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平成31年度 第１回 立川市スポーツ推進審議会 会議録（案）

（基本情報）

会議名称 平成31年度 第１回 立川市スポーツ推進審議会

開催日時 令和元年7月２日（火曜日） 午後7時00分～午後９時20分

開催場所 立川市泉市民体育館 研修室

次第 １ 辞令伝達

２ 挨拶 立川市副市長 大霜俊夫

３ 委員の紹介

４ 会長、副会長の選出について

５ スポーツ推進審議会委員について

６ 立川市第４次長期総合計画とスポーツ推進計画の関係について

７ 立川市スポーツ推進計画の概要について

８ 立川市第２次スポーツ推進計画の策定について

（１）計画策定スケジュールについて

（２）計画策定方針等について

（３）前審議会の検討状況について

（４）立川市スポーツ推進計画の進捗状況について

９ 立川市民のスポーツに関する意識調査結果について

10 今後の予定について

11 その他

資料 資料１ 立川市スポーツ推進審議会委員名簿

資料２ 立川市スポーツ推進審議会条例

資料３ 立川市スポーツ推進審議会施行規則

資料４ スポーツ推進審議会委員について

資料５ 立川市第４次長期総合計画とスポーツ推進計画の関係について

資料６ 立川市スポーツ推進計画（概要版）

資料７ 立川市第２次スポ―ツ推進計画の策定スケジュールについて

資料８ 立川市第２次スポーツ推進計画の策定方針等について

資料９ 次期計画の取組事項について（前審議会の検討状況のまとめ）

資料10 立川市スポーツ推進計画（平成27～31年度）の実施状況と課題

資料11 立川市民のスポーツに関する意識調査結果（速報版）

資料12 今後の開催日程と検討内容について

参考資料１ スポーツ基本法（条文）

参考資料２ スポーツ基本法（スポーツの力で 日本を元気に！） 国の資料

参考資料３ 立川市スポーツ推進計画（冊子）

参考資料４ 東京都スポーツ推進総合計画（概要版）

委員提供資料 体協かわら版

委員提供資料 ＰＵＳＨ通信 Vol.4

その他 きらり・たちかわ

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、森川 良行、西村 修二、

砺波 正博、渡邉 健太

［事務局］

大霜 俊夫（副市長）、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）、

今尾 裕紀子（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 辞令伝達

２ 挨拶

（大霜副市長より挨拶）

３ 委員の紹介

（委員、事務局の自己紹介）

４ 会長、副会長の選出について

互選により選出。互選の方法は、事務局から指名とした。

会 長 秋山委員

副会長 河内委員

５ スポーツ推進審議会委員について

６ 立川市第４次長期総合計画とスポーツ推進計画の関係について

７ 立川市スポーツ推進計画の概要について

（資料４、５、６をスポーツ振興課長より一括説明）

（会長） 質問はあるか。

成人のスポーツ実施率70％をクリアしなくてはならない。現在の立川市の実施率はどのくらいなの

か。また、成人でも年齢別の実施率は把握しているか。成人でも20代なのか後期高齢者なのかに

よって異なる。どの層の実施率を上げるべきなのか、現状がわかれば検討しやすいのではないか。

（スポーツ振興課長） 毎年、総合政策部で市民満足度調査を実施しており、その中の項目として週１

回以上スポーツに取り組んでいるかを聞く設問がある。その結果では概ね39％、年齢別は集計中

である。

（副会長） 前回は37.5％だった。少し上昇している。

（会長） １年に２％程度の上昇では時間的に厳しい。かなりがんばらなければならない。

（スポーツ振興課長） 今回スポーツに関する調査を市民満足度調査とは別に行っている。後ほど説明

する。

（会長） ほかに意見はあるか。

（委員） 70％の実施率を達成している自治体はあるのか。かなり難しい数字だと思う。もしあれば、

どのような取り組みをしているのかを調べると参考になるのではないか。

（スポーツ振興課長） 次回までに調査する。

８ 立川市第２次スポーツ推進計画の策定について

（１）計画策定スケジュールについて

（２）計画策定方針等について

（資料７、８をスポーツ振興課長より一括説明）

（会長） 質問はあるか。

（委員） 今回の計画は、前計画を踏まえた第２次の計画ということだが、現計画の目標や個別の施策

の状況、反省や課題はどのようになっているのか。

（スポーツ振興課長） 後ほど資料10で詳しく説明したい。

（３）前審議会の検討状況について

（資料９をスポーツ振興課長より説明）

（会長） 質問はあるか。

（委員） 障害者スポーツの地域の裾野が広がっていない。広がらない理由として、観る機会が少ない。

クリアするには、例えば、パラスポーツをやっている人を小中学校の総合的学習の時間に派遣する

などして、子どもたちと一緒にやる、または選手のプレーを観るといった機会があるとよい。高齢
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者には、市の主催イベントを自治会単位などでできたらいいと思う。

（委員） 基本方針３で、「猛暑時の熱中症対策」とあるが、現状は対応が不十分で整備が必要と考え

ているということか。

（スポーツ振興課長） ゲートボール場など屋外体育施設は日よけがない施設がある。

（委員） 熱中症がおこる環境にあるのかどうかについては、黒球温度計というものがあり、これで簡

単に即座に確認することができる。安価なものである。そのスポーツをするのに合った環境なの

かを知ることができる。施設の日よけを作っても、その場その時の環境が危険な状態かを確認す

ることが大事である。環境の確認をしていないならば、高額な施設整備よりも、現場の危険度を

知ることが大切である。

（副会長） 昨年度、泉市民体育館で39度を超えたことが３日間あり、大会を続けるかどうかの判断

に迷うことがあった。現状では、基準がなく主催者の判断となる。その場合、責任は誰がとるのか

という問題もあるので決めてもらいたいと申し入れている。黒球温度計はぜひ活用するとよい。価

格はどの程度なのか

（委員） 数千円である。

（副会長） 市民体育館にはすぐにでも設置できる。小中学校の体育館の現状はどうか。

（委員） 学校では、熱中症温度計というものを活用している。

（委員） 黒球温度計のほうがより正確に判断でき、簡単に誰でもわかる。特に、子どもは大人よりも

小さいため、低い場所の環境も確認しなければならない。黒球温度計は、低い場所でも計ったそ

の場所の環境が確認できるので、学校でも活用した方がよい。保育園などでも、外遊びの判断な

どに活用している。

（会長） それほど安価なら、ぜひいろいろな場所に設置した方がよい。スポーツ関連施設や学校など

に情報を流すだけでも効果が高いと思う。真夏になる前に早急に情報提供をしていただきたい。

（４）立川市スポーツ推進計画の進捗状況について

（資料 10をスポーツ振興課長より説明）

（会長） 資料のボリュームがあるので、順に議論をしていきたい。

・「（1）子どものスポーツの推進」「（2）成人や子育て世代のスポーツの推進」について

（会長） 子どものスポーツの関連であるので、資料「ＰＵＳＨ通信 Vol.4」についてここでご紹介い

ただきたい。

（委員） 小児科学会では、学校での心停止を減らすための対策に取り組んでいる。日本スポーツ振興

センターのデータによると、中学校や高校での心停止が多い。活動の内容としては、運動中、場所

では校庭、体育館で起こっている。心停止により倒れるとき、周囲に人がいる状況が多い。人が多

いということは、助けることができる。周囲にいる第一発見者は子どもである。子どもたちに救急

対応について学んでおいてもらえると役に立つ。子どもに教えるのは大変なので、ＰＵＳＨプロジ

ェクトでは、45分の内容にまとめた教育ビデオを作成しているので、学校で活用してもらいたい。

人が来るまでの数分間に対応することで、多くを助けられる。心停止は多く起こっているが、死亡

に至らないようにするために子どもたちがすぐ対応できるよう学ぶことができるとよい。要望があ

れば学会とつなぎたいと思う。

（副会長） 体育協会では、ＡＥＤ研修を12年前から行っている。指導者でも、救急対応ができてい

ない人がいる。1回使うことで有効である。指導者育成の面でも、スポーツの技術指導だけではな

く、このような対応ができることも指導者の資質である。スポーツ庁から平成29年に出されたデ

ータによると、保健体育以外の教員で部活動の指導をしている教員が中学校46％、高校41％であ

る。安全対策や熱中症対策について知らない人が指導をしているという実態がある。指導者育成は、

ほかにも幅が大きい。

（委員） 指導者の育成も重要であるが、周囲にいる子どもひとりひとりに教えたい。周囲の子どもが

知っていれば助かる確率が上がる。

（委員） 小学校では、市内全校の小学校６年生を対象にＡＥＤ研修を実施している。６年生だけで、

他の学年にはまだ行っていない。教員に対しては、水泳指導の前に全教員がＡＥＤ研修を受講する

ことになっている。

（委員） 救急隊の指導は60分のコースが一般的で、45分にまとめられているところはあまりない。

子どもの研修時間は何分か。

（委員） 45分の授業時間内で行っている。
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（委員） 45分でできるのは、立川では子どもへの指導がよく整備されていると思う。

（委員） 自治会でも防災訓練で子どもが参加している。これからも、もっと進めていきたい。

・「（3）高齢者のスポーツの推進」について

（委員） 高齢者は人口の２割程度を占めている。９ページに施策の実施状況があるが、高齢者２万歩

ハイクなど、参加者数が減少していることについてはどのように考えているのか。

（事務局） 歩く地域がマンネリ化している、また、市内各地区でもあるけあるけ運動が活発に開催さ

れているのでそちらに参加者が流れていることが考えられる。

（委員） この表にはない活動に参加者が流れているということか。そうであれば、この表からは全体

の実施状況は分からないということか。

（事務局） 自治会や体育協会でもウォーキングイベントを開催している。市内のすべての活動を把握

することはできない。

（委員） この表だけではなく、幅広く考えなければならないのではないか。市以外で行われている活

動については考えずに議論を進めるということか。

（副会長） 昨年度の審議会では、市以外の活動は全く掲載されていなかった。前回審議会で市以外の

活動も載せることに決まったはずである。体育協会の活動などが載り、かなりよくなったが、まだ

足りていない。

（会長） これから、市内のスポーツ活動について、委員の皆様から情報提供をいただいていきたい。

（委員） 老人会では、軽スポーツを３種目、吹き矢などを行っている。地域でのあるけあるけ運動に

ついては把握できていない。輪投げでは、３ブロック５市で大会があり、立川のチームが優勝、準

優勝するなど活躍している。都老連での大会では３位に入った。参加者が高齢化してきている。

（委員） 高齢者の健康づくりの面から、スポーツの推進は非常に重要だと考えている。要介護になる

前に、いかに健康寿命を延ばしていくかが重要である。資料11の調査結果を見ると、高齢者の行

ったスポーツのトップがウォーキング、体操、日常使う自転車などが多くなっている。こういった

身近にできるものが重要だと思う。また、ウォーキング事業をもっと推進できるとよいと思う。資

料11の９ページでは、70歳以上のスポーツ実施率が79.4％と非常に高い結果となっている。先ほ

ど説明のあった成人のスポーツ実施率39％とこの数値に大きな差がある。集計方法などを説明し

ていただきたい。

（スポーツ振興課長） 東京都が同様の調査を行っており、設問の内容を東京都の調査に近い形とした。

ウォーキングなど、軽いスポーツから順に並べている。立川市の従前の調査では競技性に重点をお

いた種目を先に置いていた。

（会長） 従前は散歩などは除いていたということか。今後の議論では、今回の調査をベースに考えて

よいのか。競技スポーツに特化するのではなく、散歩や体操をスポーツとして捉えるということ

か。

（スポーツ振興課長） すべてスポーツと捉えていく。

・「（4）障害者のスポーツの推進」について

（委員） ボッチャ用具の貸し出しについての資料で、言葉の意味について指摘しておきたい。「ラン

プス」ではなく「ランプ」である。「ランプス」とは「ランプを使って競技する人」を意味する。

年度を重ねるごとに貸し出し回数が増えていて、ボッチャが普及してきていると思う。ここには記

されていない障害者スポーツがどうなっているのかを知りたい。

（会長） ボッチャの認知度は上がっている。パラリンピックの開催を契機にまた競技者も増えると思

う。

（委員） 市民体育館で行っているボッチャ教室に、競技者に来てもらって子どもの前でプレーをして

もらうと、その技術に歓声があがる。それを観ると、子どもたちも次からは作戦をたててプレーを

しようとするなど、子どもたちにも刺激になっている。泉市民体育館のボッチャ教室も４年やって

いるが、参加者数も増え、障害者だけでなく健常者も参加している。継続して参加している方は技

術が上がってきている。

（会長） 広範囲の年齢層ができるパラスポーツは、その楽しさを伝えることでスポーツ実施率にも寄

与すると思う。異年齢交流の面でも価値のあるスポーツであると思う。

・「（5）地域スポーツクラブの支援」について

（副会長） 総合型地域スポーツクラブは、立川市の場合12地区体育会である。12地区体育会は自治
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会から構成されており体育協会の加盟団体でもある。ここに掲載されている内容は、地域スポーツ

クラブとしての活動のみであり、実際の地区体育会としての活動は、もっとボリュームがある。

（委員） 地域スポーツクラブと地区体育会は同じものということでいいか。

（副会長） 同じである。12地区体育会が地域スポーツクラブとして認定されている。実体は同じだが、

行政側からと自治会側からで書き方が変わっている。

（会長） 統一することはできないのか。

（副会長） できない。

・「（6）地域スポーツ団体との連携によるスポーツ振興・競技力向上の推進」について

（副会長） 市民体育大会は、12地区体育会対抗で国体方式の大会を行っている。中央大会と地区大会

があり、そのための教室も各地区で行っている。これが大きな柱となっている。

（委員） 12の地区体育会が体育協会に加盟しているということが珍しいことである。普通は、競技

団体が大会を開催するのでチャンピオン大会という性格になりやすいが、立川市は、例えばバレー

ボールのチームが地区に２チームあれば、１チームが地区代表として出場する。これを国体方式と

言っている。地区対抗という方式は26市の中でも珍しい。

（副会長） 資料の訂正をお願いしたい。17ページの「ジュニア育成地域推進事業」は12種目でなく

13種目である。

・「（7）地域におけるスポーツの推進」について

（委員） 子ども会連合会としては、12地区の子ども会で様々な事業を行っている。ドッヂボール大会

が多い。羽衣町はバレーボールを行っていて、小学校1年生から参加し、上級生が教えている。良

い取り組みができていると思う。子どもが年々減っている現状である。課題としては、高学年にな

ると各自でチーム等に入ってしまい、参加者は低学年が多い。

・「（10）トップアスリートによるスポーツの推進」について

（会長） 立川市では、積極的にトップアスリートを呼んで取り組みを行っている。小中学校でも、オ

リパラ事業に積極的に取り組んでいる。また、プロチームもアルバルク東京などがある。ただ、ト

ップアスリートの話を聞いたりすることは、きっかけにはなるが、継続のためには先生の力が大き

い。先生が積極的に運動させたり一緒に外遊びをする学校では、子どもたちの運動量が多い。先生

によって温度差がある。継続の課題が残る。

・「（11）既存スポーツ施設等の整備・充実」及び「（12）学校施設の有効活用」について

（会長） 前回からの課題が残っている内容である。立川市の施設の稼働率は高いが、新規での利用が

難しいこと、またパラスポーツで使える施設が少ないことなどが課題として挙げられないか。

（委員） パラスポーツは練習場所の確保が課題である。車いすバスケなどは床が傷つく可能性がある

ため利用できない場所が多く、練習場所の確保が難しいと聞いている。一般の体育施設は難しい。

障害者スポーツでは、パラアスリートを優先的に使わせてくれるところを利用している人が多い。

（会長） 国立市の障害者スポーツセンターなどを活用している人が多いのではないか。

（事務局） 泉・柴崎両市民体育館は車いすバスケの利用は可能である。

（会長） 稼働率が高いので、新規での利用が難しいことが課題である。時間帯によっては、空いてい

る時間があるのではないか。時間にゆとりのある方向けの時間帯や、働き盛りの方は早朝など、う

まく時間帯の調整ができるとよい。稼働率の高い時間帯、空いている時間帯がいつなのかといった

情報を市民に広報できているのかも考えるとよい。小中学校の体育施設の状況はどうか。

（委員） 小学校は校庭も体育館も毎日埋まっている状態である。土日も埋まっていて、校庭で子ども

が土日に遊べるとよいが、野球やサッカーなどで使っているため、自由に遊ぶことが難しい。

（会長） それも課題の一つである。一部の子どもはとても運動量が多く、クラブチームなどに入って

いない子どもたちは運動量が少ないということも、前回からの課題として引き継いでいる状況であ

る。

・「（13）指導者の育成・確保」について

（副会長） 小中学校などを利用して活動している地域のクラブの指導者は、指導者の教育を受けてい

ない人が多い。最近の子どもたちは、体が弱くなっており、簡単に骨折するケースが増えている。

子どもの体に合ったトレーニングをしなければならない。また、子どもが自発的に指導を求めるよ
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うな人間関係のつくり方も重要である。体育協会では、そのような指導者として必要な資質を備え

るための指導者育成のプログラムを平成25年から始めている。今年も４月からプログラムを６回

実施した。参加した人たちの声を、配布資料「体協かわら版」に掲載している。体育協会としては、

立川の指導者育成のしくみをオリンピックレガシーとして残したい。1回ではなく、続けることで

子どもたちに適切なトレーニングをする人を育てたい。子どもがスポーツを楽しむことにつながる

と考えている。中学校の部活動での外部指導員の活用について、立川でも配置すると６月10日号

の「たっち」に掲載されているが、どのような状況か。

（委員） 外部指導員は配置をしているが、全学校の全部活というわけではない。

（副会長） その外部指導員は、しっかりした指導者としての育成はされているのか。しっかりと指導

ができる仕組みづくりをしてもらいたい。どのような人が選ばれているのか、指導者の育成はどの

ようになっているのか。

（委員） この件は指導課の所管である。なぜ外部指導員が配置されることになったのかといえば、中

学校の部活動の在り方が問われており、その対応のひとつとして、外部指導員が配置された。指導

課が依頼するものではなく、学校が依頼する。外部指導員の中には東京都の講習を受けた者で、試

合等の引率ができる指導員もいる。全校での配置ではない。教員によっては、自分で指導をしたい

者もいる。やりたいという教員については、校長としてはその力を伸ばしてほしいし、保護者から

のニーズもある。一方で、専門ではない分野の顧問になって、指導が自分でできないという場合に

外部指導員が配置される。

（副会長） 教育委員会としてはどのような考えなのか。

（スポーツ振興課長） 教育委員会としては、教員の働き方改革として、教員の負担軽減のため、外部

指導員を増配置をするとしている。決めるのは教育委員会である。ここで決めることはできない。

（副会長） 指導者の選定方法についてはどうなのか。

（スポーツ振興課長） 特に聞いていない。指導課の所管である。

（副会長） 計画が指導課とスポーツ振興課で２本立てになってしまうのではないか。この審議会は立

川市のスポーツについて審議をするのではないのか。教育は関係ないのか。

（産業文化スポーツ部長） ４月から市内の学校はすべてコミュニティスクールとなっている。市が指

導員の選定をするのではない。指導課は、望ましい人材の条件の提示や、人材を選定する援助など

はするが、コミュニティスクールとして、地域で学校と関わる方々が決める。スポーツの計画を策

定するなかで、意見として、「指導者には専門的知識を持つ方や、しっかりとした指導を受けた方

が望ましい」、と伝えたり、地域にいる人材を紹介をすることはできる。ただ、最終的に決めるの

はコミュニティスクールである各学校となる。

（会長） 体育協会が質の高い指導者を育てているということは、子どもの幸せにつながっていく。継

続していただきたい。

（委員） 学校の部活動指導に関しては、ここでの議論はできない。部活動が学校の中にあり、そこで

スポーツをしている子供がいるということを把握する、というところでとどめてほしい。学校は校

長の経営方針があるので切り離してほしい。別件であるが、中学校の大会等は中学校体育連盟が行

っている。近年、熱中症対策のため空調整備された施設が必要だが、学校体育施設には空調設備が

なく、会場が確保できない。各競技団体では次年度の夏の大会の会場確保をしているところだが、

公共の体育施設は混んでいる。かつては、バドミントンの大会を市の施設で行っていたことがある。

場合によっては市の施設を使わせていただきたい。

・「（15）健康づくり事業の推進」について

（委員） 健康づくりのための施策は年代問わず実施することが重要だと思う。市の取り組みが日常的

に広まっていくことが重要である。取り組みは、自治会など様々な団体や個人でも行っている。そ

れぞれの団体が連携して、運動したいときにできる仕組みづくりができるとよい。

９ 立川市民のスポーツに関する意識調査結果について

（資料 11を事務局より説明）

（会長） 10ページ「スポーツができない理由」では、「仕事や家事が忙しいから」「お金がかかるから」

と答えた方の比率が高くなっている。忙しくても簡単にできて、お金のかからない、ながらスポー

ツのようなものが提案できるとよいと思う。

（副会長） 体育協会では、無料のイベントを行っている。広報力の問題もあるのではないか。

（会長） やれない人の課題を解決するのもこの審議会の重要な仕事である。
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10 今後の予定について

（資料 12をスポーツ振興課長より説明）

（会長） 以上で閉会とする。

11 その他

（スポーツ振興課長） 次回の開催は９月３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


