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令和２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 令和２年度 第２回 立川市スポーツ推進審議会 

開催日時 令和２年 11月 24日（火曜日）  午後７時 10分～午後８時 40分 

開催場所 立川市役所 302会議室 及び オンライン（CiscoWebex） 

次第 １ 開会 

２ 報告 

 （１）第１回スポーツ推進審議会の書面開催の結果について 

    ①「立川市第２次スポーツ推進計画素案」について 

    ②「立川市練成館のあり方素案」について 

 （２）立川市スポーツ推進計画（平成 27年度～31年度）の総括について 

３ 協議 

（１）市内のプロスポーツチームの活動状況について 

    ① 活動状況の報告  ゲストスピーカー 岩下光明 氏 

    ② 立川市の取組 

４ その他 

（１） コロナ禍における市の屋内・屋外体育施設の利用状況について 

（２） 河内委員提起の審議事項について 

（３） 次回審議会について 

資料 資料１ 「立川市第２次スポーツ推進計画素案」及び「立川市練成館のあり方素案」 

に対する意見と市の見解について 

資料２ 市民意見公募の実施状況と結果について 

（立川市第２次スポーツ推進計画） 

資料３ 市民意見公募の実施状況と結果について（立川市練成館のあり方） 

資料４ 立川市第２次スポーツ推進計画 

資料５ 立川市練成館のあり方 

資料６ 立川市スポーツ推進計画（平成 27年度～31年度）の総括について  

資料７ 立川市スポーツ推進計画（平成 27年度～31年度）の総括 

資料８ 立川商工会議所 プロスポーツ連絡会 加盟団体活動状況報告書 

資料９ 立川市とプロスポーツチームとの連携事業（実績例） 

資料 10 市民体育館 上半期利用人数比較 

資料 11 屋外体育施設 上半期利用人数比較 

参考資料 

    スポーツと音楽のお祭り「立飛フェス」チラシ 

    立川市体育協会だより「スポーツたちかわ」No.103 

    体協かわら版 67号 

    シニア対象フィジカルトレーニング実技講習会「100トレ体操」チラシ 

出席者 ［委員］ 

【会長】秋山エリカ（東京女子体育大学 教授）、 

水越 伸朗（立川市立中学校長会）、永島 康雄（立川市自治会連合会）※、 

市川 利夫（立川市老人クラブ連合会）、西村 修二（東京都多摩立川保健所）、

砺波 正博（市民委員）、渡邉 健太（市民委員）※ 

※オンライン参加 

［ゲストスピーカー］ 

 岩下 光明 



 - 2 - 

［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）、小山田 久（スポーツ振興係）、 

今尾 裕紀子（スポーツ振興係）、木榑 諒介（スポーツ振興係） 

三上 美津子（総合政策部広報課シティプロモーション推進係長） 

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） コロナ禍の中お集まりいただき感謝したい。 

本日は、報告事項が２点、協議事項が１点、その他が１点となっている。 

近年、立川市をホームタウンとして活動するプロスポーツチームが増えている。今後は市との連携強

化が課題となっている。そこで、今回は、ゲストスピーカーをお招きし、市内のプロスポーツ団体の活

動の現状についての知見を深め、市のスポーツ推進におけるプロスポーツとの連携のあり方を検討して

いきたいと考えている。岩下様には後程ご説明をお願いしたい。 

本日は、報告事項に 30分、協議事項に１時間を予定している。事務局より資料の確認をお願いした

い。 

  （事務局より資料確認） 

 

２ 報告 

（１） 第１回スポーツ推進審議会の書面開催の結果について 

① 「立川市第２次スポーツ推進計画素案」について 

② 「立川市練成館のあり方素案」について 

  （スポーツ振興係長より資料１から５説明） 

（会長） 意見等はあるか。 

（砺波委員） 事前郵送の資料からの差し替えがあったが、変更箇所の説明をお願いしたい。 

  （事務局より変更箇所の説明） 

（スポーツ振興課長） 欠席の河内委員から練成館のあり方についてご意見をいただいたので紹介する。

資料５の６ページを参照いただきたい。 

(河内委員からの意見代読) 

ランニングコストへの市見解に「施設の維持管理に係るコスト等をお示しすることは、施設のあり

方を検討するうえで大切な要素である」と言われていますが、眞にそのとおりと思います。ついて

は、過去（10～15年間）はどのようであったかお教えください。 

（スポーツ振興課長） 金額として、建物管理委託費と土地賃借料は、毎年このような金額を支払ってい

る。過去 15年間までは明らかにできない可能性があるが、わかる範囲で調査し、後日文書でお知らせ

する。 

（会長） 河内委員のご意見のとおり、コストがかかっているようである。稼働率が上がらないと改善す

ることは難しいと思う。稼働率を上げるように考えていかなければならない。 

 

（２） 立川市スポーツ推進計画（平成 27年度～31年度）の総括について 

  （スポーツ振興係長より資料６，７説明） 

（会長） 意見、質問はあるか。 

スポーツ実施率については、調査当初から質問内容が変わったから上昇したという理解でよいか。 

（スポーツ振興係長） スポーツの定義について、ウォーキングなどの軽運動も含めるとしたことにより上

がっている。 

（会長） 実際に増えたのかはわからないということか。増えているという感じはあるのか。 

（スポーツ振興係長） 微増傾向であると思う。 

（会長） 平成 31年度はこの結果であったが、コロナ禍で今現在は異なるかもしれない。 

ほかに意見等はあるか。 

(意見なし) 

（会長） では、報告事項は以上とする。 

 

３ 協議 

（１） 市内のプロスポーツチームの活動状況について 

（スポーツ振興係長） 近年、立川市をホームタウンとして活動するプロスポーツチームが増えている。 

これらのチームは、平成 30年３月 12日に、立川市の地域活性化と地域貢献を目的として「立川プロ

スポーツ連絡会」を設置している。連絡会では、これまでにＪＲ立川駅や伊勢丹立川店などでイベント

を実施し、地域へ活動をＰＲするとともに、地域経済の振興を図っている。 
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本市においては「市民の誰もが、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」の実現を基本理念として、「プロスポーツチーム等との連携によるスポーツの推進」を掲げ

ている、第２次スポーツ推進計画がスタートしたところである。 

今回、「立川プロスポーツ連絡会」に関わり、市内のプロスポーツチームに詳しい、岩下光明様をお

招きし、チームの活動状況など、現状について説明していただくこととした。 

また、本市から、プロスポーツチームと連携した取組の実施状況などについて説明し、その後岩下様

との意見交換の時間としたい。 

民間と行政の説明を踏まえ、市のスポーツ推進におけるプロスポーツとの連携のあり方について検討

したい。 

(ゲストスピーカー紹介) 

 岩下 光明氏 

     ・岩下商事株式会社(所在地：立川市錦町) 代表取締役 

     ・立川市商店街振興組合連合会 財務担当常任理事 

     ・錦商店街振興組合 専務理事 

・立川商工会議所を中心に、市内四経済団体により発足した、本市初のプロスポーツチームとなる、

３人制プロバスケットボールチーム「TACHIKAWA DICE.EXE」のビジョン推進委員会副委員長 

     ・立川商工会議所 スポーツによるまちづくり委員会委員長 

     ・その他 

平成 26（2014）年３月に立川駅南口の有志商業者 6 名で株式会社まちづくり立川を設立し、立川

駅南口の活性化に取り組むなど、スポーツだけでなく、さまざまな分野でまちづくりに携わる 

（スポーツ振興係長） 岩下様より説明をお願いしたい。 

（岩下氏） 紹介をいただいたところであるが、ライフワークとしてスポーツによるまちの活性化を常に考

えて行っている。商工会議所が６年前に地域振興のためにプロスポーツチームを持とうというビジョン

を掲げ、つくられたのが３人制バスケットボールチームの TACHIKAWA DICEである。ちょうどその時オリ

ンピックの種目となっている。結成２年目に世界大会に出場している。マイナーな種目ではあるが大き

な実績を残している。 

また、アリーナ立川立飛を管理している(一社)多摩スポーツクラブの理事も担っており、さまざまな

面でスポーツに関わっている。 

 

(資料８説明 ※資料に記載の内容は省略) 

・立川プロスポーツ連絡会 

市内６チームの連絡組織である。月１回連絡会を行っている。(一社)多摩スポーツクラブが管

理するアリーナ立川立飛、今年オープンした MIFA Football Park立川の２つの施設とも連携をし

ている。 

各チームがバラバラに活動をしていたが、まとまって活動をするのがこの連絡会の目的である。 

・プロスポーツ連絡会の活動 

気軽にさまざまなスポーツの体験ができるイベントやチームのパネル展示などのＰＲ、ファン

と一緒にまちで清掃活動をするなどのイベントを行っている。今年度は企画しても開催に至らな

いことが多い。 

集まらなくてもできることとして、12 月から駅コンコースに選手の等身大パネルを設置し、コ

ロナに負けず頑張ろうというメッセージを発信し、これを見るためにまちを訪れる人を増やして

いこうということを企画し、開催を予定している。今年度は、人を集めず、スポーツの元気なイ

メージと立川市のイメージを発信していこうと連絡会では考えている。 

 

加盟チームの活動状況 

・アルバルク東京 

リーグは、感染症対策をして開催されている。 

学校訪問事業は行うことができなくなっているが、チームは実施への意向は持っている。 

・石川ボクシング 

伊勢丹でのスポーツイベントや夏休みのサマースクール、民間でのスポーツイベントに力を貸

している。市内にいる選手が多いため、地域での活動に積極的にかかわる意向を持っている。 

・たちかわ競輪・日本競輪選手会立川地区 
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本場開催が再開している。徹底した感染症対策をして行っており、今後も継続してこのかたち

で行うと思われる。 

例年はよいとまつりやたちかわ楽市などで、ブースを出展し、自転車をこいでタイムレースを

するなど、市民が楽しんでスポーツができる活動を行っている。本場開催時に自転車教室を行う

など、密にならない活動を徐々に開始している。 

・TACHIKAWA DICE 

通常のスポーツチームでは、スポーツの推進にプラスして地域貢献活動を行うことが多いが、

このチームは商工会議所が地域貢献をするために作ったチームであるため、積極的に地域のイベ

ントや自主イベントを開催している。 

これまで各学校を訪問してバスケット教室を開催している。教室は、英語 DEバスケとして、肌

の色も言葉も違う体の大きな選手と触れ合う機会を持つことで、子供たちの多様性を認め合う心

も育てながらスポーツに取り組んでもらうという教室となっている。 

スクールは、チアダンスとバスケットボールの２種目で各 100 名ほど参加している。感染症対

策をして再開をしている。 

このチームで特筆すべきは、ファンアプリを開発していることである。プロスポーツを応援す

ることでさまざまなメリットがあることを発信できるツールとなっている。約 700 名が登録して

いる。この 700名にダイレクトにメッセージを送ることができるようになっている。 

・立川・府中アスレティックＦＣ 

リーグ、スクール事業とも、感染症対策に苦労されながら再開をしている。 

地域での活動は、マスコットキャラクターをおまつりに出すなど、チームを身近に感じてもらう

ための活動を行っている。 

・東京ヴェルディビーチサッカー 

関東ビーチサッカーリーグがタチヒビーチで開催された。この大会は継続的に立川で大会を開

催していく。MICE という形での事業を市でも推進しているが、スポーツイベントもその一つであ

り、集客力のあるものであると思う。 

チーム代表の茂怜羅（モレイラ）オズ選手が、今年から日本代表監督に就任した。今年度は代

表戦が行われていないため、代表監督に就任したことが広くアピールできない状況ではあるが、

代表監督がこのまちにいるということをお伝えしたい。 

 

プロスポーツ連絡会は、この審議会で協議されている「市民がスポーツをする機会を増やす」という

面もあり、また一方で立川のイメージアップ、立川へ訪れる方を増やしていく「スポーツでまちを元気

にしていこう」、という２本立てで活動をしている。 

どのチームもまちのために協力する気持ちがあるので、行政の方や審議会の皆様とお付き合いをさせ

ていただけたらと思う。 

直近のイベントを紹介したい。MIFA Football Park立川で 11月 28日,29日で各チームがブースを設

けスポーツに触れる機会を持てるイベントを予定している。 

 

（会長） わかりやすく説明をいただいた。これだけ充実した市は全国でもないと思う。スポーツを始める

きっかけの多くは憧れからである場合が多いと思う。プロのチームがこれだけあり、立川の未来は明る

いと言える。 

次に、市と連携した取組について事務局より説明をお願いしたい。 

（スポーツ振興係長より、資料９説明） 

 （スポーツ振興係長） 続いて、本市のシティプロモーションを担当している、総合政策部広報課の担当

より、広報課での取組、プロスポーツチームとの連携状況を説明する。 

 （シティプロモーション推進係長） アルバルク東京とは担当者説明会と意見交換会を行っている。平成

29年 10月にアルバルク東京と連携協定を締結し、平成 29年 11月と令和元年 8月に、チーム担当者にお

越しいただき、希望職員を対象にホームタウン活動や連携事業の説明と意見交換の場を設けていただい

た。今年度は、行うことができていないが、電話等で連携を取っている。 

このほか、Ｂリーグ優勝報告会を行っている。２シーズン連続で優勝し、それぞれ平成 30年 6月、令

和元年 5月に立川市役所で優勝報告をしていただき、多くの方にお越しいただいた。 

あわせて、今年度の予定についてご説明したい。広報たちかわへのホームゲームの情報を掲載してい

る。各リーグとも上半期は休止をしていたが、９月 25 日号より掲載を再開している。毎月 25 日に掲載
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している。 

また、９月に立川タクロスで、資料９のとおりパネル展を開催した。多くの方に見ていただくことが

できた。 

ＪＲ立川駅と連携して 12 月よりパネル展の実施を予定している。密にならない形で行う予定である。

立川がプロスポーツのまちであるということを知らない人にもアプローチができるよう、プロスポーツ

連絡会の方からご意見をいただきながら準備を進めている。 

今年度のプロスポーツ連絡会は３回実施されており、７月はリモート開催、10月に商工会議所ではじ

めての対面開催となり、参加させていただいた。 

商工会議所からの情報では、拘置所でのあすなろフェスタや伊勢丹でのイベント、TOHOシネマズのオ

ープニングイベントの話もあったが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施に至らなかった。現

在はパネル展の実施に注力している。 

 （会長） 岩下様との意見交換に移りたい。意見等はあるか。 

コロナ禍においては、さまざまな面で活動に影響があったか。 

 （岩下氏） 連絡会としてやりたいことができなかった。ただ、我々のスポーツのとらえ方は、「する」だ

けではなく、「みる楽しみ」、「応援する楽しみ」があると考えている。「みる楽しみ」のために動画配信

をしたり、スポンサーへ「応援する楽しみ」を伝える活動をしてきた。「する楽しみ」を伝えることは難

しかった。 

 （会長） 逆にコロナ禍だからこそできたことはあるか。 

 （岩下氏） これまで取り組んでいなかったアプリを作ったことはそうである。自粛中に、リアルにつな

がらなくても、選手がストレッチの方法を配信したり、普段だったらやらないような取組ができたと思

う。 

 （会長） 本審議会では、立川市民がいかにスポーツを実施してくれるかが重要であるが、プロの方の、

たとえばストレッチや、けがをした時の回復期のトレーニングも、子どもたちや高齢者にうまくリンク

できる可能性はあるかもしれない。また、コーディネーショントレーニングなどの神経系のトレーニン

グが高齢者にうまくつながる、そのような連携の可能性はいかがか。 

 （岩下氏） できると思う。各チームにトレーナーがいる。TACHIKAWA DICE では、市内大手の整骨院から

支援をいただき、常に試合に先生が２名同行している。その整骨院の方も地域活動との連携に積極的で

ある。また地域の体育会では指導者が高齢化していると聞いている。プロの選手が指導をするという関

係性も持つことができると思う。 

 （会長） ドイツでは子どもがプロからコーディネーショントレーニングを受けることで、体を動かす喜

びを感じる機会を得て、そこからまたプロに育っていくといったことがある。立川市でもそのような流

れができるとよい。 

   中学校などはどうか。現在は、公園で遊んでいる子どももあまり見かけない。運動離れが進んでいる。

どうしたらスポーツへの憧れを持ってくれるのか。子どもたちはどのようなときに意欲的になるのか。 

 （水越委員） コロナ禍では、子どもたちは運動不足になるため、意図的に走らせるなどをしていた。自

粛期間中も校庭を開放して、サッカーなどをする姿も見られた。中学生のスポーツに対する思いとして

は、体を動かしたいという思いは持っていると思う。ただ、個人差は大きい。 

 （会長） プロの選手の活動をみて憧れる子どもたちが増えるとよいと思う。 

 （水越委員） 昨年度、ラグビーワールドカップが開催された時は、意図的に廊下に新聞記事なども貼り

出したりした。また、昼休みにはサッカーボールでラグビーをやっている子どもたちがいた。 

 （会長） 各小中学校に、プロチームの記事を貼りだすといったことはできるか。 

 （岩下氏） 掲示していただけるなら情報は提供したい。どこから、どのように情報やポスター等を流す

ことができるのかを把握していない。一つのチームを応援することには弊害があるかもしれないので、

連絡会としてプロスポーツについての情報誌のようなものが提供できるとよいと思う。 

（会長） 小中学校や病院などにも配れるとよい。病気だけど、これはできるかもしれない、応援すること

はできるかもしれない、ということにつながるかもしれない。コロナでみんなストレスがたまっている。

ボクシングなどはストレス発散にもよいと思う人もいるのではないか。 

（岩下氏） ミット打ち体験をしてもらったことがあるが、最初は子どもだけでも、両親も参加されたりし

ていた。 

（会長） 連携していけば可能性が広がっていく。 

（岩下氏） 一つのチームだけになると、その競技を教えるといったことになりがちである。連絡会で駅の

コンコースで行ったときは、とにかく、少しだけでもいろんな競技を体験してもらう形にした。好き嫌
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いなく体験してもらうことがよいと思う。 

（砺波委員） 立川市の広報でプロスポーツ団体があることや一部の活動は知っていたが、知らないことも

多かった。立川市以外でもこのような活動はあると思う。メジャーなサッカーや野球などに比べて、市

内にある団体は、地域で盛り上げているスポーツであると思うが、立川市ではこのようなチームが多い

ように思う。他市と比べて、立川市はどのような位置づけになるのか。 

（岩下氏） 全国でも珍しい例である。これだけのプロスポーツチームのホームタウンになっていること、

さらに連絡会があるのは非常に珍しい。いくつかの市が視察に来た。野球やＪリーグなどメジャースポ

ーツは、メディアでは目立つが、コアタウンはどこなのか、となると、例えば東京ホームタウン、新潟

ホームタウンなど非常にエリアが広い。コアに市として活動しているチームは少ない。特に野球は、企

業チームという意識が強い。草の根のチームがあり、市の単位で活動しているチームは珍しい。市での

活動をもっと広げていくことで、市民のスポーツへの参加意識も高まっていくと思う。 

（市川委員） コロナ禍で高齢者はスポーツができない状況になっている。三密を避けるために、会場の確

保も難しい状況になった。輪投げなど、種目を検討して行うが、やはり場所の確保が難しい。やりたい

人も多く、会場さえあれば活動をしていこうと思っている。 

（会長） うまくプロスポーツと連携ができるとよい。 

フランスではプロの試合の１時間前に市民がその会場を使い、その後そのまま観戦するシステムがで

きている。観客も増えるし、プロがやるとこうなるのか、という喜びもある。短時間であっても、試合

の前後の時間をうまく活用できると会場探しにも参考になるかもしれない。保健所の立場からはどうか。 

（西村委員） コロナ禍で、工夫しながら取組されているのはすばらしいと思う。 

また、これだけのチームが立川市にあることもすばらしいと思う。 

子どもたちに対して、プロスポーツは憧れときっかけを与えることができる、またさまざまな世代の

健康づくりにつながるスポーツの推進を各チームがバラバラではなくて、連絡会がうまくコーディネー

トをされているのは他地域からの参考になると思う。立川市と連絡会の連携を強めることで、さらに取

組が広がっていくと思う。 

（会長） 平成 30年度からなので始まったばかりである。これは、立川の宝になると思う。立川のスポーツ

活性化の起爆剤になる可能性もある。ともに広げていけるように考えていかなければならない。 

（岩下氏） 昨年、アルバルクの試合前に、TACHIKAWA DICE と一緒に、子どもたちのバスケットボール大会

を行った。また、ハーフタイムにチアの子どもたちが踊ったりしている。試合の間や前後に、地域の方

が楽しめる時間を取れるとよい。 

（会長） その時々の楽しみも必要であるが、子どもたちは競争になると意欲的になることが多い。競争し

て勝ったら、観戦に行ける、といったことがあると、それに価値を見出してくれると思う。スポーツを

がんばる材料にもなるのではないか。日本人の性質として一緒に頑張ることもできると思うが、いかが

か。 

（水越委員） 今、競争させるなと言われている。国の部活動の改革のなかでも、競技スポーツは１種目で

はなく多種目を楽しめるような部活動を作った方がよいという意見も出ている。 

（会長） 部活動に限った話ではなく、例えば大縄跳びを１分間で跳べた回数を競うなど、部活動の競技以

外の、別の方向で考えられるとよいと思う。毎日校庭をみんなで走って全部で何キロになったなど、独

自のやり方があると思う。立川独自のプロスポーツとの連携の仕方があるとよい。 

（スポーツ振興課長） プロスポーツチームと立川市は連携して取組を行っているが、この関係が長く続く

ためにはウィンウィンの関係でいるべきと考えている。プロスポーツチームが立川市に求めているもの

があれば教えていただきたい。 

（岩下氏） まずはＰＲ、認知度を上げてもらいたい。何らかの予算があるのが望ましいが、まずは広報を

お願いしたい。川崎市ではＪリーグのフロンターレ川崎の選手の計算ドリルを使用して、チームの浸透

をはかっている。そのように、子どもの段階から地元のチームとして関われるとよい。 

１か月単位などで、スポーツ大賞を設けてもらい、一定の運動をしたり参加すると市のホームページ

に掲載されるなど、体を動かすことで報償が受けられるというシステムがあると、年齢を問わず体を動

かす機会になると思う。 

（会長） 岩下様には、貴重な意見をいただき感謝したい。これで意見交換会を終了する。 

  （岩下氏退席） 

 

 

４ その他 
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（１） コロナ禍における市の屋内・屋外体育施設の利用状況について 

  （スポーツ振興課長より資料 10,11説明） 

（スポーツ振興課長） 感染症の影響により、泉・柴崎両市民体育館においては、利用料金収入が大きく減

少したほか、感染症対策の追加業務の発生等により指定管理者の収支計画等に大きく支障が出てきてい

ることから、その影響額の補填を検討している。 

（会長） 致し方ないことであると思う。団体の活動に影響がかなりあったと思う。 

 

（２） 河内委員提起の審議事項について 

  （河内委員からの意見代読） 

① コロナ後のスポーツ推進について具体的な施策の立案推進が急務である 

② 学校の部活動指導員を想定した指導者育成のしくみ構築推進が必要である 

（会長） 学校現場ではいかがか。 

（水越委員） 中学校の部活動は現在過渡期に来ている。ひとつは働き方改革の問題である。教師が担う必

要のない業務であることは明確である。一方で、現場では部活動を通して子どもを育成したいという強い

気持ちの者もいる。また、そうでない人もいるため、難しい状況である。やってくれないかと頼んでいる

のが現状である。将来的にはおそらく、個人的な考えであるが、地域のスポーツに変わっていくと思う。 

  そのためには、河内委員の意見のとおり、しくみ作りが必要になる。これは行政だけではできない。学

校や地域、さまざまな団体の協力が必要になる。それから、まず根底に、日本のスポーツを支えてきたの

は大学、高校、中学の学生のスポーツである部活動だと思っている。このことを教員、保護者、地域で考

え、意識改革をしていかなければならない。財源確保も必要である。地域スポーツでやっていけるのか、

また地域の方からも学校でやってもらいたいとの意見もあるかもしれない。この折り合いをつけていくの

は難しい問題である。 

（会長） 立川市だけでなんとかなる問題ではないが、時間がかかる。学校体育の予算もある。経済的な面

で困難のある子どもに外部の教室を勧めることはできない。また、施設や時間の問題もある。場所が学校

であれば、放課後すぐできたのに移動が必要になるなど、さまざまな問題がある。この場ですぐに解決策

を出すことはできないが、それでも変えなくてはならない時期にあることは間違いない。 

（水越委員） 学校でなければできないこともあるが、逆に新体操やラグビーといったスポーツは学校では

できない。いろんな方面の意見を総合して進んでいかなければいけない。 

（会長） 長期戦で、国と共に変化していくことになる。部活動を専門に職業としてできればよいが、生活

が成り立たない。しかし、すべて教員に投げるのはナンセンスである。難しい問題であるが、これを考え

ることは良いことであり、変わる時期であるということを知ることが重要であると思う。これ以上の意見

は難しいと考えている。 

全国的な感染拡大傾向が見られる中で、いかにして安全にスポーツを実施し、健康を維持していくかが

大きな課題になる。安全な状態で今までどおりにスポーツをすることは難しい。各自でできる運動や家の

中でもできる運動など、そういう方向でも協議を進めていくことになるかもしれない。 

以上で議題終了となるがほかに意見等はあるか。 

 

（３） 次回審議会について 

（スポーツ振興課長） ２，３月ごろを予定しているが、感染拡大状況を考慮して、今回と同様の形での開

催にするか、対面方式にするか検討する。場合によっては、さらに延期する場合もある。 

 

閉会 


