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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和３年度第３回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和３年１１月１日（月） 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・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、大野主査、檜主任 

 

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 

○開会 

○副市長あいさつ 

１ 議題 

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 

２ 報告事項 

（１） 緊急事態宣言の解除に伴う各施設の状況 

（２） 障害者スポーツ理解促進事業の実施 

（３） 第２回ボッチャひがっしーカップの開催 

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。 

「将来を見据えたスポーツサービス提供のあり方について」を諮問させていただき、これま

で２回議論いただいた貴重な意見を踏まえ、「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」をご議論いただくようお願い申し上げる。 

新型コロナウイルス感染症においては、市内の経済対策やワクチン接種等、市でも様々な対

応を行ってきた。ワクチン接種については、昨日現在で市内にお住いの８２％の方に接種を

いただいており、全国的には７２％程度といわれている中、当市はかなり積極的に接種して

いただいている状況である。 

ワクチン接種が進み、感染状況もだいぶ落ち着いている状況ではあるが、コロナ前に完全

に戻るというのは意識を含めてなかなか難しい状況かと思う。どのようにしてコロナと付き
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合っていくかという視点で意見を賜りたい。 

 

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） 

一同異議なし。 

 

１ 議題「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」 

（事務局） 

【資料１】「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」について説明。 

 

（会長） 

コロナが収束しても元の生活に戻るのは難しいと言われている。新しい生活様式とどう付き合って

いくか、将来を見据えた持続可能なスポーツサービスの提供のあり方を考えていくことが重要だと思

うので、コロナによってスポーツや運動等が制限される中、いろいろな工夫をしながら利活用していく

アイディアが出てきているので、ご意見をお願いしたい。 

資料の９ページ・１０ページのスポーツサービス提供の課題一覧の５つのカテゴリーをもとに、公共

スポーツ施設のサービス提供について、委員の方々から様々なご意見をお願いしたい。 

まず、「1.ライフスタイルの変化」について、ご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

スポーツに関係するICT化の推進についてスポーツ庁をはじめ東京都議会の中でも議題として上

がっており、ICTインフラ整備の状況について、２０１７年発表の第２次スポーツ基本計画で、性別・年

齢及び障害の有無等の利用の特性に配慮したスポーツ施設の利用のしやすさの向上や、ITの活用

等により利用者の増加、維持管理のコストの削減等、どのようなメリットがあるかという方向性が示され

てきた。 

「みる観点・する観点・ささえる観点」は、方法・方向を考えていく上での一つのベースになるもので

ある。東村山市としてどのように整理するかといった手法、基盤の参考になると思う。 

ＩＣＴ導入の現状として、「施設専用のホームページ」、「インターネット環境の整備」、「防犯用カメラ

の設置」が比較的導入しやすいものであり対応が進んでいる状況である。 

「施設利用者向けのWi-Fi環境整備」、「デジタルサイネージ」は対応が進んでいない現状であり、

今後の課題としてどうするかを考えていく上で必要な部分だと思う。 

スポーツの「する」、「みる」、「ささえる」からみた課題解決方策の一例として、「する」では、スポーツ

実施率の向上について、施設予約管理システムや利用者登録管理、健康管理支援システムにICT

を使う場合に有効活用できるのではないかと考える。 

「みる」では、「収益向上」について、特に競技を観るような大規模施設等では、非常に進んできて

いる。３Dや映像を使って、どの位置からでもいろいろなパターンで見られるようになっている。コーチ

ングの強化でも、いろいろな技術を使いながら作戦を立てたり、対応策を講じることが進んできてい

る。２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、IT関係の企業が競って行ってきた

ことだ。実際には無観客であったため、なかなか見る機会はなかったが、そのような過程まで進んで

きているのが現状である。 

「ささえる」では、安全安心を担保する上で、入退室管理システムやカメラモニタリング、録画システ

ムを管理する。 

スポーツセンターに来館して「アルコール消毒をする」、「モニターによる検温」からもう少し進めると

データ情報の応用・管理という所に繋がり、「個人記録＝入館記録」、「利用施設記録」など、年間の

利用者数や年齢層など、いろいろなデータ活用の仕方が考えられる。また対面での接触を少なくす

る部分では、ＩＣＴを使うことが考えられる。 
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さらに、施設別の利用状況をモニターで映し出すことによって、現在の混雑状態を把握しながら、

利用者自身が利用するかどうかの判断をすることができる。 

もうひとつが、施設別の利用予約状況をモニター掲示することにより、来館しないと混雑状況がわ

からなかったがスマートフォン等で個人レベルで見られるようにすると、現在の混雑状況がわかり、時

間帯をずらして来館する等の混雑緩和につながる。応用をしていきながらスポーツ施設のICT化を進

めていくことができればと思う。 

非常にお金もかかることなので、整備する目的が明確でないと結果的に使えなかったということに

なりかねない。「みる観点・する観点・ささえる観点」を今後の審議の材料としていただきながら、どの

部分で活用していくかをテーマとして挙げていただければと考える。 

 

（会長） 

「みる観点」で、「収益向上＝デジタルサイネージ」について、具体的にどのような形の運用になる

のか、補足をお願いしたい。 

 

（委員） 

「デジタルサイネージ」は、表示と通信にデジタル技術を活用している。ディスプレイによる表現を

どう伝えていくか、個人がその媒体をうまく取り入れ、利用状況を把握して施設利用につなげるように

なる。感染が広がった場合、現地で応援がしにくくなってしまうが、その場にいなくても応援につなげ

ることができる。競技性の強い部分が見えてしまうので、施設として求める必要性があるのかということ

も含めて考えていかなければならない。「みる」という側の視点を個人的に広げていくためには、そう

いった方法をとりながら応援団を増やすとか、個人レベルでも見えるようにしてあげると、いろいろと環

境も変わってくると思う。 

 

（会長） 

パブリックビューイングもこういったことになるのか。 

 

（委員） 

はい。本日も隣の別室でこの審議会を傍聴している方がいらっしゃるとしたら、まさにこれを見てい

るという同じ状況だと思う。お金をかけずにいかにやるかということも含めて考えていかなければなら

ない。 

 

（会長） 

従来は「する」スポーツが中心であったが、ある時期から「みる」スポーツの需要が上がっていった

中で、その部分の環境をどのように整えていくかということが、様々なスポーツ分野でも課題となって

いった。今、ご紹介していただいたように、この部分を強化することによって、たとえ現地に行ってスポ

ーツを楽しむことができなくても、スポーツセンターの中で、世界のトップクラスのプレーに触れたり、

みんなと一緒に見て楽しむことができるようになる。これを日常的にできることも一つのアイディアだと

感じた。 

最初にスポーツ施設におけるICTの話をいただいているので、特に新型コロナウイルスの感染対

策ということにおいては、いかにICTを利活用するかが重要になってくる。この点も含めて委員の皆様

から、ライフスタイルの変化についてのご意見をいただければと思う。 

 

（委員） 

ICTの活用について、私も非常に有効な手段であると思っている。小学校の例を紹介させていた

だく。 

２学期が始まった段階で緊急事態宣言が解除されないということで、１０月開催の運動会につい

て、事前練習をどのように行うかが大きな課題となった。幸い、一人一台タブレットが配られたので、

取り組んだ例をご紹介する。５年生はダンスの指導について、事前に各個人のタブレットに踊りをダウ

ンロードし、家で見ながら練習したり、オンラインでつながった状態で教員が指導する活用の仕方を

取り入れた。その結果、自宅で体育の授業を受ける形をとることができた。これは授業での例だが、

授業以外の時でも、ICTの活用で体力補助ができるのではないかと思う。 

 



4 

 

（会長） 

小学校でのICTの活用例についてご紹介いただいた。今回は運動会の例だが、いろいろなアプリ

を運動やスポーツで活用することにより、自宅で、一人でも、取組みが可能になる。それは、大人だけ

ではなく子供もその機会が増えていく。そういう活用の仕方も十分に想定されるのではないかと思っ

た。 

 

（委員） 

中学校でも、タブレットが全員に一台ずつ配布されている。緊急事態宣言期間中は、部活動の制

限があり練習ができなかった。その中で、自宅に持ち帰ったタブレットを使って「リモート部活」を行っ

ていた。各部のミーティングのために使ったり、試合のビデオを共有して戦術を練ったりしていた。授

業でも使うが、部活動でも活用した。これから様々なことで活用できると考えている。 

 

（会長） 

中学校でも一人一台配布されているので、生徒同士でスポーツ活動につながるような交流をして

いるという例をご報告いただいた。今までは一人一台タブレットを配布するということはなかなか難し

いということで踏み込めない部分はあったが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、一気にGIGA

スクール構想が進んだ。高校はまだ進んでいないようだが、生徒の多くはスマートフォンを持っている

ので、スマートフォンを活用しながらそのような取り組みも十分想定されると思う。 

 

（委員） 

ズームやオンラインが普及していく中で、例えばハイブリット形式で体操教室はスポーツセンター

で行い、来れない方は近くの公民館へ行って体操ができるといい。機器を操作してくれるボランティ

アを配置して、スポーツセンターに来なくても地元の公民館などを使用する上手な活用方法ができる

と思う。当協会で考えていることは、DVDで体操動画を作って、入所施設、通所施設に配布し、DVD

の指導ができる方を育成し、派遣する。コロナによって集まるという時代ではなくなってきている。

追々は、ボランティアがオンラインをつながなくてもできるようになれば、そこで完結できてよいと思う。 

障がい者スポーツセンターに勤務している時に、毎週１回、リズム体操教室、健康体操教室があっ

た。一番人気がある指導員というのは、一年間通して同じことをする指導員だった。分かりやすいこと

があるのだろう、高齢者にとっては、毎回体操が変わると難しい。同じことをやる、同じことの繰り返し

をすることによって覚えていき、コミュニティが回せるようになる。 

 

（会長） 

対面とオンラインを組み合わせるハイブリット形式によって、多くの人のニーズに応えられると考え

られる。たしか第１回の審議会で距離についての話が出ていたが、東村山市は端から端までが広い

ので、スポーツセンターで教室を行い、オンラインでつないでどこかの公民館で配信する。そうするこ

とでスポーツセンターまで足を運ばなくても、公民館で参加することができるという、新しいスタイルだ

と思う。 

私は大学に勤めているのだが、海外遠征に行く学生が、「スイスにいるので授業に出られない」と

いうケースがあったが、そういった時に、授業を対面でやりながらオンラインで同時に流して、海外に

いても同じサービスを受けられる。難しいのではないかと思っていたが、ネットワーク環境が十分に整

備されていくことによって実現可能な時代に入った。新型コロナウイルスの影響で生まれた産物かも

しれない。 

また、ボランティアのサポートの話も非常に重要で、「ささえる人」をどう育てていくか。その人たちが

広がっていき、ネットワークが作られていくことによって、色々な場でスポーツ活動が展開されていく。

それも一つの課題であると感じている。 

 

（委員） 

いろいろな自治体の教室に関わっているが、幼児体育、大人のエアロビクス、親子の体操など、指

導者に指導している動画を撮って配信して観てもらうことがある。 

私は本業としてスポーツ教室をしており、小さな子供たちを教えている。新型コロナウイルスの関係

で保護者が見学することができないため、教室の風景を動画で撮影し、保護者限定で見てもらう。今

スポーツ教室でやっていることを保護者に知ってもらい理解を深めてもらっている。 
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スポーツ推進委員会もズームで開催した。できるのだろうかという不安はあったが、やってみると結

構できるものだ。コロナ禍で新しい会議のあり方ということについても勉強できた。 

 

（委員） 

私は個人で時々スマートフォンのアプリを利用してウォーキングをしている。一日の歩数目標を設

定したり、自分の歩いた歩数によって、日本縦断など設定ができる。目標が達成できたことが分かり、

褒めてもらえるので、一人でもモチベーションが上がる。運動にもスマートフォン等のアプリなどを取り

入れていけたらいいと思う。 

 

（会長） 

コロナ禍では運動不足になるので、ジョギングやウォーキングを行っている方は多くいると思う。そ

の時に、健康アプリや万歩計を使うことで、自分の運動をする意欲付けになる、そういう時代になった

のだなと思う。 

そういったことを市やスポーツセンターから発信する研修会等があればもっと利便性が上がるので

はないだろうか。ライフスタイルの変化ということでいくつかご意見をいただいた。高齢者の方に対し

てひとつ課題となってくると思うが如何か。 

 

（委員） 

東村山市に地域包括支援センターは5か所あるが、スマートフォンを使っている高齢者にＬＩＮＥを

使うことができるかどうか、ショートメールを使うことができるか現在調査を行っている。 

ＬＩＮＥであれば既読が付くので連絡が取れたことが分かるし、ＬＩＮＥ通話なら顔が見える。ＬＩＮＥを

使うことができるかどうかということが非常に重要になっている。アンケートを行い、もしスマートフォン

を使うことができていない方が多いのであれば、地域包括センター単位で使い方を勉強する機会が

設けられている。このようなことが進んでいけば、高齢の方も含む市民全体にもっと活用できる方が増

え、そこにスポーツの面からもアプローチをしていくことができれば、更に広げることができると思う。 

 

（事務局） 

伺いたいことがある。「する」スポーツにおけるICT化のご意見がたくさん出てきているが、行政から

すると、人口減など様々なことが縮小していくという中で、施設を便利に使えるICTについて、例え

ば、ここがICT化されたら便利になっていいのだけれど、というようなアイディアを伺いたい。 

 

（委員） 

ICT化ではないが、音が大きく入るとパニックになる障害を持っている方がいる。サッカーの競技場

で観客がたくさん入っているような状況だと観戦ができないようだが、ガラス張りで大きな音が入って

こない工夫がされている競技場なら、観戦することができる。ICT化とは少し違うが、一つのヒントにな

ると思う。 

 

（委員） 

ICT化は、高齢者に対して普及しているのかという思いがある。地域の現場に位置している私にと

って、ICT化ということよりも、その場で対応する形が多い。ICT自体なかなか理解できていない方も多

い。スポーツをする人にとってはICTを有効に使うことができるが、スポーツで健康増進を図るという人

やスポーツをしていない人にとってはICT化は難しい。 

 

（会長） 

今の意見から非常に重要な示唆をいただいたと思う。SDGｓで誰も取り残さない社会をどのように

作っていくかとなった時に、ＩＣＴが進めば進むほどアナログしか対応できない人は置いていかれてし

まう。どのように共存あるいは併用しながら、すべての人が享受できる社会を作るかが重要な課題だ

と思う。 

運動やスポーツに積極的に参加していない人をどう引き込んでいくかについては、たとえＩＣＴ化で

アプリなどを作ったとしても、そこにアクションを起こさなければ無意味なものとなってしまい、使えな

いツールとなってしまう。別途、策を考えないといけないと感じた。 

スポーツ施設におけるＩＣＴの現状と課題であるが、「する」部分については、登録制にしてシステム
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化することで、どのような人がどのように利用しているかといった情報を収集しやすくなり、それによっ

てどういうサービスを提供すべきかを的確にとらえることができるようになる。この点について、「する」

人たちの施設管理システムや利用者登録管理について是非推進していくことができればと思ってい

る。 

 

（委員） 

スポーツ施設そのものが競技をする場所だけではないという観点が強くなっている。自分たちの健

康管理や、利用頻度によって状況が把握できる傾向が強くなってきている。いかにサービスを提供で

きるかということが施設側の考え方にないといけない。 

健康管理の指標はいろいろとあると思う。例えば片足立ちしたらどの程度我慢していられるか、平

均年齢の指標を出すことで、「年齢は少し高いがまだまだ負けていない」という感覚を持てるようなサ

ービス提供をするなど、ＩＣＴを使って管理が出来るかだと思う。まずは、利用者の登録管理をスタート

にしていかなければならないと思う。利用者には、登録管理することと、コードを理解してもらい、番号

入力することで自分が認識され、どの程度の運動量や運動時間を過ごしたか、それが一ヶ月・年間ど

うだったのかというつながりができると、個人が年間でこれくらい運動ができましたよ、だから今、元気

だよね、というようなことにつながる。 

施設側もどういった人が施設を使ったのかが明確になってくる。このサービスはどこを重点的にど

のように強化していったらよいのかということにもつながっていく。 

今後、高齢化が進む中で、健康管理上のスポーツのやり方を考えていかないといけない。スポー

ツそのものが身体活動ということで捉えられてきている。アクションをすることがすでに運動であって、

座っていても心拍数はあげられるということを、スポーツセンター側が発信できるようにならないと、な

かなかスポーツをする人が増えない。 

最近、日本障がい者スポーツ協会も日本パラスポーツ協会になったが、パラスポーツのイメージは

パラリンピックのイメージがまだ強い。しかし、障害の種類はさまざまであるため、活動はどうなのかと

いった時に、プレーはできないかもしれないが、活動としてのアクションはできる、というようにつなげ

ていかないといけない。 

サービスを高めるためにいかにICTを使うかということだと思う。登録管理というのは、民間なら自分

たちのカードを提示することによって一切を管理できるが、そこまでやれるかどうかはまた別である

が、スポーツ人口を増やすということを考えないといけない。競技や汗をかくことがスポーツだというイ

メージや考えを変えていかないと、なかなか増えていかないと思う。ぜひそのあたりを議論していただ

ければと思う。 

 

（会長） 

民間でないとデータ管理をどこまでできるのかということはあるかと思うが、情報を共有しながら

様々なアプローチをすることができればいいと思う。 

スポーツ科学委員会では毎年、60歳以上の体力測定を実施しているが、そのようなデータも去年

との比較としてどうなのかとか、もう少しこの点を強化したほうがいいというようなことがポイントとして出

たら、トレーニングルームと共有化したりする時代が来ると、ＩＣＴを使うことも「する側」として有効なの

ではないかと思った。 

それでは、「2.子供の体力低下」について意見は如何か。 

 

（委員） 

緊急事態宣言後、学校では放課後１６時３０分まで開放している。子供たちは遊びに来るが、バス

ケットゴールで遊んでいる子が中心である。走り回るということは少なく、バスケットゴールや壁にボー

ルを投げる等、遊具があれば遊ぶことができる。遊具を設置してあげることで、子供たちが日常的に

遊ぶようになり、遊ぶ中で体力向上につながっていくと思う。 

逆を言えば、学校だけではなく公園などにも子供や高齢者も使えるような遊具があれば、いろいろ

な交流が生まれると感じている。コロナ禍において、抗菌や抗ウイルスタイプの遊具などにしていけ

ればよりいいと思う。 

 

（会長） 

自由に遊んでいいと言っても、子供たちがなかなか遊べないということがあった。昔ならば鬼ごっこ
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などしていたと思うが、今の子供たちは何かがないと遊べないというところがある。バスケットゴールや

壁など、何かがあるだけで、ちょっと行ってみようかと意欲付けになることを伺っていて感じた。 

 

（委員） 

中学生が緊急事態宣言中に非常に苦労したことは、部活動ができないということである。子供たち

が独自に練習をしようとすると、どこの公園もボールが使えない。近隣の方からも、この公園はボール

が使えないから何とかならないかとご指摘を受けた。公園の活用の仕方も、ボールを使える公園を作

ることも必要だと思う。 

以前、韓国に海外遠征へ行った際、近くの公園にバスケットゴールが設置されていて、数人の青

年達がストリートバスケットボールをしていた。それとは別に、懸垂台や腹筋台などのようなトレーニン

グ器材が公園に設置されていた。また、山の上にクロスカントリーのコースがあった。公園や野山を使

ってスポーツが無料でできる環境にあった。 

あきる野市では、広い公園にバスケットゴールが設置されていた。瑞穂町には公園にトレーニング

器具が設置されていて、日本もここまで来たんだなと思った。小さな子供たちが使うと危険があるかも

しれないが、大人や中高生がトレーニングに使うのには非常に良いと思った。それと同時にボールが

使える公園が増えればさらに良くなると感じた。 

オーストラリアのナショナルトレーニングセンターの正面入口には、高さ１０メートル以上ある車椅子

バスケットボールのオブジェが設置されている。パラスポーツの選手たちも一緒に活動していて、どこ

の施設も車椅子で行かれるようになっている。また、強化指定の選手ではなく、地域の子供たちが学

校へ行く前にナショナルトレーニングセンターで泳いでいた。トップの選手でも選手でない人でも利

用できる施設もあっていいのではないかなと思う。 

東村山市民スポーツセンターもいい施設ではあるが、障害のある方たちが来館しやすいかという

と、そうではないと思う。子供たちの体力低下もそうだが、すべての年代の方たちが運動できる場所が

数多くなればいいと思う。 

 

（会長） 

コロナ禍で部活動ができない状況にあったことを伺った。小学生も運動やスポーツができる場所を

探し回っていた。コロナの影響でいかに運動やスポーツができる場所があることが重要かということを

改めて教えられた。「5.身体を動かせる場・機会」とも関連している。新しい場を作ることはハード面に

なってしまうが、第２回の審議会でも意見があった、今ある公園やゲートボール場をうまく利活用する

時に、いろいろな人たちが使えるような施設にどのようにリニューアルしていくか。元々使用していた

人たちとの合意形成が得られないこともあると思うので、うまくみんなが使えるよう、どのようなルール

や場を作っていくのかも含め、身体を動かせる場を作っていくことの重要性を感じた。 

壁があるだけで、もしかしたらボールを投げたり蹴ったりするようになるかもしれない。以前千代田

区では、フェンスで囲う等して、キャッチボールを解禁したという報道があった。子供たちの体力向上

につながるからということで取り組みがされている。発想の転換も大事だと感じた。 

 

（委員） 

就学前の幼児について、就学前にどれだけ運動しているかで小学校5年生・6年生時のスポーツテ

ストに影響があるかという研究で、運動をしていた群と運動をしていなかった群とでは明らかに差が出

たという結果がある。昔の子供たちは勝手に遊んでいたが、今の子供たちは遊び方がよく分からな

い。誰かが、物なり人なりを提供しないと、なかなか子供たちが遊べない。 

本来なら、外へ出て走るだけでもいい、壁にボールを投げるだけでもいい。走るだけでも運動にな

るのに、それすらできていない状況にあり、非常に危惧している。決められた場所でしか遊ぶことがで

きないこともあり、余計に運動不足につながっていると思う。根本的な運動不足も掘り下げて考えない

といけない。 

 

（委員） 

私がよく行く青葉小学校は、休憩時間の遊びは多種多様で走り回っている。「休憩時間は外に出

ましょう」と子供たちに話をし、奨励している。学校の方針によっても子供たちの遊び方が変わるのだ

ろうと思う。 

しかし、放課後、スポーツや身体を動かしている子を見る機会が少ない。放課後は塾等で忙しい
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子供たちも多いと思うが、子供たちの過ごし方について情報をつかむ必要があると思う。 

場所については、せっかく企画しても場所の確保が難しく、これは子供たちに限ったことではな

い。 

 

（会長） 

場所と機会の話であると思う。運動やスポーツをする機会がない、仕方もわからない人たちにサー

ビスをどう提供していくかも、ターゲットになるのだと思う。 

スポーツ科学委員会でも、子供の地域スポーツ教室をやっているが、集まってくる低学年の子供

達は、サッカーやミニバスケットボールをやっているタイプの子とは少し違っていて、保護者に話を伺

ったところ、「うちの子供はなかなか外で遊ばないのでこういったことをきっかけに参加してみました」と

いう話があった。走る教室を行った際も参加者が非常に多く、午前と午後に分けて開催したことがあ

った。こんなにもニーズがあるんだということで私自身も驚いたことがあった。何かクラブをやっている

かというと、そうではない子たちが参加していた。今後東村山市のスポーツサービスのコンテンツにな

っていくのだろうと思う。高齢者の話もそうであるが、子供たちの体力向上のためのサービスの提供の

仕方も考えていかなければならないと感じた。 

 

（委員） 

私は、東村山で育ってきたが、昔は遊ぶ場所がたくさんあった。遊びの中で勝手に運動ができるよ

うになっていく環境が東村山市の中にあった。今は環境が変わり、運動ができなくなっている。 

また、親子で遊べる場が東村山市には少ない。府中の森では、土日になると毎週、親子でボール

遊びができる環境がある。東村山市の場合、都立中央公園はあるが、親子で一緒に身体を動かして

いることを見なくなっている。そういう場、環境を作らないと、若い人がこの市で子育てをしていこうと思

わないのではないか。若い人から住みたい・子育てをしていきたいと思ってもらえるようにしなければ

ならない。子供の身体を動かせる環境があるというのを示すためにも、親子で身体を動かせる場を増

やしていかないと、ただただ高齢化を待つだけの市になっていってしまう。 

例えば、「ここから東村山駅まで何キロ」という単純な標示やもっと楽しめる標示やオブジェがある

と、子供がみて分かりやすくて、散歩しよう、ジョギングしようとする人が増えたりすると思う。環境づくり

をしてあげること、ボールを使えるような場所を作ってあげることも大事だと思う。あまりお金をかけず、

今あるものを使って見せ方を変えるだけでも、身体を動かそうという気になると思う。 

 

（会長） 

親子で運動やスポーツができる環境。身近な場所。「ここまであと何キロ」という標示やサインがあ

ればもう少し頑張ってみようという気にもなるだろう。 

「親子で」がキーワードであると思う。運動やスポーツをしている大人たちがどう子供たちに伝えて

いくことは、子供たちが大人になった時にスポーツを継続すると間違いなくつながっていくと思う。そう

いった機会や場をどう提供していくか、スポーツサービスにおいて課題である。 

 

（委員） 

オリンピックの後、スケートボードが流行するのではないかと思ったが、一向に流行していない。な

ぜなら、やる場所、騒音の問題がある。ニュースで、高架下のスペースにスケートボードの施設を造っ

たが、電車が通る音とは全く種類が違う音が発生するため、騒音になってしまう。特に障害物を置い

た場合、かなりの騒音となってしまい、施設の運営が中止となってしまった。都の環境基準値が昼間

の住宅地は５５デジベル以下。夜間は４５デジベル以下。スケボーをやる環境はおそらく東京の住宅

地にはどこにもないということになる。 

八王子市戸吹スポーツ公園にスケートパークを造ったが、住宅地ではないからできている。ライフ

ルの競技場も騒音の問題がある。場所と苦情の問題が出てきてしまう。 

運動公園プールを無くしてスケートボードをやらせたらという話があったが、そんなことをしたら近

隣住民から苦情がくるだろう。 

西東京いこいの森公園では噴水で遊んでも良かったが、子供の声などがうるさかったため、近隣

住民からの訴訟により、子供たちを遊ばせられなくなった。このような問題が起きてしまう。スポーツを

する視点とは違う視点からも検討しなければいけない部分もある。 
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（会長） 

施設等を利用する時の近隣との合意形成をどのように図っていくか。今後、公園やゲートボール場

を利活用していくときにしっかりと考えていかなければならない問題である。 

オリンピックでスケートボードなど新しいスポーツが盛り上がったのでそれを必ずやらなければいけ

ないかというと、そうではない。大事なことは東村山市の市民のニーズを把握して、そのニーズに応え

る形が大原則となっていく。施策を進めていくときに検討しなければいけないと感じた。 

次に、「3.健康寿命の延伸」についてご意見は如何か。 

 

（委員） 

ICTと重なる部分があると思う。地域包括ケアセンターの5か所で、高齢者にどのように運動をさせ

ようかと考えている。そのための様々な取り組みをしようとしている。 

運動させることと、スポーツすることとは何が違うのかをしっかりと連携していくべきである。健康増

進の部分とスポーツ推進の部分は、これからは一体化してやっていかなければいけないと常々感じ

ている。 

そのためのボランティアについてであるが、東村山市の健康増進課では、フレイル予防に対してフ

レイルサポーターというボランティアの育成を始めている。高齢の方をフレイルチェックし、少し心配だ

という方に対してアドバイスをしている。そういう方とスポーツ推進委員がもっと連携すれば、フレイル

対策、健康寿命延伸対策につながると思う。 

フレイルサポーターだけで動かすよりも、スポーツ推進委員の方々と一緒にどうやって行動をとる

かを、ボランティアを含めて検討していった方がいい。 

 

（会長） 

ささえる側をどう育成していくかは、高齢者も子供の体力向上のスペシャリストを養成することもそう

であるし、いろいろな形で考えていかなければならない。 

連携はすごく大事である。うまく連携し、情報を共有していきながら進めていくことは一つのセオリ

ーになっていくので、スポーツサービスを提供する上では検討が必要である。 

 

（委員） 

本来スポーツ推進委員は、地域のコーディネーターとしていろいろな機関との連携調整が主な役

目である。高齢者に関しては、高齢介護課、健康増進課、市民スポーツ課というように、同じようなこと

を違う所管で行っている。スポーツ推進に関しては、社会福祉協議会や保健推進委員等、似たような

団体が多すぎて、スポーツ推進委員が地域のコーディネーターとして、様々な方面と連携していかな

ければならないと考えている。市に対しては、もう少し連絡が取りやすいような組織、協議会を作って

もらい、各々がバラバラでやるのではなく、協力したり、連携していきやすくなると思う。 

 

（会長） 

組織のスリム化の必要性だと思うが、色々なことをそれぞれでやろうとしていることは本当に素晴ら

しいと実感した。だからこそ、交通整理していくことができれば、取り組んできている人たちも報われる

し、うまくいくのではないか。 

東村山市スポーツ施策基本方針の中に、手と手を取り合っている図があった。非常に理想的な図

である。あの図をうまく運用していくための、更にもう一歩踏み込んだ組織の連携、推進のあり方を検

討することがあってもいい。すごく理想的な形でそれぞれの団体が組んでいるが、それをいざ連携し

ているのかというと、連携がうまくいっていないなど見えない部分があると思う。 

 

（委員） 

前回の議事録より、「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、若い人が参加しない。このままだと、維持できなくなるとおっしゃった

ことを今でも覚えている」というお話があったが、現状が全く同じである。 

また、「スポーツの大事なところは継続させること。継続させるために組織づくり、団体づくりをして

いくことが大切だと思う」について、行政だけではなく地域のスポーツサークルも個々に同じようなこと

をやっており、そういう交通整理もしていかないといけない。 

ボランティアをやる人は一方ではいるが、現実に地域にはいない。前回、「スポーツの指導者とボ
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ランティアは違う」という意見があったが、ボランティアが非常に大切で、ボランティア組織がしっかりし

ていれば自然と指導者が出てくる。指導者がいくらいても、ボランティアが出てこなければ動きが出て

こない。スポーツ団体を包括する組織をつくり、具体的に何かを進めることをぜひ行政の方には考え

ていただきたい。 

 

（会長） 

スポーツ推進審議会の委員を務めるようになった時に、１３町の体力つくりの話を伺い、良い取り組

みだと思った。東村山市はしっかりと継続されていることに感動した覚えがあるが、他方でうまくいっ

ていない部分もあるという話があった。そこで、関係する組織に顔を出したことがあったが、どこへ行

っても私が一番若い。一生懸命頑張っている方が引退された時にだれが引き継いでいくのかというこ

とを感じた。なくしてしまうのが良しというのではなくて、どう残していったら継続可能なのかということ。

一人でできることには限界があるので、多くの人に参画してもらい、組織を充実していくことが最大の

目的を達成していくことになるということは間違いないので、そこも含めて今後検討していくことができ

たらと思う。 

次に、「4.ボランティア」についてご意見如何か。 

 

（委員） 

指導者とボランティアは違う。場を動かすことはボランティアの力が大きい。指導する人とボランティ

アが一緒になってしまうと運営が非常に難しくなる。健康寿命の延伸について、会場の整備や受付

等の運営についてはボランティアが行い、フレイル予防に関して講義をする、チェックをするのは、フ

レイルサポーターが行うというように、棲み分けができている。ボランティアは重要なので、スポーツで

もどう募るのか、どう育成していくか重要である。 

若い人が参加することも大事であるが、実はボランティア活動すること自体がフレイル予防である。

フレイルという造語を作った東大の先生が以前からおっしゃっていて、定期的に運動する人以上に

定期的にボランティアする人の方がフレイル予防ができており、データとしても出されている。運動以

上の効果が得られている。間違いなく高齢化が来るので、何もしない人を作らない、そういう人がボラ

ンティアとして市のスポーツ活動の運営に積極的にかかわっていけるような形を作っていく、ボランテ

ィアに参加する高齢者を増やしていく。スポーツをやって健康寿命を延伸させるだけではなく、ボラン

ティア活動をすると健康寿命が延伸することをもっと活用して欲しい。 

 

（会長） 

指導者とボランティアの違い。「ささえる」という観点でいうと、指導者、教える側、アドバイスする側

というイメージであったが、「ささえる側」もボランティアと指導者に分けられる。教える側だけではなく、

運営等を支えるスタッフも含めてカテゴリー分けをしていくことで、「私はこういう形で参加するよりも、

こういう形でスポーツに携わっていきたい」という人のニーズにも応えることができるのではないか。そ

こに有償・有料でやるという話も関わってくると思う。 

後半のボランティアの活動自体がフレイル予防であるということについて、例えば、少年サッカーの

指導者は、ご自身も運動のためにサッカーをしていることになるので、ささえるスポーツをやっている

人というのは、するスポーツもやっているという発想である。年齢を問わず多様化するスポーツニーズ

のマッチングを考えたら、すごくいい。生かしていきたいというアイディアである。 

 

（委員） 

私もボランティアをやっているのか指導者をやっているのか、これについては曖昧なところがあり、

自分の意識の問題だと思う。自分が好きでやってきたことに参加するのは、自分の活動の一つとして

やっているから、ボランティアという意識はあまりないと思う。 

今、地域のミニバスケットボールの保護者を見ていると、保護者はボランティアに近い。全体的にも

アントラージュという言い方をしてしまうと「支援者」なので、目的がどこにあり、何をするためにこのボ

ランティアがいるのかをしっかりしておかないと、コーチなどの指導者側とボランティアがうまくいかなく

なり、活動が停滞してしまう。子供達にもものすごく影響してしまう。棲み分けをし、目的を明確にし

て、このためのボランティアだからこの人たちが必要なのだとすることによって、ターゲットが変わって

くると思う。 

推進委員の方の活動の場と、ボランティアとは別であるということを整理していかないと、「推進委
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員の活動＝ボランティア」になってしまう。棲み分けて、このボランティアはこういうことを目的にお願い

したい、その活動が皆さんのためにもなるのだということをつなげていかないといけない。「人を集めま

した、あなたは駐車場係です」では、「なぜ自分は駐車場係なのか！」となってしまう。それは目的が

明確になっていないから起きることである。活動の目的を明確にし、こういうボランティアを募集してい

るとすることで組織間の連携が生まれてくると思う。 

持っているものを使おうとするのか、それを別のものとして考えてボランティア活動を提示していか

ないと、上手くいかないと思う。 

そこで有償化なのかお弁当を出せばいいのか、そこは内容によって変わってくる。ボランティアと

いうと無償で使われるというイメージが強くなってしまうので、そこを変えないと参加する人もいなくな

ってしまう。目的を明確にして、ボランティア活動が次につながる何かがあるのだということを明確に

表してあげることが必要である。 

 

（会長） 

ささえるスポーツのカテゴリーを分けていかないといけない。多くのスポーツ指導者をどう集め、探

していかなければならない時期も来るかもしれない。年齢問わずボランティアあるいは指導者を東村

山市でどのようにうまく整えていくかが大事である。 

 

（委員） 

先ほど他の委員からお話のあった聴覚に障害を持った方の中には、補聴器の使い方によって歓

声を不快に思う方もいる。視覚障害の方のゴールボールは、視覚に障害のある方も観戦に来るの

で、骨伝導で解説が聞こえるようなシステムなどもゴールボール協会は活用している。 

ボランティアについてであるが、難しい問題である。教室の運営や大会の運営においては、最低

限の人数は必要なので、ボランティアという感覚もあるが、補助員という形で謝礼金をお渡しして来て

いただくという所もある。ボランティアも来ていいですよという行事は、無償の代わりに途中で来て途

中で帰るのもありだと思う。そのあたりのバランスも難しいところである。 

私たちの職場で、各区市町村が実施する障害がある方たちへの事業に対して、ボランティアがチ

ラシや冊子を作って、定期的に東京都から各区市町村に配ってもらい、集約して各障がい者スポー

ツ指導員に郵送してきた。興味のある事業があったら、指導員の方が直接連絡をしていくということを

やっていた。それを今年度からはシステムを構築し、情報を登録してもらえると、登録をした指導員に

ダイレクトメッセージを送信できるようになった。ある区では大学生や若い方が来てくれるようになっ

た。若い方にはICTの活用ということが大事だと思う。しかし難しいのが、障がい者スポーツ指導員に

何人が登録してくれているか。今年度は紙と併用している。切り替え時期と並行して行うことも、バラン

スをとることが難しい。業界としても、切り替えの時期だなと思っている。 

私は航空公園にジョギングに行くことがあるが、コロナ禍になってからジョギングをする人たちが増

えた。公園の中に腹筋するところなどもあり、利用者が非常に増えた。ジョギングをする場も舗装し直

したり、バスケットボールをする場所もある。広くて良い公園だ。公園の管轄はスポーツの部署が管轄

ではないと思うので、公園部署とスポーツ部署が連携することによって、健康遊具等も安全に配置で

きると思う。そのような連携もうまく構築できるといい公園になっていくと思う。特に最近は、コロナ禍に

よって感じるところである。 

 

（会長） 

障害者スポーツの話は非常に重要である。共生社会を実現するためには、多様な人たちと関わっ

たり、アクションをしていくことが必要である。もし可能であれば、障害者スポーツを体験したり、ボラン

ティアで参画していくために、障がい者スポーツ指導員の資格を取れるような研修などを組んだりす

ることは、障害者スポーツを充実させるだけではなくて、東村山市の多様な人たちとの共生社会を実

現していくことにつながる。ぜひサービスの充実にも関わっていきながら触れることができればと思う。 

 

（委員） 

スポーツ推進委員の活動は、心意気だけでやっているところがあるが、スポーツ推進委員の全員

がそうというわけではない。ボランティアという基本的な部分をどうしたらいいのかを明確にした上で考

えていかないといけない。有償にするのか無償にするのか、整理しないといけないと思う。ボランティ

アを心意気だけに任せていいのかということを非常に危惧している。押さえておかなければいけない
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ところをきちんと押さえた上で、ボランティアという組織をどういう組織にしていくのか考えていかない

と、誤った方向に進んでいってしまうのではないかと思う。 

 

（会長） 

ありがとうございました。審議事項の1については終了とする。 

 

２ 報告事項 

（事務局） 

（１） 緊急事態宣言の解除に伴う施設の状況について 

令和３年１１月１日に緊急事態が解除となり、屋外スポーツ施設及び学校開放は２１時ま

で、スポーツセンターについては２２時３０分まで、通常通りの営業に戻っております。 

 

（２）障害者スポーツ理解促進事業の実施 

今回開催された東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に市内の子供

たちを対象にボッチャ、車いすバスケットボールの２種目を通じて各学校を回り、障害者に

対する理解促進を深めていく、さらには、掲げている共生社会の実現に向けて推進している

事業を進めている。 

 

（３）第２回ボッチャひがっしーカップの開催 

１１月２３日（祝日）に、市内でボッチャを楽しんでいる方を対象に、ボッチャ大会を開催

する予定。 

 

３ その他 

（事務局） 

第４回スポーツ推進審議会開催については、年明け１月１７日（月）１７時 北庁舎１階 

第２会議室で予定している。 

前回同様、第３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 

 

  


