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会  議  録 

会 議 名 称 平成３０年度第１回東村山市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 平成３１年２月６日（水）午後６時３０分～午後８時００分 

開 催 場 所 東村山市民スポーツセンター研修室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）朝岡会長・吉永職務代理・山中委員・鈴木委員・池谷委

員・深谷委員 

（市事務局）渡部市長・武岡地域創生部長・島村市民スポーツ課長・森

計画担当主査・濱崎振興係長 

●欠席者： 矢部委員・酒井委員・江川委員 

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名 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．市長あいさつ 

４．議事 

（１）諮問事項 

・「東村山市スポーツ施策基本方針（素案）」について 

（２）報告事項 

・東京２０２０オリンピック競技大会事前キャンプに関する覚書 

・学校法人日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する包括連携 

協定 

５．その他 

６．閉会 

問い合わせ先 

地域創生部市民スポーツ課計画担当 

担当者名 森 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２９４２） 

ファックス番号 ０４２－３９７－４５４４ 

会  議  経  過  

１ 開会 

事務局から、委員の半数の出席により会議が成立する旨を報告。 

 

２ 会長あいさつ 

○会長 

平成３０年度第１回東村山市スポーツ推進審議会を開会する。 

まず、本会議の公開について確認したい。本日の議事内容は次第の議事（１）、

（２）についてであり、議題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よろしいか。 

 

―異議なし 
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○会長 

それでは、傍聴者の方がいらっしゃれば、事務局にてご対応頂きたい。 

 

―事務局確認、傍聴者０名。 

 

３ 市長あいさつ 

 

○市長 

公私とも大変お忙しい中、また足元の悪い中、委員の皆様には ご出席を賜り、感謝

申し上げる。 

 また、常日ごろ当市のスポーツ行政に特段のご理解ご協力を賜っておりますことも、

重ねて厚く御礼を申し上げる。 

 後ほど、会長に対し諮問させていただくが、昨年２月にスポーツ推進審議会にて基本

方針の策定について、平成３０年度の１年をかけて別組織である東村山市スポーツ施策

基本方針検討委員会を設置させていただくことをご了解いただき、新たな当市のスポー

ツ施策基本方針の策定を進めるべく、実質的な検討チームを立ち上げた。今回、新たに

スポーツ施策基本方針を策定した背景には、４５年前にスポーツ都市を宣言した当時と

時代背景が大きく変わり、市民の高齢化や施設の老朽化が進んでおり、東京２０２０オ

リンピック・パラリンピック競技大会を前に、スポーツ都市を宣言している当市として

どのような取り組みをしていくべきか、スポーツ施策基本方針検討委員会において、５

回にわたり検討、協議を行い、基本方針の取りまとめができた。本日、この内容でよろ

しいかどうかということについてご審議を賜り、答申をいただければ幸いである。 

 基本的な考え方はこれまでとそれほど大きく変わるわけではない。基本方針として４

つの方針を定め、それに基づいて９つの施策の方向性を打ち出した。後ほど事務局より

詳しくご説明申し上げるので、皆様方から特段のご理解とご指導いただき、よりよい方

針として定めることができればと考えている。本日はよろしくお願い申し上げる。 

 

 

４ 議事 

 （１）諮問事項 

  ・「東村山市スポーツ施策基本方針（素案）」について 

 

―市長から会長に諮問 

 

〇会長 

 ただいま市長より当審議会へ諮問をいただきましたので、この件について審議を進め

てまいりたい。皆様方の絶大なるご協力を賜りたいと考える。それでは、配布された資

料の説明を事務局よりお願い申し上げる。 

 

 

事務局より、諮問事項「東村山市スポーツ施策基本方針（素案）」について、東村山

市スポーツ施策基本方針検討委員会の検討経過、基本方針（素案）について資料に基づ

いて説明した。 
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○会長 

 それでは基本方針（素案）の審議に入りたい。 

 この基本方針（素案）が近年の社会背景やスポーツ施策の課題を踏まえ、スポーツ都

市宣言に続く新しい方針となっているかどうか、皆さんから賛同、あるいは異議などの

意見があれば伺いたい。 

 

○委員 

 非常にうまくまとめていただいていると思う。中身に書かれていることについて、至

極当然のことと私も理解している。 

 結論から申すと、この基本方針を打ち出していただくのは非常にありがたいことであ

る。この基本方針とはまた別な話になるが、絵に描いた餅で終わらないように、今後は

実際にどのように推進していくのかということを検討していくべきである。 

 各団体の横のつながりは、現在あまりない。連携促進のための協議会や連絡会のよう

な組織が必要なのではないか。今後、もう一歩踏み込んだ形で、組織や協議会をつくる

ことを検討したら、より基本方針を推進していけるのではないかと思う。 

 

○会長 

 一番大事なところだと思う。よく東村山の場合、それぞれの組織ですばらしいことを

やってはいるが、横とのつながりが十分ではないということが話題としては上がってい

た。 

 

○事務局 

 この基本方針ではあくまで各団体が進んでいく方向性を示した。今後これに基づいて

具体に進めていくなかで、行政を含め各団体が協力して進んでいければと所管として考

えている。 

 

○委員 

 体力つくり推進委員をやらせてもらっているが、体力つくりは、活動している人数が

だんだん限られてきている。同時に高齢化も進んでいる。若い人たちが入ってこないと

いう現状がある。地域のスポーツの情報が入ってこない。町民運動会で「あの人はすご

くスポーツが優れている」という情報ぐらいで、他の情報がもう少し入ってくると体力

つくりも勧誘しやすいのではないかと思う。そういう情報がこれから必要になってく

る。 

 市民大運動会のときもそうだったが、子供たちの競技について、学校に協力をお願い

するわけだが、個人情報なので子どもたちの連絡先は教えてくれない。だから、これか

らはそこをクリアしていかないと、なかなか人が集まってこないような状態である。 

 

○会長 

 子供たちの体力がまだ十分でないということが出ているが、何か意見はあるか。 

 

○委員 

 少しずつだが、東京都の取り組みでスーパーアクティブスクールという３年間の取り

組みで、中学生の女子の体力は８種目中６種目で全国平均を超えた結果も出ている。今

後は中学校だけではなくて、幼小中で連携できたらいいと思っている。 

 東村山市の全面的なバックアップにより、体力、体つくりというところでは子供や親
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子のモチベーションが上がっていると思う。今後もいろんな機関と協力しながら、子供

たちの体力向上に努められたらと思っている。 

 

○委員 

 １３ページの歩け歩け大会は、歩け歩け運動と言っているので修正していただきた

い。 

参加者の動向を見ても、当初は若い人たちでハイキング等に行ったが、最近の参加者

の平均年齢は７０代ぐらい。だから、ハイキング等には行けなくなっていて、山じゃな

くて平地、正月に七福神巡りをやったら、好評を得た。 

 キャンプは、当初は青少年の健全育成の一環もあったが、現在は家族ぐるみで行って

いる。６０代、７０代の方が３歳くらいの孫を連れて参加している。当初とは、大分年

齢層が変わってきていて、特に高齢者の方の参加が多くなってきている。それに合わせ

てプログラムを変えている。 

 今後の活動について特に気になっているのは、あまり興味のない人にいかに知らせる

かということ。体育協会の認知度も低いし、スポーツをやってない人にいかに周知、情

報を伝達するかということが今後すごく難しいのかなと思っている。 

 

○委員 

 この基本理念、それから基本方針、施策の方向性という形で体系的に今回打ち出され

たことは非常によろしいことと私は感じている。今まで、こういう形で具体的に打ち出

されたことはなかったのではないかと思う。各団体が今後取り組んでいくべきことを示

すことができたということは、非常にいいのではないか。 

 ただ、別の話として、じゃあ、これを進めるために具体的により実行力のあるものと

してどう進めていかなきゃいけないのかというところが、実はそこが一番大きな山にな

るのかなというふうに思う。それはまた別の問題としてまた検討する機会をつくらない

といけないと思う。 

 

○事務局 

 今の委員の過分なるお褒めの言葉をいただき、非常にありがたく感じている。基本方

針の３５ページ以降に各取り組みが書かれているが、そこに主語がないというのも一つ

のポイントである。各主体がこの方向性に基づいて、我々ならどういうことができるだ

ろうと考えていただけたらと思う。 

 私どもも策定後が重要だと思っているので、連携についても各団体が今後また事業を

進化させていくのかというのが課題だと思っている。 

 この方針がよりどころとなり、この後、新たな時代のスポーツ施策が進んでいけばい

いと考えている。また皆さんにも今後ともご理解、ご協力いただければと思っているの

で、よろしくお願い申し上げる。 

 

○委員 

 私も、これを事前に拝見させていただき、非常にいい基本方針が立案されたなと感じ

ている。 

 まず、単なる思いつきで基本方針が作成されたわけではなくて、市民意識調査がベー

スになって策定されている。市民の声をいかに反映させるかということがポイントにな

ると思う。また、基本方針の検討委員会で５回検討が重ねられてこういったものが作ら

れているという意味では、非常に信頼性が高いものが作られていると思う。 
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 具体的な基本方針の内容については、東村山市のよさは１９７４年にスポーツ都市宣

言をしてからの歴史があることだと思う。 

 だからこそ、今まで多くの先輩方が取り組んでこられたことをうまく生かしていきな

がら、時代に合う形でアップデートしていく。この基本方針が一つの出発点になりなが

ら、これからいろんな具体的なアクションプランを作成していくときに、基本方針がぶ

れなければ、非常にいい形のアクションプランができ、具体的な施策に反映されていく

と思うので、この基本方針のよさを私自身も感じている。 

 全国的な課題に加えて、東村山市の課題でもある子供の体力の問題を外すことはでき

ないと思う。 

 また、介護予防の観点も大事である。現在スポーツに取り組まれていない高齢者の方

にどうアプローチしていくべきかが課題になってくると思う。そういったこともこの基

本方針の中にしっかり盛り込まれている。 

 ２０代、３０代の働き世代の人たちは確かに忙しいが、これらの層を取り込むことは

スポーツ推進を図っていく上で非常に重要だと思うので、この基本方針をもとにしなが

ら、またいろんな形でアクションプランをつくっていくことが大事である。 

 ３４ページの基本方針の体系を改めて確認すると、「誰もがスポーツに親しめる機会

の充実」が一番大事だと思う。この「誰も」は、子供から高齢者まで、市民全てが対象

になるのだと思う。これを充実させていくために、いかに組織づくりも含めた地域スポ

ーツの活動の活性化を推進していくか、あるいは公共施設の再整備も含めてやっていく

かが大事だと考える。 

 そして、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会は確かに時限的なもの

だが、今だからこそできることだと思うので、うまく今後の施策に反映していただけれ

ばと思う。 

 先ほど横の連携に関する話があったが、本審議会でもいつもそのことは気にされてい

て、いろんな委員の方から声が出ていた。だから４２ページにある推進イメージ図は非

常に大事だと思う。個々にやっていることはなかなか生産性が上がっていかないが、連

携をすることで、それが２倍、３倍、４倍、あるいは１０倍にもなる可能性は十分備え

ている。今後、具体的なアクションプランにこの基本方針の実施に向けて、どう連携協

力していくか。 

 今、矢印が地域スポーツ推進団体と市民、東村山市と市民、スポーツ団体と市民とな

っているのが、横も矢印でつないでいただくと、より強固に全ての団体、あるいは市民

が手をつなげてこのスポーツ推進を図っていくことにつながっていくのではないかと感

じている。 

 

○事務局 

 基本方針（素案）４２ページの推進イメージ図について、横の連携は円で握手をした

形で示しているが、矢印を加えるべきか。 

 

○委員 

 今の案を市民の方が見られたときに、地域の推進団体と市民しかつながってないよう

に感じるのではないだろうか。 

ただ、横の矢印も入れて、学校と体育協会で矢印をつないでも、学校とスポーツ団体

はつながらないのかという見方をされてしまうともったいないとも思う。だとすると、

矢印は全部削除し、この円にある手が繋がっている時点で全部が一つに繋がっているニ

ュアンスを持たせたほうがいいと思うがいかがか。 
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○委員 

 線も白じゃなくて色をつけたほうがよいのではないか。 

 

○事務局 

 調整させていただきたいと思う。 

 

○会長 

誰もがということが今、問われている大事なところである。 

今後、今だからこそやっていかなければいけないということを念頭に置いて、委員の

皆さんに基本方針（素案）のご賛同いただきたいと思っているが、よろしいか。 

 

―異議なし 

 

○委員 

 今回、俗に言われる縦割りじゃないようにしていこうというようなところが打ち出さ

れていて、すごくいいと思う。 

 

○会長 

 答申案については、各委員からのご意見を踏まえて、私と職務代理に一任していただ

きたいがよろしいか。 

 

―異議なし 

 

○事務局 

 答申案は、後日各委員に送付する。 

 

４ 議事 

 （２）報告事項 

  ・東京２０２０オリンピック競技大会事前キャンプに関する覚書 

  ・学校法人日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する包括連携協定 

 

○事務局 

 事務局から２点報告がある。 

 まず１点目だが、去る１月１７日に渡部市長が中華人民共和国北京市において、中華

人民共和国国家体育総局と、東京２０２０オリンピック競技大会における中国卓球代表

チームと中国サッカー代表チームの事前キャンプの開催について覚書を結んだことを報

告する。 

 その覚書の概要について申し上げると、東村山市は中国卓球代表チームと中国サッカ

ー代表チームの事前キャンプに必要な支援を行い、事前キャンプの実施に際して、必要

となる練習場所と機材等を提供する。また、国家体育総局は、東村山市が東京２０２０

オリンピック競技大会における中国のホストタウンであることを歓迎し、中国卓球代表

チームと中国サッカー代表チームを派遣し、東村山市で事前キャンプを行うことに同意

する。選手たちの試合や練習に影響しない範囲で、選手たちと東村山市民と友好交流を

するよう努めるといった内容である。 

 ２点目は、東村山市に日本体育大学桜華中学校・高等学校があるご縁から、去る１月
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２５日、学校法人日本体育大学と体育・スポーツ振興に関する包括連携協定を締結し

た。都内においては、品川区に次いで２番目で、多摩地区では初となるものである。今

後は、市民の皆様が健康で生き生きとした生活を営むことができるよう、学校法人日本

体育大学の知見を得ながら、さまざまな事業展開を図ってまいりたいと考えている。 

 

５ その他 

特になし。 

 

６ 閉会 

武岡地域創生部長 挨拶 

 


