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会 議 次 第 

 

開会あいさつ（会長） 

 

教育委員会あいさつ（教育部長） 

 

議 事 

 

（１）平成２９年度市民スポーツ課当初予算（案）及び事業計画（案）

について 

（２）市民スポーツセンター指定管理者の指定について 

（３）平成２８年度 各種事業報告書について 

   （第５２回市民大運動会、多摩六都リレーマラソン２０１６、 

    テニスパット大会、オリンピック出場選手による体操教室、 

    みんなで走ろう会） 

（４）その他 

 

閉会のことば（副会長）                                                                                                                                                                                                                                      

問い合わせ先 

教育部市民スポーツ課振興係 

担当者名 千葉 勇輔 

電話番号 ０４２－３９３－９２８５ 

ファックス番号 ０４２－３９７－４５４４ 

会  議  経  過  

開会あいさつ（会長） 

 平成２８年度の第２回目になりますスポーツ審議会義にご出席頂きありがとうござ

います。第１回目の審議会は台風の影響により中止になった。今日は次第に沿って事

務局からの報告を中心に進めていくが、各委員においては円滑な議事運営にご協力を

お願いしたい。 



 

教育委員会あいさつ（教育部長） 

 年度末のお忙しい中お越し頂きありがとうございます。本日はよろしくお願いしま

す。 

 本日は平成２９年度の市民スポーツ課の予算案についてお話しさせて頂くが、今週

と来週にかけて市議会にて予算審議が行われて、２８日に以て可決という予定。後程

事務局より説明があると思うが、市の体育施設もかなり老朽化しており、市民スポー

ツセンターや運動公園等、多くの施設で今後改修等の必要性が出てくる。また平成２

９年度の事業計画や今後東村山市が担っていくスポーツ推進施策についてもお話をさ

せて頂く。 

 

  

（１）平成２９年度市民スポーツ課当初予算（案）及び事業計画（案）について 

 

◯会長「平成２９年度市民スポーツ課当初予算（案）及び事業計画（案）について」

事務局より説明をお願いしたい。 

 

○事務局 

 

資料１のとおり説明 

 

◯会長 

平成２９年度市民スポーツ課予算については、東京オリンピック・パラリンピック

競技に向けた啓発事業に加えて、スポーツに関する市民意識調査に関する委託料や、

市民スポーツセンターのボイラーの交換、運動公園管理事務所前トイレの配管工事

等々、２８年度当初予算より増額になったと説明があったが、質問・意見等あります

か。 

 

◯事務局 

補足説明をさせていただく。予算増となった要因としては、新規で計上している市

民意識調査に関する委託料や運動公園管理事務所前トイレの配管工事、市民スポーツ

センターのボイラー交換工事等が大きな要因となっている。 

また、ボイラー交換工事の内容としては、市民スポーツセンターの体育館棟にボイ

ラーが２基あり、そのうちの１基が経年劣化等によりに正常に作動しなくなってしま

った為、当該ボイラーを交換する。ボイラーが停止すると、温水が出なくなるので体

育館棟の更衣室のシャワーが冷水しか出ないという事になってしまい、利用者に不便

をかけてしまう。 

 

○会長 

他に何かないか。 

 

◯Ａ委員 

運動公園のＳＬが、子供たちが使用するにあたり、あまりに悲惨な状態である。

ＳＬの補修に関してはどうなっているのか。 

 



○事務局 

 ＳＬに関しては、市民から改修して欲しいという意見もあるが、撤去したらどうだ

という意見もあり様々。ＪＲから無償で貸与しているので、返却する場合は原状復帰

して返却することとなっている。一方で回収した場合、錆びの浸食等、劣化が激しい

ことにより、修繕というよりは作り替えに近い対応をとることになる。この場合、莫

大な費用がかかる。ＳＬの取り扱いについては、平成２９年度に実施予定の市民意識

調査の結果等を踏まえて、運動公園全体の施設・設備といった観点から方向性を示し

ていきたい。 

 

◯Ｂ委員 

 運動公園のランニング走路についても同様の考えか。 

 

○事務局 

 同様の考えである。 

 

◯会長 

他は如何か。 

 

◯Ｃ委員 

 市民意識調査はどのような形で実施されるのか。 

 

◯事務局 

 市民意識調査については、２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

開催及びスポーツ都市を宣言している当市の今後のスポーツ政策の方向性の検討に先

立つものという位置付け。東京オリンピックに対する意識調査や市民のソフト面・ハ

ード面双方のニーズを把握し、今後の市のスポーツ施策に反映させていく事が目的と

なっている。調査の方法は、無作為抽出によるアンケート形式を考えている。アンケ

ート対象は２千人で検討中。本アンケート結果を踏まえて、スポーツ推進計画やスポ

ーツ推進に関する指針等の策定についても検討する予定。計画や指針を策定するとい

う事になれば、スポーツ推進審議会において、委員の皆様よりご意見を頂くことにな

る。 

 

◯会長 

 事務局からの説明でご理解頂けたと思うが、市民意識調査の結果を踏まえて、スポ

ーツ施策の検討を行うということで、審議会における当該検討等については平成３０

年度以降という事でよいか。 

 

◯事務局 

お見込のとおりでございます。 

 

◯会長 

 他に意見はないか。 

 

◯Ｄ委員 

 各種体育事業費が減額になっているが、オリパラの直前で減額になっているはどう



なのか。オリパラ啓発事業が縮小しているという印象を与えかねない。また、学校の

オリパラ推進事業と市の関わりはどのようになっているのか。 

 

◯事務局 

 オリパラに向けた気運情勢事業は来年度も今年度同様やっていく。予算減の理由と

しては、実施事業の内容変更によるもので、事業自体が縮小するものではない。また、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会までは啓発事業を継続して実施していき

たいと考えている。各種体育事業費の減については、先ほどの説明にもあったが、運

動指導委託の一部を指定管理者の業務としたことによる減が要因。 

予算上ではスポーツに関するソフト事業が縮小したように見えてしまうかもしれな

いが、実態はそうではない。また、来年度予定しているオリパラ啓発事業は、オリン

ピアンの指導者を呼んでの講演会を予定しているので、学校で体育を指導されている

先生方にも是非お越し頂きたい。現在は学校教育のオリパラ推進校とスポーツ課で実

施しているオリパラの啓発事業との直接的な連携はないが、今後、こういった形で、

学校教育ともリンクさせることのできる啓発を図っていきたい。 

 

◯会長 

 他に意見はないか。 

 

◯Ｃ委員 

 市民意識調査は２千人を対象にアンケートとの事だが、２千人という数は適切か。 

 

◯Ｆ委員 

無作為抽出の一般的な回答率は、１７～８％から１０％弱。口頭等で聞き取り調査

が出来ると、より、市民意識の把握が出来ると思う。一般的に使っているアンケート

調査の場合は３割返ってくれば成功と言われている。年齢層は何歳から何歳までか。 

 

◯事務局 

 現時点では、成人を対象にアンケート実施を予定しており、年齢層や設問項目等の

詳細はこれから決定していく事となる。市民意識調査の結果については、今後の市の

施策を考える一つの検討材料として扱うことから、この結果により今後の市のスポー

ツ施策の全てを決定するものではない。 

 スポーツに関する計画や指針を策定するということになれば、概ねの形が出来た段

階で、パブリックコメントを実施し更に市民の方々からご意見を頂く予定である。 

 

◯Ａ委員 

 アンケートの、回収を良くする為の方策はないか。 

 

◯事務局 

 受託業者が決定後に、当該業者の専門的なご意見も頂きながら、回答率を上げる方

策についても検討していきたい。 

 

 

 

 



（２）市民スポーツセンター指定管理者の指定について 

 

◯会長 

 ２．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よりご説明願う。 

 

◯事務局 

 

配布資料２の通り説明 

 

◯会長 

 夏と冬に地場野菜の販売等を行なう等、地域との連携という点でもいろいろな工夫

がみられる。ただ、他のスポーツ施設に比べて照明が暗いように感じる。 

 

◯事務局 

 指定管理者に相談させていただく。 

 

 

 

（３）平成２８年度 各種事業報告書について 

 

◯会長 

 ３．平成２８年度 各種事業報告（下半期）について事務局より説明をお願いしま

す。 

 

◯事務局 

 

配布資料３のとおり説明 

 

 

◯会長 

 ３番目の議事について何かあるか。 

 

◯Ｃ委員 

 運動会の中止について、ホームページの掲載予定時刻以降の掲載となっていたがど

うしてか。 

 

◯事務局 

 役員にはホームページを見て集合するよう案内していたが、不手際・不具合があり、 

当初予定していた時刻より周知が遅れてしまった。現地では、市民スポーツ課長及び

係長が、来場者へのお詫び等対応させて頂いた。今後このような事がない様対応した

い。 

 

◯会長 

 他にないか。 

 



◯Ａ委員 

 リレーマラソン大会について、来年度は多摩六都の事業として実施しないとのこと

だが具体的にどういう事か再度伺う。 

 

◯事務局 

 多摩六都のスポーツ大会は圏域５市が持ち回りで幹事をし、実施している。以前は、

幹事市によって実施競技も異なっていたが、リレーマラソン大会が実施される前は、

１０年近くゲートボール大会を実施していた。平成２７年度より、西東京市が幹事と

なり、リレーマラソン大会を実施したが、各市及び各市体育協会の事情等もあり、当

該事業の持ち回り実施は困難であると判断した。 

 

 

◯Ｂ委員 

 テニスバット大会について。東村山独自の競技だが年々参加者が減っている。去年

度、参加条件を緩和するルール変更を行なったが、参加者数の減少が続いている。今

後続ける意味があるか。 

 

◯事務局 

 テニスバット大会については、年々参加チームが減少していて、テニスバット競技

者自体も減ってきているように思える。要因の一つとして、テニスバットの用具生産

終了し、用具が手に入らなくなってしまっている点が挙げられる。こうした状況から

も、今後競技のすそ野が広がる可能性は低いと思われる。当該事業の企画委員となっ

ている各町の体力つくり委員からも、今後の事業の有り方についてご意見が出ている。  

現在市内１３町対抗形式で大会実施をしているが、参加町が一定数以下になった場

合、個人戦形式に切り替える考えもある。現在、テニスバット自体を全く行なってい

ない町もあり、大会のためだけに人を集め、それが体力つくり推進委員会の大きな負

担になってしまっているとの意見もある。 

 

◯Ｂ委員 

 １３町が参加する大会については、結果を見てもわかるが、活動が盛んなまちとそ

うでない町がはっきり分かれる。テニスバットについては、全部のカテゴリに出よう

とすると、多くの人数が必要になることから、現状の体力つくり推進会では負担に感

じるところが多いのではないか。 

 

◯会長 

 スポ―ピッチソフトボール大会も１３町対抗と銘打っているが、５町程度しか集ま

らない。種目を変えたり対象者を変えたり、誰でも参加できるような大会にしたほう

が良いかもしれない。 

 

◯事務局 

 平成２９年度の１３町スローピッチソフトボール大会については、例年同様の対抗

戦で実施するという事で主管団体から伺っている。また、再来年以降は１３町対抗形

式を取払い、一般の人も含めた大会等への変更も検討していると伺っている。 

 

 



（４）その他 

◯会長 

 ４．その他について何かあるか。 

 

◯Ｂ委員 

 １３町体力つくり推進委員会について、現在十分に活動できていない町もある。こ

こ数年町民運動会が実施出来ていない町がある。１３町体力つくり推進委員会の活動

全体が下火になってきているようにも見受けられるが、こうした状況についてもスポ

ーツ推進審議会委員ないでの共通認識し、今後、スポーツ推進審議会の中で機会があ

れば議論できればいいと思う。 

 

◯事務局 

 体力つくりの件については何年も前から課題になっている。生涯学習計画にもある

通り、市としても１３町の体力つくりを活性化していく必要があるのは認識している。   

体力つくり推進委員会の活動については、課題は出るが、解決策が出ないまま何年も

たっている状況である。市民意識調査に置いても地域のスポーツ団体に関する設問も

盛り込み、ソフト面における地域スポーツの推進についても検討していきたい。 

 

 また、市民団体の組織役員等の高齢化はスポーツ分野のみならず、市全体の大きな

課題になっているが、打つ手がないのが現実。また、発足当時とは社会状況等が変わ

ってきているので、今後体力つくり推進委員会に市として何を求めるのか、といった

点の整理も必要であると考える。 

 

◯Ｇ委員 

 保健推進委員もついても、体力つくり推進委員と同様に推進委員の平均年齢が上が

っていて、新しい人が入ってこないことが課題になっている。 

 なお、現在、保健推進委員は体力つくり推進委員会から委員の推薦を頂いており、

体力つくり推進委員会と連携しながら、一緒にウォーキング等企画している町もある。 

 

◯Ｂ委員 

 現在、秋津町の体力つくり推進委員会にスポーツ推進委員会からスポーツイベント

の実施についてアプローチしている。これについては、秋津町単独ではなく、他町を

巻き込んだ形でもよいと考えている。 

 

◯会長 

 他に意見がなければ、進行を事務局にお返しする。 

 

◯事務局 

 大変多くのご意見頂き、また、議事の進行に協力頂き、ありがとうございました。 

これをもって平成２８年度第２回スポーツ推進審議会を終了するが、閉会にあたり吉

永委員より閉会の挨拶をお願いします。 

 

 

 

 



閉会のあいさつ（副会長） 

 

 長時間に渡り、会議の進行に協力頂きありがとうございました。事務局のご助力で

作成頂いた予算案、事業計画案をしっかり確認する事ができたので、４月からスター

トダッシュがかけられると思う。 

ご意見をたくさん頂き、改めて地域のスポーツ行政の難しさや課題が具体化された

と思う。市民の意識調査については当市のスポーツ行政の一つのターニングポイント

になる可能性があると思う。現在、国でも、多様なスポーツニーズにどう対応してい

くかという事が課題として挙がっているが、各地域によって、課題も千差万別だと思

う。 

課題が見えないままだと何も先に進むことが出来ないので、昔ながらの大切なもの

を守りつつ、アップデートしていく事により、東村山の市民スポーツがより盛んにな

っていく事が出来れば良い。 

大人になっていくプロセスで若い人達のパワーが足りないという状況があるので、

オリパラ啓発事業等をとおして、オリンピアン・パラリンピアンに来て頂き、子供た

ちにスポーツの価値や意義を少しでも伝える事で、活力のある人材になってくれれば

と思う。 

本日はお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


