
　　市長定例記者会見の概要（平成30年第4回市議会定例会ほか）　
11月27日、14:00～、201会議室
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 平成30年第4回市議会定例会(11月30日に召集)について概要説明を行いました。
 続いて下記項目を発表。

図書館におけるインターネット音楽配信サービスの導入について（図書館）

ベラルーシ共和国新体操ナショナルチームによる事前キャンプの決定について(オリンピック・パラリンピック準備
室）

株式会社立飛ホールディングスとパンアメリカン・スポーツ機構による「事前合宿及びスポーツ交流に関する覚書」
の調印について(オリンピック・パラリンピック準備室）

小平市図書館との相互利用の開始について（図書館）

立川シアタープロジェクト 子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台vol.3『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』、関連企
画「あちこちシアター」「子ども未来エンゲキ部」について（地域文化課）



定例記者会見発表資料 

平成 30 年 11 月 27日（火） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目 
ベラルーシ共和国新体操ナショナルチームによる事前キャンプの

決定について 

【概要】 

本市では、これまで東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた参加国の事

前キャンプについて誘致活動を展開してまいりましたが、このたび、ベラルーシ共和

国新体操ナショナルチームによるキャンプが決定いたしましたので報告いたします。 

本キャンプは、既にベラルーシ共和国新体操ナショナルチームの事前合宿を実施し

ている宮城県の「白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会」

と連携し、チームが宮城県で事前合宿を終えた後、東京に移動してから練習を行うキ

ャンプ地として本市が決定したものです。 

ベラルーシ共和国は、東ヨーロッパに位置し、東にロシア、南にウクライナ、西に

ポーランド、北西はリトアニア、ラトビアに国境を接する内陸国で、面積は、日本の

約半分となっており、新体操ナショナルチームは、2016年のリオオリンピックにおい

て、団体で５位、個人総合のカチェリーナ・ガルキナ選手は６位の成績となり、2020

年東京オリンピックでも活躍が期待されています。 

今後も引き続き各関係者と連携して、事前キャンプの準備を進めてまいります。 

【事前キャンプの概要】 

（１）日程（予定） ※今後の調整により変更となる場合があります。 

①平成 31（2019）年度の予定

７月 22日(月) 来日

７月 23日(火)～28日(日) 白石市・仙台大学（柴田町）にて事前キャンプ

７月 29日(月)～30日(火) 立川市にて事前キャンプ

７月 31日(水) 立川市から移動し都内に滞在

８月１日(木)  帰国

②平成 32（2020）年度の予定

宮城県白石市と仙台大学（柴田町）で行う事前合宿の終了後、東京 2020大会に

おける新体操競技の直前に合宿を予定しており、今後、日程等について詳細を調

整します。 

（２）選手団 ベラルーシ共和国・新体操ナショナルチーム 

（選手・コーチ・通訳等 20名程度） 

※なお、詳細につきましては別紙をご参照ください。 



【ＰＲポイント】

本市では、東京女子体育大学や宮城県白石市、柴田町、仙台大学等と連携して事前

キャンプの取組を進めており、この連携協力の関係は、東京 2020 大会以降にもつな

がるレガシーとなります。さらに、事前キャンプや交流事業を展開することにより、

子どもたちや市民の心に残る取組となります。 

※今議会で関係する議案・報告委員会： 厚生産業委員会にて報告 

添 付 資 料 有 

問い合わせ先 

産業文化スポーツ部 

オリンピック・パラリンピック準備室長 下河辺 康 

電話：５２３－２１１１（内線）２１５５ 



ベラルーシ共和国 新体操ナショナルチームによる 

事前キャンプの決定について 

１．事前キャンプの概要 

（１）日程（予定） ※今後の調整により変更となる場合があります。 

①平成 31（2019）年度の予定

７月 22日(月) 来日 

７月 23日(火)～28日(日) 宮城県白石市・仙台大学（柴田町）にて 

事前キャンプ 

７月 29日(月)～30日(火) 立川市にて事前キャンプ 

７月 31日(水) 立川市から移動し都内に滞在 

８月１日(木)  帰国 

②平成 32（2020）年度の予定

宮城県白石市と仙台大学（柴田町）で行う事前合宿の終了後、東京 2020 

大会における新体操競技日程の直前に合宿を予定しており、今後、日程 

等について詳細を調整。 

（２）選手団  ベラルーシ共和国・新体操ナショナルチーム 

（選手・コーチ・通訳等 20名程度） 

2016年のリオオリンピックにおける成績は、団体が５位、個人総合(カ

チェリーナ・ガルキナ選手)は６位。なお、カチェリーナ・ガルキナ選手

は 2017 年イオンカップ世界新体操クラブ選手権で個人総合３位､2018 年

ヨーロッパ選手権で個人総合３位を獲得、2020 年東京オリンピックでの

活躍が期待される注目選手。 
 ※イオンカップ世界新体操クラブ選手権は、世界選手権やヨーロッパ選手権と並ぶ

世界三大大会のひとつ。 

≪参考≫ ベラルーシ共和国について 

 ベラルーシ共和国は、東ヨーロッパに位置し、東にロシア、南にウクライナ、

西にポーランド、北西はリトアニア、ラトビアに国境を接する内陸国で面積は日

本の約半分。国土の大部分が低地で多くの湖と大きな森があり、人口は約 950 万

人。首都はミンスク。 

≪ベラルーシ共和国 新体操ナショナルチーム≫ 立川市役所にて 



２．これまでの主な経過 

（１）平成 29年６月 

○宮城県白石市と柴田町、仙台大学で設立した「白石市・柴田町・仙台大

学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会」（以下、「協議会」という。）

が、ベラルーシ体操協会と事前合宿に関する協定を締結。

（２）平成 30年４月 13日(金) 

○立川市と協議会が調整を開始。

（３）平成 30年７月 31日(火) 

○ベラルーシ新体操チームが立川市を視察。

（４）平成 30年９月 29日(土) 

○ベラルーシ新体操チームに、平成 31(2019)年度の立川市を含む合宿日

程を提示し了承を得る。

（５）平成 30年 11月７日(水) 

○立川市と協議会が平成 31(2019)年度の合宿日程及び平成 32(2020)年の

合宿で合意。立川市における事前キャンプが決定

白石市・柴田町・仙台大学東京オリ・パラ事前合宿招致推進協議会と立川市が連携 

白石市 山田市長 立川市 清水市長 仙台大学 朴澤理事長 柴田町 滝口町長 



定例記者会見発表資料 

平成 30 年 11 月 27日（火） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目 
株式会社立飛ホールディングスとパンアメリカン・スポーツ機構に

よる「事前合宿及びスポーツ交流に関する覚書」の調印について 

【概要】 

株式会社立飛ホールディングスとパンアメリカン・スポーツ機構は、「事前合宿及

びスポーツ交流に関する覚書」に調印し、パンアメリカン・スポーツ機構が立川市と

その近郊で行う東京２０２０オリンピック競技大会の事前トレーニングキャンプの

調整や、パンアメリカン・スポーツ機構に加盟するオリンピック参加国・地域の選手

やコーチ、スタッフと市民との交流について互いに協力することになりました。 

立川市と立川商工会議所は、株式会社立飛ホールディングスと協議の上、この覚書

に基づき、選手と市民や子どもたちとの交流の調整や、本市が所有する既存のスポー

ツ施設の利用について、可能な限りでの協力を行うことといたしました。 

※ パンアメリカン・スポーツ機構は、アメリカ地域の国内オリンピック委員会の集合組織で、

パンアメリカン競技大会等を主催しています。詳細につきましては別紙をご参照ください。 

【覚書調印式の概要】 

（１）日 時  平成 30年 11月 24日(土) 13：30（開会） 

（２）会 場 ドーム立川立飛（立川市泉町 500-4） 

（３）調印者  パンアメリカン・スポーツ機構 会長 Neven Ilic 氏 

株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長 村山 正道 氏 

（４）協 力  立川市 及び 立川商工会議所 

※ 詳細につきましては別紙をご参照ください。 

【ＰＲポイント】

本市では、株式会社立飛ホールディングスとパンアメリカン・スポーツ機構が調印

した「事前合宿及びスポーツ交流に関する覚書」に協力し、市民や子どもたちが選手

と交流することで心に残る取組としてまいります。 

※今議会で関係する議案・報告委員会： 厚生産業委員会にて報告 

添 付 資 料 有 

問い合わせ先 

産業文化スポーツ部 

オリンピック・パラリンピック準備室長 下河辺 康 

電話：５２３－２１１１（内線）２１５５ 



THD30-004 号 

平成 30 年 11 月 26 日 
株式会社立飛ホールディングス

立飛プレスリリース  パンナムスポーツとの「覚書調印式」開催報告

株式会社立飛ホールディングス（本社：東京都立川市、代表取締役社長：村山 正道）とパンアメ

リカン・スポーツ機構（以下、「パンナムスポーツ」といいます。別紙参考資料①をご参照。）は、

パンナムスポーツが立川市近郊で行う「東京 2020 オリンピック競技大会の事前トレーニングキャ

ンプ」（以下、「事前合宿」といいます。）ならびに、パンナムスポーツ参加国・地域の人々とのスポ

ーツを中心とした交流事業への取り組み(別紙参考資料②をご参照。)において、立川市、立川商工

会議所の協力の下、互いに協力し合うことについての覚書調印式を行いましたので、お知らせいた

します。 

記

【調印式概要】 

１．日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）開場 13:00 開会 13:30
２．会場：ドーム立川立飛（東京都立川市泉町 500-4）

  ３．調印式 

（1）登壇者

パンナムスポーツ会長 ネヴェン・イリック 氏 

立川市長 清水 庄平 氏 

立川商工会議所会頭 佐藤 浩二 氏 

株式会社立飛ホールディングス代表取締役社長 村山 正道 

（2）内容

①株式会社立飛ホールディングスとパンナムスポーツとの事前合宿およびスポーツ交流に

関する覚書調印式

②ふじようちえん園児による歌の歓迎パフォーマンスほか

以上

■「パンアメリカン・スポーツ機構との覚書調印式」に関するお問い合わせ先

株式会社立飛リアルエステート

担当：不動産部 執行役員副部長 那須 泰孝

TEL：042-529-1111 FAX：042-536-1110

■お問い合わせ先

株式会社立飛ホールディングス

担当：財務広報企画部 取締役部長 美馬 愼一郎

TEL：042-536-1111 FAX：042-536-0061 Email：mima@tachihi.co.jp

mailto:mima@tachihi.co.jp


参考資料① 「パンアメリカンスポーツ機構について」 

パンアメリカンスポーツ機構（Pan American Sports Organization）は、北中南米に立地

する 41ヶ国・地域の国内オリンピック委員会（NOC）の集合組織。 

アフリカ国内オリンピック委員会連合、アジアオリンピック評議会、ヨーロッパオリンピ

ック委員会、オセアニア国内オリンピック委員会と並ぶ組織で、パンアメリカン競技大会

等を主催している。 

本部はメキシコシティ。 

●パンアメリカンスポーツ機構の概要

組織名称 パンアメリカンスポーツ機構 

（略称：パンナムスポーツ/PANAM SPORTS） 

ロゴマーク 

所在地 ●The main headquarters:

Valentín Gomez Farias #51 Col. San Rafael Mexico, D.F. C.P. 06470 

●The branch of operations:

601 Brickell Key Drive, Suite 600 Miami, Florida 33131 

公式サイト http://www.panamsports.org/ 

加盟国・地域  アンティグア・バーブーダ/ アルゼンチン/ アルバ/ バハマ/ バルバドス/ ベ

リーズ/ バミューダ諸島/ ボリビア/ ブラジル/ イギリス領ヴァージン諸島/ カ

ナダ/ ケイマン諸島/ チリ/ コロンビア/ コスタリカ/ キューバ/ ドミニカ国

/ ドミニカ共和国/ エクアドル/ エルサルバドル/ グレナダ/ グアテマラ/ ガイ

アナ/ ハイチ/ ホンジュラス/ アメリカ領ヴァージン諸島/ ジャマイカ/ メキシ

コ/ ニカラグア/ パナマ/ パラグアイ/ ペルー/ プエルトリコ/ セントクリスト

ファー・ネイビス/ セントルシア/ セントビンセント・グレナディーン/ スリ

ナム/ トリニダード・トバゴ/ アメリカ/ ウルグアイ/ ベネズエラ 



参考資料② 「パンアメリカンスポーツ機構と立飛ホールディングスとのスポーツ交流について」 

【立川市内および近隣エリアにおけるスポーツ交流】 

パンアメリカンスポーツ機構と立飛ホールディングスは、立川市や立川商工会議所をはじめ市内の各種

団体・企業、そして多くの市民とともに、スポーツを中心に文化・経済などさまざまな分野での交流を図

る取組を検討していく。 

その目玉となるのが、パンナムスポーツ加盟有志国・地域による東京 2020大会の「事前合宿」。 

パンナムスポーツでは東京 2020大会に向けて、同機構では史上初となる加盟有志国・地域による合同

の「事前合宿」開催を計画している。 

その開催地に選ばれたのが立飛ホールディングスの主要施設が立地する立川市および近隣エリアである 

パンナムスポーツ加盟 41ヶ国・地域のうち 30ヶ国余りがこの合同キャンプへの参加を検討中。 

【パンナムスポーツ加盟有志国・地域による事前合宿の概要（予定）】 

 開催期間 ：2020年７月（10日間前後） 

 開催目的 ：東京 2020大会への参加選手の事前コンディショニング 

 開催エリア ：立川市内および近隣エリアの競技施設、宿泊施設等

 参加国 ：調整中 （PNMS参加 41ヶ国・地域のうち 20～30ヶ国・地域を予定） 

 参加選手数 ：100～150名（スタッフを含め選手団総数は約 250名を予定）



定例記者会見発表資料 

平成 30 年 11 月 27日（火） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目 小平市図書館との相互利用の開始について 

【概要】 

現在、国立市、昭島市、武蔵村山市、国分寺市及び東大和市の５市と図書館の相互

利用を実施していますが、平成 29年１月 31日に開催された「広域連携サミット」に

おいて、各市図書館の相互利用に向けた検討を進めていくこととなり、立川市と相互

利用未実施の小平市、日野市及び福生市の３市と協議を重ねた結果、小平市図書館と

の相互利用を進めることとなりました。 

なお、日野市、福生市との相互利用も実施に向けた協議を進めています。 

【開始時期】 

小平市 
平成 31年１月 15日（火）協定書調印（両市の教育長） 

平成 31年２月 20日（水）相互利用開始 

日野市・福生市 平成 31年６月までの実施に向け調整中 

【ＰＲポイント】

・ 現在、５市との相互利用は全貸出数の５％程度となり、立川市民の利用を圧迫し 

ない利用状況で推移している。 

・ 立川市のにぎわいづくりの創出、広域連携の強化につながっている。 

・ 小平市には、本市との隣接地域に中規模図書館を有しており、立川市民の利便性  

の向上と利用機会の拡大につながる。 

※今議会で関係する議案・報告委員会：文教委員会にて報告 

添 付 資 料 無 

問い合わせ先 
教育委員会図書館長 池田 朋之 

電話：５２３－２１１１（内線）４８４０ 



定例記者会見発表資料 

平成 30 年 11 月 27日（火） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目 図書館におけるインターネット音楽配信サービスの導入について 

【概要】 

 立川市図書館では、平成 31 年１月４日からインターネット音楽配信サービスを開

始します。これは、クラシックを中心とした音楽配信データベースで、平成 30 年 11

月１日現在ＣＤ12万枚、190万曲以上が収録されています。スマートフォンやタブレ

ット、自宅のパソコンでアクセスすることにより、いつでも、どこでも収録された音

楽を聴くことができます。 

 立川市在住・在勤・在学の方で、立川市図書館の利用カードをお持ちいただければ、

図書館の窓口でＩＤとパスワードを発行し、「ナクソス・ミュージック・ライブラリ

ー」のホームページにログインをしてご利用いただけます。（同時アクセス数は最大

「５」です。それ以降にアクセスした人はサービスを利用できません。） 

【事業費】 

平成 30年度予算に計上済み 音楽配信情報料 81千円 

【開始時期】 

平成 31年１月４日（金）～ 

【ＰＲポイント】

 平成 30 年 11 月 1 日現在、全国の公共図書館 70 館で導入。東京都内では２区５市

（千代田区、江東区、武蔵野、三鷹、青梅、府中、日野）が導入済み。うちスマート

フォンで対応できる館は全国で４館導入していますが、東京都内では初です。 

※今議会で関係する議案・報告委員会：文教委員会にて報告 

添 付 資 料 無 

問い合わせ先 
教育委員会図書館長 池田 朋之 

電話：５２３－２１１１（内線）４８４０ 



定例記者会見発表資料 

平成 30 年 11 月 27日（火） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目 

立川シアタープロジェクト 子どもとおとながいっしょに楽しむ舞

台 vol.3『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』、関連企画「あち

こちシアター」「子ども未来エンゲキ部」について 

【概要】 

2016 年よりはじまった、立川市、立川市地域文化振興財団、たちかわ創造舎（企画・運営：NPO

法人アートネットワーク・ジャパン）による「立川シアタープロジェクト」は、立川市内での質

の高い演劇作品・演劇空間の創造と発信、世界にはばたく人材の育成を目指した活動を行ってい

ます。 

この立川シアタープロジェクトによる主催公演「子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台」の 3

作目として、人気児童文学「ドリトル先生シリーズ」を原作にした『ドリトル先生と動物たち、

月へゆく』を、12月 21，22，23 日に、たましん RISURUホール・大ホールで上演します。 

立川シアタープロジェクトも 3 年目を迎え、より一層、市民の方々に演劇、劇場に親しむ機会を

提供できるよう、新たに 2つの企画をスタートしました。 

一つ目は「あちこちシアター」で、読み聞かせの気軽さと舞台表現の迫力を合わせた上演形態・

よみしばいスタイルのお芝居を、たましん RISURUホールの様々な場所で上演する企画です。すで

に 7 月、9 月と 2 回開催しており、ファミリー層を中心に多くの方に楽しんでいただきました。

来年 3月に 3回目を開催します。 

二つ目は「子ども未来エンゲキ部」で、観るだけでなく演じてみたいというお子さんの声に応え

るべく、小学 3 年生から中学生を対象に、来年 1 月、2 月に 5 回にわたって演劇ワークショップ

を開催します。『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』の演出家・倉迫康史と出演俳優・平佐喜子

が講師を務めます。 

【開催日程】 

『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』開催日時 

2018年 12月 21 日(金)19:00開演，22日(土)・23日(日)13:00開演 

「あちこちシアター」vol.3開催日程 

2019年 3月 2日(土) ＊1回目は 2018年 7月 22日(日)、2回目は 9月 30日(日)に開催 

「子ども未来エンゲキ部」開催日程 

2019年 1月 20日、27日、2月 3日、17日、24日の日曜日（全 5回）各日 13:00～16:00 

【ＰＲポイント】

・年間を通して継続的に演劇、劇場に親しむ機会を創出することで、都心に赴かずとも上質な文

化体験が可能となり、立川市はもちろん、多摩エリア全体の文化向上へとつなげることができる。 



・多摩地域の交通の要所である立川市の、たましん RISURUホール、立川市子ども未来センターを

拠点とすることで、他の多摩地域の市民もアクセスしやすく、多くの人々の参加・交流が期待で

き、市の活性化にもつなげることができる。 

・いずれの企画も入場料、参加費を低価格に設定していることから、立川市が若い世帯にとって

文化・芸術に親しみやすい、住みやすい環境であることを知ってもらう機会も担っている。 

※今議会で関係する議案・報告委員会：無 

添 付 資 料 有 

問い合わせ先 

・立川シアタープロジェクト実行委員会（たちかわ創造舎） 

電話：042‐595‐6347 

・産業文化スポーツ部 地域文化課長 比留間 幸広 

電話：042-523-2111（内線）4500 



立川から演劇を地域へ！世界へ！ 

立川シアタープロジェクト・プログラム紹介 

◎主催公演・子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台 vol.3 

『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』12 月 21～23 日に上演 

０歳児を連れた保護者の方からお年寄りまでが楽しめる作品を目指して、誰もが聞

いたことのある世界の児童文学の名作を上演している「子どもとおとながいっし

ょに楽しむ舞台」。vol.1『音楽劇 アラビアンナイト』（動員 135８名）、vol.2 『西

遊記～悟空のぼうけん～』（動員 1567 人） に続く 3 作目は『ドリトル先生と動

物たち、月へゆく』を上演します。会場はたましん RISURU ホール・大ホール。開

演前に、舞台に参加するための道具をつくるワークショップも開催（参加無料）。 

◎関連企画「子ども未来エンゲキ部」募集スタート 

演劇を「みる」から「やってみる」へ 

「子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台」の関連企画として、演劇ワ

ークショップを開催します。『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』の演

出家・倉迫康史と、出演俳優・平佐喜子が講師をつとめます。演劇を通

してコミュニケーションの楽しさや物語をイメージする楽しさが体験で

きます。 

◎関連企画「あちこちシアター」 2019 年 3 月 2 日に 3 回目を上演 

よみきかせの親しみやすさと、おしばいの迫力を合わせた「よみしばい」

スタイルのお芝居を上演します。『ドリトル先生と動物たち、月へゆく』

の会場となるたましん RISURU ホールの“あちこち”で上演することで、

劇場が身近な場所であることを知ってもらう機会を創出します。 

＝これまでの「あちこちシアター」＝ 

vol.1 『ヴェニスの商人』2018 年 7 月 22 日（日） 会場：展示室（地

下１Ｆ） 

vol.2 『ドリトル先生、アフリカへゆく』2018 年 9 月 30 日（日） 会場：1F ロビー 

【お問い合わせ】立川シアタープロジェクト実行委員会 

〒190-0022 東京都立川市錦町 3-3-20 たましん RISURU ホール（立川市市民会館）2 階 

TEL:042-595-6347（代表／平日 9:00〜17:00） FAX: 042-595-6348  

Mail：info@tachikawa-sozosha.jp 
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