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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 29 年度  第 1 回スポーツ推進審議会 

開催日時 平成 29 年 7 月 18 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．辞令伝達 

2．挨拶 

3．委員、事務局自己紹介 

4．会長、副会長の選出 

5．スポーツ推進審議会委員について 

6．立川市スポーツ推進計画について 

7．今年度の議題について 

8．その他 

配布資料 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委員について 

資料 3 スポーツ基本法（条文） 

資料 4 立川市スポーツ推進審議会条例 

資料 5 立川市スポーツ推進審議会施行規則 

資料 6 立川市スポーツ推進計画 

資料 7 立川市スポーツ推進計画の概要 

資料 8 平成 29 年度にスポーツ推進審議委員会で審議すること（案） 

出席者 ［委員］ 

河内 勝正、中村 利文、山﨑 俊英、秋山 エリカ、市川 智庸、

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］ 

渡辺 晶彦（産業文化スポーツ部長）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 

会議結果 1． 審議会役員選出 

 互選により選出 

   会 長 秋山 エリカ 委員 

   副会長 河内 勝正 委員 

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 29 年度 第 1 回スポーツ推進審議会 会議録 

 

開催日時 平成 29年 7月 18 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］ 河内 勝正、中村 利文、山﨑 俊英、秋山 エリカ、市川 智庸、

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］ 渡辺産業文化スポーツ部長、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．辞令伝達 

（渡辺産業文化スポーツ部長より審議会委員へ辞令伝達） 

 

２．挨拶 

（渡辺産業文化スポーツ部長より挨拶） 

    

３．委員、事務局自己紹介 

  （委員、事務局の自己紹介） 

 

４．会長、副会長の選出 

  互選により選出 

    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 

（会 長）  

お手元の次第に基づきまして進めさせていただきます。議題 5「スポーツ推進審議会委

員の役割について」を議題とし、事務局から説明をお願いします。 

（事務局）  

それでは、「スポーツ推進審議会委員について」と書かれている配布資料 2をご覧くだ

さい。 

まず、このスポーツ推進審議会ですが設置法令といたしましては、「スポーツ基本法」

に基づいて設置されておりまして、詳細につきましては、「立川市スポーツ推進審議会条

例」により定められております。人数は各関係団体・機関推薦による委員が１０名、市

民公募委員が２名の計１２名で構成されます。立川市では「にぎわいとやすらぎの交流

都市 立川」というメインテーマのもと、企画立案から施策展開、事業のチェックにい
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たるまでの、あらゆる場面における市制への市民参加を進めています。「女性の視点」も

不可欠です。委員会の職務の内容は、スポーツ推進計画、その他のスポーツ推進に関す

る重要事項を調査、審議します。任期は２年間とし、当期のスポーツ推進審議会委員の

任期は、平成２９年７月１日から平成３１年６月３０日までとなります。開催回数は、

平成２９年度は本日を含めて３回、平成３０年度はスポーツ推進計画の準備があるため、

１回増えて４回を予定しております。開催日時等は概ね１９時から１時間３０分程度の

会議となります。会場は泉市民体育館研修室、開催日は平成２９年度は７月、１１月、

１月頃、平成３０年度は６月、９月、１１月、１月頃を予定しております。謝礼につき

ましては、市の規定により、審議会の参加に対して謝礼をお支払いいたします。なお、

新任の委員の方には、マイナンバー等の提出をお願いします。委員の再任につきまして

は再選は妨げませんが、多くの方のご意見を反映させるという観点から、同一の委員の

選出は原則として最長で３期６年までを基本としております。 

（会 長）  

事務局から、議題 5 についての説明が終わりました。ただ今の内容につきまして、ご

質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

ご意見等がありませんので、続きまして議題 6の「立川市スポーツ推進計画について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

６．立川市スポーツ推進計画について 

（事務局）  

配布資料 6 が立川市スポーツ推進計画です。スポーツ基本法にも定められていて、ど

の市町村でも作られております。立川市スポーツ推進計画の概要をまとめたものが、資

料７の「立川市スポーツ推進計画（原案）の概要」です。この資料 7を参照して説明し

たいと思います。 

第１章は計画策定の基本的な考え方を示しています。市全体の計画がありまして、「立

川市第４次長期総合計画」に沿って「立川市スポーツ推進計画」が体系立てて作られて

います。図を見ていただくと、最上段に「第 4次基本構想・長期総合計画」があります。

その下段に「立川市前期基本計画」がある中で「立川市スポーツ推進計画」があります。 

計画の期間につきましては、「立川市第 4次長期総合計画・前期基本計画」の計画期間

と整合を図り、平成 27年度を初年度とする５年間を計画期間とします。計画の策定にあ

たりましては、国及び東京都の動向を組み入れて作っております。この中でポイントと

なるところが、東京都の動向の中の目標にある「スポーツ実施率７０％」です。スポー

ツ実施率７０％というのは、週１回以上スポーツをする成人の割合となっております。

分母は成人以上の方となりますので、実施率が７０パーセント以上となるように皆様の

アイディアとか知識をいただきまして、少しで近づけていきたいと思っています。 

社会状況の変化における、高齢化社会、子どもの体力低下、地域コミュニティの希薄化、

障害者スポーツの推進についての課題を解決するために、第３次スポーツ振興計画で市

民力と提携したスポーツの振興、ニーズの多様化に対応した新たな事業展開、健康づく
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りの推進、関連行政分野との連携の強化・共同事業の実施、スポーツ施設の利用拡大及

び整備・充実を取り上げております。 

本計画のスポーツの定義は、競技スポーツから健康づくりやレクリエーションとしての

スポーツ、さらにスポーツ基本法で定められていることですが、「する」「観る」「支える」

スポーツを広く指しています。 

資料の裏面に計画の中で取り上げられているポイントがあります。 

１つ目に「市民のライフステージに応じたスポーツの推進」ということで、子どものス

ポーツの推進、成人や子育てのスポーツの推進、高齢者のスポーツの推進、障害者のス

ポーツの推進の４つのスポーツの推進を計画の中で定めております。 

２つ目に「交流と連携による地域スポーツの推進」ということで、地域スポーツクラブ

の支援、地域スポーツ団体との連携によるスポーツの振興・競技力の向上、地域におけ

るスポーツの推進、ニュースポーツによるスポーツの推進、立川シティハーフマラソン

の推進、トップアスリートによるスポーツの推進を詳細な具体策として定めています。 

３つ目に「スポーツ環境の充実」ということで、既存スポーツ施設等の充実、学校施設

の有効活用、指導者の育成・確保、情報の提供、健康づくり事業の推進、オリンピック・

パラリンピック競技大会を契機とするスポーツの推進が挙げられております。 

「立川市スポーツ推進計画」の冊子の中に詳しく書かれておりますので、ご自宅に帰っ

てお時間のある時に目を通していただければと思います。 

（会長） 

事務局から議題 6 について説明がありました。ただいまの内容についてご質問、ご意

見がありましたら、お願いします。 

（委員） 

スポーツ実施率７０％についてですが、立川市ではどのような調査をして実施率を算

出するのですか。 

（事務局） 

全員ではなく、企画政策の部署で市民満足度調査という調査をしております。その調

査の中で不特定に抽出された市民が回答したものの統計を取っています。体を動かすこ

ともスポーツであるということを周知しながらアンケートを取っているのですが、スポ

ーツについての認識に個人差があるため、なかなか実施率が上がっていません。 

（委員） 

これから高齢化が進んでいくので、調査の対象に体が動かない高齢者を入れると実施

率の向上につながらないのではないでしょうか。そのような方たちにもスポーツの推進

を求めるのですか。 

（事務局） 

立川市だけ違う方針は取れないので、他と調整をしながら進めていきたいと考えてい

ます。 
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（副会長） 

「準備段階から学校等と連携して、オリンピック・パラリンピック教育に取り組み。

開催後のレガシー（遺産）につなげていきます。」とあるが、具体的にはどのようなもの

を考えているのでしょうか。 

（スポーツ振興課長） 

学校に関しては東京女子体育大学をはじめオリンピアンを派遣したり、リオオリンピ

ック近代５種で出場した朝長なつ美さんが生徒の前で講義をしています。オリンピアン

を間近に見ながら生徒たちが次の世代を背負っていくということをレガシーとしていき

たいと考えています。 

（副会長） 

立川市が言うレガシーとは具体的に何をするのですか。子どもたちに対して行ってい

ることをレガシーと理解してもいいのですか。東京オリンピック・パラリンピック開催

まで 1000 日を切っているのに、もっと具体的なものがあってもいいのではないでしょ

うか。 

（スポーツ振興課長） 

立川市はオリンピック・パラリンピック準備室を立ち上げ、様々な企画をしています。

内容は次回以降の会議で披露できると思います。 

（会長） 

オリンピアンという立場で、昨年は 10 か所以上の小学校、中学校を回ってきました。

オリンピックに向かって、スポーツムーブメントが盛んになってきていますが、オリン

ピック選手がゆえにけがをしたり、リハビリを陰でやらなくてはならない古傷を持った

選手が多くいます。 

そのようなリハビリ関係、指を動かすだけでもスポーツととらえていいのであれば、

たとえば寝たきりの方にもトップのノウハウがきちんと降りていくようなシステムをき

ちんと作っていくということが、レガシーの一つにつながるのかもしれません。 

立川市として、子どもからお年寄りまでスポーツに親しんでもらうために、トップか

ら全体にという目線を取ればいいのかなというふうに捉えてよろしいでしょうか。 

（一同） 

はい 

（会長） 

それでは、そのような形で幅広くオリンピックに向かったエネルギーを、たくさんの

市民の方に伝えられるように進めていきたいと考えます。 

他にご質問、ご意見がございませんので、「７ 今年度の議題について」を議題といた

します。事務局から説明をお願いします。 

７．今年度の議題について 

（事務局） 

資料 8 により説明します。まず今までの流れは「立川市スポーツ推進計画」に基づい
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て審議してきましたが、今後は次期計画について審議することになります。これは今ま

での計画を平成３０年度に検証し、平成３１年度に作成、平成３２年度から開始となり

ます。平成３０年度に検証するということは平成２９年度中の実績がスポーツ推進計画

の評価対象となるため、今年度の取り組みが非常に重要になってきます。 

今年度の審議内容の案ですが、スポーツ実施率を向上させる取り組みについて考えて

いきたいと思います。例として、スポーツの定義を体を動かすこととして捉え、日常の

生活に一つでも体を動かすことを取り入れる、外に出る、毎日の習慣とするなど幅広く

スポーツの概念をとらえていきたいと考えています。 

また、スポーツができる環境づくり、ライフステージに応じたスポーツの推進、子ど

もから高齢者までできる取り組みやすいスポーツの推進などをみなさんとともに審議し

たいと考えています。 

（会長） 

事務局から、7の議題についての説明が終わりました。ただ今の内容につきまして、ご

質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。 

（委員） 

スポーツ実施率７０％とありますが、達成させるための手段を考えるために、現状が

どのくらいで、スポーツをしていない人の理由の内訳を知りたいです。スポーツ自体に

興味がなくてやらない人、興味はあるができる環境が無くてできない人、ケガ等でフィ

ジカル的にできなくなってしまった人などの内訳を把握すれば、何パーセントの人にス

ポーツ振興ができるかの対策が立てやすいのではないかと思います。 

アンケートの質問内容にスポーツをしていない理由があればいいと思うのですが。 

（事務局） 

アンケートの内容につきましては、立川市全体のアンケートとして商業、教育などの

設問と一緒になっているため、「週に１回スポーツをしていますか。」とか「立川市のス

ポーツの環境は整っていますか。」のような設問で、理由等を問う詳細なものではありま

せん。 

（会長） 

そのアンケートの内容の内、スポーツ推進審議会に関わる設問を共有できれば、欠落

している部分について意見交換することができると思います。 

（委員） 

参考までに調査の結果がありますが、スポーツをしない理由の１位は「運動、スポー

ツがきらいである」ということです。以降は順に「時間がない」「機会がない」「一緒に

する人がいない」「お金がかかるから」ということです。 

実施率は文部科学省調べで、平成１８年度 44.4%、平成２１年度 45.3%、平成２４年

度 47.5%、平成２７年度 40.4%となっています。 

（会長） 

立川市の中で子どもたちが安心してボールを蹴れる環境があるのでしょうか。 
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（副会長） 

環境については痛感します。ボール投げは公園ではできません。学校はクラブ等で使

っています。やたらな場所でやって、ケガをすると保護者から苦情が出ます。スポーツ

ができる環境を作っていく時は保護者を交えてスポーツに対する考え方を調整しなくて

はなりません。体育協会では子どもたちにスポーツではなく、遊びだということで取り

組んでいます。野球をするとなると道具を持っていないので、少年クラブに依頼して、

こちらで揃えてあげます。ボールもケガをしないように、軟球ではなくソフトボールを

使用します。すると子どもたちも楽しいから集まってきます。子どもたちにとっては情

報がない、指導者とのつながりがない、場所がない中で、道具などを与えて遊ばせてあ

げると集まってきます。そのような環境を作ることは絶対に必要だと思います。 

（委員） 

そのような環境づくりを審議会で検討すべきだと思います。 

（副会長） 

これから勇退される方にとって、すぐに始められることにウォーキングがあります。

しかし１か月もすると飽きてしまいます。神奈川県の大和市のように、各公園に健康器

具があれば、ウォーキングをする人たちが集まってきて、会話をするようになり、情報

交換が始まります。このような話題作りができることも環境の一つであると思います。 

子どもならば遊びの場所、高齢者ならば集う場所を作ることを環境づくりの前提に入

れた方がいいと思います。 

（委員） 

指導者はスポーツの面白さを知っていて、ノウハウを持っている人が好ましいですが、

子どもたちが楽しめるような、子どもが好きで、スポーツを楽しめるような人がより良

いと思います。地域にそういう人がいるはずですので、スポーツをする人を育てるとい

うことも大切だと思います。 

（会長） 

今アンケートの内容をもらいましたが、「立川市はスポーツをする環境が整っていると

思いますか。」という問いに対する回答が 62.7%であったことに対し「日頃スポーツをし

ていますか。」の回答が 37.9%だったことから、スポーツをしたくない人がたくさんいる

と思われます。 

スポーツをできる環境があってもしていないという回答から、スポーツが楽しいとか、

これをしたら効果があるということを上手に提示していかないとならないように思いま

す。 

子どもたちに対し、スポーツの楽しさを伝える指導者も施設も必要と思いますが、あ

る程度整っている環境をフル活用する方法も審議会で見出さなければならないと思いま

す。 

また、情報提供をいかにするかも必要となってくると思います。 
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（委員） 

学校から帰ってきて外で遊んでいる子どもをほとんど見かけません。子どもたちは電

話で確認してから友だちと遊ぶようになってきていたり、学童に行っていたりで条件的、

生活的にも難しくなっています。 

（委員） 

きっちりスポーツをとらえるのも大切だと思いますが、資料にあるようにスポーツを、

体を動かすことと捉えることも大事ではないかと考えます。子どものスポーツも大事で

すが、中高年には特に大事で、健康寿命が迫っているとき、フレイル（要介護状態にな

る直前の虚弱状態）防止のためには運動と栄養が必要になります。そのことからも中高

年にとっては、体を動かすことがとても重要になってきます。座っていることは良くあ

りません。立ち上がって歩くことが大切であることが、アメリカなどの研究でわかって

きています。家事でもいいので、体を動かすということにスポーツの概念を捉えてもい

いのかなと思います。 

（会長） 

体を動かすことの大切さの情報提供とスポーツを嫌いなのでしていない人たちをター

ゲットに情報を発信することも重要なのかもしれません。たとえばウォーキングが継続

するように面白みをどう加えていくかとか、ふだん運動していない人たちが運動の効果

をどう理解するかなど、私たちが市民一人ひとりにアプローチすることはできないので、

いかにスポーツをすることの効果や面白みを情報提供できるかも重要な役割ではないか

と思います。 

（委員） 

リハビリテーションも運動だと考えれば、実施率７０％に近づいていくのではないで

しょうか。 

（委員） 

中高年に対しては、体を動かせば認知症予防になるとか、健康寿命が延びるとか、学

生に対しては運動すれば成績が良くなるとか知らせてあげます。 

また、運動が嫌いな子どもは親が運動をしていない傾向があります。子どもといっし

ょに遊ばないなど、親が影響していると思います。 

（副会長） 

スポーツでスターが出てくると子どもは興味を持ちます。子どもにとってのスポーツ

の入り口は、面白いからという遊びの感覚です。遊びで捉えさせるといいと思います。 

スポーツには見るスポーツもあります。見ることからスポーツが始まるということで、

スポーツを定義づけしないで、遊びから入れるようないい方法がないかと思っています。 

（会長） 

遊び、リハビリ、高齢者、子どもたちをすべて含めて楽しいと思わせるようなもの、

継続できるもの、情報提供などをキーワードとしてこれからの審議会を進めていきたい

と思います。 
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続きまして、「8 その他」についてを議題といたします。委員の皆様、事務局から何

かございますか？ 

８．その他 

（副会長） 

お渡ししてある資料にある、青山学院大学駅伝チームトレーナーである中野ジェーム

ズ修一氏の講演を 9月 14日たましん RISURUホールで開催するのでぜひ聞きに来てく

ださい。 

初心者がスポーツに親しむ機会づくりとして取り組んでいる「泉市民体育館まつり」

を 10月 9日に開催します。 

また、12月 23日に中野ジェームズ修一氏を招いて泉体育館会場で体幹トレーニングの

体験会を行う予定です。 

（会長） 

他にご意見が無いようですので、以上をもちまして本日の議事は全て終了致しました。

司会に進行を戻します。 

 

（スポーツ振興課長） 

ありがとうございます。以上を持ちまして、第１回立川市スポーツ推進審議会を閉会

させていただきます。本日は、大変ありがとうございました。 

   

閉会 


