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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 2 回立川市スポーツ推進審議会 

開催日時 平成 28 年 10 月 18 日（火曜日）  午後 7時 00 分～午後 7時 45 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ラジオ体操の取り組みについて 

3．その他 

配布資料 ・ニュースポーツについて 

・ラジオ体操の取り組みについて 

出席者 ［委員］ 

秋山エリカ、石川敏浩、中村利文、山﨑俊英、富永立人、市川智庸、

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 1 人 

会議結果 1． 次回審議会開催日時 

平成 29 年 1 月 24 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 2 回立川市スポーツ推進審議会 会議録 

 

開催日時 平成 28年 10 月 18 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、山﨑俊英、富永立人、市川智庸、 

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 

 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 1「ニュースポーツについて」をご覧ください。 

       （１）立川市の現状についてです。 

スポーツ推進委員協議会と連携して、ソフトバレーボールの大会を毎年実施

しており、またゴールドッヂについて内部研修会を行いました。なお、ソフト

バレーボール大会については、当面の間は大会継続を予定しております。 

パラリンピック競技種目であるブラインドサッカーとボッチャについては、

今年度も競技体験会を引き続き実施していきます。なお、11月 5,6日に開催さ

れる「たちかわ楽市」にて東京ヴェルディに委託する形でブラインドサッカー

について体験会を実施する予定となっています。ボッチャについても、11 月

27 日にスポーツ推進委員協議会と連携して体験会を実施する予定となってい

ます。 

他のニュースポーツ種目については、スポーツ推進委員協議会において競技

体験（研修）を行う程度で、競技用具等は持ち得ていないというのが現状です。 

まとめとして、ニュースポーツには多くの競技種目があり、その中からどの

競技種目を、市として取り上げるのか明確な基準が存在しない。また、一度に

多くのニュースポーツを取り入れられないので、何かひとつ取り組んで、ある

程度整備されたら、また次のニュースポーツへと取り組むべきだと考えており

ます。 

（２）行政の役割についてです。 

これらの現状を踏まえた上で、行政の役割をまとめてみました。まずは「ニ

ュースポーツについての情報収集」です。ニュースポーツというくらいですの

で、まだ知られていないニュースポーツが多くあります。まずはこのニュース

ポーツについて情報を収集することだと思います。 

次に「運動施設等の活動場所の提供」です。体育館や屋外体育施設などの活
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用だけでなく、本来は体育施設でない学習等供用施設などの公共施設でも実施

可能なニュースポーツもあるのでそれらを含めて活用できる場所の確保・提供

が必要でないかと思います。 

最後に「既活動団体と活動希望者とのパイプ役としての情報発信」です。活

動団体には広く参加者を募集している活動団体もあるかと思います。活動団体

の状況を把握し情報発信していく必要があるかと思います。 

       （３）行政が取り組む事項についてです。 

       事例として行政が取り組むべき事項についてまとめました。 

一つ目は「ニュースポーツについての情報収集」です。ニュースポーツには

多くのものがあるので、まずは情報収集が必要です。一例として、立川市老人

クラブ連合会や子ども会、小中学校でどんなニュースポーツを実施しているか

現状を確認する必要があると思います。また、会館や学習館等で活動されてい

るスポーツ団体へアンケート実施を行い、メンバーの募集を行っているかを含

めて活動状況を把握することも重要かと思います。また、ネットでの情報収集

も必要かと思います。 

二つ目は「ニュースポーツについて収集した情報の活用について」です。収

集した情報の情報発信が必要かと思います。情報発信する内容としては、メン

バー募集を行っている団体について、競技の種目名、競技内容、活動日、活動

場所、連絡先等が考えられます。情報発信する方法としては、体育館や関連公

共施設等でのチラシ設置などが考えられます。また、立川市ホームページには

立川市動画チャンネルというものがあります。動画などが挙げられるのであれ

ば配信することも可能かと思います。 

（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。 

       ゴールドッヂというのは、これから普及していく前提で研修会を実施された

のでしょうか。 

（事務局）  ゴールドッヂに関しましては、ソフトバレーボール大会は継続実施していく

前提からこれに替わる競技種目としては積極的に取組んではおりません。この

競技は、フリスビーの柔らかいウレタン製のドッヂビーを使い、フットサルコ

ート規格のコートで競技者がパスをつなぎシュートし、得点を競い合うもので

す。競技性として広く市民の方に楽しんでいただけるか等について内部研修会

として実技体験を行いました。これを今後、参加型の教室、または大会形式に

していくかどうかについては検討をしている状況であります。 

（会 長）  手応えはいかがでしょうか。 

（事務局）  内部研修会だけでなく、昭島市のスポーツ推進委員との実技交流会でもゴー

ルドッヂを行いました。ほとんどの方が初めて競技されたのですが、やはり得

点を競い合う競技性がおもしろく楽しんでいただけました。ただし、熱くなる

とスピーディな競技になるため、激しいスポーツであるという課題はあるかと

思います。 

（会 長）  他にご意見等ありますでしょうか。 
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（委 員）  質問です。ニュースポーツをテーマとして取り上げていますが、方向性とし

てどのように立川市としては持っていきたいのか。 

（事務局）  ニュースポーツには多くの種目があるのでどのようなニュースポーツがある

か情報収集するのですが、特に現在行われている受け入れ易いニュースポーツ

に絞っていきたいと思っています。アンケート等を行い、現在実施されている

ニュースポーツを確認したい。だれもが取り組みやすいというニュースポーツ

を少しでも市として市民の方に提供していけたらと思います。また活動してい

る競技団体と運動をしたい方とをつないで、運動の機会の提供が出来ればと思

います。 

（委 員）  市民の皆さんみんながスポーツに親しめるようにという理由でニュースポー

ツを取り上げられたかと思います。普及するための現状把握という点と、この

審議会で立川市として何かひとつのニュースポーツを挙げるという点で、両方

が交錯して意見が出されているので整理していく必要があると思います。 

       例えば、小中学校でどんなニュースポーツを行っているのかアンケートを実

施するなどをすべきである。早く現状の把握をし、その結果をこの審議会に報

告し、それをもとに議論をしていく形にすべきである。それと同時に、市とし

てどのようなニュースポーツに取組んでいくべきかという議論を、二本立てで

もいいし、その中から選んでいってもいいし、整理していただくと意見が言い

易くなると思う。 

（会 長）  ありがとうございます。今の意見にあるように、根底にはスポーツ競技人口

を増やしましょうというものがあります。ここからスタートした時に、どの年

齢層にスポーツをやってもらいたいかというものが明確になると、そこに合う

ニュースポーツというものが出てくるかと思います。小学生なのか高齢者なの

かターゲットがどこなのかがあれば、明確な議論が出来るかと思います。 

       市として運動していない年齢層がどこであるか把握されているのでしょうか。

そこが不明確であれば、まずは調査が必要かと思います。先程話があったゴー

ルドッヂがもし激しいスポーツであったとするならば、高齢者や障害者といっ

たターゲットには向かないものであります。 

       スポーツ競技人口を増やしたいのであれば、どの層に向けたスポーツがいい

のかを洗い出していく必要があると思います。 

       他にご意見ありますでしょうか。 

（委 員）  高齢者向けであれば激しいスポーツでは当然無理であり、特に怪我の危険性

を重要視しなければならないと思います。 

（会 長）  どの年齢層に対してアプローチするのか、この年齢層ならばこのスポーツで

ないかという点で、整理していく必要があるので調べていただきたい。 

（事務局）  先程話があったゴールドッヂも、今現在取り組んでいるソフトバレーボール

も結構アクティブな競技であるので、その点も含めて確認いたします。 

（会 長）  よろしくお願いいたします。 

       ニュースポーツの用具についてですが、立川市に本当に用具がないのか、も



 - 5 - 

しくか近隣の大学や障害者スポーツセンターなどの施設に用具があって借りる

ことで足りるのかその辺りの確認も必要なのでないか。使う頻度によっては購

入しなくても借りることで足りるものもあるのではないか。用具が高額であれ

ば無駄のない用具活用の検討も必要である。 

（委 員）  ４年後の東京オリンピック・パラリンピックで採用されるニュースポーツに

ついて状況はいかがでしょうか。ブラインドサッカーやボッチャは先程パラリ

ンピック競技種目であるとありましたが、４年後を見据えてその辺りにしぼっ

ていってもいいのではないか。 

（事務局）  ニュースポーツと言えるかどうかはありますが、新種目として「スケートボ

ード」があります。立川市には「スケートパーク」という施設があります。こ

の施設は、市外の方も含め施設利用登録者はルールに基づいて自由に利用する

ことができます。 

       またオリンピック・パラリンピックの競技の中では、特にパラリンピックの

競技は他国に比べて遅れているところがあると組織委員会が言っています。都

も基金を創設して補助金を出すという話があります。これをうまく活用し、用

具を揃えるなどもしていきたいと考えています。 

（会 長）  他の国より遅れているというのは、用具がないというところでしょうか。 

（事務局）  遅れているという情報しか把握していない。都の補助金説明会でも他国に比

べて遅れているという説明であった。 

（委 員）  ニュースポーツの議論において、ブラインドサッカーやボッチャが入ってい

るが、そもそもこれらは障害者スポーツである。 

       今回の議論において、障害者スポーツが混同されていて議論が難しくなって

しまっている。その辺りも整理した方がいい。 

（会 長）  あくまでもスポーツ競技人口の増加に焦点を置いた方がいいのではないか。 

（委 員）  昨年度までは障害者スポーツ、今年度はニュースポーツがテーマなので、整

理して障害者スポーツについてはテーマとして出さない方がいいのではないか。 

（会 長）  事務局はその点について整理をお願いします。 

       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ラジオ体操の取り組みについて 

（事務局）  資料 2をご覧ください。 

      （１）ラジオ体操会・みんなの体操会についてです。 

       こちらは、健康推進課とスポーツ振興課の 2課協力で実施しました。7月 16

日（土）には柴崎体育館で講師は岡本美佳先生、アシスタントは天井澤愛里沙

先生で実施し、約 120名の方が参加されました。スポーツ推進委員 8名と立川

市ラジオ体操連盟方々の協力で開催されました。夏休み期間に入った 7 月 22

日（金）には泉体育館で講師は岡本美佳先生、アシスタントは天井澤愛里沙先

生、五日市祐子先生で実施し、約 157名の方が参加されました。スポーツ推進

委員 4名と立川市ラジオ体操連盟方々の協力で開催されました。この日は当日
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ケーブルテレビのＪ：ＣＯＭによる取材がありました。両会場にて、10月に開

催予定のラジオ体操指導者養成講習会のチラシ配布を行いました。 

      （２）ラジオ体操指導者養成講習会についてです。 

       こちらは、健康推進課、高齢福祉課、スポーツ振興課の 3課協力で実施しま

した。10月 1日（土）に会場は泉体育館で、講師は岡本美佳先生、アシスタン

トは天井澤愛里沙先生で実施されました。事前申込者は 71 名で、当日参加者

は 66 名でした。なお、自己負担 2,000 円の認定料を支払うことにより、ラジ

オ体操指導員の資格を取得することができ、実際こちらを申請された方は 61

名でした。 

      （３）ラジオ体操指導者の派遣についてです。 

       こちらの講習会にて、正しいラジオ体操を覚えた方々に、自治会や地区体育

会で実施するイベント、または地域の健康フェアなどに参加して、ラジオ体操

の普及に努めていただきたい。 

       最後にその他についてですが、ラジオ体操会の参加者の多くが高齢者であっ

たため、今後対象者を小中学生に拡大していきたいと考えております。 

       また、今後も公認講習会を引き続き実施し、資格取得者に地域でのラジオ体

操の普及活動の役割を担っていただきたいと考えております。 

（会 長）  いかがでしょうか。小中学校の子どもたちへの拡大という話がありましたが、

実際にどうすることが有効であると考えますでしょうか。 

（委 員）  実際、地域の子ども会で夏休みに広場に集まって朝ラジオ体操をみんなで行

うというようなことはやっていないのが実情かと思う。学校では教育委員会の

方からやってくださいというような話は来ておりますが、普段の生活の中にお

いて今の子どもたちはちょっとラジオ体操とはほど遠い環境になっている。体

育の授業の準備運動においても、ストレッチを取り入れる状況になっている。 

（会 長）  朝のラジオ体操を復活させたら、子どもたちの集まりはどうでしょうか。 

（事務局）  高松町で年に 1回立川競輪場に集まってラジオ体操を行うということを聞い

ております。こういった活動をする地区は少なくなっている。 

（委 員）  私の住んでいる地区の東大和南公園では夏休みになると高齢者から子どもま

で幅広くラジオ体操をやっている。 

（会 長）  やっていない子どもたちにラジオ体操をやってもらいたい。何かいい方法は

ありますでしょうか。 

（委 員）  以前行われた立老連の運動会で、準備運動の際にストレッチ等長く体操をし

たらラジオ体操だけでいいという意見があった。本来は怪我をしないようにス

トレッチ等をよくしたほうがいいと思うが。 

（会 長）  ラジオ体操は本当によくできた体操だと私は思っていて、子どもからお年寄

りまでやることで、かなり体の機能そのものの維持・向上につながり、血液循

環の促進にもつながるものである。 

（委 員）  教育現場の保健体育ではその競技に合った準備体操を行うとありますが、ラ

ジオ体操は日本の文化であります。外国の方は、これを見て日本人はみんな同
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じ体操が出来るのかと大変驚いています。学校としては運動会などの際にひと

つの競技、ひとつの文化として取り入れている。日常から取り入れているので

はなく、日本人として覚えておくとどこに行ってもラジオ体操はできるぞとい

う伝え方の問題である。小中学生にやるとしたらやっぱり朝早く起きてラジオ

体操を行う方法を復活させるべきである。 

（会 長）  朝早く起きて行うラジオ体操は、やはり爽快感があると思う。 

（委 員）   会社でもよく取り入れている。労働前のラジオ体操で体を起こす効果がある。 

（事務局）  工事現場でもよくラジオ体操が実施されている。ラジオ体操の効果として体

全体の覚醒と怪我防止がある。安全管理につながるものとして取り入れている

のかと思います。 

       また、市の方にラジオ体操についての問い合わせがあります。内容は、朝の

ラジオ体操はどこでやっていますかというものです。市にはラジオ体操協会が

ありまして、協会の方が、市内 6地区程でラジオ体操をやられていると聞いて

おります。 

（会 長）  こういう取り組みがあるとラジオ体操をやる方が増えていくかと思います。

ラジオ体操マップなどがあるとより参加者が集まってくるのではないか。 

（委 員）  今話があったように、どこでやっているのかというのは知られていない。ま

た、どこでやっているということも通知されていない。期間も夏休みだけなの

か、一年通してやっているのかも不明である。広報紙などで情報発信していた

だければ、いくらか運動する機会も確保できると思う。自治会自体も減ってき

ているので、情報発信が乏しくなっている。どのように情報発信していくかも

課題ではないかと思う。 

（会 長）  ラジオ体操マップのようなものの作成の検討もお願いしたい。 

（事務局）  体育協会を通してラジオ体操協会に確認をとっていきたいと思います。 

（会 長）  かなりスポーツ競技人口が増えるかもしれないですね。 

（事務局）  参加者が集まっていって、それが核になると大変効果が出るのではないか。 

（会 長）  やりたい人がいっぱいいるけど、一人ではなかなかという方が多くいるので

はないか。 

       では、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。例年通りの年明け 1月中旬辺りとい

うことで 24日（火）はいかがでしょうか。 

皆様よろしいでしょうか。それでは、第 3回審議会は、年明け 1月 24日（火）

の午後 7時から開催させていただきます。 

（会 長）  他にご意見ありますでしょうか。 

それでは以上をもちまして第 2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。 


