
 

会  議  録 

 

会議の名称 令和３年度 第２回東村山市スポーツ科学委員会 

開 催 日 時 令和３年１２月７日（火） １９：００～２０：００ 

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 

（委  員）出席者:酒井委員長、西村副委員長、細井委員、三瓶委員、 

立原委員、米澤委員 

欠席者：菊地委員、朱委員、坂本委員、吉永委員、 

小西委員 

（事 務 局）市民スポーツ課 島村課長・濵﨑振興係長・沢田主任 

（傍 聴 者）なし 

（そ の 他）なし 

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 

 

開会挨拶 

・酒井委員長挨拶 

・市民スポーツ課長挨拶 

 

議事 

１ 協議事項 

（１）令和３年度スマートライフ講演会について 

 

（酒井委員長） 

  例年は、年４回開催しているが、令和３年度については１日の開催

を予定している。開催候補日は令和４年３月１２日（土）。 

 

（事務局） 

  まずは、開催するかどうかについてご協議いただきたい。 

  なお、今回、酒井委員長より「協議事項について、欠席する委員の

意見も確認したい。」との提案があったため、事前に質問書を送付し

たところ２名の委員より回答があった。 

 

 ＜欠席委員意見＞ 

・新型コロナウイルスの流行が予想できないため、開催しない方が

よい。 

・少人数で３密を避けるように会を行えば可能と考える。 

 

 これらの意見も参考とした上で、各委員の意見をいただきたい。 

 

 

 



（酒井委員長） 

  大会議室の定員１２０人だが、６０人程度に人数を減らし、且つ事

前申し込み制が良いのではないか。事前に氏名と連絡先を押さえてお

くことができ、万が一クラスターが発生した場合においても、迅速に

対応することができる。 

また、ウレタン素材のマスクを着用した参加者には、不織布のマス

クに付け替えてもらう対応が必要となるため、事務局で準備いただき

たい。 

  これまでは、講演会を大会議室、エクササイズを第１体育室で行っ

ていたが、今回は移動せず、椅子に座ったままできるエクササイズを

大会議室で行う形式がよい。 

  先月、萩山公民館で講演会とエクササイズのイベントを開催したと

ころ、大変好評だったため、それらを参考とした事業としていきたい。 

 

（西村副委員長） 

  私も萩山公民館のイベントに参加していたので、参加者が喜んでい

た姿を直接みることができた。感染症対策をしっかりと講じたうえ

で、スポーツ科学委員会として市民へ情報発信していきたい。 

 

 ＜出席委員意見＞ 

  ・事前申込制にし、参加者を３０人程度に絞った上で、開催する方

向でよいのではないかと考えている。 

  ・スマートライフ講演会を実際に見たことがないのでわからない   

が、他委員の意見のように、人数制限をした上で開催する方向で

よいのではないかと考えている。 

  ・酒井委員長が提案したやり方であれば安心して開催できると思 

う。 

  ・コロナ禍で色々なイベントが中止になっているので、人数制限を

し、感染症対策を講じた上で開催する方向でよいのではないかと

考えている。 

 

（事務局） 

  １１月のコロナ対策本部会議で、１２月よりスポーツセンターの人

数制限を解除することが決定した。そのため、スポーツセンターの大

会議室は、定員の１２０人まで使用することができる。施設内での飲

食については、引き続き、水分補給以外は禁止とする。 

  スポーツ推進委員の会議や、体育協会の会議など、開催されている

ことから、蜜を避けることができる人数設定にすれば、開催は可能だ

と考えている。 

 

（酒井委員長） 

  市報に掲載する際、中止になる可能性があるということを明記した

上で事前申込制にすれば、万が一中止の場合も連絡をすることができ

る。事業については、開催する方向で進めていく。 

 

 



（事務局） 

  最終決定については、来年２月開催予定の「第３回スポーツ科学委

員会」で最終決定することとするが、現時点では開催する方向で進め

ていく。 

  内容については、酒井委員長より情報提供いただいた萩山公民館で

のイベントが好評だったため、その内容を参考にし検討していきたい

と考えている。 

  食事面については、西村副委員長に、転倒予防の体操やコグニサイ

ズについては、東京ドームスポーツに依頼する予定である。 

  他にスマートライフ講演会の内容について、実施したい提案があれ

ばご意見いただきたい。 

   

（酒井委員長） 

  今回の萩山町での事業については、会場が複数に分かれており、こ

れまでは、講師がいる会場に参加者が移動する形式で実施していた

が、市民同士の接触が多くなる懸念があるため、今回については、参

加者が移動するのではなく、講師が各会場を移動する方法とした。 

結果的に非常にスムーズであり、時間短縮にもつながった。 

  

（事務局） 

  事務局としては、参加人数が多い場合は、大会議室と研修室に分か

れて、講師が移動する形式が良いのではないかと考えている。参加人

数が少ない場合は、今まで通り、一つの会場での実施でよいのではな

いかと考えている。 

 

（酒井委員長） 

  萩山町のイベントについては、中止になる場合を想定して、社会福

祉協議会が事前に管理栄養士の講演をビデオ撮影していたので、必要

であれば参考にしてほしい。 

  今回の会場については、参加者は椅子のみとし、講師については演

台を準備すればよいと考えている。 

  講演のタイトルについては、「コロナに負けない体力づくり」や「コ

ロナ禍のフレイル対策」のような感じ想定しているが、タイトルにつ

いてご意見いただきたい。 

 

（西村副委員長） 

  「コロナ禍に負けない体力づくり～コロナ禍の食事と運動～」のよ

うに、サブタイトルをつける形でもよい。 

 

（事務局） 

  タイトルに、コロナ禍という言葉が入っているのがよいと思う。長

めのタイトルであれば、それで内容が想像できるので、よいと思う。 

 

（酒井委員長） 

  講演会では、コロナ禍の状況やワクチンの情報、変異株などの最新

トピックスについて説明する予定。 



（事務局） 

  タイトルは、「コロナに負けない体力づくり～コロナ禍の食事と運

動～」とし、内容の詳細は、酒井委員長と西村副委員長と事務局で詰

めさせていただく。 

 

（酒井委員長） 

  市として、このようなイベントを開催することは問題ないか。 

 

（事務局） 

  問題ない。 

 

（事務局） 

  今までは申込不要としていたが、今回は事前申込制で、先着６０人

程度に設定するということでよいか。 

 

（酒井委員長） 

  コロナ禍ということもあり、意外と参加者が集まらないと思う。 

萩山公民館で開催したイベントも、定員を６０人にしたが、３０～

４０人程度しか集まらなかった。定員に満たなかったこともあり、町

内会に協力してもらい、参加者を集めたところ、最終的には参加者６

１人となった。各部屋に１５人ずつ座ってもらい、講師が移動するか

たちで開催したので、人と人の接触を減らすことができた。ウレタン

素材のマスクを着用していた人には不織布のマスクを渡し、付け替え

てもらった。 

 

（委員） 

  コロナ禍なので、体温測定等も必要か。 

 

（事務局） 

  体温測定等のコロナ感染症対策を講じる予定。 

  スマートライフ講演会について、２月の科学委員会で具体的な内容

についてお伝えできると思う。 

 

（２）令和３年度６０歳以上のかたの体力測定の開催について 

 

（酒井委員長） 

  開催日は令和４年３月２０日（日）。 

  今まで通り、全種目やるかどうか、または、密になりそうな種目は

カットするのか等について協議していきたい。 

 

（事務局） 

  本日の資料「人員配置図○2 」に、種目が記載されている。 

事前に委員長とも種目について協議させていただいたが、結論は出

なかった。 

  まずは、実施するか中止にするか、実施する場合はどのような方法

で行うかなどについてご意見いただきたい。 



（酒井委員長） 

  病院でトレッドミルを使用して検査を行う際は、患者はマスクを外

して、検査する側はマスクとフェイスシールドを着用している。 

上体起こしについては、かなり接近することになり、息遣いが激し

くなることが想定されるため、実施しないほうがよい。 

 

（西村副委員長） 

  密になる種目を実施するのは、まだ早い。 

 

 ＜出席委員の意見＞ 

  ・昨年中止で体験していないのでわからない。 

  ・６分間歩行は、同じ速度で歩く人同士はずっと接近している状態  

になるため、密になる可能性が高い。体育館全体を使った大きな

コースが良いのではないか。 

 

（酒井委員長） 

  参加人数をどうするか。 

 

（事務局） 

  これまでは、事前申込制で定員６０名としており、例年５０名程度

の申し込みがあった。それらを５グループに分け実施していた。 

 

（酒井委員長） 

  定員は減らした方がよい。 

 

（事務局） 

  シルバー人材センターより、センター独自で実施している体力測定

を今年度より一緒に実施してもらいたいとの相談を受けた。毎年参２

０名程度の参加者とのことだが、参加人数を減らすとなると、今年度

一緒に行うことは難しくなると考えている。 

 

（酒井委員長） 

  全種目をやらないとなると、統計がとりにくくなる。 

  ５人を４グループの計２０人であれば、密を避けることができるか

もしれない。 

 

（事務局） 

  上体起こし・長座体前屈がなくなれば時間が空くので、午前中の時

間帯で、１部、２部に分けて実施することも可能ではないかと考えて

いる。 

 

（酒井委員長） 

  当日対応する委員が大変になる。 

 

 

 



（事務局） 

  日曜日の開催を予定しているため、委員への負担が大きくなること

を懸念している。 

  全種目を実施できず正式な統計がとれないため、中止するという選

択肢もある。 

 

（西村副委員長） 

  実施日付近のコロナの感染状況によって判断せざるを得ないので

はないか。 

 

（事務局） 

  去年も一昨年も中止している。一昨年はちょうどコロナ禍になった

時期で、実施目前に中止を決定した。 

 

（事務局） 

  ３月２６日（土）にスポーツ推進委員がふれあい運動会を開催する

ことを考えると、３月２０日（日）の体力測定もやれないことはない

と考えている。 

 

（事務局） 

  人と人の距離が近いという点が課題である。例えば、上体起こしで

は、市民同士で足を抑えてもらうため、接触することになるが、その

都度、市民にフェイスガードを着用してもらうのは現実的に難しいの

ではないかと考えている。 

 

（酒井委員長） 

  スマートライフ講演会は実施する方向で、６０歳以上のかたの体力   

 測定は保留でよいか。 

 

（事務局） 

  ６０歳以上のかたの体力測定は、申込者に調査票を郵送し、当日、 

記入済みの調査票を持参してもらうため、市報２月１５日号に掲載予

定。原稿提出締め切りは年内。原稿取り下げ締め切りは１月末である。   

 

（酒井委員長） 

  市報原稿に、種目を減らすことと、中止する可能性があることを明

記してほしい。 

 

（西村副委員長） 

  市報で周知し、中止の場合は個別に連絡する形でよい。 

 

（酒井委員長） 

  毎回、体力測定の結果を集計する時間に講演を行っているが、今回

は、「予防できるがん」について予定している。 

 

 



（事務局） 

  ６０歳以上のかたの体力測定についても、実施の方向で進めるが、

最終的には、来年２月の第３回スポーツ科学委員会で実施の有無も含

めて決定していきたい。 

 

（酒井委員長） 

  状況が悪化した場合、委員長と事務局で中止の判断をし、各委員へ

報告する。 

 

（事務局） 

  協議事項に挙げていないが、指定管理者と行っているスマートライ

フ測定会についても意見をいただきたい。 

この事業は、トレーニング室の前のスペースで血圧や体脂肪を測

り、医科学室内で結果の説明や各種相談を行っているが、申込制では

ないため、不特定多数のかたの参加が見込まれることから、コロナ禍

では中止としている。今年度については、令和４年２月２４日（木）、

２５日（金）の実施を予定しているが、各委員の意見をいただきたい。 

なお、欠席委員については、開催しないほうがよいとの意見をいた

だいている。 

 

（委員） 

  事前申込制にすればできるのではないかと思う。 

 

（酒井委員長） 

  身長、体重、握力、血圧などの測定結果を自分自身で記入してもら

うなどの対応ができれば、接触を減らせるのではないか。 

 

（西村副委員長） 

  測定する際のアドバイスを口頭で行いうことで蜜を解消できるの

ではないか。密にならない方法で、接触を最小限にし、申込制にすれ

ばできると思う。 

 

（事務局） 

  スマートライフ測定会は、申込制で開催する方向で検討する。 

 

２ その他 

（１）次期スポーツ科学委員への承諾について 

 

（事務局） 

  各委員には、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年

間、第１６期の委員として引き続き活動してほしい。通知の内容を確

認のうえで、同意いただける方は承諾書を提出いただきたい。 

 

 

 

 



（事務局） 

  委員に推薦したい人がいる場合は教えてほしい。 

  なお、小西委員は第１５期までとなり、第１６期からレイデンタル

クリニック院長の岩﨑氏が委員として加わる予定である。 

 

（２）スポーツ科学委員会だよりについて 

 

（事務局） 

  今年度のスポーツ科学委員会だよりについては、前回の会議の中で

酒井委員長が担当することとなっていたが、委員長より、まだ執筆し

ていない委員の方へお願いしたいとのご意見があったため、再考させ

ていただきたい。 

 

（酒井委員長） 

  慣例として、新しく加入した委員に執筆を依頼している。 

 

（事務局） 

  今回欠席の委員は、過去に執筆済みのため、今期より委員としてご

協力いただいているかたにお願いしたい。 

 

（酒井委員長） 

血圧の測り方について、血圧をいつ測るかなど市民のためになるテ

ーマについて執筆いただければと考えている。 

   

（委員） 

  承知した。 

 

（酒井委員長） 

  令和４年度は、来期の新任委員に依頼するのがよいと思う。 

 

（事務局） 

  今回、酒井委員長より提案があり、事前に欠席委員から協議事項に

ついての意見をもらった。今後もそのような対応をしたいと考えてい

る。 

  また、この間、東村山市民スポーツセンター指定管理者の公募があ

り、２社から応募があった。結果、東村山スポーツプロモーションＪ

Ｖが令和４年４月から５年間指定管理者となることが決定した。代表

団体として、株式会社東京アスレティッククラブが行うこととなる

が、小金井市や国分寺市、狛江市の体育館を管理している実績がある。

構成団体は協和産業株式会社となり、施設の維持管理面を担当する。

この２社が共同事業体となり、次期の指定管理者となる。 

 

（３）第３回スポーツ科学委員会について 

（事務局） 

  令和４年２月９日（水）、１６日（水）のいずれかで調整する。 

 



閉会挨拶 

・西村副委員長挨拶 

問い合わせ先 

地域創生部 市民スポーツ課 振興係 

担当者：沢田 

電話番号：０４２－３９３－５１１１（内線２９４２） 

ファックス番号：０４２－３９７－４５４４ 

 


