当しないが、市内を活動拠点としている選手や市内出身の選手にも市の

事業等へ協力いただいたことにより、市民に対するオリパラの機運醸成やスポーツに対する

意識向上を図ることができ、当市のスポーツ振興につなげることができたことに対し、基準

第２第３項に、「市内に在住、在勤、在学のいずれにも該当しない場合においても、市長表彰

に該当する成績をおさめ、市内を練習拠点とし活動実績がある者、又は市内出身の者で市の

事業等に貢献していると市長が認めた者については、スポーツ優秀選手表彰審査会で承認を

受けた場合に限り、表彰することができる。」という条文を追加し、表彰対象者を限定的に緩

和し、令和３年度より基準を改正した。  

 

３ その他 

（事務局） 

第３回スポーツ推進審議会開催については、１１月１日（月）１７時よりスポーツセンター

大会議室でを予定している。 

第１回、第２回の議事録について、事務局で取りまとめたうえで会長にご確認いただき、皆

様に報告をする形でよろしいか。 

 

（委員） 

一同異議なし。 

 

（会長） 

本日の審議はすべて終わりましたので、終了とさせていただく。 
  


