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平成31年度 第２回 立川市スポーツ推進審議会 会議録

（基本情報）

会議名称 平成31年度 第２回 立川市スポーツ推進審議会

開催日時 令和元年９月３日（火曜日） 午後７時00分～午後８時45分

開催場所 立川市泉市民体育館 研修室

次第 １ 開会

２ 第１回スポーツ推進審議会会議録の確認について

３ 協議事項

（１）他自治体のスポーツ実施率の状況について

（２）スポーツ推進計画の実施状況と課題、次期計画の方向性等について

（３）次期計画の体系等について

４ 今後の審議会の開催予定について

５ その他

資料 資料１ 平成31年度第１回スポーツ推進審議会議事録（案）

資料２ 他自治体のスポーツ実施率の状況

資料３ 「スポーツ実施率向上のための中長期的な施策」について（スポーツ

庁の通知）

資料４ 立川市スポーツ推進計画の実施状況と課題、次期計画の方向性等につ

いて

資料５ 第２次スポーツ推進計画の方向性等について（案）

資料６ 第２次スポーツ推進計画の計画体系について

資料７ 第２次スポーツ推進計画の構成について（案）

資料８ 平成30年度の立川市体育施設の利用状況（稼働率）

参考資料１ 立川就学前スタンダード 20
参考資料２ アクティブプラン【立川市版】to 2020（改訂版）

出席者 ［委員］

秋山エリカ、河内 勝正、井美万里子、菊池 修、水越 伸朗、

永島 康雄、髙橋 節子、市川 利夫、西村 修二、砺波 正博、

渡邉 健太

［事務局］

矢ノ口美穂（産業文化スポーツ部長）、高木 健一（スポーツ振興課長）、

有馬 理（スポーツ振興係長）、加藤 英樹（管理係長）、

岩﨑 利治（スポーツ振興係）、中村 益弘（スポーツ振興係）

公開及び非公開 公開

傍聴者数 0人

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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会議の内容(要旨)
１ 開会

（会長） 会議を開会したい。

本日の到達目標は、次期計画の体系等について了解をいただくこととしている。

議事に入る前に、事務局から、配布資料の確認をお願いしたい。

（配布資料確認）

（会長） それでは、次第に沿って、会議を進めてまいりたい。

２ 第１回スポーツ推進審議会会議録の確認について

（会長） 前回の審議会の会議録（資料１）については、あらかじめ配布され、それぞれ確認されたこ

とと思うが、訂正等はあるか。

（意見等なし）

（会長） それでは、議事録について、承認したい。

３ 協議事項

（１）他自治体のスポーツ実施率の状況について

（会長） 事務局より、資料の説明をお願いしたい。

（資料２、３、８をスポーツ振興係長から一括説明）

・調布市のスポーツ実施率が順調に伸びている。

・立川市においては、平成26年度から平成30年度にかけて、30％台中盤で推移してきた（市民満足度

調査）。これに対し、本年６月に実施したスポーツに関する意識調査では、東京都スポーツ推進総合計

画におけるスポーツの定義（散歩やストレッチ等の軽運動を含む）を用いたところ、実施率は70％強

との結果となった。

・体育施設の利用者数については、平成27年度から平成30年度にかけて、延べ100万人を超える利用

があった。

・体育施設の稼働率（平成30年度）については、泉・柴崎両市民体育館とも90％を超えている。野球

場については、主に土・日曜日に利用されているため、稼働率は30％前後となっている。庭球場につ

いては50％前後、多目的運動広場については30％前後の稼働率となっている。

・調布市でのスポーツ実施率の上昇については、ハード面とソフト面の要因が考えられる。ハード面に

関しては、平成29年度に２つのスポーツ施設が開設された。ソフト面に関しては、講座や催しに関す

るチラシを全戸配布したことで、参加者が増えたものと推察されている。

・スポーツ庁からは、「スポーツ実施率向上のための中長期的な施策」として、スポーツ審議会健康スポ

ーツ部会からの提言がされている。

（会長） ただいま、事務局から資料の説明があった。

立川市では、散歩やストレッチ等の軽運動を含んだ調査としたことで、スポーツ実施率が70％を超え

る結果となったということだが、調布市でも、同様の調査としているのか。

（スポーツ振興係長） 調布市に限らず、多くの自治体で、国や都の調査方法に準拠して調査を行って

いる。

（会長） 両市民体育館は、素晴らしい稼働率となっているが、それ以外の野球場などの稼働率が伸び

ていないのと同時に、子どもたちにとって、自由にボールを投げられるような場所がないという話も

よく聞かれる。野球場が空いている時間帯に、子どもたちが利用できるようにならないものかと、素

朴に感じる。

（委員） 放課後、子どもたちが身体を動かすとなると、地域の公園で遊ぶことが多い。

市内の公園では、「ボールで遊んではいけない」となっており、野球やサッカーをして遊んでいる

と、近隣住民から学校へ苦情が寄せられる。

学校の校庭も、土曜日・日曜日は校庭開放をしているが、少年野球や少年サッカーの団体が利用し

ているため、遊びに来た子どもたちが自由にボールを蹴ったり投げたりできるスペースはない。

（会長） 子どもたちのボール投げなどの運動能力の低下ということが、中学校においても見られると

思うが、「ボールを投げられる場所がない」とする一方で、「野球場が空いている」というようことを

マッチングできるようなシステムは考えられないか。

（委員） 会長が言われるとおり、スポーツテストの結果を見ると、投運動で差が出る傾向がある。

いろいろと原因はあると思うが、「場所が空いているのに、なぜボールを投げられないのか」。ここ
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で出された稼働率は、団体での利用ということで、遊びでの利用ではない。

私たちが子どもの頃は、サッカーよりも野球の方が人気が高く、どこでもボールを投げることがで

きたが、現在は公園などでのボール遊びが禁止されていることから、「投げることから教えなければ

ならない」といった状況がある（例えば、右利きの子どもが、右手と右足を同時に出して投げる等）。

（副会長） ここでの野球場の稼働率は、大会などでの利用状況ということだと思う。例えば、立川公

園野球場は、練習用の施設ではない。

それよりも問題なのは、子どもたちが、グローブやバットといった道具を持っていないということ

である。仮に、公園でのボール遊びを開放したとしても、そうした遊びをすることができない。昔は、

各家庭にグローブが必ず一つはあった。

スポーツクラブなどが介入しなければ、こうした問題は解決しない。

（会長） 指導者がいないと、上達が難しいのは事実であると思う。また、施設や安全管理上の問題も

あり、「どうぞご自由に使ってください」とすることも難しい。どのように指導者を配置するのかと

いうことも課題となると思う。

（委員） 資料２の説明があったが、平成26年から平成30年までのスポーツ実施率が30％台の横ば

いで推移してきたとのことである。一方、資料８で、市内体育施設の稼働率について示されたが、施

設の稼働率とスポーツ実施率との関係をどのように考えているのか。

スポーツ実施率を上げるために、体育施設とその稼働率がどのようにあるべきかということも考え

る必要があるのではないか。

（会長） 時期によって、「このスポーツの利用が伸びたが、一方ではこのスポーツが尻すぼみしてい

く」というような、スポーツの種目によっては、流行り廃りというのか、推移があるように思われる。

（副会長） それはあると思う。例えば、いまはゴルフに人気があるように、スター選手が出ると、注

目度も違ってくる。

スポーツ実施率であるが、30％台だったものが、70％まで上がったということだが、その内容がど

うなっているのか。「目標の数字を達成しました」で終わりで良いのか。

（会長） 散歩やストレッチを実践する市民の割合が伸びたのかも知れない。

（副会長） 何人を対象にした調査なのか、実施率70％の内訳がどうなっているのか、ということを

解析していかないと、「数字が上がった。次に何をするか」と問われても回答に困る。

（委員） 体育施設はいろいろあるが、水泳のように１人でできるものについては実施率も上がるが、

卓球のように２人以上いないとできないものもある。

公園を散歩するということでもスポーツになると考えるならば、「とらえ方」として、「１時間やっ

たら良いのか」「15分でも良いのか」。「10分でも良い」となれば、実施率が７割にも８割にもなるし、

「いや１時間以上だ」となれば、３割になってしまうかもしれない。

そうしたことへの共通認識がないと、数字だけ見てもいかがなものかと思う。

（会長） いま、他の自治体のスポーツの状況なども説明があったが、この内容について、もう少し状

況が分かるようにしていただきたい。

（２）スポーツ推進計画の実施状況と課題、次期計画の方向性等について

（資料４をスポーツ振興課長から説明）

（スポーツ振興課長） 資料のページ数が多いので、かいつまんで説明したい。

＊Ｐ.３ 子どものスポーツの推進「３.スポーツ振興課以外の部署が実施した事務事業」

・教育委員会指導課・学務課の事業（アクティブプランto2020）について掲載。→参考資料１・２を

参照

＊Ｐ.13 高齢者のスポーツの推進「５.課題」

・健康寿命の延伸が大きな命題となっていることから、健康づくりや体力づくりを目的としたスポー

ツ参加がより重要となっている。

＊Ｐ.16 障害者のスポーツの推進「５.課題」

・「障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が施行され、障害者に対する、さ

らなる具体的な配慮が求められている。

＊Ｐ.30 立川シティハーフマラソンの推進「８.次期計画の方向性と取組内容」

・「する」「みる」「支える」を包括した大会であるため、さらなる知名度・認知度の向上を図る。

＊Ｐ.36 既存スポーツ施設等の整備・充実「５.課題」

・施設の老朽化が進んでおり、安全で安定的な施設の管理運営を維持していくため、計画的な修繕・

更新が必要となっている。
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＊Ｐ.42ページ 指導者の育成・確保「５.課題」

・専門的な知識や技術を持った指導者の育成や確保が必要である。

＊Ｐ.48 健康づくり事業の推進「８.次期計画の方向性と取組内容」

・スポーツを日常生活に位置付けることで、人生を楽しく健康で生き生きとしたものにすることがで

きる。市民のスポーツに対する意識を高め、健康寿命を延ばすことを目指す。

（会長） いま説明のあった資料４について、意見や質問はあるか。

（副会長） 以前出された資料に比べ、数段良くはなっているが、まだまだ不十分である。

すべてを指摘すると時間が足りないので、先ほど会長の許可を得て、別紙に意見をまとめたものを

配布させてもらった。

参加者数について、スポーツ振興課が実施したものは具体的に書かれているが、他の団体のものについ

ては数字がない。これは、何か意味があるのか。

また、一番私が気に入らないのが、「次期計画の方向性と取組内容」について、「検討」という項目が非

常に多く目立つ。問題を解決させる手段をここに書いていただきたい。計画のところで、「検討」という

ことがたくさん出ている。それを、平成27年度から平成30年度まで、いろいろな形で審議してきたこと

と思うが、それをまとめる時期にあって、未だに「検討」という言葉が出てくること自体、不信感を抱く。

他にも、私ども体育協会として一所懸命やっているものを何度か示しているが、まだ漏れている。これ

は、意図的に漏らしているのか。例えば、中学校の大会というものを、平成25年頃から11種目について、

体育協会で受託してやっている。中学校で、どういう部活動があるのか載せてもらわないと、見られない。

矢ノ口部長には提出しているが、立川市レクリエーション協会で、高齢者向けの競技であるとか、

ニュースポーツについて、かなりやっている。私はインターネットで調べたが、最近の活動状態は見

えていないけれども、こうしたものもまったく載っていない。調査をすれば、もっと良い内容が入っ

ている。

個別のことについて、いちいち申し上げると長いので、この文書を読んでいただき、逆に質問があ

れば私からお答えする。

（スポーツ振興課長） まず、市以外の団体が実施している事業について掲載をしていないということ

であるが、紙面の都合などもあり、主な内容について取り上げている。

「検討」が中心で、「手段」が書かれていないことについては、次回の会議で「たたき台」を示し

たいと考えている。そこには、具体的な内容を盛り込むこととなる。

「体育協会が行っている中学校の大会について漏らしているのはおかしい」ということであるが、市の

教育委員会からの委託事業であれば、市の実績として掲載すべきものになると思う。

立川市レクリエーション協会の事業については、特に把握していないので、状況を調べたい。

（副会長） 立川のスポーツ振興、生涯スポーツの方向付けをしていくのであれば、すべてをここに入

れるのは難しいというのは分かるが、すべてを入れる努力をすべきではないのか。

「すべてを調べるのは無理だから、分かるものだけを載せた」というふうに、説明を理解した。

（スポーツ振興課長） これは、行政の計画であり、「行政が、今後５年間で何をやっていくのか」と

いうことを．．．。

（「行政がやるんですか！？」と呼ぶものあり）

（スポーツ振興課長） 行政がやるけれども、行政がすべてをできる訳ではないので、関係団体と連携を

しながらやっていく．．．。

（「ということは、方向付けですよね！？方向付けを検討するのに、実施計画の方にすべてに近い状態で

載ってこなかったら、次の計画は何をもって検討するのか」と呼ぶものあり）

（スポーツ振興課長） すべてと言っても、市内にはさまざまな活動があり．．．。

（「100%は無理ですよ」と呼ぶものあり）

（スポーツ振興課長） それらすべてを把握することは不可能である。

（「その努力はしなければいけないのではないか」と呼ぶものあり）

（スポーツ振興課長） 努力はしている。

（「していない。提示したものが載っていない。何を基準に載せているのか分からない」と呼ぶものあり）

（スポーツ振興課長） 重要なものと、そうでないものは分けている。

（「重要というのは、どこで判断しているのか。ここで審議するものではないのか。まずいものは最初か

ら、この資料から全部抜いてあると解釈してよろしいか」と呼ぶものあり）

（スポーツ振興課長） そういうことではないが、市内で行われている事業をすべて把握できる訳では

ないので．．．。

（「すべては無理ですよ。だけど、すべてを把握するよう努力するのが本来の姿ではないのか」と呼ぶも
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のあり）

（スポーツ振興課長） 努力をし、副会長から提示されたものも、載せるものは載せている。

（副会長） 部長に出した資料と比較していただきたい。

（産業文化スポーツ部長） いただいた資料はそのとおりであると思うが、いまスポーツ振興課長が説

明したように、この計画は、行政の計画である。スポーツの計画に限らず、市が直接行っているもの

を主に載せるということが大原則である。もちろん、市が把握していないからといって認めないとい

うことではない。

例えば、観光の計画であれば、花火大会であるとか、肉フェス、まんパクといったものは、何万・

何十万もの来場者があるが、掲載していない。

（副会長） そういう書き方にまとめればよい。

（産業文化スポーツ部長） いただいた資料の中から、なるべく掲載するようにはしているが、すべて

を網羅している訳ではない。

（副会長） 「スポーツ振興課が実施したもの」「その他が実施したもの」といった分け方をするから

混乱する。「市が主導的にやったイベントはこうだ」「その他の団体がやったものについては、立川シ

ティハーフマラソンも含めてこうだ」という書き方をすれば、このような疑問の発言はしないで済む。

（産業文化スポーツ部長） 主体が分かりにくいということか。

（副会長） 全然分かりにくい。ごっちゃになっている。立老連の運動会が載っているが、最初は載っ

ていなかった。情報を求められれば、出せるものをみなさん持っている。必要でないものはいいが、

その選択は行政がやるという説明ならば分かる。ただし、この席上においては、全部オープンにして

もらわなければならない。

（産業文化スポーツ部長） あくまで、行政の施策に関しての計画である。

（副会長） 私は、この審議のときに、くどいくらい確認しているが、そうは説明を受けていない。そ

れが自分だけだというのであれば、謝る。自分だけが発言するのは困るので、Ａ４一枚にまとめた。

言いたいことは、そこにまとめてある。

（会長） いろいろなものを網羅して、資料を作成していただき、たいへん詳しく良い物になってきて

いると思うが、「主体」が分かりにくいという意見もあったので、どこが主体なのかが明記された、

分かりやすい資料をお願いしたい。

（産業文化スポーツ部長） 市が直接的にコントロールをして、「増やす」「拡充する」としていくこと

が難しかったとしても、立川市のスポーツを盛り上げていく構成要素として漏らしていくべきではな

いというご意見をいただいたので、「書きぶり」や「見せ方」など、どこまで把握をして、どのよう

にこの計画を構成していくのか、十分に検討させていただきたい。

（会長） 立川市を主体とする以外でも、たくさんのイベントがあるので、できるだけ多く取り上げて

いただきながら、それぞれの主体が明確となるような資料作成をお願いしたい。

（副会長） 他の委員は、何も思わないのか。

（委員） このスポーツ推進計画を作るにあたって、立川市の上の指標というのか、資料３のスポーツ

庁の通知を念頭に、東京都も計画を作るのだろう。

「成人の週1回以上のスポーツ実施率65%」というのは、スポーツは何を指しているのか。散歩やスト

レッチも入っているのか。入っているのであれば、行政の及ばない範囲であっても、把握する必要がある

のではないか。

（会長） 実際のところ、アンケート以外では、なかなか詳細を把握するのは難しいと思う。

（委員） もう一つ。70%という目標設定があるが、この根拠は何なのか。

（会長） 東京都の目標に準じている。

（委員） 資料４の20ページ「次期計画の方向性と取り組み内容」で、「地域スポーツクラブの支援」

とあるが、この取り組みを進めれば、実施率70%を達成できると考えて良いのか。

（スポーツ振興課長） これだけで70%を達成できるわけではなく、他の施策も合わせて実施すること

で、最終的に70%にまで持っていきたい、ということである。

（委員） ということは、これ以外の施策もあるということか。行政として、やっていないから分から

ないということか。

（スポーツ振興課長） これ以外の施策として、「子ども」であったり、「高齢者」であったりというこ

とがあるので、それらを総合して実施率70%の目標を掲げている。

（委員） 「次期計画の方向性と取り組み内容」というのは、その方向で進めていき、またどこかのタ

イミングでアンケートを取って、その中で判断していく。目標と施策というのは、「対」になってい

るものだと思うが、「対」の割合の相関性が薄く、その中でやらざるを得ないように見える。
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（スポーツ振興課長） 例えば、地域スポーツクラブへの支援を充実することによって、実施率を何%

上げることができるのかといった、具体的な数字が示せれば良いが、直接的な関係を示すことは難し

い。計画に掲げられた施策全体を行うことによって、実施率70%を目指していく。

（委員） 資料４にまとめられた内容も、的を射た取り組みだと思うが、この内容で進めていくのであ

れば、審議する必要もないのではないかと思う。

（スポーツ振興課長） 行政の仕事というものは、継続性が大事という一面があるが、ただ同じことを

やっていても数字は上がらないし、下がってしまうこともある。このような審議を通じて、意見やア

イディアをいただくことによって、成果を上げることもできる。

（会長） 時代の流れや背景によって、スポーツの実施率も上がったり下がったりすることはある。最

近では、「働き方改革」という動きもあるが、空いた時間がスポーツに回されるかも知れない。

（委員） 新しい動きとして、立川市で「健康ポイント」が始められた。あれは、かなりインパクトが

あると思う。それは、反映しているのか。

（スポーツ振興課長） これは、健康づくりに関する項目に関連するが、スポーツ振興課としては、当

課の事業もポイントに加えることができないか、ということは考えている。

（委員） なかなか面白い取り組みであり、「目玉」として取り上げて良いと思うが、庁内的に問題が

あるのか。

（スポーツ振興課長） 連携という面で、庁内でも不十分なところがある。

（スポーツ振興係長） 「健康ポイント」は、現状、健康推進課が実施する事業にのみ、ポイントが加

算されることとなっている。期間は、平成30年度から令和２年度までの３ヶ年限定である。スポー

ツ振興課や生涯学習推進センターなどが実施する事業については、財源的な問題やシステム上の都合

などから、対象を広げることは難しい。

（副会長） 予算的なことを考えて、省いているのか。

（スポーツ振興係長） 予算のこととは、どういうことか。

（副会長） こういう事業を行ったら、どのくらいの予算がかかるのか、集計しているのか。

（スポーツ振興課長） 予算については、今後の調整となる。

（副会長） 「健康ポイント」というのがとても良い話なので、いま予算がどうのという話があったが、

予算は関係ない。

（スポーツ振興課長） 計画に基づいて、予算について調整していく。

（副会長） 私たちを利用してほしい。そういう良い話があるのなら、この計画に入れて、スポーツ推

進審議会の総意として、この実行計画に盛り込むべき。何かを隠しているようで、内容が分からず、

何も発言できない。

先ほど、ボッチャの件で余計なことをお願いしたが、リオパラリンピックでメダルを取った広瀬選

手を取材したテレビ番組を観たが、すごいスーパーマンである。うちに呼んでくれないかという話を

した。ああいうものを子どもたちに見せれば、声を上げて喜ぶ。神業である。

行政が足踏みしてしまっては、我々はもっと力がないので何も言えなくなる。

くどいようだが、この席では、みなさん活発に意見を言ってほしい。ダメなものはダメで良い。予

算が取れないものはできない。ただ、計画においては、具体的な意見を出してほしい。

（会長） この審議会においても、何かできることがあれば、次の審議会で議論ができるよう、資料を

提示していただきたい。

（委員） ひとつ提案であるが、「健康ポイント」について、この審議会の総意として、３年とは言わ

ず継続するよう強い要望があったと、働きかけていただきたい。

（会長） ぜひ、「健康」と「スポーツ」を結び付けて、施策を推進していただきたい。

（産業文化スポーツ部長） いま、市議会の議事録を検索してみたが、医療費をどれだけ削減できるか、

という実証実験が背景となっているということである。この審議会で、意見が出されたということは、

もちろん伝えていくが、立川市内の医療費がどれだけ下がったかという効果検証も我々としてもデー

タをチェックし、審議会の場でお知らせしたい。

（委員） 医療費削減が目的ということは、都や国が関係した話なのか。

（産業文化スポーツ部長） 国の保険医療の分野から出た事業である。

（委員） いま出た意見は、私もまったく同感である。競技性の高いスポーツと、健康づくりとそれぞ

れ重要であると思う。資料２の施策の対象として、子ども・若者、ビジネスパーソン、高齢者、女性、

障害者とあるが、それぞれの対象に見合った対策が必要であると思う。

立川市の地域保健医療計画の改定の議論がされていて、保健所の所長が出席している。健康づくり

の面で、「健康ポイント」といった話も出ており、双方でうまく連携を取り、それぞれの計画が進展
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していければ良いと思う。

（委員） 話は変わってしまうが、先ほどスポーツ振興課長が言われた、「障害者のスポーツの推進（資

料４、P.15～18）」の項で、「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例が施

行され、さらなる具体的な配慮が求められている。気軽に利用できるようバリアフリー対応やサポー

ト体制の充実などにより、参加できる教室や事業の拡大が必要」とある。

一方、資料３では「障害者のスポーツ実施率の目標は40%」とあるが、立川市内の障害者のスポー

ツ実施率の現状、施設や教室の利用状況はどのようになっているのか。その上で、40%を達成させる

にはどのような施策が必要か、というものを出していただかないと、「スポーツ庁では、これを目標

にしています」ということだけでは、立川市における現状がわからない。

（会長） 障害者のスポーツ実施率は、どこかに記載はあるか。

（スポーツ振興課長） 現状、障害者のスポーツ実施率は把握できていない。障害福祉課において、「障

害福祉計画」と「障害者計画」という２つの計画を策定しており、計画策定時には、アンケート調査

を実施している。

その調査項目の１つとして、スポーツの取り組み状況の設問を入れることができるので、今後、障

害福祉課と連携し、実態の把握に努めたい。

（会長） 例えば、腕を上げることも大変な方もいれば、それほど重い障害がない方もあり、障害の程

度によって、どのくらいの運動量をもってスポーツとするのか、定義が難しいかと思う。

実態の把握には、たいへんな作業になるかと思うが、よろしくお願いしたい。

（委員） スポーツ実施率の目標が70%ということであるが、70%を達成してしまったら、そのあとの

ことは、どのように考えているのか。

（スポーツ振興課長） 今回のアンケート調査では、70.8%という結果が得られ、目標はひとまず達成

できた。次期の計画に向けて、目標値をどのように設定するのかを検討していく。

（委員） 先ほど副会長が言われたように、数字というのは大事だと思う。その目標を達成してしまっ

たら、何もすることがなくなってしまうというふうにも考えられるが、試案などがあればお示しいた

だきたい。

（スポーツ振興課長） 引き続き、計画の進捗度を測る数値として、スポーツ実施率の向上を図りたい

と考えている。数字としては、すでに70.8%というアンケートの結果が出ているので、それ以上の数

値目標を掲げたいと考えている。

（会長） 70%を達成していても、その内容がどうかという考え方もある。例えば、先ほどの「健康ポ

イント」の話ではないが、それによって「病院へ行く人が減った」というような結果に繋がると、国

の狙いにも近づくということになる。

（委員） 今までが30数%だったことからすれば、今回増えた残りの30数%の方々は、散歩などの軽運

動をしている人がほとんどであると考えられる。

（スポーツ振興課長） 確かに、そのように読み取れる。

（副会長） 神奈川県大和市の事例だったかと思うが、200箇所もの公園すべてに、高齢者向けの健康

遊具を設置したところ、医療費が半減したということがある。

（会長） 「質の向上」についても、進めていただきたい。

次に資料５であるが、現行計画が実施率70%に達したということで、それぞれの施策について、第

２次計画における位置付けを「充実」「継続」に分類し、「当面の方向性」と共にまとめたものである。

事務局から説明をお願いしたい。

（資料５をスポーツ振興課長から説明）

（会長） それぞれの施策の実施状況は、いずれも「順調に進んでいる」ということであるが、ご意見

等はあるか。

（副会長） 文言について、「当面の方向性」の項で、「向上を図る」「検討していく」といった表記が

見られる。「検討」というと、「やらない」というふうに読めてしまう。書き方については、考えてい

ただきたい。

施策４「障害者のスポーツの推進」についてであるが、障害者のスポーツ環境というのは、非常に

悪い。これを増やすことは当然である。また、今の子どもたちに、障害者の方々がスポーツに励んで

いる姿を見せたい。

パラスポーツのトップアスリートが活躍する姿を見れば、子どもたちは純粋なので、何かを感じる

ものがあると思う。そういう意味での「見せる」場所をつくってあげたい。「する」場所だけではな

く、「見る」「応援できる」場所の整備を考えていただきたい。

（委員） この16個の施策について、第２次計画における位置付けとして、「充実」と「継続」とある
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が、それぞれの違いは何か。

（スポーツ振興課長） 「充実」については、「増やしていきたい」ということである。

（委員） 「充実」の施策には、予算的な裏付けはあるのか。

（スポーツ振興課長） オリンピック・パラリンピックに関連しては、都の補助金により、だいぶ市の

事業へも予算がついているが、大会が終われば、その補助金・予算も減ることとなる。予算が減った

としても、事業そのものは継続したいということで、「継続」と区分けしている。

（委員） オリンピックを契機としてスポーツを振興していこうとしているのに、「予算がない」とい

うことではもったいない。予算の裏付けがないことには、施策の充実は難しいということか。

（会長） 施策を充実させたいのは山々であるが、オリンピック・パラリンピックが終わってしまうと、

現実として予算も減ってしまうという中で、「継続」という位置付けとなっている。そうした中でも、

どうにか充実させられるよう、思案していただければと思う。

また、基本方針１において、子どもや成人、高齢者、障害者との区分けがあるが、高齢者のスポー

ツ実施率は高く、子どもについては二極化している。例えば、高齢者と子どもをセットにしてみると

か、何か一緒にできるものがあるように思える。高齢者の運動に子どもが参加して、スポーツの面白

さを教わるとか、障害者と子どもであるとか、年齢等で分けることもときには必要であるが、一緒に

できるものがあると、良いのではないか。

子どものスポーツを見ていると、教室を開催しても、それがきっかけにはなるが、なかなか継続し

ていかない。子どもたちに継続してもらうことが重要で、継続をさせるためには、高齢者が継続した

活動をしていることに目を向ける必要がある。

ここから10年、20年、30年先の立川のことを考えると、いま運動をしない子どもは、確実に運動

量が皆無の世界にいると思う。アクティブなものでなくとも、高齢者と一緒に何かを楽しむ、運動の

楽しさを学べることができるのではないか。

（副会長） つい最近の新聞で読んだのだが、府中市だったか「ごみ拾いゲーム」という記事があった。

ごみを拾い集めて、その重さで優劣を決めるというものらしい。やり方はいろいろある。「スポーツ

に関することは、スポーツ振興課だけ」でやるのではなく、教育委員会なり、環境や高齢者福祉など

の部署との垣根を崩していく、固定観念をなくすことが必要。

（会長） 運動嫌いな子どもには、「ごみ拾い」などといったものの方が、喜んで参加するかも知れな

い。

（委員） 富士見町では、ハロウィンの時期に、輪投げ大会を行っている。地域で頼まれて、今年は四

小、来年は新生小という具合に交互に開催し、参加した子どもには、お菓子を渡している。

（委員） 子ども会連合会では、各地域において、老人とのふれあいの催しを推奨しており、輪投げ大

会などの取り組みがある。

（会長） 幼稚園や保育園、学校などにご高齢の方が来所し、異年齢の方々が交流を重ねる場があれば、

いろいろな広がりが生まれるのではないか。

（委員） 昔は、子どもたちに草鞋づくりを教えるということもあった。

（会長） 子どもたちにとっては、年配の方から学ぶというのは、たいへん重要なことと思う。

（委員） 町民運動会では、○×クイズを行ったり、ゲートボールを打って、誰がもっとも目標に近づ

けられるかを競ったり、「多摩川カントリー（缶取り）クラブ」と称した空き缶拾いを行うなど、た

だのごみ拾いだと敬遠されがちだが、アイディアを出すと、いろいろな発展性が見られる。

（会長） 多くの意見が出されたので、何かヒントになるようなものがあれば良いと思う。

（委員） 先ほど、副会長から、広瀬選手についての話があったが、広瀬選手はプロであるので、地域

や子どもたちに見てもらうにしても、それを継続してやろうとすると、金銭的な面で難しいかも知れ

ない。

私は、ポルテ多摩というボッチャのクラブチームを２年前に立ち上げたが、そこで選手が練習して

いる。３年前から、ボッチャ甲子園という大会があり、全国47都道府県の特別支援学校の学生が集

まり、日本一を競うのだが、今年は村山特別支援学校が優勝した。昨年は府中けやきの森学園が優勝

だった。そこに所属するの選手の一人が、このクラブチームに所属している。

クラブチームということで、ぜひ、金銭的なことは気にせずに呼んでもらえればと思う。我々とし

ては、いろいろな人にプレーを見てもらうということが一番であるので、無償でやる。ぜひ、活用し

ていただき、我々も質の高いプレーを見せられるようにしたい。

障害者スポーツをいろいろな方に見てもらうということでは、良いと思う。

（会長） ありがたいご意見をいただいた。

無償ということについては、他にも協力いただける方もいるのではないか。私も新体操に関わりが
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あるので、立川市が「イベントで呼びたい」ということがあれば、協力できる。

お金をかけなくても、良い物を提供できるということもあるかも知れない。

（副会長） 必要なお金は払うべき。ボランティアというのは、良いようで悪い。

「無償で」という気持ちは受け取るが、最低限の額でも支払うべき。そういう意味で、行政には、

予算の確保をお願いしたい。

（３）次期計画の体系等について

（資料６をスポーツ振興課長から説明）

（委員） 基本理念について、「いつでも、どこでも、いつまでも、スポーツに親しむことができるま

ち立川を目指します」とあるが、どのように現実化させるのか。

というのも、私は地域施設再編ワークショップにも市民委員として参加しているが、市の計画では、

施設を縮小していこうとしている。そうした中で、「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツが

できると言えるのか、疑問に感じる。

（スポーツ振興課長） 市としては、公共施設の総量を減らしていくということで、公共施設の再編を

進めている。公共施設を縮小する中で、スポーツ施設も減るというのは、そのとおりである。

スポーツ振興課としては、所管する体育施設や学校体育施設、民間の体育施設も活用し、スポーツ

ができる場を確保していきたい。

また、スポーツは、個人の取り組みとしてもできるものなので、個々人の意識づけも必要である。

（会長） 座り方ひとつ、立ち上げり方ひとつ変えるだけでもスポーツになり得る。

一人ひとりが意識することによって、日常の生活がスポーツになる可能性はあると思う。

いかに市民のみなさんに、正しい立ち方、正しい歩き方、正しい座り方、正しい呼吸法などが、ス

ポーツにつながるという概念を植え付けるような啓発ができれば、「いつでも、どこでも、いつまで

も」スポーツができるということに繋がっていくとのではないか。

「場所がないからできない」ではなく、与えられた環境の中（家の中や通勤・通学等身近なところ）

でできる運動をいかに増やしていくかということが大事であると思う。

続いて、資料7について、説明をお願いしたい。

（資料７をスポーツ振興課長から説明）

（会長） 良い形で系統立てができていると思う。この方向で進めていただきたいと思う。

４ 今後の審議会の開催予定について

（スポーツ振興係長） 次回の開催は12月 10日（火）19時からを予定しているので、よろしくお願い

したい。

閉会


