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平成３０年度第１回調布市スポーツ推進審議会 議事録 

 

                   開催日 平成３０年６月２８日（木曜日） 

                   開催場所 市役所５階 特別会議室 

 

○事務局（宮島）  本日出席いただくご予定の委員の皆さんが全員，お集まりになりま

したので，こちらで始めさせていただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中，お集まりいただきまして，ありがとうございます。開会にあたり部

長の宇津木より一言ご挨拶申し上げます。 

○宇津木生活文化スポーツ部長  改めまして，こんにちは。外は大変蒸し暑い中，委員

の皆様，菊山会長を初めお忙しい中，本日はご参集ありがとうございます。 

 本日は，世の中では，やはり夜のサッカーワールドカップロシア大会，いよいよグルー

プリーグ最終戦ということで，決勝トーナメントに向けた本当に大一番と思っています。

ポーランド戦，盛り上がって，いい結果が出ればと期待をしています。 

 調布市では，６月19日に第１戦目の，コロンビア戦のパブリックビューイングをグリー

ンホールで行いました。多摩地区では調布だけという形で行われたのですけれども，当日

は600人の方が参加して，結果が全てというところもあるのですけれども，非常に盛り上

がって，市長も最後まで応援をして，次はなんて話も出たのですが，２戦，３戦は深夜な

ので，公共の施設でパブリックビューイングはなかなかできないという状況ですけれども，

日本中が非常に盛り上がっているなと感じております。 

 このサッカーでの盛り上がりを，ぜひ来年のラグビーワールドカップ，そして，その次

の年，2020年はオリンピック・パラリンピック，このラグビーとオリンピック・パラリン

ピックが味の素スタジアムと武蔵野の森総合スポーツプラザを中心に調布で一部の競技が

行われるという，競技開催都市としての調布をアピールしていく絶好の機会につなげてい

ければと思っています。 

 委員の皆様には，本日，市の施策として市民のスポーツの振興という形で，施策評価に

関するご意見をいただく予定と伺っておりますが，オリンピック・パラリンピックに向け

た調布ならではの取り組み，どのようなものが課題になるのか，あるいはどのような形で

取り組んでいくべきなのか，ぜひご意見をいただければと思っています。 

 そして，オリンピック・パラリンピックが終わった後のレガシーをどういう形で，市民
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の記憶に残るような大会にできるのか，そしてまた，市民のスポーツ文化をどのような形

で定着し，調布市にとって，市民にとってのスポーツ文化をどのように生かせるのか。大

きな世界大会が２つ，全国の自治体の中で調布だけがラグビーとオリンピックとパラリン

ピックの競技が開催される都市という中で，市長も熱い思いでいつも語っていますので，

ぜひスポーツ推進審議会の委員の皆様にもそういった視点で，調布でやるべきこと，ある

いは調布の市民にとって大切な視点，そういった形で議論していただいて，我々に意見を

していただければなと思っています。 

 ぜひ次のスポーツ施策に我々も反映させていきたいと思っていますので，どうぞよろし

くお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。 

○事務局（宮島）  ありがとうございました。部長の宇津木はここで公務のため退席さ

せていただきます。 

○宇津木生活文化スポーツ部長  よろしくお願いいたします。 

     （宇津木部長退室） 

○事務局（宮島）  では，ただいまより，平成30年度第１回調布市スポーツ推進審議会

を開催いたします。 

 本日の開催に当たりまして，委員９名中，６名の委員の方が出席されておりますので，

条例の７条の規定により，本審議会が成立することを報告いたします。 

 それでは，議事の進行を菊山会長，よろしくお願いいたします。 

○菊山会長  皆さん，こんばんは。本当に梅雨らしくない梅雨というのですか，こんな

に暑い日が毎日毎日続くとは思わなかったです。今，部長のほうからもありましたけれど

も，まずは来年のラグビー，ここのところ，オールジャパンが結構いい成績を残している

ので期待感も高まっているかなと思います。ただ，どうしても，サッカーに比べれば親近

感がないものですから，いかに市民の方々に認知していただいて，盛り上がっていくよう

な，それが当然，2020年につながっていくかと思いますので，そういった意味でも，また

私たちのほうでもできる限りの知恵を絞ってご意見ができればなと思っています。 

 私ごとになるのですけれども，日本中体連は今年の３月に運動部活動に関する総合的な

ガイドラインというのが出されて，平日は練習２時間程度とか，土日は３時間程度，土日

のどちらか休んで，あと１日どこかで休もうと。そういったものが全国に出ているもので

すから，ある片方では，ガイドラインが出ているのにうちの学校はまだこんなに練習して

いるのはどういうことだという苦情が来ますし，片方からは，こんなことでいい選手が育
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つと思っているのかという苦情が来るし，間に挟まりながら受け答えをしているところが

あります。 

 子どもたちのバランスも考えなければいけませんし，教員の生活のことも考えていかな

ければいけないので，いかに持続可能な運動部活動を続けていくかということが１つ課題

になってくると思います。そういったことに対してもご指導いただければうれしいなと思

っています。 

 Ｄ委員は，全日本の中学校長会の部長さんもやっていらっしゃいますので，こちらにも

いろいろな意見も入ってくるかと思いますので，またすり合わせをしたいと思っています。 

 では，これから始めますけれども，まず傍聴者の方はいかがですか。 

○事務局（宮島）  本日はいらしておりません。 

○菊山会長  では，これから議題に入る前に，配付資料の確認を事務局のほうでお願い

いたしたいと思います。 

○事務局（宮島）  それでは，本日お配りした資料の確認をさせていただきます。 

 皆様のお手元に式次第がまず１枚ございます。資料といたしましては，右上，資料１と

書いてありますのが平成30年度行政評価，カラー刷りのものになります。資料２は白黒で，

以前審議会のほうでも資料としてお渡ししておりますが，調布市基本計画の施策14のペー

ジがございます。続きまして，資料３，こちらも以前お渡ししておりますが，第２期スポ

ーツ基本計画のポイント，カラー刷り，Ａ４横サイズのものになります。最後，東京都の

スポーツ推進総合計画概要版，以前はまだ案という状態のものをお渡ししていたかと思い

ますが，このたびこういった概要版ができました。以上の４点となりますが，皆様，お手

元に不足分はありますでしょうか。 

 では，配付の確認は以上となります。 

 また，資料１のカラー刷りの行政評価ですが，実はこちら，まだ庁内で決定版ではなく，

案の状態となっておりますので，本日，審議会終了後，回収とさせていただきますが記入

いただいても大丈夫です。よろしくお願いいたします。 

○菊山会長  それでは，今日はこの１つだけがテーマですので，平成30年度行政評価に

ついて入っていきたいと思っています。まず事務局から資料のご説明をいただいた後，各

委員からお気づきの点，ご質問を受けていきたいと思います。では，事務局，よろしくお

願いいたします。 

○村上スポーツ振興課長  それでは，私から，今回の行政評価，施策マネジメントシー
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トにつきましてご説明をさせていただきます。 

 まず，その前提となりますけれども，資料２のほう，白黒のこちらが現行の基本計画の

中で市民スポーツの振興ということで示されている計画書になります。こちらに基づきま

して，市のほうでのスポーツ施策を実施しております。このたびの行政評価というのは，

こちらの現行の基本計画に対して，どのような成果があって，どのような課題があってと，

こちらを整理するための資料という形になっておりますので，内容といたしましては資料

１のほうに沿ってご説明をさせていただきたいと思います。 

 施策の名称としては，市民スポーツの振興ということで，施策の方向性につきましては，

年齢，障害を問わず，広く市民がスポーツに親しみ，楽しめる環境を整備して，スポーツ

を通して市民の交流が盛んになるまちを目指すというようになっております。 

 そのための施策といたしましては，まずはスポーツ環境の整備，それからライフステー

ジに応じたスポーツ活動の推進，ＦＣ東京等とのパートナーシップという３本の柱を掲げ

て事業を実施しているところでございます。 

 施策マネジメントシートでは，現状の把握ということで，具体的にその施策ごとにまち

づくり指標というものを定めております。この中で，こちらの施策につきましては，体育

施設の年間利用者数，運動を週に１回以上行っている市民の割合，ＦＣ東京等と連携した

スポーツ事業の参加者数，こちらの３点をそれぞれの内容に沿って指標としているところ

でございます。 

 平成29年度の達成状況でございますけれども，体育施設の利用者は110万7,618人という

ことで，前年度と比べますと約４％の増となっております。目標値が95万人ということで

ございますが，目標値につきましては平成26年度からかなり上回っているところでござい

ます。 

 ２番目の週に１回以上運動を行っている市民の割合につきましては７割というところを

目標値としておりますが，目標値には今，なかなか届いていないという状況でございます。 

 もう１つ，３点目がＦＣ東京等と連携したスポーツ事業の参加者数ということで， 30

年度に向けて事業数の確保であったり，ほかのセクションとの連携に取り組んでいくとい

うところでございます。 

 続きまして，個別の事業等に関する取り組み実績ということで，２ページ目をお願いい

たします。 

 主な取り組み実績でございますけれども，まずは大きくスポーツ環境の整備というとこ
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ろでございまして，こちらは例えば総合体育館など，市で所有しているスポーツ施設にか

なり老朽化が進んでいる施設が非常に多くなっております。こちらの各施設への老朽化へ

の対応ということで，施設改修工事などを行ったり，体育館などの非常用電源装置の蓄電

池の交換であったりとか，照明のＬＥＤ化ですとか，個別の工事を行っております。 

 また，大きくは，新設工事として，東つつじケ丘にゲートボール場を新設しました。 

 また，多摩川沿いにサッカー場と野球場がありますが，平成29年度は台風の影響でそち

らのほうが大きく被害を受けまして，期間にして３ヵ月程度使用できないという時期がご

ざいました。そちらについての緊急修繕ということで対応したというところです。 

 続きまして，施策の２つ目のライフステージに応じたスポーツ活動の推進というところ

ですが，こちらはリフレッシュ体操スクールや，障害者スポーツとしてのボッチャの普及，

それから29年度はパラスポーツ体験会というところで障害者スポーツの普及などに取り組

みました。また障害者スポーツというところでは，調布市民駅伝競走大会の中で健康ラン

ということで，駅伝のスタート前のプレイベントとして障害のある方をトラック１周，伴

走がつきながら走っていただくというようなイベントも行いまして，そういったところで

も障害者スポーツの普及などに取り組んでおります。 

 また，それ以外に，例えば調布での三大スポーツイベントというところの市民駅伝競走

大会，スポーツまつり，市民体育祭などを行うとともに，オリンピック代表の選手など日

本のトップアスリートを講師に招いて小学生陸上体験教室を実施いたしまして，東京2020

大会などへの機運醸成の事業を行っております。 

 これ以外にも記載の事業はかなりたくさんあるのですけれども，こちらにつきましても

適宜見直しや充実を図って，多くの市民の方が参加できるように検討を行っているところ

でございます。 

 もう１つ，ＦＣ東京等とのパートナーシップというところで，調布市にはプロスポーツ

チームのＦＣ東京であるとか，ほかにもアメリカンフットボールのリクシルディアーズ，

それからバスケットボールの東京サンレーヴスなどのプロスポーツの資源がございまして，

その中でも特にＦＣ東京との連携というところでございます。 

 ＦＣ東京とは全庁的にいろいろな事業で協力をいただいているのですけれども，その中

でやはりスポーツ振興課だけではなくて，情報交換会という形で庁内の関係する部署が一

堂に集まりまして，ＦＣ東京の担当者等もあわせて，どういった事業の予定があって，ど

ういうことを協力してもらいたいと要望するような機会を設けておりまして，そういうと
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ころで情報共有を図っている。それ以外にも，実はＦＣ東京が今年10月に創設20周年を迎

えるに当たりまして，今年度は20周年に向けた事業等もＦＣ東京のほうでも行っておりま

すが，調布市でも調布市ＦＣ東京と連携したまちづくり等の推進に関するプロジェクト・

チームというものをつくりまして，ＦＣ東京と連携した協働のまちづくりの推進を進めて

いるというところでございます。 

 ＦＣ東京との連携における，スポーツ振興課の事業としては，子どもサッカー体験教室

で，知的障害児を対象としたにこにこサッカークリニック，ほかにＦＣ東京が行っている

市民を対象とした事業の情報発信，ホームページであるとか市報であるとかそういったと

ころでの周知に努めたところです。 

 続きまして，４ページ目になります。こちらの表になりますけれども，現在の基本計画

期間における施策の取り組み状況でございます。 

 調布市では，先ほどもお話にありましたとおり，ラグビーワールドカップであったり，

オリンピック・パラリンピックがあるという状況でございまして，ラグビーワールドカッ

プ2019の開催に向けた取り組みでは，まちなかラグビーといいまして，通常のラグビーで

はなくて，駅前の広場とかそういったところで３対３で行う簡単なラグビーのゲームがご

ざいます。こちらは調布市ラグビーフットボール協会さんと連携し，ラグビーを実際体験

していただくというような事業を行いました。また，小学生タグラグビー大会を毎年行っ

ており，こちらも昨年，スポーツまつりとあわせて10月の体育の日に行ったところでござ

います。 

 また，それ以外に，パラリンピックに向けまして，障害者スポーツの振興を図るという

ところで，パラスポーツ体験会という障害のある方を対象にしたスポーツの体験イベント

を昨年度実施しております。 

 今後でございますけれども，やはり引き続き障害者スポーツの普及啓発に努めるととも

に，東京2020大会に向けてスポーツボランティアの方の参加の事業を増やすであるとか，

少しでも興味のある方を積極的に取り込んでいく体制を考えてまいりたいと思っておりま

す。 

 まちづくり指標の達成見込みは平成30年度も含めた形でのものですが，体育施設の年間

利用者数につきましては，先ほども申し上げましたとおり，目標値をはるかに上回ってい

るということで，順調に推移しているところでございます。 

 運動を週に１回以上行っている市民の割合につきましては，残念ながら，目標値70％に
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対して現状値60％を少し超えたあたりとなっておりまして，ここは正直難しいのかなとい

うところがございまして，今，△となっております。 

 ＦＣ東京等と連携したスポーツ事業の参加者数でございますが，こちらにつきましては

例えば事業の手法の見直しであるとか，スポーツ振興課だけで行っている事業ではなく，

新たに福祉の部門ですとかそういったセクションとの連携をしながら，事業数をふやして

いくというところで展開が可能であるかなというところもございまして，目標達成値その

ものについては現状達成しておりませんけれども，前年度よりは向上する見込みであると

いうところで，○とつけさせていただいています。 

 続きまして，施策を取り巻く状況，環境の変化であったり，近隣の動向などでございま

す。施策を取り巻く状況としては，東京2020大会，それからラグビーワールドカップとい

う２つの国際大会を契機として，スポーツ参加機会の拡充であるとか，参画人口の拡大に

取り組むというところでございます。 

 ただ，スポーツ人口の拡大は，確かに人口は増えてきているのですけれども，逆に既存

の体育施設のみでいくとやはり不足ぎみなのかなという部分もありまして，既存の施設以

外の民間施設であったり，学校施設の活用などについても取り組んでいく必要があるのか

なというところでございます。 

 また，昨年度は新たに武蔵野の森総合スポーツプラザがオープンしまして，こちらは実

際にオリンピックの会場にもなるというところもありまして，市の施策としてもこちらで

何かスポーツのイベントが開催できないかというところだったりとか，ラグビーワールド

カップ2019の開催に向けまして，調布市，三鷹市，府中市の３市でラグビーフェスティバ

ルというイベントを毎年７月に行っておりまして，今年も来週，７月７日の土曜日に味の

素スタジアム西競技場で実施する予定でございますが，そちらを継続して連携して啓発に

努めていくというところです。 

 もう１つは，東京2020大会の先を見据えたスポーツ振興策，どのようなレガシーを残し

て，どのように市民の方の心に残して，それがどのように今後発展していくのかというと

ころをやはり検討していく必要があるのかなというところでございます。 

 それから，次期基本計画期間におけるポイントというところでございます。市といたし

ましても，安全で利便性の高いスポーツ施設の整備，競技スポーツの推進によるアスリー

トの育成，体力の維持であるとか福祉の観点を踏まえたスポーツ事業，東京2020大会を踏

まえた障害者スポーツの普及，地域ゆかりのチームや選手を通じたスポーツの振興，こう
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いったところがやはりポイントとして挙げられてくるのかなと考えております。 

 次に，最後，次期基本計画における基本的な取り組みの内容というところで，現基本計

画での取り組みを大きな項目としては踏襲する形となっておりますが，まずはスポーツ環

境の整備といたしまして，かなり老朽化が進んでおります総合体育館の改修工事を実施し

たいというところ，あわせて次世代アスリートの発掘・支援などに取り組んでいく必要が

あると考えております。 

 ２番目のライフステージに応じたスポーツ活動の推進といたしまして，ラグビーワール

ドカップ2019，それから東京2020大会を契機として，障害者スポーツ等の振興であるとか，

誰もがスポーツに参加できる機会の充実が必要であると考えております。 

 ３つ目のＦＣ東京等とのパートナーシップといたしまして，地域にゆかりのチームや選

手を通じたスポーツ振興に取り組んでいくというところでございます。また，ＦＣ東京等

のプロスポーツチームを活用した地域の課題解決ということを含めた協働のまちづくり，

クラブチームなどのノウハウを活用して地域での課題にどのように取り組んでいけるか，

そういったところも考えていく必要があるのかなということで，ポイントと考えておりま

す。 

 こちらの取り組み内容というところでございますけれども，これもまた成果指標という

ことで具体的にどういったところで成功した，しなかった，改善点をどうするのか，課題

点というところでの指標を改めて考えていくという部分がございます。やはり事業の内容

であったり，その他については改めて精査する，スポーツ振興課に限らずに，全庁的な事

業というところも視点としてはあるのかなというところで考えてございます。 

 簡単ではございますけれども，行政評価，施策マネジメントシートの内容のご説明にな

りますので，こちらにつきましてご意見等を頂戴できればと考えております。よろしくお

願いいたします。 

 なお、資料３につきましては，第２期スポーツ基本計画ということで，平成29年度から

計画期間で行われているものでございます。やはり調布市としても基本計画，それから施

策を考えていく上で，この内容について市に特化した形でポイントになるところがあるか

なと考えてございます。 

 例えば，１番の「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大というところは，

調布市の市民のスポーツの振興というところに直結するのかなというところがございます

ので，そういった形での全体の計画のポイントとなってございます。 
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 資料４につきましては，東京都スポーツ推進総合計画の概要版ということでございます。

こちらは昨年度１年間，東京都の中でスポーツ推進総合計画についての議論がなされた集

大成というところで，ことしの４月からこれに基づいて事業を行っているところになりま

すけれども，やはりこの中で都民のスポーツの実施率やさまざまな課題，スポーツを通じ

た健康寿命の達成であるとか，共生社会の実現，地域経済の活性化というポイントがござ

いますので，我々のほうで施策を進めていく中で，かなり連携をしていく，こちらのほう

の視点もそろえていく必要があるのかなというところがございます。 

 ただ，これまで東京都のほうでも計画がございましたけれども，運動を週に１回以上行

っている市民の割合の目標値70％というのも，実は東京都の以前の計画の中でやはり70％

という記載がございまして，それに合わせての目標という設定もしておりました。こちら

もリンクしていくということになりますので，参考の資料として活用していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○菊山会長  ありがとうございました。市としては今年度が現在の基本計画の最終年度

ということで，今説明をしていただきました。また，それを踏まえて次期の計画を練って

いくというような時期に来ているので，各委員の率直なご意見，あるいはご質問をいただ

ければと思っています。 

 まず，今，資料１を中心に説明していただきましたけれども，何か確認とかご質問はあ

りますか。 

○Ｄ委員  指標のところなのですけれども。 

○Ｄ委員  まず，体育施設の年間利用者数が非常に増えているということなのですけれ

ども，その増えた要因というのですか，なぜ増えたのか，どんな手だてをしていったのか

というのと，もう１つは，これは誰を対象に当てたのか，どんな調査の仕方をしたのか，

ちょっとそこだけ知りたいと思います。 

○菊山会長  では，今の２点，事務局，よろしいですか。まず，利用者が増えた要因と

しては。 

○村上スポーツ振興課長  体育施設の年間利用者数ということでございますけれども，

まずそもそも，スポーツの振興というところでのさまざまな取り組みを行ってきている中

で，例えばスポーツまつりなどでもイベントを実施していきますと，やはり参加人数等も

かなり増えているという状況がございます。それとまた，28年度においては，総合体育館
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の利用者数を例年計数しておりますけれども，そこが23年ぶり，平成５年以来という形に

なるのですけれども，20万人を超えたということで，非常に伸びたという実績がございま

す。そういったところで，例えば個別の事業の数が増えているとか，市民が利用しやすい

運動のプログラムが増えているとか，全体的にオリンピック・パラリンピックに直接つな

がっていればいいと思っているのですけれども，やはりそういったスポーツに触れるとこ

ろが増えているというところが要因ではないかと考えております。 

○菊山会長  何か新たな施設ができたということはなかったですよね。 

○村上スポーツ振興課長  調布市の所有している施設そのものというのはございません。 

○Ｃ委員  武蔵野の森スポーツプラザは入っていないのですか。 

○事務局（宮島）  東京都の施設になるので，こちらの指標には入っていません。 

○事務局（宮島）  週に１回以上運動を行っている市民の割合というのは，毎年，政策

企画課というところが市民3,000人を抽出して対象とした市民意識調査というのをやって

おりまして，そちらで必ず聞いている項目にはなるのです。 

○Ｄ委員  子どもとか対象をもうちょっと広げるとこの数値が変わってくるのかなと。

毎年の経年変化をみなければいけないから，やはり前年度と同じような形でとっていかな

ければいけないと思うのですけれども。 

○Ｆ委員  施設の利用者は子どもも含まれていると思うのです。 

○事務局（宮島）  そうですね。 

○Ｆ委員  こちらのアンケートは子どもが含まれていないという，そういう誤差もある

のではないかなと。 

○Ｄ委員  要するに，大人の運動量というか，減っているのかなと。 

○Ｆ委員  そうですね。それとあと，高齢者が増えて，体操教室で総合体育館に多くい

らっしゃっているというのがあるみたいです。 

○Ｄ委員  週に１回以上運動している市民の割合というのはちょっと情けないというか。

毎日ではない，週に１回ですからね。 

○菊山会長  前回の体育協会の事業説明のときにも，いろいろな工夫をして参加者がで

きるだけ入るような手だてはしているとお話がありましたから，そういった影響で利用者

は増えてきていると。ただ，行く人は，同じ人が回数が増えたりということで，延べ人数

とすれば増えてきていないという。 

○Ｄ委員  これは市民に限っているわけですよね。 
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○事務局（宮島）  はい，市民です。 

○Ｄ委員  ふっと思ったのですけれども，ちょっと余談になってしまうかもしれません

が，市のほうで何かキーワードではないけれども，１日１万歩歩きましょうよとか，１日

30分は歩きましょうよとか，何かそういうのを発信していくと，市民が運動に親しむとい

うか，何とか運動みたいな感じにしていくと盛り上がってくのかなと。 

○事務局（宮島）  確かに，今回，国でも都でもスポーツというのは競技だけではない

というところで広く捉えている計画にはなっていますので，駅は階段でというのも一応運

動だというところであれば実施率というところでは上がっていくのかなとは思っています

ので，次期のところでどういった調査をするかというのはまたこれからの話ではあるので

すが，１つ，みるというのもスポーツだよというところでは，先ほどご説明したように，

新しく指標を考えていく必要があるかと思います。 

○菊山会長  スポーツそのものの定義が大分変わってきていますので，質問されるとこ

ろの問い方，市民の方がスポーツって今までとは違うものもスポーツにとっていいのだと

いう，その辺の解釈の部分はそろえていかないと，多分合わなくなってきますよね。 

○Ｄ委員  運動というと，競技をやっているというイメージになってしまう。でも，通

勤で歩くのも運動になるから。 

○Ｅ委員  そういう点でいうと，次期の基本計画の中に１日15分と聞いているところが，

いい聞き方ではないかなと思うのです。 

○Ｃ委員  ラジオ体操とか。 

○事務局（宮島）  そうですね。 

○Ｆ委員  スポーツの定義自体が変わってきているというところでは，質問の下に例え

ばというのを入れれば，もっと増えるのではないでしょうかね。 

○事務局（宮島）  確かに，市民の方はスポーツというとどうしても汗をかいて何か競

技をやってというイメージがついてしまうというところでは，そういった周知の仕方だと

かというのも必要になってくるのかなとは思います。 

○菊山会長  では，その辺は次の期の表現については少し精査していただいて。 

○村上スポーツ振興課長  そうですね。ちょっと参考になりますが，東京都の概要版で

は、東京都でのスポーツの範囲の捉え方というのが定義されております。スポーツをルー

ルに基づいて勝敗や記録を競うものだけでなく，余暇時間や仕事時間等を問わず健康を目

的に行われる身体活動，さらには遊びや楽しみを目的とした身体活動まで，幅広く捉えて
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いると。やはりこの辺の定義というところで，運動と単純に聞いたときにどうかというと

ころになってくると思います。 

○菊山会長  運動というのと，身体活動というのと，やはりイメージがまた違ってくる

と思うのです。運動とすると，やはりそれを目的に着がえて行かなきゃという感じになっ

てしまう。身体活動であれば，通勤とか階段の上り下りだって当然違ってきますからね。 

○菊山会長  では，ほかいかがでしょうか。では，岡田副会長，お願いします。 

○岡田副会長  ＦＣ東京等と連携したスポーツ事業の参加者数で，その内訳をみると，

例えばサッカー体験教室が164と結構な。これは何回かに分けての合計が164なのですか。 

○事務局（宮島）  体験教室は１回です。 

○岡田副会長  １回でこれだったら，すごい数いるのではないかなという気がするので，

それをさらに900にふやすというのは，そうなると回数を増やす以外にないのではないか

という気がするのですけれども，その辺，具体的に。そういうことを考えない限り，目標

に無理があるのではないかという気がちょっとしました。 

○事務局（宮島）  今回，目標値の900というのは，参加者数の延べ人数というところ

ではあるのですけれども，平成27年度などはかなり近い数字，889人という数字を記録し

ておりまして，岡田先生がおっしゃるように，回数によってかなり変わってくるところは

正直あるのです。例えば雨天のため中止になってしまった場合などは回数が減ってしまい

ます。また，今までにこにこサッカークリニックといって，前期４回，後期４回の年８回

やっていたものがあるのですけれども，味の素スタジアムの調布体育室で行っていました

が、29年度は工事のために使えなかったということがありまして，会場の確保に非常に苦

労しまして，市内の小学校を転々とした形で開催したという経緯があったのです。そうす

ると，やはり通ってくるというところで，どうしても条件が悪くて，参加者数的に少なか

ったというのがまず大きな理由になりました。 

 30年度に関しては，そういったにこにこサッカークリニックのところの課題点を精査し

て，障害福祉課とも連携して，あおぞらサッカースクールと名称を変えて，飛田給のゼビ

オという新しくできたスポーツ用品店があるのですが，その上をお借りして，月１回，８

月と12月をのぞく，10回のスクールを行うということで，対象者も今までは小・中学生ま

でだったのを，大人の方も参加できるような形で，３クラス設けて，実施を開始したとこ

ろなのです。そう考えると，900という数字は，もしかすると超えてくる可能性は出てく

るかなというところで，30年度はやり方を大きく変えています。 
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 次期基本計画に関しては，ＦＣ東京と連携した事業というのは，実はスポーツ振興課だ

けではなく，いろいろな部署で連携をしていただいている中で，高齢者を対象にした体操

教室などもあり、それもこの数値に入れておくべきではないかという話を事務局でしてい

まして，そういった意味では，事業の対象も増やす，人数としても目標値を少し増やした

形で検討していこうかなと考えているところです。 

○菊山会長  ということで，増えそうだ，達成しそうだと。もともとこの目標値という

のは根拠がある数字なのですか。 

○村上スポーツ振興課長  恐らくその当時の事業の実施回数，予定人数などをＦＣ東京

と協議した中での数字ではなかったかと思います。 

○菊山会長  １つ関連して，まちづくり指標に，「ＦＣ東京等との」という「等」が一

文字入っているのですが，これは何かイメージがあるのですか。 

○事務局（宮島）  プロスポーツチームのノウハウを使っていろいろな事業を行うとい

うところでは，先ほどご説明したサンレーヴスというプロバスケットボールチームやリク

シルディアーズというアメフトのチームがまだほかにありますので，そういったところと

連携した事業を行った場合の参加者数も入れられるようなイメージをもってはいたのです

が，実際，今現在は，ＦＣ東京との連携事業のみの形になっています。 

○菊山会長  それはなぜ発展しないというか，現実にならないのは。 

○村上スポーツ振興課長  現実的には，今回，施策という形で市の予算の問題もいろい

ろ入っておりまして，ＦＣ東京に対しては市の補助という部分もありますし，その予算の

中での事業という形になります。逆に，ほかのプロスポーツの方については，もちろん市

の事業にご協力いただいたりございますが，直接そういった予算の執行がないというとこ

ろもありまして，この指標の中につきましてはＦＣ東京に限定した形での計数をしている

というところであります。 

○菊山会長  自分なども，神代中にいたときにはバレーボールチームに来ていただいて，

ご指導いただいたような経験もあるのです。多分，場を与えればそういうところは来てい

ただける，そこにお金が絡んできてしまうと当然予算の問題が出てくるのかと思うのです

けれども，予算さえつけば，ほかのチームも可能性はゼロではないわけですね。 

○村上スポーツ振興課長  そうですね。予算だったり，事業そのものの捉え方という形

になるのですけれども，やはり地域貢献というところでのご協力をかなりいただいている

部分がありますので，そのあたりをどのように反映していくか，それをどのようにみてい
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くかというところになります。 

 あと，ＦＣ東京そのものが我々のほうで出資をしている法人であるというところもござ

いますので，そういったところでやはりＦＣ東京を今のところは第一に捉えているという

ことであります。 

○菊山会長  こういう事業は全て無料参加ですよね。受益者負担的に参加費をとるとい

う発想はしていない。 

○村上スポーツ振興課長  ＦＣ東京のにこにこサッカークリニックは前期，後期に分け

て４回で1,000円。 

○事務局（宮島）  市の補助金が余り大きくないところなので，ＦＣ東京側も，障害の

ある方だとスタッフをかなり多く配置する関係の部分を，少し参加者の方に負担いただい

てというところは一部あります。 

○菊山会長  ４回１サイクルとして1,000円。 

○事務局（宮島）  はい。 

○菊山会長  ほかは無料。 

○事務局（宮島）  はい，ほかのところは無料でやっていただいています。 

○Ｄ委員  今のＦＣ東京等の事業なのですけれども，この事業というのは，スポ振がや

っている事業としてですよね。 

○事務局（宮島）  そうです。はい。ここに書いてあるのはスポーツ振興課の担当事業

の部分です。 

○Ｄ委員  例えば，バレーボール大会みたいなのをやりましたよね。それは入っている

のですか。 

○村上スポーツ振興課長  ここに数字としては入っておりません。ＦＣ東京杯のバレー

ボールを12月に。 

○Ｄ委員  ええ，中学生がやってもらいましたよね。それは市の事業ではないから。 

○村上スポーツ振興課長  そうですね。体育協会のほうでの事業という形になります。 

○Ｄ委員  わかりました。 

○菊山会長  逆に，そういう絡んだものも外数として，内数ではなくて，ＦＣ東京絡み

の全てのトータルがこれだけいますよというのを出しておいたらわかりやすいですよね。 

○村上スポーツ振興課長  そうですね。例えばサッカーだけというところではなくて，

今のバレーボールとか，ＦＣ東京と連携している事業がかなりありまして，情報交換会と
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いうのを年に２回から３回行っておりまして，その中ではさまざまな方を対象にして，い

ろいろな事業を行っているという部分がございます。そのあたりを次のところでは指標と

して考えることも１つなのかなと思ってはいるのですけれども，それも各課ばらばらで，

対象としてどこをどのように抽出したらいいのかというところも……。 

○菊山会長  それは，いわゆる行政の縦割りのところで，市民からすればそんなことは

関係ないのだと。ＦＣ東京と絡んだものをどれだけやっていて，どれだけの人が貢献を得

ているというものを多分知りたいと思うのです。だから，ここにはスポーツ振興課として

は600人だけれども，市全体とすれば3,000人がかかわりましたよとか。 

○Ｄ委員  社会を明るくする運動もそうですよね。サッカーの。 

○村上スポーツ振興課長  そうですね。 

○Ｄ委員  あれも市内の中学生と狛江市の中学生が集まってやっているわけで。 

○事務局（宮島）  確かにＦＣ東京と連携したまちづくりというのをうたっているとこ

ろもありますので，私たち，今までは本当にスポーツ振興課の事業だけ，この３つだけで

積算していましたけれども，積算方法とか見せ方というのは変えていくべきかなと。逆に

何でＦＣ東京を応援しているのだという意見に対しても，市の基本計画でうたっているの

ですというところの説明の根拠にもその数字はなってくるのかなとは。 

○菊山会長  せっかくたくさんの方がお互いかかわっているのであれば，その実数はど

こかでみたいですよね。ありがとうございました。 

○Ｆ委員  調布市の中にリクシルディアーズがあって，それから，サンレーヴスがあっ

て，そういうところとの絡みみたいなのはないのでしょうかね。 

○村上スポーツ振興課長  昨年度ですと，例えば東京サンレーヴスは試合を行う中で，

総合体育館でプレシーズンマッチと調布中学校でシーズンのマッチを行って，その際に，

事業そのものも市のほうで後援という形にさせていただくとともに，調布中では車椅子バ

スケットボールのエキシビションの試合を実際行って，市民の方に観覧いただくというよ

うなことも連携して行っているところであります。 

○Ｆ委員  ＳＨＣのちょうわ地区協議会がありまして，あそこの体力測定はリクシルデ

ィアーズさんが来て実践してくれるのです。あれはいろいろなスポーツを知るという意味

では，子どもたちにすごくいい刺激になる。本当にパスとか，調和小の体育館でやってく

れたのです。だから，市内の小学校の中でも何かそういう機会があれば，何となくまたそ

のスポーツに親しみがもてるのではないかなと。今なんかすごくいい機会かなという気が
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しますけれどもね。 

○事務局（宮島）  去年，私たちのパラスポーツ体験会の前に，これは市が直接という

わけではないのですが，やはり障害福祉課の関係でリクシルディアーズにお願いして，総

合体育館でアメフトのタックル体験とか，パスとか，そういうのを実施しまして，それを

見学させていただいたのですけれども，非常に盛り上げ方も上手ですし，タックルという

のもふだんなかなかできないのを，屈強な選手たちが受けてくれるというところでは，す

ごく楽しそうにやっていたのが印象的でしたので，そういった形でも協力いただいている

なというのを思い出したところです。 

○菊山会長  要するに，行政評価というのは，市のほうで予算をつくりました，立てま

した，それに対してこういう効果がありましたということだけですよね。今，後援だとか

いろいろな形でかかわってはいるけれども，出ていないのがいっぱい紹介あった。そうい

ったものを書くわけにはいかないのですか。 

○村上スポーツ振興課長  そういうわけではないのですけれども，むしろ，予算に対す

る内容というところでの考え方が原則になっていると思います。そういう意味で，今申し

上げたような事業そのもの，やはりスポーツ振興課が窓口になって，スポーツ振興課のほ

うで後援していたり，共催になっていたり，いろいろな事業はあります。ただ，実際そこ

についてはやはりここに載っていないという部分もございます。 

○菊山会長  でも，多分そういうつながりがあるからこそ，お金をつけたところにも協

力が大きくなってくる。市民の多くの方は，どこからお金が出ているではなくて，どれだ

けのことをやってくれているというような見方が多いと思うのです。だから，欄外でも構

わないので，このようなかかわりをやっているとか，このような支援を受けているとか，

しているとか，そういったこともあってもいいのかなという。それは表記の仕方になるの

で，ここだけではできないと思いますけれども，ちょっと研究していただいて。 

 では，ほか，いかがですか。私，次の計画について基本的取り組み，ここは同じように

３本の柱が立っています。施策14―１のスポーツ環境の整備の中の，次世代アスリートの

発掘・支援というのが１つ，先ほど説明があったのですが，具体的に何かイメージがある

のですか。 

○村上スポーツ振興課長  現行で行っているもの，例えばジュニア育成事業というのを

体育協会を通じて行っていたりとかというのもございますし，あとは国際・全国大会の報

奨金の制度がございまして，これは国際大会や全国大会に出られた方に対して市として報
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奨金をお渡しする制度になります。やはりそういった中で，調布に在住しているトップア

スリートを目指している方というのが，そういうところでのまずは直接的な支援になると

いうこと。それから，そういったことを市のほうで把握ができて，そういう方に対してど

ういった支援ができるのかというところがございます。そのあたりをいかに増やしていけ

るのかというところで，次世代アスリートの発掘・支援というところを記載させていただ

いています。 

○菊山会長  結局，そういうターゲットが個人種目的なものが中心になってきて，チー

ムゲーム的なものに余り光が当たらないのかなと思うのです。それは問題ないのですか。 

○事務局（宮島）  報奨金は団体にも。 

○菊山会長  わかりました。 

○Ｄ委員  次期の計画ですけれども，どちらかというと待ちの事業というか，受け入れ

る事業なのですが，出向く事業というのも入れていったほうがいいのかなとちょっと思っ

ています。例えば，将来のアスリートを育てる，それは小学生，中学生をどうやってサポ

ートしていくか。スポ振ではサポートしますよ，いつでも出向いて指導しますよみたいな

感じでやっていくと，すごくいいなと勝手なことを思っているのです。 

○事務局（宮島）  確かに，出向くという意味では，スポーツ推進委員の方々は，ボッ

チャの普及だとかで小学校から依頼を受けまして，小学校の２，３時間目とかを使って実

際に地域を回ったりして普及に励んでいただいているということもあるのです。 

 あとは，もう１つ，事業にはなってしまうのですけれども，小・中学生の陸上体験教室

では中学生駅伝競走大会の前に，トップアスリートを招いて，今年は朝原さんとか…… 

○Ｄ委員  短距離なんですよね。 

○事務局（宮島）  そうですね。短距離。でも，長距離の方もいらっしゃったのです。

そういった形で，事業が先に控えている，その子たちに対して何かサポートできないかと

いう取り組みは多少やってはいるのですけれども，もうちょっと市のスポーツ全体として

連携ができていくと，もっと支えるという意味ではいいのかもしれません。 

○Ｄ委員  あれも，だから，結局，そういうのがありますよという後づけみたいな感じ

なので，例えば駅伝大会があるのであれば，そこと事前に調整をして，もうちょっと早い

時期にお願いしますとか，それが結構必要かなと思います。 

○村上スポーツ振興課長  たしか２月の頭に東京駅伝があって，ことしは１月の最初の

３連休のところで行って。ただ，もう少し前倒してほしいというご意見もいただいており
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ますので。 

○菊山会長  ほか，いかがですか。施設的なところで次の期で前向きな検討をしている

ものというのは特にない。老朽化，老朽化，老朽化ばかりの話で，それの手当てが中心に

なってくるのだとは思いますけれども。 

○事務局（宮島）  新設だとなかなか難しいところはあるかと思うのですが，現状とし

て，市内のスポーツ施設が不足しているという状況もありますので，民間施設なり学校施

設なりを活用する，もっとオープンのところにそういった拠点がもてるような形に引き続

き検討していきたいというのはあります。 

 ただ，今，私たちの中で一番課題としてもっているのが，総合体育館の大規模改修に向

けた取り組みはぜひ進めておかなくてはいけないところだというのがありまして，この間

も国からの通達もあったのですけれども，床の剥がれの事故があって，今現状，体育協会

のほうですごく細かくみていただいている中では，そういった大きな事故はもちろんない

のですけれども，ただ，かなり床も古くなってきているというのと，耐震性の問題とかも，

この間の地震もありましたので，もう一度考えていく中では，大きなところとしてはそこ

をぜひポイントとして，安全で快適なというところでまずやっていきたいというのがあり

ます。それが計画にのるかどうかというのはこれからの話にはなってきてしまうのですけ

れども，一応そこは一番の課題として考えているところです。 

○菊山会長  あそこは結局，市だけでは独自に動けないわけですよね。都の絡みが。 

○事務局（宮島）  都の敷地内というところではありますが，まずは市として予算がつ

くのかどうかというところです。いろいろ助成金とかも活用できればと思うのですが，な

かなかトータルにして助成金はほんの一部になってきますので，市全体としてお金をどう

使っていくかというところは，これから協議をしていかなくてはいけないところかと思い

ます。 

○菊山会長  以前に聞いているのは，そちらと味スタ周辺の子どもたちが使っている野

球場，サッカー場がどうなるか。それから，以前あったスーパー堤防，プールも含めてど

うするかという。 

○Ｆ委員  体育館は，予算の絡みで順次いろいろやっていくということは，その間，ス

ポーツの愛好者はそこが使えないわけですよね。冷暖房がないのは，この近隣では多分調

布市だけではないかと思います。 

○Ｄ委員  ついていないのですか。 
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○Ｆ委員  はい。狛江市もついていますし，武蔵野市も。 

○Ｄ委員  総合体育館がついていないのですか。 

○Ｆ委員  ついていないのです。 

○Ｃ委員  送風だけなのです。 

○Ｆ委員  その辺も含めて，本当は利用者の希望としては，一度にやっていただければ。

でも，それも予算の絡みがあって無理なのかもしれませんけれども，予算を蓄積していっ

てということは年度で締めるから無理なのでしょうかね。 

○事務局（宮島）  私たちの意図としても，利用者の方を考えると，ここで数ヵ月休み

ました，また次の年，数ヵ月休みましたというのではやはり市民への影響も大きいので，

１回に１年なら１年，もうここはとにかく集中してやります、ただ，それが終わればしば

らくやりませんというような形で何とかできないかというところは，担当課として申し入

れしているところではあるのです。 

○Ｆ委員  たしか２年ぐらい前にも改修工事があって，しばらく使えなかったのですよ

ね。 

○事務局（宮島）  はい，４ヵ月ですね。 

○Ｆ委員  そうすると，市民の運動する場所が調布市は本当にないですから，その辺を

考えていただけるとありがたいかなという気はします。 

○菊山会長  ほかいかがですか。今のところは夢を語ってもらっても構わないですよね。

だんだん具体的なものに次回あたりからなってくるかと思いますけれども，要望も含めて

あるといいかなと思うのです。 

○事務局（宮島）  済みません，ちょっと追加の資料でおみせしたいところがありまし

て。 

○菊山会長  はい。 

     （資料配付） 

○事務局（宮島）  これはホームページでも公開しているものなのですけれども，地域

基本計画の策定方針というものでありまして，こちらの一番最後の裏ページのところに策

定スケジュールがございます。今現在，７月に入る直前ということで，行政評価等による

課題整理，取り組みの検討というのを，まさに今行っているところで，次期基本計画検討

案の作成が９月に入ってからで，素案が恐らく11月，12月ぐらいにあって，ハブリックコ

メントがありまして，策定という形の流れになってくるということになります。 
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 最後のご案内と連動してしまうのですけれども，次の審議会で，より具体的なところで

お示しさせていただければということを考えております。 

○菊山会長  ありがとうございます。今後の予定も含めて今示していただきましたけれ

ども，いかがですか。自分なんか思うのですが，かなわないことがいっぱいあるのだけれ

ども，完成形というか理想形というか，それがあって，そこにどこまで近づくかという。

皆さん多分，理想形は絶対無理だよね，でも，これができるととても嬉しいよねというの

があるかと思うのです。そんなことも一緒に語りながらできるといいと思うのですけれど

も，Ｅ委員，何かご発言いいですか。 

○Ｅ委員  きょうは初回で，いろいろ勉強させていただいています。 

○菊山会長  では，ほか，Ｃ委員はいかがですか。 

○Ｃ委員  プロスポーツではないのですけれども，バトミントンの実業団，ＮＴＴ東京

が仙川のところに移転してきて，桃田選手とかもいらっしゃるので，スポーツ環境整備の

あたりで，スポーツ指導者の育成とか次世代アスリートの発掘・支援とかにかかわる感じ

でＮＴＴ東京さんとかと，中学生の部活支援までいかなくても，見せてあげたりだとか，

そういうかかわりを調布にあるプロスポーツチームとか，バドミントンだけではなくて，

そういう人たちがちょっとかかわってくれたらいいかなと思います。 

○事務局（宮島）  今年度に入ってから，ＮＴＴのバドミントンの方々が，監督，選手

を含め市長の表敬訪問に来ていただきまして，本拠地が仙川になるということで，ぜひ私

たちもこの機を逃すまいと，まだ実際に合宿所に私たちも出向いたことはないのですけれ

ども，市民の方の注目度がかなり高いというところでは，NTTさんもそういった認識はさ

れていまして，ぜひ市と何か協力できればというところで，今お話をさせていただいてい

るのです。 

 ただ，何せ，バドミントンの大会のスケジュールがすごく過密なのです。なので，その

隙をみて，有名選手なり，ぜひ何かしらの形で今後協力事業をしていって，市民の方にま

ず知っていただいて，応援していただくという体制をとっていきたいなと考えています。 

○Ｃ委員  オリンピックの会場なので，ぜひ。 

○事務局（宮島）  そうですね。 

○菊山会長  バドミントンは今年の秋，世界選手権ではなかったでしたっけ。この間，

ユーバー杯とトマス杯があって。 

○Ｃ委員  世界選手権は2019年に武蔵野の森で開催できたらといっていたのですけれど
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も，違う国になってしまった，東京開催ではなくなってしまったので，結局それはだめに

なったのですけれども，ヨネックスオープンジャパンが９月にあって，それは武蔵野の森

で，今年と来年，たしか武蔵野の森でやることになっているのですけれども，そこに桃田

は当然出るとは思います。本当に調布の子どもたちにちょっとかかわってくれたら，すご

くうれしいなと思います。 

○Ｄ委員  つながりをもう少し強く，今のＮＴＴと市のつながりとか，ＦＣ東京はつな

がりが強いのですけれども，あと大学だってありますよね。 

○事務局（宮島）  そうですね。拓殖大学ももちろんそうですし，明治の卓球部も。 

○Ｄ委員  そういうのをもう少し上手にやっていったほうがいいのではないですか。 

○事務局（宮島）  先日，６月の８，９，10でしたか，武蔵野の森で車椅子バスケの世

界選手権がありまして，ドイツとオーストラリアとカナダと日本代表の４つの国で試合を

したのですけれども，そのうちのドイツが総合体育館で練習を何日間か行ったのです。そ

のときに，車いす連盟さんもそういった大きな国際大会を迎えるのが初めてというところ

もあり，私どもとかオリンピック・パラリンピック担当と協力して，地元の小学生たちを

練習試合に招待したり，本番の日も地元小学校の子どもたちを招待して，うちだけではな

く三鷹，府中もそうなのですけれども，武蔵野の森のメインアリーナが小学生たちでいっ

ぱいになったのです。それで子どもたちがすごく盛り上がったと。 

 応援もなかなか工夫されていて，細長い風船みたいなのでバンバンバンバンとやったり

というのもよかったみたいなのですけれども，やはり迫力のある試合を間近でみることで，

子どもたちも非常に興味をもってくれたということもあったので，それこそ車椅子バスケ

も本番をこちらで迎えますので，最終的な目標はチケットを自分たちで買って本当にみに

行こうという子たちを増やしたいというのも目的ではあるのですけれども，バドミントン

も含め，せっかく世界的なプレーが近くでみられるというチャンスは，私たちも子どもた

ちを中心にみせていければなというところは思っています。 

○菊山会長  これだけの器をもっている街というのはそんなにあるわけではないし，駅

から歩いて行けるところにあれだけのものがあるわけですから，本当に上手に活用すれば，

もっともっと市民の盛り上がりが出てくると思います。 

 それから，自分が思うのは，施策14―２にかかわるのだと思うのですけれども，誰もが

スポーツに参加できる機会の充実というのが市民スポーツとすればやはり大きな柱で，7

0％，それ以上に近づくというのはやはりここだと思うのです。小学生，中学生，幼児も
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含めると，やはりお母さんの影響力というのはとても大きいわけですよね。上には指導者

の育成というのが書いてあるのだけれども，そうではなくてスポーツを応援してくれる保

護者の育成のほうが大きいのではないかと思うのです。だから，強くなるのではなくて，

子どもの発育についてスポーツ栄養学からこういう食の提供がいいですよとか，そのよう

な切り口でお母さん方を巻き込むほうが，いわゆる二極化して，１週間で60分以内しか動

かない子がいる，それがどんどんなくなって，調布の子たちはみんな動いて汗をかく，そ

のようなことが望ましいかなと思うのです。だから，特定のスポーツではなくて，バレー

ボールからこういう学び，バスケットボールからこういう学び，そのような講座もあって

もいいのかなと思ったりするのです。 

○Ｃ委員  賛成です。 

○菊山会長  ありがとうございます。 

○Ｃ委員  アスリートの食事とかは親としてもすごく気になります。 

○菊山会長  日本陸連の管理栄養士さんに毎年研修会で講演に来てもらうのです。最初

は，主食，副食，ビタミンとかなんかで，きちんとこういう色で使いなさいとプレートに

色がついているのです。主食のパンかご飯，野菜の緑，ビタミン類の黄色とか。合宿をや

っているときには当然それをみながらやるのだけれども，一回解散して，うちへ帰って２

ヵ月後に集まると，また主食と牛乳だけとか，いわゆる副食の野菜系がほとんど入ってこ

なくなる。あれだけいったでしょうと。やはりうちへ帰るとそういう食生活になっている

というのをよく嘆いていますけれどもね。やはり食べて力をつくっていかないと，伸びて

いかないかなと思ったりします。勝手なことをいいまして済みません。 

 ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○Ｃ委員  言い始めたら切りがないのですけれども，バドミントンだけではなくて，オ

リンピック前に各国から選手とかが来て，多分練習すると思うのです。そういう練習を公

開してもらえたらいい，それこそ本当に子どもたちにみせてあげたい。一般市民も，私な

んかは練習をどうやっているのかみたいと思うので，そういう機会もオリンピックに向け

てつくっていってもらえたらいいです。難しいですか。 

○村上スポーツ振興課長  実際に練習会場，逆にスタジアムが調布市内にあって，その

地元の自治体としてどの程度受け入れが可能なのかどうか，そこは担当のセクションから

組織委員会なりに確認しなければいけない事項だとは考えております。 

 ただ，今回，先ほど申し上げた車いすバスケットボールの関係で，総合体育館で３日間
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の練習を行いました。もちろん小学生の方をお呼びして，みてもらってというところは確

かにありましたが，それ以外にも，小体育室であったり，トレーニングであったり，プー

ルを使っている利用者の方が，何をやっているのということでのぞいて，ドイツチームだ

ったのですけれども，ドイツの方で英語は基本的にしゃべれる方ではあるのですが，言葉

がなかなか通じないところはありますけれども，トップの選手が来てやっているというの

をみて，やっぱりすごいねという感想をおもちになられた方は何人かいたという報告も体

育協会からいただいていますので，そういうところでの効果は非常にあると思います。 

○菊山会長  空気感が全然違いますよね。 

○村上スポーツ振興課長  違います。ですので，そういったところで可能な限りトライ

してみたいと思っております。 

○菊山会長  きょうは早稲田で授業をやってきたのですけれども，私はバレーボールを

専門でやってきたのですが，体育館の手前でバレーボール，自分のチームがやっていて，

向こうでバスケットとかバドミントンがやっているときに，自分のチームはほとんどみて

いないですよね。よその部活がどんな動きをしているか。この動きは使えるなとか。だか

ら，バドミントンのチャイナステップがあるのですが，ああいうものはバレーボールの世

界にはなかったのです。何やっているのだろうと思って聞いて，ああ，こういうステップ

があるのだと。 

 だから，技術的な，専門的なことになってしまうと難しいかもしれないですけれども，

トレーニングだとか，さっきいった栄養だとか，心理的なカウンセリングだとか，全部の

スポーツに共通して使えるようなところは，ぜひ広げてあげるとおもしろいかなと感じま

す。 

○Ｃ委員  メンタルですね。 

○Ｆ委員  やはり今回オリンピックがあって，子どもたちにすごくいい機会ではないか

なと。小児科の先生がいまして，今，子どもの睡眠障害というのがすごくふえているので

すって。それはなぜかというと，スマホとゲームで眠れなくなっていて，通院してくる子

がたくさんいるという話ですので，スポーツのほうに目を向けられるような機会をたくさ

んつくっていったほうが，精神的に健康な子どもが育っていくのではないかという気がし

ているのです。 

○Ｃ委員  へとへとになって寝るという感じですよね。 

○Ｆ委員  ずっとこんなやっていたら寝られないではないですか。今，すごく多いそう
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です。 

○菊山会長  わかりました。副会長は最後に締めていただくことにしてあれですけれど

も，事務局のほうはよろしいですか。 

○事務局（宮島）  大丈夫です。 

○菊山会長  わかりました。ありがとうございました。 

 では，先ほど追加の資料でお示しいただきましたけれども，最終のページのところ，今

後の策定スケジュール，９月あたりから次期基本計画検討案の作成，この辺のところから

具体的なものになってくると。私たちのこの審議会も，次回のところから具体的な中身に

ついて説明を受けたり，検討したりという形になってくるかと思いますので，それぞれの

立場でまたいろいろな情報を取り入れておいていただければなと思います。 

 では，今日の審議についてはここまでということで終了したいと思います。 

 最後の締めのご挨拶も含めて，副会長，どうぞよろしくお願いいたします。 

○岡田副会長  今日はワールドカップも控えていますので手短にとは思うのですけれど

も，ワールドカップ，今日，多分皆さんみると思うのですが，やはりこういうイベントが

あると日本国民みんなが応援する，一つになるみたいなところがあって，すごくいいなと

思うのです。 

 うちは息子が２人いるのですけれども，普段サッカーは余り観ていないのですが，この

ワールドカップはこの前なんか深夜だけれども，観ているのです。おまえ，サッカーなん

か観るのかという感じだったのですけれども，やはり普及するという意味では，こういう

大きなイベントがあるというのはすごく大事なことだなと思います。スポーツ振興の大き

な柱として，強化と普及というのは車の両輪かなと思うのです。 

 ワールドカップで４大会前，2006年のドイツ大会のとき，私，10ヵ月，カナダのオタワ

に住んでいて，向こうで観たのです。そのとき，カナダは出ていないのです。今回も出て

いないと思うのですけれども，カナダは出たことないのではないかな。ただ，まちはすご

く盛り上がっているのです。カナダは移民の国なので，自分自身が移民していなくても，

３代前とか４代前の出自，自分のルーツの国があるので，皆，そのユニフォームを着て，

自分の国が出ていないけれども，パブなんかはそういう人が集まってみんなでテレビを観

ているのです。 

 私もその雰囲気を味わいながらみていたのですけれども，そのときに思ったのは，出て

ないのに盛り上がっているなと思ったのと，もう１つは，私，オタワ大学という大学があ
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るのですけれども，そこの大学の空き地なんかで学生がサッカーをやっているのです。見

ていると下手くそだと。電通大の授業の学生のほうがうまいぐらい，下手くそなのです。

それを見て，多分彼らがワールドカップに出るのはまだまだ難しいのかなと思ったのです。 

 というのは，日本は98年からずっと出ています。今は出るのが当たり前になっています

よね。その当時とか，それこそ私たちが子どものころからをみると，今の子どもとか大学

生，サッカー専門ではない普通の一般の大学生はサッカーをやらせるとうまいのです。明

らかにうまいのです。そのかわり野球が下手くそです。そういう意味では，普及があって

強化がされて，見る目も肥えていますから，今はワールドカップに出ないと何やっている

んだという感じだと思うのです。前は「出たらすごい」だった。そのように強化と普及と

いうのは車の両輪なので，すごく大事なことだと。 

 今度，オリンピックがあって，我々がトップの選手を直接見ることができるという機会

があるので，普及にはもってこいというか，ものすごく大事なのですけれども，やはり普

及をさせる上では，１つはハードウエア，そういう運動施設がどうあるかということが大

事ですし，それをオリンピックが終わった後にどう残していくかということがすごく大事

ですし，あとは，さっきから話が出ていますが，ハードウエアだけではなくてソフトウエ

アです。それは，まずは本物を見るということも大事ですし，特に子どもに対してですね。

あとは，ただ単にそういうスポーツそのものだけではなくて，栄養学の話も今ありました

けれども，そういう意味でのソフトウエア的な普及をするというのがすごく大事だと思う

ので，オリンピック，これから世界的なイベントが数年続く，そして調布が直接それを受

け入れる立場にあるわけですけれども，その後もそれが続くようにするということがより

大事なのかなと思っています。 

 これは愚痴になってしまいますけれども，私は陸上競技なので，陸上は残念ながら，多

分，47都道府県の中で東京都だけ，せっかくオリンピックがあるのに，まともな陸上競技

場がないのです。まともというのは，サブトラックがあって，照明があって，投てきがで

きる陸上競技場です。これが47都道府県で東京都だけないです。そういう意味では，これ

は陸連の責任だと思うのですけれども，強化は熱心だけれども，普及ということを余り大

事にしていなくて，いざオリンピックが来るから，オリンピックのためには整えるのだけ

れども，その後，残らないのです。これはちょっと残念なことだなと，私は陸上専門だか

ら特に思うのです。首都1,300万人の東京に，陸上といったらあらゆるスポーツの基本と

なる種目だと思っていますので，それをやるものが残せないというのが非常に残念だなと。 
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 そのような類いのことはたくさんあるのかもしれないのですけれども，せっかく調布で

そういうイベントがあるので，その後，それが続くように，ハードウエアもそうですし，

ソフトウエアも充実していけるように，またここでそういう話ができればいいなと思いま

す。 

○菊山会長  どうもありがとうございました。聞き入るような閉会のご挨拶で。 

 では，事務局にお戻ししますので，よろしくお願いします。 

○事務局（宮島）  今日も皆さん，ありがとうございました。本日いただいたご意見を

踏まえて，また課内のほうで検討して，共有していきたいと思っております。 

 今後については，９月以降の開催を予定しておりますので，また日程の調整等ご迷惑を

おかけしますが，よろしくお願いいたします。 

 では，本日もありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


