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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30年度  第1回スポーツ推進審議会 

開催日時 平成30年6月19日（火曜日）  午後7時00分～午後8時30分 

開催場所 立川市泉市民体育館 研修室 

次第 1．開会 

2．協議 

 (1) 今後の審議会の開催予定と審議内容について（可決） 

 (2) 第 2次立川市スポーツ推進計画策定スケジュールについて（可決） 

 (3) 立川市スポーツ推進計画の達成状況と課題について（継続） 

 (4) その他 

   次回の審議会 

   9月頃に開催を予定 

資料 資料1 立川市スポーツ推進審議会審議予定について 

資料2 第2次立川市スポーツ推進計画策定スケジュール案 

資料3 立川市スポーツ推進計画（平成27～31年度）の達成状況と課題 

配布物 立川市スポーツ推進計画の達成状況と課題についての意見（河内副会長） 

出席者 ［委員］ 

秋山 エリカ、河内 勝正、山﨑 俊英、中村 利文、市川 智庸、 

富永 立人、柴田 依子、市川 利夫、古岡 邦人、近藤 透、 

冨永 尚宏、三上 操 

［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）、 

岩﨑 利治（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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平成30年度 第1回スポーツ推進審議会 会議録 

 

開催日時 平成30年6月19日（火曜日） 午後7時00分～午後8時30分 

開催場所 立川市泉市民体育館 研修室 

出席者  

［委員］ 秋山 エリカ、河内 勝正、山﨑 俊英、中村 利文、市川 智庸、 

富永 立人、柴田 依子、市川 利夫、古岡 邦人、近藤 透、 

冨永 尚宏、三上 操 

［事務局］ 久保スポーツ振興課長、石川スポーツ振興係長、岩﨑 

 

会議の内容(要旨) 

１ 開会 

 スポーツ振興係長により資料の確認。 

２ 協議 

(1) 今後の審議会の開催予定と審議内容について 

（事務局）今年と来年はスポーツ推進計画の策定のために年に 4 回開催する。本日は現行の計画について見直し

の意見をもらい、資料3にある総括シートに事務局で修正を加えたい。 

9月に予定している第2回審議会までは、「立川市スポーツ推進計画の達成状況と課題について」を検討し

ていきたい。 

11 月の第 3回審議会では検討された内容を基に第2次計画への提言案を協議したい。1月の第4回審議会

では第2次計画の骨子について審議し、提言案としてまとめていきたい。 

ここで委員の改選が入るので、来年の 7 月からは次期の委員に引き継ぐが、作られた骨子を基に内容を作

っていきたい。 

資料2は大きな流れについて書かれている。今年度はスポーツ推進審議会の中での検討になるが、平成31

年度は庁内の課長、係長を構成員としたスポーツ推進計画策定委員会を立ち上げ、スポーツ推進審議会と内

容についてやり取りをしながら中身を固めていき、最終的に第2次スポーツ推進計画を完成する。 

 (2) 第 2次立川市スポーツ推進計画策定スケジュールについて 

（事務局）平成31年度には計画策定委員会が設立され、並行しながら策定をしていき、3月には完成して平成32

年度にパブリックコメントを求め、これを付けて平成32年度の市議会に報告する。 

 (3) 立川市スポーツ推進計画の達成状況と課題について 

（事務局）事前に資料を送った理由は、この資料3を事前に読んでもらうためである。 

「計画の目標：Ⅰ 市民のライフステージに応じたスポーツの推進」の「施策名：(１) 子どものスポーツ

の推進」について、施策の内容と施策の実施状況については割愛し、今後の課題について事務局で挙げた物

を読みあげる。 

・積極的にスポーツをする子どもとそうでない子どもの二極化が起きており、スポーツをしない子どもが身

近な地域で気軽にスポーツに取り組めるよう、地域と連携して、地域での子どものスポーツ活動を推進する

必要がある。 

・地域スポーツクラブとの連携を深める必要がある。 

・未就学児のスポーツの推進は、子育て世代のスポーツができる環境の整備が必要である。 

事務局としてはこの 3 つを今後の課題として挙げたが、この課題が次の計画の骨子になっていくので、皆

さんの意見をもらったところで、修正を加えていきたいと考えている。 

（副会長）私が気付いたところを先ほど配った資料にまとめてある。（河内副会長配布の資料参照のこと） 

資料3の内容を見ると、全体的に把握しているのかが疑問に感じる。体育協会の事例として、平成17年度

から今まで推進計画に沿った内容での活動を資料に載せてある。それがほとんどこれに載っていない。健康

遊具の公園への配置はスポーツ推進計画には入っていないが、高齢者の健康管理には有効なことである。神

奈川県の大和市での実績では医療費が半額になったというデータがある。リストにあるように健康遊具が設

置されている公園は高齢者の集いの場になるというメリットもある。こういうものも計画に入れてもらえば

次のステップにつながるのではないか。 

また、確認したい事項として、ラジオ体操の普及啓発活動をする場合に報酬を支払う制度を制定したとあ

るが、その経緯と支払元を聞きたい。ちなみに体育協会では立川市での外部指導員への支払いは謝礼として

1日1,500円である。 

（事務局）補助金を原資としてまかなっている。ラジオ体操みんなの体操会に来てもらい、9月または10月に開
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催する指導者講習会に参加して資格を取った人に地域に行ってもらった時の報酬である。これは地域が開催

する町民運動会や健康フェアのような事業に行ってくれる方に支払っている。報酬額は 1 回につき税込で

3,000円である。今後はこのような制度があるということを地域の方々に周知することが課題となっている。 

また、上限50万円で5年間市長会からもらえる補助金は使い道が指定されているので、ラジオ体操に特化

せざるを得ない。 

（スポーツ振興課長）市長会から補助金を得るにあたり何か 1 つの事業をしなければならない。ここで選んだの

が「ラジオ体操みんなの体操会」であった。上限50万円というのは普及活動をしていく中で全部使うのでは

なく、講師謝礼や消耗品などを含めたすべての金額ということである。 

（委員）資料を見ながら話をしていかないと、我々は何を話しているのかわからない。個人的な意見ではなく、

今ここで何を話すべきなのか方向性を定めて話し合いを進めていってほしいということを事務局に求める。 

（会長）私たちも体育協会が何をしているのか知る必要があると思うが、もう少しつながりを持って全体を把握

する中で、審議会の柱がぶれないようにしていくことが重要だと思う。お金の使い方については制限がある

とは思うが、どのように使えば正しいのかを知る必要があると思う。 

（副会長）スポーツ推進計画の内容は良くできていると思うが、実施状況、課題に対して不満を感じる。 

（委員）9 ページの体系が全体像で、目標がスポーツ実施率 70％であり、そこへ向けての具体的な取り組みをし

てきたが、それでいいのかといったところを河内副会長に提言された。もう少し全体像が見えるようにもう

一度まとめる必要があるのではないか。今日は時間がないので一人ひとり意見をもらったらどうか。 

（会長）体育協会が開催している事業を把握することで、スポーツ実施率70％に近づいていくのではないか。お

金の話は別だと思うが、行政が行っている事業だけでは片手落ちではないかと思う。体育協会が子どもから

年寄りまで取り込んで事業を行っていることは理解できる。 

（委員）この会にはそれぞれの立場の方が出席していると思う。教師、医師等自分の立場からスポーツ推進計画

を見ての意見をもらったらどうか。 

（委員）市民の立場から言うと、立川市ではかなりスポーツ事業を開催していると思う。しかし地域での活動な

どをもっと把握してもらうといいのかなと思う。実施状況を見ると人数等の数字が書かれているが、これが

どう変化してきているか、また効果など具体的に書いてほしい。課題などは現状の問題点を羅列しているよ

うに見える。 

（委員）立川市内でスポーツをする人を増やしていこうという取り組みはわかるが、世代によって広め方が違う

と思う。若い世代の情報収集はインターネットを使っている。世代によって周知の方法が違うので、方法を

検討しなければいけないのではないか。高齢者には口コミなど広め方があると思う。情報が行きにくいのが

子育てをしている世代や若い世代で、その世代がイベントなどに行けるようにインターネットなどで周知す

るなどの試みが必要ではないか。活動していることは把握できるが、それを展開する方法を考えていくこと

が課題だと思う。 

（委員）高齢者のスポーツの推進については、町の文化の歴史などを探しながら歩いて健康的に運動をするなど

の取り組みが有効なのではないか。 

（委員）学校医の立場から２極化について言うと、しゃがむこともできないようなスポーツ障害の子もいる。そ

の解決策としてラジオ体操に取り組むところもある。また、高齢者には孤独な方もいて、有効なニュースポ

ーツにウォーキングフットボールというものがある。歩きながら行うサッカーだが、高齢者が生涯を通じて

楽しめる。ただ歩くということは孤独だが、このスポーツは仲間で楽しめる。孤独のリスクは非常に危険で

ある。孤独な高齢者には「教育：今日行くところがあること」「教養：今日用があること」を与えてあげるこ

とが行政の役割だと思う。 

（委員）推進計画の実施状況と課題は読むのも大変なくらい内容が多い。何を求めているのかわからないし、課

題も多すぎて、何に絞って発言すればいいのかもわからない。一つに絞られていれば、それについて意見す

ることができる。ラジオ体操は高松町では地域の集まりなどでジュニアリーダーが前に立ってやっている。

ジュニアリーダーは講習会に参加すれば資格がもらえるのかどうかを聞きたい。 

（事務局）全国ラジオ体操連盟の規定によるもので、講習会を受講できる対象は満18歳以上となっている。 

（委員）地域でほとんどの競技をしているが、指導者の高齢化が目立っている。少年スポーツにおいては校庭が

使えなくなっている。これはどういうことか知りたい。 

（スポーツ振興課長）現在小中学校は耐震、老朽化の関係で、大規模改修、中規模改修工事が行われ、毎年２～

３校が対象になっている。これに半年、１年かかってしまうので、その間に体育館、校庭などが使用できな

くなってしまい、代替校を出来る限り紹介するようにしている。 

（委員）地域としては父兄が引率して小学生が遠く行くことに不安を持っている。また中学校教師はクラブ顧問

になれなくなるのか。 

（委員）中学校の先生が顧問になれなくなるわけではない。専門ではない先生もいるので、その場合は外部指導
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員が生徒を引率することができる。教員が行かなくてよくなるというシステムができた。 

（委員）たしかに学校では運動をする子と、まったく運動をしない子に分かれていることは事実である。学校で

は体育で体を動かすことは楽しいということを教えるようにしている。家庭で運動をしているところは子ど

もも運動をするきっかけがつかみやすいが、そうでない家庭の子は運動をしない傾向があると思う。外遊び

をしている子は体力もあり、スポーツテストの点数も高い。外遊びが子どもたちの体力を高める大きな要因

だと思う。立川のスポーツを振興するために遊べる場所がほしい。公園は制約が多い。これだけ推進計画が

できているのだから、突破口を 1，2 個作ったらどうか。いろいろ追わなくてはならないだろうが、この 2

年間でここを突破口にしたら裾野が広がるのはないかというポイントを絞れればいいかなと思う。 

（委員）中学校の部活動は平日は 2時間、休日は 3時間の活動で週 2日休みなさいと言われている。これは働き

方改革に起因したものではなく子どものオーバーワークをなくすためである。これでは子どもはプロを目指

せないのでクラブチームに入る。これとは反対に一般の子どもでも参加しやすいようにゆるい部活動を作る

ような方向性になってきている。地域との関連性を持たすことが必要で、地域にクラブがあるなどの受け皿

があると良い。また、校内を見ると全員がスポーツができるわけではないので、指導者がほしい。人材バン

クがあるといいので、体育協会に頼んだり地域に頼んだりしている。行政がまとめた人材バンクがあると、

学校は安心してそこに指導者を依頼できる。そのようなシステムがあるといいと思う。推進計画はすばらし

い資料だと思う。これを生かして方向性をいくつか作る。それから分科会があった方がいいと思う。子ども

のスポーツを考える、地域のスポーツを考える、体育協会での問題点を考えるなどの分科会を経て、その分

科会からの意見をまとめていく方が会の進め方としていいのではないかと思う。 

（委員）老人会では年間 5 競技のスポーツ大会を開催しているが、グランドゴルフには女性の参加が増えた。吹

き矢は体育部ではなくて健康に良いということで保健部が予算を取っている。ラジオ体操は４年前に老人会

で機械を預り、2人で始めたが今は18人に増えていて、子どもたちが来たらいっしょにやるようにしている。

どんなことでも続けて来て、楽しくコミュニケーションをすることが大切であると思う。 

（副会長）スポーツ推進計画に沿って体育協会は活動をしている。このことから方向性が得られるのではないか

と思う。スポーツ指導については中野先生を呼んで講座を開いている。ニュースポーツについては泉市民体

育館まつりで22コーナーを設けて、自由参加で行っている。お仕着せになると続かないので、自分でやりた

いものを選んでもらっている。色々な情報を把握してほしい。知らなければ次の推進計画が作れない。くど

いようだがここに書かれた実施状況では今の立川でやっているスポーツ関係のことのほんの一部である。も

っと全体を見てほしい。質問は何でも受け付ける。 

また、質のいいスポーツ指導者を育成していくことが大切である。 

（会長）スポーツ実施率70％と掲げているが、立川市のスポーツ推進としては、体育協会を含め、いろいろな活

動をしていると思う。しかし“だれが、どこで、何をやっているか”というようなことを把握できるシステ

ムがないのだろうと感じる。まずしなければならないことは、これを全体が理解できるシステム作りだと思

う。 

また、幼児期から高齢者までの遊びの場所、用具の問題についてどのように取り組むのか。これらについ

て解決することができれば、スポーツ実施率70％により近づけるのではないかと思う。幼児期に運動の楽し

さを覚えると長続きすると思う。それをするにはやはり場所と道具が必要となる。それを用意することで高

齢者もいっしょに動いたりすることが考えられる。高齢者の孤独についても子どもとのふれあいによって解

決できる策があるかもしれない。それぞれの立場から発言してもらったことを組み合わせると、より良いも

のができるのではないか。平成27年度から現在までで、どの位実施率が上がっているのか、全体を把握する

ことでどのくらいまで上がるのかということを踏まえた上で、今欠落していることにピンポイントでスポッ

トを当てて、そこを強化していくことがより良いスポーツ推進計画になっていくのではないかと思う。 

大学の立場で言うと、高齢者向けの“集団行動”の取り組みについての話が出ている。無理な動きをする

のではなく、動けなければ止まっててもいいし、車いすでも参加できる、子どもが混ざってもいいというパ

フォーマンスをして発表の場を設けてあげるような日本で誰も取り組んでいないことを立川市でできたらい

いと思う。 このような新しいアイディアを立川市が全国に先駆けてできたらいいと思う。 

（副会長）公園に健康遊具があれば高齢者はそこに行くようになる。そこで友達ができて会話ができる。2極化し

てきている子どもたちのことも心配している。そのためにスポーツ環境を整備できる仕組み作りをできるよ

うな落とし所を考えることだ。慎重に全体を把握して、どこに焦点を絞ったらいいのかを考え、スポーツ推

進計画に優先順位をつけて検討していくべきだ。 

（委員）スポーツ推進審議会のゴールを確認したい。 

（スポーツ振興課長）第2次の推進計画を作ることがゴールとなる。 

（委員）限られた会議の中でまとまりがつかないという危惧を感じる。ある程度テーマを絞って、一番の課題に

ついて具体的にどうするかを話していった方がいいのではないかと思っている。 
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（スポーツ振興課長）今回の資料は計画の取り組み事項からのピックアップである。これはあくまで計画なので、

個々に視点をおくのではなく、行政的にはトータルで相対的に見ていかないとならない。次回は施策の1個

1個を見てもらって、課題として抜けているところなどのコメントをもらいたい。今年度は振り返りをして、

次の計画の骨子を作るところまでを考えている。それ以上は来年度以降の進行となる。 

（委員）この資料にある16項目すべてを議題にあげて話し合うことはできないと思うので、各回で絞って議題に

のせればいいのではないか。 

（委員）事務局、会長、副会長で相談して次回の方向性などを調整して、事前に知らせてもらえばいい。 

（会長）おそらく事務局としては、16項目についての振り返りをして、その後に今日の発言のような中身に入っ

ていきたいと感じたのだが。 

（スポーツ振興課長）そうだ。次回も資料3について意見がほしい。 

（会長）次回は資料3の内容について振り返りをし、過不足について考えていく。 

（委員）実施状況についての評価を知りたい。 

（会長）比較できるような資料があれば、それも含めて振り返りをしていく。 

（事務局）立川市第3次スポーツ振興計画というものがあり、項目は違うが比較することはできる。 

 (4) その他   

（事務局）次回は9月開催を予定している。 

閉会 

 


