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審議会等の議事の要旨（要点） 

（基本情報） 

会議名称 平成 28 年度  第 1 回立川市スポーツ推進審議会 

開催日時 平成 28 年 6 月 7 日（火曜日）  午後 7時 00 分～午後 8時 30 分 

開催場所 泉市民体育館 研修室 

次第 1．開会 

2．報告・協議 

  ①ニュースポーツについて 

  ②平成28年度立川市スポーツ振興課事業取組について 

3．その他 

配布資料 ・立川市スポーツ推進審議会委員名簿 

・立川市スポーツ推進計画の概要 

・平成 27年度立川市スポーツ推進審議会開催実績 

・ニュースポーツについて 

・平成 28年度立川市スポーツ振興課事業取組について 

・（追加資料）ラジオ体操会チラシ 

出席者 ［委員］ 

秋山エリカ、石川敏浩、中村利文、富永立人、市川智庸、古屋幸雄、

山本良明、古岡邦人、近藤透、片野勧 

［事務局］ 

久保義彦（スポーツ振興課長）、石川勝則（スポーツ振興係長）、 

野﨑好弘（スポーツ振興係） 

公開及び非公開 公開 

傍聴者数 0 人 

会議結果 1． 次回審議会開催日時 

10 月 18 日（火）午後 7時 泉市民体育館研修室で開催予定 

担当 産業文化スポーツ部スポーツ振興課スポーツ振興係 

電話 042-529-8515 
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平成 28 年度 第 1 回立川市スポーツ推進審議会 会議録 

 

開催日時 平成 28年 6月 7 日（火曜日） 午後 7 時 00 分～午後 8時 30 分 

開催場所 泉市民体育館 研修室 

出席者 ［委員］ 秋山エリカ、石川敏浩、中村利文、富永立人、市川智庸、古屋幸雄、 

山本良明、古岡邦人、近藤透、片野勧 

    ［事務局］ 久保スポーツ振興課長、石川スポーツ振興係長、野﨑 

 

会議の内容(要旨) 

1．開会 

（秋山会長より） 

 

（2．協議の前に） 

・辞令伝達 

 東京都多摩立川保健所選出委員が人事異動により委員変更。選出された近藤透委員に辞令

伝達を行う。 

・委員、事務局自己紹介 

  

2．協議 

 ①ニュースポーツについて 

（会 長）  事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局）  資料 2をご覧ください。 

       ニュースポーツについてご説明する前に、委員の入れ替えもありましたので

「スポーツ推進計画」について説明させていただきます。 

       章立てとしては、「第 1 章 計画策定の基本的な考え方」から「第 5 章 検討

組織及び経過」という構成になっています。 

       この中で「第 3章 計画の体系」にて、取組目標として、「スポーツ実施率を

70％へ」として掲げています。この目標を達成するために「第 4 章 計画の取

組事項」の「1 市民のライフステージに応じたスポーツの推進」があります。

27年度の審議会では、この中の「（4）障害者のスポーツの推進」についてテー

マとして取り上げていきました。 

       また、「2 交流と連携による地域スポーツの推進」にある「（4）ニュースポ

ーツによるスポーツの推進」について 27 年度第 3 回の審議会にて次回審議テ

ーマとして掲げられました。 

       この審議会は、スポーツ推進計画の推進、進捗確認も大きな役割を担ってお

ります。 

       続きまして、資料 3をご覧ください。 
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       27年度のスポーツ推進審議会の開催実績になっております。 

       27年度は 3回開催されており、第 1回は 27年 7月 21日に開催され次回テ

ーマとして「障害者スポーツの推進」について取組むことを決定しました。第

2 回は 27 年 10月 13 日に開催され「障害者スポーツの推進」をテーマとし、

審議結果として、現在既に取り組みのある「ブラインドサッカー」（屋外）、「ボ

ッチャ」（屋外）について今後も継続して実施していくことと、イベント等の事

業展開で必要な「サポート体制」、「多職種連携」について次回の審議会テーマ

とすることを決定しました。第 3回は 28年 1月 26日に開催され、「障害者ス

ポーツの推進体制」、「多職種連携」をテーマとし、審議結果として、障害者ス

ポーツの推進の際には、専門分野を含むあらゆる「多職種連携」の必要性を認

識し、今後も事業実施していくことと、「障害者スポーツ」以外のスポーツの推

進として、「ニュースポーツ」についても 28年度はテーマとして取り組んでい

くことを決定しました。 

       続きまして、資料 4をご覧ください。 

       ここから「２報告・協議」の「①ニュースポーツについて」となります。 

      資料にもあるように「ニュースポーツ」は、「だれもが、いくつからでも、いつ

までもできるスポーツ」、「競うことよりも楽しむことを主としているスポーツ」

となります。これを計画にもある「スポーツ実施率 70％」に近づける方策にな

るのではないかと考えます。代表的なスポーツとして何点か挙げております（タ

ーゲットバードゴルフ、ソフトバレーボール、スポーツ吹き矢、ペタンク、ド

ッヂビー）。 

       また、立川市スポーツ振興課では現在ソフトバレーボールを大会として開催

しています。また、研修会等でその他のニュースポーツについても実技体験を

行っています。 

       以上が「①ニュースポーツについて」の説明となります。 

（会 長）  ここまでの説明で、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

（委 員）  今挙げられたニュースポーツについて、取り組んでいるものがかなりありま

した。「インディアカ」は、以前体育指導委員をしていた時にやっていましたし、

体協でも「スポーツ吹き矢」をやっています。「ミニテニス」はもうかなり普及

していて「ニュースポーツ」の域を超えている。 

（会 長）  実際、この「ニュースポーツ」を行っている年齢層はどういうものなのか。

「スポーツ実施率 70％」を目標として、今年度「ニュースポーツ」に取り組む

とのことだが種目に対しての年齢層は把握されているのか。意外と高齢者が多

いのでないか。これが定着することによって日本中運動する高齢者が増えてい

くと思うのでターゲットとしてはいいのではないか。 

       現在、立川の高齢者が積極的に取組んでいる状況等について、立川老人クラ

ブ連合会選出の山本委員、いかがでしょうか。 



 - 4 - 

（委 員）  ペタンク、グランドゴルフ、輪投げなどは広く活動しています。老人会の平

均年齢は 70歳を超えていて、最高齢は 90歳以上です。 

       グランドゴルフは広いスペースが必要になります。自分たちがやっているの

は、外周として 50ｍ2本、30ｍ2本確保してコース設置します。 

（会 長）  ニュースポーツを広げていく際には、場所や施設が必要になるかと思います。

そういうことを市が理解しておかないと広がっていかない。 

（委 員）  立川市は、「砂川中央地区北多目的運動広場」などグランドゴルフができる施

設がある。 

（会 長）  ただ広げたときに、市内全域で利用可能な施設が足りないという問題は発生

するのでは。 

（委 員）  輪投げも力を入れている。先日、泉体育館で輪投げ大会を実施して、今週末

も予定している。 

       ただ以前は、輪投げを屋外施設で行っていた。風が強いと、輪投げ競技が成

り立たない。そういうこともあり、体育館を利用させてもらうことになった。 

（事務局）  市では過去に輪投げ用具を 2セット購入しており、広く活用していただけれ

ばと考えています。 

（委 員）  砂川にある四番組自治会の「長寿会」では、輪投げをやる施設として砂川学

習館の教室を活用している。 

（委 員）  ニュースポーツについては、種目ごとにターゲットをしぼるべき。市の方で

はどうお考えでしょうか。 

（事務局）  ある程度年代を絞ることによって、同じ世代で実施すれば継続する可能性が

上がるのでは。ターゲットを絞らないとあらゆる年代の方による参加が見込ま

れるものの、1回で終わってしまうこともあるのでは。 

       ただ、どのニュースポーツが、どういった年代に適しているのかは把握しき

れていないのが現状である。 

（委 員）  子どもをターゲットとしているのは、資料 4のところでは、ソフトバレーボ

ール、ドッヂビーなどが挙げられる。子ども向き、高齢者向きなどのターゲッ

トを絞っていった方がいいのでは。 

（委 員）  ターゲットバードゴルフなどは、かなり難しくまたそれなりの場所も必要に

なってくる。費用もかかる。 

（会 長）  他にありますでしょうか。 

（委 員）  立川ではスポーツ吹き矢というのはどこでやっているのか。 

（委 員）  体協でやっている。また各地区体育会でもやっている。競技としては子供で

もできる。またレクリエーション協会でもやっている。 

（委 員）  ニュースポーツのルールと指導員の体制についてはどうなっているのか。 

（事務局）  近々体協が中心となってボッチャの指導員養成講座を始める予定です。立川

市はボッチャに力を入れています。用具も市や体協で購入しています。 
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       いっぺんに多くのニュースポーツを取り入れられないので、何かひとつ取組

んで、ある程度整備されたら、また次のニュースポーツへという形に取り組ん

でいく予定です。そうした中で、自分にあったニュースポーツを見つけてもら

い、継続してもらう中で、スポーツ実施率の向上につながるかと思います。 

（委 員）  基本的に、ニュースポーツはだれでもできるスポーツです。インターネット

等で確認してルールを調べることにより、各地区体育会でも子どもたちに指導

をすることができます。 

（会 長）  ニュースポーツに取り組む効果などは医療機関の立場からはどうでしょうか。

こういう効果が医学的にあるなどの裏付けがあればより広がっていくのでは。 

（委 員）  老健施設やディホーム利用者を対象に、腹式呼吸を使うスポーツ吹き矢など

の活動は効果的ではないか。このスポーツ活動は介護支援だけでなく自立支援、

障害者支援の手助けになるのでは。こうした活動が増えればスポーツ実施率の

向上にもつながる。 

       また、老健施設等へのアンケートを実施することにより現在の活動（運動）

状況を把握し、審議会で活用できればと思う。 

（会 長）  老健施設で何をやっているか、何が出来るのか確認していただいて、また、

老健施設だけでなく児童施設や障害者施設でもニュースポーツの活用も検討で

きるかもしれないので、そこまで広げて調査してもよいのでは。 

（委 員）  立老連で実施しているグランドゴルフでも１名車椅子の方が参加されていま

す。 

（委 員）  自治会でもグランドゴルフは盛んにやっている。 

（委 員）  ゲートボールは、ニュースポーツに分類されているのか。 

（委 員）  市民体育大会の得点競技としても実施しているし、スポレクの種目としても

実施している。 

（事務局）  27年度からスポーツ振興課が市長部局に移行しまして、福祉の関係部署とも

連携して事業をしていく体制となりましたので、今後展開していきたいと思い

ます。 

（会 長）  ニュースポーツのリーダー養成というのも重要になってくるのでは。施設職

員や学生などもリーダーになり得るので、そこも含めて検討していただけたら

と思います。 

       他にいかがでしょうか。 

（委 員）  スポーツチャンバラはどんな競技なのでしょうか。 

（委 員）  先日、新聞に取り上げられていましたね。 

（委 員）  いずれにせよ怪我の問題は考慮しなくてはならない。 

（委 員）  過去に、体力測定の測定種目で事故（怪我）があったが、そもそも競うもの

ではないが、やはり競い合ってしまう傾向がある。 

（委 員）  怪我の問題と言えば、学校体育では組体操が安全管理上問題になっている。
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また、最近の子どもたちの中には、しゃがめない子が多い。 

       組体操に替わるものとして、ニュースポーツを取り入れることも検討しては

どうか。 

（会 長）  今、指摘された「しゃがめない」という状態は、体育大でも問題になってい

て、準備体操の段階で怪我をされることがある。跳び箱で手首を捻挫するケー

スがあり、強化のために雑巾掛けをやらせたら今度は人とぶつかって怪我をす

るということがあった。全然運動が出来ない子があふれている。 

       危ないからという理由で、公園の遊具を取り外したり、組体操を禁止したり、

「やらせない」という方向性が人間としての機能を失いつつある。 

       ドイツでは遊具に落ちても安全な対策を講じていて、やらせないのではなく、

やっても怪我をしない工夫をしている。 

       ニュースポーツを通して、巧みな体の使い方を覚えるというのも一つの方法

ではないか。 

       他にも事例があって、幼稚園の避難訓練では階段を降りられない園児がいま

す。高層マンションに住んでいる家庭では、エレベーターを使用するため階段

を使用しない子がいる。まさかと思うことが子どもたちの中で起きている。 

（委 員）  運転免許の更新手続きの際に、階段を使用しないよう言われたことがある。

過去に高齢者の方で怪我をした事例があったとのことです。 

       子どもたちの木登りも制止されるのが現状である。 

（会 長）  子どもたちのニュースポーツへの関心が高まることで運動能力が高まり現状

が変わることを期待したい。 

       他にいかがでしょうか。 

       心療内科にかかっている方へのニュースポーツの導入なのはいかがなもので

しょうか。 

（事務局）  市では委託事業として、泉体育館指定管理業者に障害者スポーツ教室の実施

をお願いしています。種目はバリアフリーダンス、ボッチャ、バドミントンと

なっています。 

       障害者スポーツ大会など大きなイベントには、知的と身体の障害の方は多く

参加されますが、精神障害の方は人と接することが苦手のためあまり来ないの

が現状です。この教室に参加することによって、汗を流すと気持ちいいなと感

じてもらい、少しずつ昔の元気な状態を取り戻してもらえればと思います。 

（会 長）  対戦とかしないスポーツ、一言も話さなくてもいい運動、例えばストレッチ

などで体を動かす機会を提供できればいいかなと思います。 

       では、続きまして次の議題について事務局より説明お願いします。 

 

②平成 28年度立川市スポーツ振興課事業取組について 

（事務局）  資料 5をご覧ください。 
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       はじめに「1ラジオ体操の取り組み」についてです。 

（1）ラジオ体操会について机上配布させていただきました「ラジオ体操・

みんなの体操会」チラシを合わせてご覧ください。柴崎市民体育館、泉市民体

育館で各 1 回実施します。NHK テレビより講師として岡本美佳さん、アシス

タントとして天井澤愛里沙さん、五日市祐子さんをお招きして開催します。 

       （2）ラジオ体操指導者養成講習会についてです。 

       これは、全国ラジオ体操連盟にお願いしての公認のラジオ体操指導者講習会

となります。講習会修了者で、希望の方には認定料自己負担でラジオ体操指導

員の資格を取得することができます。 

       （3）ラジオ体操指導者の派遣についてです。 

       これは、ラジオ体操指導者養成講習会修了者に、自治会や地区体育会で実施

するイベント等に参加していただいて、正しいラジオ体操の普及を行うもので

す。正しいラジオ体操の普及をするだけでなく、ラジオ体操をすることによっ

て体を動かすことの楽しさを広めていければと思います。 

       次に「2スポーツ振興等事業費補助金に係る事業」についてです。 

       （1）普及啓発等事業として、まず①東京 2020オリンピック・パラリンピッ

ク普及啓発事業についてです。これは、リオデジャネイロ大会に近代五種で出

場する立川市在住の朝長なつ美さんを応援する取り組みとなります。 

       ②スポーツ大会の開催支援事業についてです。これは、安全な大会運営と大

規模大会等の誘致に備える「空手マット」を購入するものです。 

       ③たちかわ楽市ブラインドサッカー体験会についてです。これは、委託事業

として 11 月に開催されるたちかわ楽市において体験ブースを設け、ブライン

ドサッカーの体験会を開催するものです。 

       ④泉市民体育館まつりについてです。まだ、予算要求中ではありますが、10

月 10 日に立川市体育協会が実施する泉市民体育館まつりイベント内にて、サ

ッカー、陸上、卓球などのスポーツが体験できる場を提供するものです。 

       次に（2）障害者スポーツ地域振興事業として、①障害者チャレンジスポー

ツ教室についてです。先程もご説明いたしましたが、泉市民体育館の指定管理

業者に委託する事業で、バリアフリーダンス、ボッチャ、バドミントンが教室

種目となっています。 

       ②障害者スポーツ体験教室についてです。こちらも、予算要求中ではありま

すが、委託事業として柴崎市民体育館にて、障害がある人もない人も気軽に参

加できる教室として、ブラインドサッカー、フロアホッケー、卓球バレーを実

施するものです。 

       次に「3 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業補助金に係る事業」につい

てです。 

       ①ラジオ体操教室については、先程ご説明したとおりです。 
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       ②障害者スポーツ振興事業についてです。こちらは立川市体育協会に委託し、

障害者スポーツの振興を図るため「ボッチャ」の教室を開催するものです。 

       ③ジュニア体力及び競技力向上事情についてです。こちらも立川市体育協会

に委託するもので、主に普段スポーツをしていない子供たちを対象にして、陸

上、野球、テニス、合気道などを実施するものです。 

       最後に、「4緑化まつりの取り組み」についてです。 

       これは既に実施済の事業ですが、緑化まつりイベント内にてオリンピック・

パラリンピックの普及啓発と障害者スポーツの普及啓発について、ブースを設

けました。今回は、ブラインドサッカー、車いすバスケット、ボッチャの体験

コーナーを設けました。午前中はあいにくの雨にもかかわらず約 250名の体験

参加者がありました。 

       以上が「②平成 28 年度立川市スポーツ振興課事業取組について」の説明と

なります。 

（会 長）  ありがとうございました。ここまでの説明で、ご質問、ご意見がありました

らお願いいたします。 

  このラジオ体操ですが、椅子に座ったラジオ体操というのがあります。幅広

く参加を働きかけるのであれば、やりたいけど腰や膝に負担がある方に、椅子

での体操をご案内できれば喜ばれるのではないか。他ではやっていない取り組

みなので、立川市として実施できれば高齢者の方にとって長く続けられるもの

になるのでは。 

（事務局）  このラジオ体操事業は、スポーツ振興課の他に健康づくり担当課と高齢福 

祉課の 3課連携事業となっています。その要望の中で、高齢者を重点に置いた

体操の実施を求めているものがありました。 

（会 長）  それでは、私のほうから、アシスタントのうち一人は椅子での体操指導とい

うお願いをしておきます。 

（事務局）  ありがとうございます。 

（会 長）  他にご意見いかがでしょうか。 

（委 員）  小学校ではラジオ体操をやられていますか。 

（委 員）  例えば運動会などでやっていますが、日常的にはやっていないと思います。 

（委 員）  日常的な取り組みについては、教育委員会からもないと思う。出来ない子供

たちもかなり多い。 

（事務局）  ラジオ体操の取り組みについては、教育委員会も巻き込んでという展開も考

えているので、投げかけてみたいと思っております。 

（会 長）  他にご意見いかがでしょうか。 

（委 員）  ラジオ体操指導者養成会には、年齢要件等はあるのでしょうか。 

（事務局）  １８歳以上で上限なしとなっています。 

（委 員）  参加申込はどうなっているのでしょうか。 
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（事務局）  ラジオ体操会は、事前申込不要の当日参加制です。ラジオ体操指導者養成講

習会は、定員制で 25名程度を予定しています。 

（委 員）  まず、ニュースポーツについての子どもたちの現状ですが、体育の授業で取

り入れている部分もある。アルキメッドというニュースポーツを行っているが、

この競技は子ども向きで、お年寄りには向かないニュースポーツである。ニュ

ースポーツと言ってもかなり色々な種類があって、スポーツ吹き矢などは障害

者向きで、軽い動作で楽しめるものである。 

       ニュースポーツについてどんなものがあって対象がどうであるかなど知って

もらうことが大事である。スポーツ実施率を 70％にしたいのであれば、医学の

面からこういう点で体にいいなどと前段構えていただいて、それならこういう

ニュースポーツがあり、ここに連絡すればいいなどという一覧表を作って、市

民に周知させることが大切である。 

（委 員）  先程も話があったように、しゃがめない、肘が曲げられないなどの現状に対

して、整形外科の分野で検証を行っている。関節可動域をよくする運動として

どういうものがいいかなどの取り組みを実施している。 

（委 員）  出来れば事務局の方で、一覧表を作って提示していただきたい。それからも

う１点、場所という問題ですが、学校をもっと活用していただきたい。部活動

や学校行事などもあるが、必ず利用できる時間があると思う。それでなくても、

逆に例えば月曜の夜などニュースポーツや障害者スポーツの枠として確保する

というやり方もある。こうして時間と場所を確保した段階で皆さんにお知らせ

するという組織的な取り組みが大切だと思う。教育委員会など役所内で連携し

て取り組むことが役所の役割であると思う。 

（会 長）  貴重なご意見、ありがとうございます。ニュースポーツについて、どういう

ルールで、どういう年齢層に向いていて、それに伴う効果としてどういうもの

があるのかなどが一覧で確認できると、選択し易いかと思います。あと、施設

の問題についてですが、市内にある民間企業は体育館をお持ちではないのでし

ょうか。意外と企業が持っていることもある。昔にスポーツ選手を抱えていて、

現在手放している企業等があれば利用できる体育館もあるかもしれない。そう

いう所もうまく利用できるのではないかと思う。 

       特にニュースポーツというのは、体育館ほど広くなくてもできるものもある

ので会議室程度でもいいのでは。 

（事務局）  この泉体育館の研修室も、軽運動の教室としても利用している。 

（会 長）  他にご意見いかがでしょうか。 

       続きまして、「３ その他」について事務局からお願いします。 

  

3．その他 

（事務局）  次回の審議会開催の予定についてです。例年ですと第 2 回は 10 月頃開催と
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なりますがいかがでしょうか。 

（会 長）  皆様よろしいでしょうか。それでは、10月開催でよろしくお願いします。 

（事務局）  候補日を決めさせていただければ。 

（会 長）  火曜日の午後 7時からですが、ご都合はいかかでしょうか。 

10月 18日（火）はいかがでしょうか。 

（事務局）  それでは、10月 18日（火）を第 2回の開催予定日とさせていただきます。 

（会 長）  以上をもちまして第 1回立川市スポーツ推進審議会を終了いたします。あり

がとうございました。  


