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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2回スポーツ推進審議会 

開催日時 平成30年9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．開会 

2．協議 

 (1) 立川市スポーツ推進計画の達成状況と課題について（可決） 

 (2) その他 

  ①今後の審議会の開催予定と審議内容について（可決） 

  ②その他   

 次回の審議会 

   平成30年11月 6日（火） 

資料 資料1 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【修正

版】 

資料2 立川市スポーツ推進計画実施状況一覧 

配布物  

出席者 ［委員］ 

秋山 エリカ、河内 勝正、山﨑 俊英、中村 利文、柴田 依子、 

市川 利夫、古岡 邦人、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２回スポーツ推進審議会 会議録 

 

開催日時 平成30年9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］ 秋山 エリカ、河内 勝正、山﨑 俊英、中村 利文、柴田 依子、市川 利夫、 

古岡 邦人、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)  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）資料1のスポーツ推進計画について、前回のものに「施策に関連した市内で実施された事業」

を加えてある。最終的に、これらの事業と市が実施した事業を含めて課題を抽出していきたい。キ

ーワードを発言してもらうと、次の計画を作る際にそれを取り込んで意見を反映しやすくなるので、

積極的な発言をお願いしたい。資料 2 は 4 つの項目に分けて、どのような事業を実施したかを記載

しているので参考にしてほしい。実施事業については前回配布した資料より増えているが、この資

料に従って議事を進めてほしい。 

    また、施策の内容にある「取組事項」とは、取り組むための計画として載せていることである。 

（会長）施策の内容にある取組事項というのは、こうあるべきということで、これを全部やることが理想

だと捉える。その理想に対して市や体育協会などの団体が事業を展開しているが、それでも欠落し

ていると思えることを課題として抽出していきたい。まずは取組事項を読んでもらい、立川市は何

が欠落しているかを見つけ出してもらいたい。 

（1）子どものスポーツの推進 

（スポーツ推進課長）市としては行っていないが、指定管理者が親子体操教室などを実施しており、民間

に任せられるところは任せたいという方針である。 

（委員）②の一文に「子どもたちが興味を持って」とあるが、何か子どもの興味について調査をしたのか。 

（副会長）子どもたちに「興味があることはなんですか」と聞いても明確な回答は出てこない。具体的な

ものを見せることによって、それに参加する人数の増減から判断する方が現実的である。ビデオな

どを見せてから、どうするかと言うと、子どもたちは手を挙げる。何もないところで野球とかサッ

カーなど言う子どもは、日頃からスポーツをしている子どもたちで、こちらが回答を求めているあ

まり運動に興味がない子どもたちは、明確なスポーツを言ってこない。泉体育館まつりを見ている

と明らかに分かる。今年初めて行う未就学児対象のエアボルダリングは、危険がないものだが、お

そらく人気が出るだろうと思っている。そのような子どもたちが列を作るような種目を提供するこ

とで、子どもたちは興味を持ったと感じることが大切であって、抽象的な調査では対象を把握でき

ない。 

（会長）今後の課題に事務局案というものがあるが、ここに加除があれば意見を出してもらうことで議事

がスムーズに進行すると思う。 

（委員）課題に「地域スポーツクラブとの連携を深める」とあるが、どのような連携を考えているのか。 

（スポーツ振興課長）立川に12個の地域スポーツクラブがあるが、地区体育会とイコールだが、補助金

を出してなわとび検定をしてもらうとか他にもいろいろ地域の特色にあった競技をしてもらってい

る。 

（委員）深めるということはどういう意味なのかわからない。 

（スポーツ振興課長）それが課題であって、これからみなさんに考えてもらうところである。 

（副会長）学校の部活動が先生の労働過多から地域に降りてきている。地域に資源があるのかということ

は疑問ではあるが、連携を深めるということは大切なことである。 

（委員）抽象的な表記ではなく、子どもの運動機能不全のことや地域スポーツクラブ、インストラクター

などとの連携についての具体的な表記にした方がいい。 

（会長）子どものスポーツの推進にとっては先生との関係が強いと感じる。担任の先生が一緒に遊んでく

れているクラスは、外で遊んでいる生徒が多いと感じる。 
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（委員）子どもの世界にも遊びの流行り廃りがある。遊びのきっかけを作るのは昔はガキ大将だったが、

今は担任の役目になっている。 

（副会長）地区体育会は体育協会の組織でもあるが、自治会の組織でもある。今後、総合型スポーツクラ

ブに転換した方がいいと思っている。 

（会長）それは全体に関わることなので、今後議論していくこととする。今は子どものスポーツの推進に

ついての議論に戻し、3点の事務局案を課題とすることで良いか。 

（一同）はい。 

（2）成人や子育て世代のスポーツの推進 

（会長）立川市は施設もあり、他エリアよりは充実しているのではないかと思うが、課題としてニュース

ポーツ推進とある。ニュースポーツに限らず、立川市ならではのスポーツを考えていけばいい。 

（委員）課題にある「スポーツ教室の開催日程調整」とは何か。 

（スポーツ振興係長）平日昼間の開催は一般就労者が参加できないので夜間に開催したところ、好評だっ

たこともあったので、課題として検討すべきであると感じている。 

（会長）朝の運動、夜の運動などもあるが、医師の立場から朝の運動の効果などの意見があると、運動を

する人が増えるかもしれない。そのようなことも課題として挙げていくといいのではないか。 

（副会長）子どもに対することと同じで、どういうものをしてほしいということは拾いにくい。具体的な

ものを提示して意見を吸い上げていくことがいい。相談窓口を作るなども課題として取り上げたら

どうか。 

（3）高齢者のスポーツの推進 

（会長）立川市の高齢者のスポーツ推進率はどうか。 

（副会長）ウォーキングについては定着化しているので、同じ人が参加するため、参加率は減っている。

市の事業でもそうだが、そろそろ違うことを考えていかないとならない時期に来ていると思う。 

（会長）子どもと同じく高齢者にも2極化ができている。 

（副会長）それと多様性が出てきている。 

（委員）骨粗しょう症の改善を促すなどのテーマを設けるなどの方法もある。 

（委員）老人クラブなどでは短い距離のあるけあるけ運動などをしている。1 日 8000 歩歩けばいいと言

って歩いている人もいる。 

（副委員長）単に歩けばいいというものではないと言う人もいるので、そのような意見も吸収して変えて

いかなければならない。 

（会長）引きこもっているお年寄りと幼児、障害者と同じようなことができる何かがあるといい。 

（委員）元気な年寄りが足が痛いことから引きこもってしまうことがある。 

（副会長）高齢者は個性があるので好きなことをさせるといい。公園に設置した健康遊具についてマップ

を使って宣伝する。そこまで歩いていってもらい、仲間を見つけられるようにする。その仲間たち

がグランドゴルフなどをする仲間に発展する。 

（委員）私は褒めるだけに徹底している。グランドゴルフ人口は増えている。特に女性が多い。 

（会長）自由にさせて集団化できるような方法、時期、場所を考える。また、運動することで骨粗しょう

症の改善ができるなどの運動の価値を高齢者に理解してもらうことを課題とする。 

（4）障害者のスポーツの推進 

（会長）オリンピックに向けてバリアフリー化は進んでいると思うが、現状はどうか。 

（スポーツ振興課長）東京国体の時にバリアフリー化が進んだ。競技がなかった柴崎市民体育館は、泉市

民体育館に比べると進んでいない。 

（会長）障害者だけではなく健常者もいっしょにできるスポーツの推進について市民に理解を深めてもら

うということでいいか。 

（一同）はい。 

（5）地域スポーツクラブの支援 

（会長）副会長が言ったように指導者の問題も含めて課題が出てくると思うが、どうか。 

（副会長）地域に割り当てられる補助金の額が少ないため、活動に制約が出てくる。 

（会長）企業からの支援はしてもらえないか。 

（副会長）企業に支援してもらうには行政が動く必要がある。 

（会長）市の財源にも限りがあるので、行政に動いてもらってパイプ役になってもらい、企業をどう巻き

込むかを課題としてもいいのではないか。 

（副会長）市内12地区にある地域スポーツクラブの原型は地区体育会である。地区体育会の基になるも
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のは町会である。そのため町会がなくなれば地区体育会はなくなってしまうものなので、地域スポ

ーツクラブを本質的に変えていかなければならない。それには行政がどこまで介入していくか問題

になってくる。それができれば立川の地域スポーツクラブも全国でのものと同じになる。 

（会長）大きな骨組みになることであり、スポーツ推進率向上につながるものだとも思う。 

（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 

（会長）これについてはチャンピオンスポーツに係るという捉え方でいいのかなと思うが、立川にあるス

ポーツ団体とのかかわりが競技力向上につながっていくのではないか。 

（副会長）一例を言うとアルバルクがオフシーズンに立川市内のジュニアに対し、立川市バスケットボー

ル協会を通じてほぼ無償で指導に来てくれることになった。 

（会長）立川市は充実していると思う。東京女子体育大学からもオリパラ教育などで市内の小学校へメダ

リストたちが行って教えている。さらに長期的に捉えて、5年後10年後に伸びている可能性もある

ので進めていければいい。 

（7）地域におけるスポーツの推進 

（会長）課題に「ラジオ体操・みんなの体操指導者講習会」とあるので、チャンピオンスポーツでないも

の、健康、体力増進に取り組むスポーツとして捉えていいのではないか。ラジオ体操は学校ではや

っているか。 

（委員）やっている学校とそうでない学校がある。 

（会長）ラジオ体操については、諸説あるので計画に明文化してもいいのか疑問がある。それに代わるス

トレッチ、コンディショニングなど加えるべきものがあると思う。ラジオ体操に特化せず高齢者の

筋トレなど様々な分野のトレーニングなどを取り入れたらどうか。 

（8）ニュースポーツによるスポーツの推進 

（会長）ソフトバレーボールは立川市の取り組みとして捉えていいか。 

（スポーツ振興課長）12 年継続して取り組んできたが、基本的には 10 年をひとくくりとして取り組み、

以降は次の新しいニュースポーツに取り組むことにしている。 

（会長）12年も継続すればかなり定着したのではないか。 

（スポーツ振興課長）地区体育会でも盛んに取り組んでもらったが、体育協会の競技団体が作れなかった

ことが残念だ。 

（委員）ウォーキングサッカーを進めたい。あまり走らないので心臓にも負担がかからない。引きこもっ

ているお年寄りにもできるスポーツである。場所もフットサルコートのような狭い場所でできる、

イギリスで発祥して世界中に広まっているスポーツである。 

（会長）このことも含め、立川市民が親しめるニュースポーツを検討していくこととする。 

（9）立川シティハーフマラソンの推進 

（副会長）元々は市民マラソンとして始めたマラソンであるが、最近は学生のハイレベルな戦いになって

いる。したがって交通規制の関係もあるが、足切りが早くなっているので、力のある人でないと参

加できない大会になっている。市民マラソンとして立川で定着するかは疑問である。 

（委員）医師の立場から言うと、ペースが速くて選手がバタバタ倒れている。 

（会長）立川の認知度を上げたり、経済効果を上げることからすると、優秀な人たちに来てもらうことは

ありがたいことだと思う。 

（スポーツ振興課長）陸上自衛隊駐屯地の広大な滑走路から一斉スタートできること、箱根駅伝を走るよ

うな学生トップランナーといっしょに走れることと市民マラソンを融合しなくてはならないことが

課題である。 

（委員）一斉にスタートして、優秀なランナーといっしょに走れることだけでうれしいのではないか。 

（副会長）4000円の参加費を払って、足切りされて駐屯地から出られないランナーもいる。 

（委員）自衛隊に理解を求めればいい。 

（スポーツ振興係長）自衛隊のことではなく、公道の交通規制の関係で遅いランナーは公道に出られなく

なってしまう。 

（委員）もっと長時間交通規制をできないのか。 

（委員）長時間交通規制をすると一般の人から苦情が出る。警察に苦情電話が頻繁にかかる。 

（会長）そのような一般の方々にも喜んでもらえるような方法を考えていく。 

（10）トップアスリートによるスポーツの推進 

（会長）このことについては（6）で話が出たように、未来の立川に期待できることなので、積極的に進

めていきたい。 
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（11）既存スポーツ施設等の整備・充実 

（副会長）陸上競技場の改修はどうなっているか。 

（スポーツ振興課長）一旦延期になっている。建設需要が収まり、建設環境が整ったら再開したいと思っ

ている。 

（副会長）現行の場所で再開するのかを聞きたい。駐車所の問題や根川と多摩川に挟まれているため底上

げしなければならない分の費用増が考えられる。それならむしろ違う場所に建設するとか近隣市と

合同で建設するなどを考えた方が利用価値のある競技場ができるのではないか。このような案に修

正して進めていった方がいいような気がする。 

（会長）施設の場所も含めて検討するということを課題としたい。 

（委員）体育館は2つともいい場所にある。 

（12）学校施設の有効活用 

（委員）学校施設はほとんど利用されている。しかし大規模、中規模改修工事のため一時利用中止しなく

てはならない学校もある。一小のように冷暖房完備の体育館もある。 

（副会長）今年の猛暑で泉市民体育館が3回利用中止になった。エアコンがない体育館は使えない。 

（会長）施設を有効利用するためには、設備を整える必要性が課題である。 

（13）指導者の育成・確保 

（会長）積極的に取り組んでいくべき課題である。 

（副会長）行政はスポーツ推進委員に対し、指導者として養成するシステムを作るべきである。 

（会長）スポーツ推進委員の方で情熱を持っている人、力を持っている人はたくさんいる。さらに力をつ

けてもらうようにしてもらえればいい。 

（14）情報の提供 

（会長）スポーツの場所、時間などの提供も大切だが、スポーツの価値、効果なども提供していかなけれ

ばならない。より効果的な提供の方法を検討していかなければならない。 

（副会長）ポスターやチラシを配るが、どこまで浸透するか疑問がある。 

（会長）情報を浸透させることは難しい。口コミが一番いいが、より効果的な方法を検討していくことを

課題とする。 

（15）健康づくり事業の推進 

（会長）ここには自由に好きなことができる環境、スポーツの価値や効果を理解する、スポーツ指導者の

問題などが網羅されていると思う。また、財源の問題、情報の拡散の問題なども含めこれらすべて

が整うことでより良い事業が推進できる。 

（16）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 

（副会長）今、テニスで大坂なおみが活躍をしているが、日本選手が活躍することでスポーツに興味を持

ってくる。オリンピックでも同じことだと思う。 

（会長）そのように興味を持って、やりたいと思った時にやれる場所や環境が立川にあるかどうかという

ことが問題だと思う。オリンピックを見て立川に住む子どもたちにとってチャレンジできる場所が

あるかどうかということが課題になってくる。 

（副会長）ナショナルチームに対してはメダルを取るための施設などには国がかなりお金を使っているが、

地域スポーツの子どもたちに対してはお金を使っていない。これからの子どもたちにオリンピック

の種目と同じものを経験できるものを地域に提供できるように行政はリードしていってほしい。 

（会長）子どもたちがスポーツに興味を持った時に、やれる環境作りを課題としたい。 

（副会長）見る、見せるスポーツがここには挙げられていないが、そこからスポーツに興味を持っていく。 

（会長）見る、見せるスポーツと仕事の合間にできるような“ながら”スポーツも大切だと思う。このこ

とも課題とする。 

(2)  その他 

①今後の審議会の開催予定と審議内容について 

（スポ―振興係長）計画を作るため、今年は4回、来年も4回開催する。3回目、4回目日程については

決定しているのでスケジュールの調整を願いたい。3回目は課題の抽出、4回目は提言の検討が主な内

容となる。 

  ②その他 

（委員）老人会では 9 月 26 日から 5 回の課の開催で「吹き矢講習会」を行った。30 人募集のところ 41

人の応募があった。 

閉会 


