
- 1 - 

 

平成３０年度第２回調布市スポーツ推進審議会 議事録 

 

開催日 平成３１年１月２９日（火曜日） 

開催場所 教育会館３階 ３０１研修室 

 

○事務局  本日はお忙しい中，皆さんお集まりいただきまして，ありがとうございます。

このたび，メガロス調布24の秋元委員の後任として本日出席いただいている貫井道浩氏に

委員として参加いただくことになりました。 

 ただいまから貫井委員への委嘱状の交付をさせていただきます。 

 

     （委嘱状授与） 

 

○事務局  ありがとうございました。それでは，部長の宇津木より一言ご挨拶を申し上

げます。 

○生活文化スポーツ部長  こんばんは。平成31年，早いもので１月ももう１ヵ月が過ぎ

ました。今日の第２回目のスポーツ推進審議会にお集まりいただきまして，ありがとうご

ざいます。例年のことですけれども，インフルエンザ，あるいは風邪性の胃腸炎が非常に

はやっていて，教育会館の入口のところにも学級閉鎖の一覧表が掲示されているのですが，

先週から今週，特に今週は非常に多くの学級閉鎖が発生している状況です。 

 市役所の職員も，家族が体調を崩されて，職員も体調を崩すということもありますので，

気をつけていかなければいけないと思っています。 

 今，調布市においては，平成31年度の予算がやっと少し固まってきたと同時に，配付資

料にもありますが，来年度からの４ヵ年の行政計画である調布市の後期基本計画を今，策

定し，パブリックコメントが終わったところです。その基本計画の内容についても，この

後，事務局からも触れさせていただいて，皆様からのご意見をいただく形になると思って

います。その中で，市民スポーツの振興という施策が１つ大きなテーマとして我々が抱え

ている内容となります。スポーツ審議会委員の皆様にも，市民スポーツの振興という多面

的な視点で調布市のスポーツに関してのご意見を賜りたいと思っています。 

 施設が老朽化している中でのスポーツ環境の整備が大きな１つのテーマでもあります。

ハード的なもの，それからライフステージに応じたスポーツ活動の推進という高齢者から
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若者，あるいは児童・生徒含めてスポーツの振興を図っていくという取り組みも大事な視

点だと思っています。 

 そして，ＦＣ東京であったり，調布ならではのゆかりのさまざまなプロのスポーツチー

ムがあったり，あるいはプロのスポーツ選手もいますので，そういった団体や個人の方と

連携したスポーツ振興も推進していくというのが市民スポーツの振興という施策の大きな

基本的な枠組みになっています。やはり健康が一番大事なのかなと。学校でも生きる力を

育みながら，知・徳・体の調和のとれた成長という形で，体も基盤なのかなと思っていま

す。健康でなければ我々の生活はなかなか充実していかないと思っています。また，寿命

が延びても，やはり健康寿命，健康長寿でなければいけないのかなと思っています。そう

いった意味では，今，市民スポーツの振興では大事な施策になってきていると思っていま

す。 

 とりわけ，ことしの９月20日から11月２日までラグビーのワールドカップが開催されま

す。全部で12会場48試合ですが，そのうちの開会式と開幕戦を含めた８試合は調布で行っ

ていただける，今，本当に恵まれた状況になっていると思っています。 

 また，その１年も待たずに，来年７月24日からはオリンピックが始まり，またその後，

パラリンピックも始まる。ラグビー，オリンピック・パラリンピック，これ，市長がよく

いうのですけれども，日本国内でこの３つの世界大会が開催される都市は調布だけである

という形で，我々にとってもこの機会を活かしていかなければいけない，この好機をまち

の活性化，あるいは市民スポーツの振興につなげていきたいと思っていますので，ぜひ委

員の皆様からはそういった視点で，調布市のスポーツの今後の方向性についてもご意見を

賜りながら，市民にとってのスポーツのあり方，また，文化と連携した多面的な効果も大

事かなと思っていますし，市民スポーツ，市民文化が発展していく調布というのが大事だ

と思っていますので，ぜひさまざまな視点でご意見を賜れればなと思っています。 

 委員の皆様,本当にお忙しい中で集まっていただいておりますけれども，そういった意

味では，この２年間は調布にとって本当に大事な時期になってくる，これからの調布のス

ポーツを考える上でも本当に大事な時期かと思っております。こういったときに委員にな

っていただいたことに感謝を申し上げながら，お力，ご支援をいただければと思っていま

すので，本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局  ありがとうございました。では，以上をもちまして委嘱式を閉会します。委

員の皆様，ご協力ありがとうございました。 
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 恐れ入ります。部長の宇津木が公務のため，こちらで退室させていただきます。 

○生活文化スポーツ部長  今後ともよろしくお願いいたします。 

     （部長退室） 

○事務局  では，皆様，改めましてこんばんは。本日はお集まりいただきましてありが

とうございました。 

 また，日曜日の市民駅伝大会の際には，多摩障害者スポーツセンターさんに会場をお貸

しいただきまして，ありがとうございました。今回，工事の関係で味スタが使用できず，

アミノバイタルフィールドがメイン会場になったので，控室とか更衣室の準備がなかなか

できないところで，センターの部屋をお借り出来て大変ありがたかったです。 

 皆さんのご協力をいただいて，無事に運営することができまして，まずお礼をいわせて

いただきます。ありがとうございました。 

 では，本日は３名の欠席となっておりますが，審議会の開催基準を満たしておりますの

で，報告させていただきます。 

 それでは，議事の進行を会長，よろしくお願いします。 

○会長  では，改めましてこんばんは。 

 今，浦和という言葉で思い出したのですけれども，今年の１月２日，高校サッカー選手

権大会に私の母校が８年ぶりに出て，浦和まで応援に行ってきました。愛媛県の宇和島東

という高校なのですけれども，試合は前年度優勝の前橋育英に０－２で負けて，先輩，後

輩十何人で浦和の駅近くで残念会をやって帰ってきました。 

 あと，一昨日まで北海道の帯広で５日間，中学生のアイスホッケー大会を開催していま

した。十勝オーバルというアイスリンクがあるのですけれども，土曜日と日曜日は小学生

が何百人も来て大会をやっているのです。家族中がみんなで応援に来ていらっしゃる。本

当に根づいている。話を聞いてみると，アイスホッケーは夜の８時過ぎ，９時前後ぐらい

から大人のリーグ戦をずっとやっていて，市民のスポーツとして氷の上のスポーツが根づ

いているのだなと。日本というのは本当に広いところなのだなと思いながら来たところで

す。 

 先ほど部長の話でありましたけれども，次第にありますように２つ，調布市基本計画

（素案）についてということ，２つ目として，今年度の残り２ヵ月半ぐらいですが，スポ

ーツ振興事業についての説明ということで意見交換をしていきたいと思っています。 

 では，傍聴の方はいらっしゃいますか。 
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○事務局  今日はいらっしゃいません。 

○会長  では，早速議題に入っていきたいと思っておりますので，資料の確認等を含め

て，事務局，お願いします。 

○事務局  それでは，次第にありますが，配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず，資料１，基本計画（素案）の全体概要と分野別計画，カラー刷りのものになりま

す。資料２がＡ４白黒印刷の両面のもの。それに付随してチラシ，石川直宏講演会，ＳＨ

Ｃフェスタ，障害者スポーツ体験会とクリップどめさせていただいております。そのほか，

皆様には「とうきょうの地域教育」 132から133，134と３冊ございます。以上で配付資料

の確認を終わります。 

○会長  では，資料はよろしいですね。 

 では，早速議題に入っていきたいと思います。(1)調布市基本計画（素案）についてと

いうことで，事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○事務局  それでは，資料１，まず素案の全体内容の資料をご覧ください。今回改定す

る基本計画についての位置づけ等の説明にまいります。 

 こちらの基本計画なのですけれども，まず前段上にオレンジ色が施されている計画期間

という表がありますが，2013年，平成25年から平成34年まで調布市基本構想が10年間でつ

くられております。その前期基本計画が今年度までのもの，来年度31年度からが後期基本

計画になりますので，今回は後期基本計画に向けての改定という作業に入っているところ

になります。 

 そのため，時点修正という意味も含め，今の社会情勢だとか，そういったものを踏まえ

て各課，各分野で計画をもう一度見直すという視点になりますので，ご承知おきください。 

 中ほど，基本計画の素案の内容というところ，オレンジの四角で囲われているところで

す。策定の視点の◆の３つ目がスポーツ関係のところで大きくかかわってくる視点になり

ます。2019年，2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果というところです。前回の

会議のときにも，都のスポーツ計画のお話をした際に，今，一言でスポーツといっても，

さまざまな社会的効果がうたわれているというところがございます。特に世界最大級のス

ポーツイベントが２年連続で開催される好機を最大限生かして，大会後のまちづくりへの

多面的効果をもたらす有形，無形レガシーを創出する取り組みを展開します。とりわけ，

パラリンピックの開催を契機としたパラリンピックレガシーの創出に取り組みますという

のが大きくうたわれている点になります。 
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 ２枚目に移らせていただきます。そういった視点をもとに，真ん中にございます分野別

計画という枠の中，基本構想に掲げたものの基本目標とまちづくりの基本理念に沿って，

分野別の将来像の具体化に向けた31の施策の方向や各種施策の基本的取り組み，主要な事

業などの位置づけをしています。スポーツに関しては，④身近な学びと交流のあるまちを

つくるためにというところが該当してくるものになります。 

 身近な学びと交流のあるまちをつくるためにという中の施策14が，次のホチキスどめに

あります分野別計画，「市民スポーツの振興」と書かれている資料の内容になります。今

年度の計画までとどういったところが変わってきたかというポイントに絞ってご説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず，施策の方向なのですけれども，大きな視点としては変わっていないところではあ

るのですが，「また」の後，「ラグビーワールドカップ2019日本大会と東京2020大会を契機

としたスポーツの振興を通して」という文言が前回のものに加わっているものになります。

前回から「スポーツを通して市民の交流が盛んになるまちを目指します」とあるのですけ

れども，この世界大会，２大大会を契機としたスポーツ振興を通してという表記にさせて

いただいているところになります。 

 また，後期の基本計画のポイントとして４つ○が設けられています。最初の○，「豊か

な芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」は，平成27年11月８日に調布市の市制

施行60周年記念式典で宣言をしたものになります。この宣言は，誰もがそれぞれに応じた

活動を通じて文化・芸術活動，スポーツ活動を楽しむことができる事業を推進してまいり

ますという内容での宣言であり，その宣言に基づいてスポーツ活動を楽しむことができる

事業を推進するというのが１つ目のポイントになります。 

また，２つ目，「2020年に向けた調布市アクション＆レガシープラン」はオリ・パラ担

当のほうで挙げております，調布市における2020年に向けてどういった事業を展開してい

くか，どういったレガシーを考えていくかというものになるのですけれども，それに基づ

いて，スポーツ分野では特にボランティア，スポーツをこれからみる，する，支えるとい

う視点中での「支える」という視点，スポーツを支えるボランティアの団体の確保や育成

を行っていきますというところが２つ目のポイントになります。 

 ３つ目，４つ目に関しては，前回のポイントとほぼ変わりがないのですけれども，子ど

もから高齢者までライフステージに応じて気軽にスポーツや健康づくりに参加できる機会

の提供によるスポーツ活動の推進，また，バリアフリーへの配慮や市民ニーズに沿った魅
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力ある施設など，安全で快適な市民スポーツの環境の整備という点になっており，以上４

つの点が今回の施策のポイントとなっております。 

 裏面に移っていただいて，ページ数でいうと，129ページになります。こちらに現状と

課題が書かれているのですけれども，大きなところでは，○の２つ目，東京都が2018年，

昨年３月に東京都スポーツ推進総合計画を策定し，2020年とその先を見据えた，都民のス

ポーツ実施率70％を達成し，誰もが，いつでも，どこでも，いつまでもスポーツを楽しみ，

スポーツの力で人と都市が活性化する『スポーツ都市東京』の実現を目指しているという

状況，現状というところがございます。 

 その次の○印，皆さんご存じのとおり，一昨年11月にオープンしました武蔵野の森総合

スポーツプラザなど大規模スポーツ施設や味の素スタジアム等が競技会場になるというと

ころでは，調布市，多摩のスポーツの一大拠点として，多くの市民がスポーツに親しみ，

楽しめる環境が整備されていますという状況，現状が２点目のポイントになります。 

 もう１つ，３番目の○なのですが，そういった新しい施設が立地されて，一大拠点とい

うところではありつつも，今の市のスポーツ施設は昭和50年代に竣工した施設が多いので，

現在，老朽化といった問題に直面しているのが現状になっております。市民が安全・安心

に使用できるように，そういった施設の修繕・改修を行いながら，引き続き市民ニーズに

沿った魅力ある施設の提供に努めていく必要があるというのが大きな課題の１つになりま

す。 

 次の○については，今回特に後期の基本計画の中で私どもがうたっていくところではあ

るのですけれども，市が実施しているスポーツ関連事業等の参加者数は，今現在，微増は

しているのですが，ほとんど横ばいの状態になっております。ただ，これからは，より多

くの市民が日ごろからスポーツに親しめるように，障害があるないにかかわらず，皆さん

スポーツの普及，推進を含めて誰もがスポーツに参加できる機会の充実を図っていく必要

がありますというところがもう１つ課題点として挙げられております。 

 また，次，ＦＣ東京です。基本計画の中にもうたっておりますパートナーシップに基づ

いて連携を進めているところではありますが，昨年10月にクラブ創設20周年を迎えたこと

を契機に，庁内でプロジェクトチームを立ち上げまして，20周年の関連事業や，これから

より連携を強めていくための施策を今検討しているところです。大きなクラブチームです

ので，市の単独の力ではなかなか実現できないところを協力いただいて，例えばＦＣ東京

のもつ発信力だとか選手だとか，そういった人たちやノウハウ等の力をかりて，さまざま
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なスポーツ振興だけでなく，青少年の健全育成，福祉，地域振興等のまちづくりを共同で

推進していく必要がありますということがこれからの課題のもう１つになります。 

 最後，ＦＣ東京のみならず，市内には東京サンレーヴス，リクシルディアーズといった

プロチームがございますので，そういった方々との交流のイベント，また，街の中でラグ

ビーを行うイベントだとか，あとは外部からアスリートをお呼びしての交流事業などを通

じてさまざまな主体と連携して，市民のスポーツ振興，レガシーの創出につなげていく必

要がありますといった現状と課題点が，まず今回の計画を改定していくに当たって踏まえ

なくてはいけないものとして挙げさせていただいております。 

 それを踏まえて，基本的取り組みの内容として，まず14―１，スポーツ環境の整備です。

まず◆の最初のところ，スポーツ施設の整備・改修とありますが，今までは実はスポーツ

施設の整備というところがございました。ただ，「改修」を入れさせていただいているの

が，先ほど申し上げたように，老朽化した施設と，あとは調布市も財政的に非常に厳しい

現状がある中で，優先順位を毎年決めて，財政を担当している部署と毎年予算組みのとき

に交渉していく中ではありますが，なかなか思うようにいかないという現状があります。

なので，限られた予算の中で，どういったところを優先的に直していくのか。また，そも

そも施設自体のあり方を見直していかねばならないというところが今後も続いてまいりま

すので，まず改修を含めて今ある施設をいかにもたせるか，そういった視点をもって引き

続き環境の整備を図っていきたいというところで改修という言葉を入れてあります。 

 また，施設に関しては別途，実は公共施設マネジメント計画というのを今後策定してい

く予定になっております。こちらは今，担当部署と私どものほうで協議をしているところ

ですので，皆さんにお示しするものが今ないのですけれども，老朽化した施設をどのよう

に維持していくか，どこで改修を加えていくかというものが，恐らくことしの夏前には皆

様にある程度ご提示できるものがあるかと思いますので，そちらで別途お示ししていけれ

ばと思っております。 

 ◆２つ目のスポーツ・レクリエーション情報の提供の充実というところは前回と変わり

なく，さまざまなイベント，施設の情報を魅力的に発信するなど，情報の提供の充実を図

ってまいりますというところです。 

 ◆３つ目，スボーツ指導者の育成，４つ目，次世代アスリートの発掘・支援というとこ

ろも基本的には変わりのないところなのですが，昨年11月，総合体育館の指定管理者の選

定審査委員会を経て，今後10年間，総合体育館の指定管理者が引き続き公益社団法人調布
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市体育協会となることで決定しております。今までは５年ごとの指定管理の選定ではあっ

たのですけれども，今回10年という形で期間を長くすることによって，体育協会自体の職

員の育成だとか，あとは施設の管理運営をしていく上で，５年で区切られてしまうと，長

期計画的な運営だとか，そういったものがなかなかできないという課題もありましたので，

今回初めて今後10年，体育協会さんに引き続き行っていただくことが決定しておりますの

で，ご報告させていただきます。選定審査委員会には会長にもご協力いただきまして，あ

りがとうございました。 

 そういったところで，14―１に関しては，大きな変更は改修というポイントを入れたと

いうところになっております。引き続き皆様の環境の整備をつくっていきたいと思ってお

ります。 

 続いて，14―２，ライフステージに応じたスポーツ活動の推進ですが，こちらは◆の１，

だれもがスポーツに参加できる機会の充実というところはほとんど変わりがないのですが，

下から２行目のところ，「また，東京2020パラリンピック大会の開催を契機として，障害

者スポーツの支援に取り組みます」というところが今回新たに追記したところでございま

す。 

 先ほど概要の中でも，2019，2020を契機として，まちづくりの多面的効果の１つとして

パラリンピックのレガシーの創出というところで，スポーツの分野では障害者スポーツの

支援をあげており，こちらのほうに明記をした形になります。 

 ２つ目の地域スポーツクラブ等の育成・推進については，引き続き今現行の計画と同じ

物を記載してございます。 

 131ページ，◆最初の地域における子どものスポーツ機会の確保も，ＳＨＣクラブ，体

育協会，スポーツ推進委員等の連携を通してスポーツ参加のケアを図るというところでは

前回と変更のないものになっています。 

 その次が，新たな視点として加わったところです。 

ラグビーワールドカップ2019日本大会・東京2020年大会を契機とした，障害者スポーツ

等の振興。記述としては，２段目途中の「国や東京都，関係団体等の多様な主体と連携し，

市のまちづくりへの多面的な効果を創出していく中で，とりわけパラリンピック開催を契

機とした障害者スポーツの振興に取り組みます。また，スポーツボランティアの確保・育

成を通じて，誰もがスポーツに参加できる機会の充実や環境づくりに取り組みます」とい

う表記を追加させていただきました。こちらについては，今年度，多摩障害者スポーツセ
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ンターとスポーツ振興課以外にも障害福祉課等，いろいろな課が連携させていただき事業

を展開している中で，来年度，センターが国立に戻られた後も，引き続き調布市としては，

何かしらの形で連携をして，障害者スポーツの振興にお力をお借りしていきたいというと

ころでございます。そういった形で視点を盛り込んでおります。 

 最後，14―３，ＦＣ東京等と連携したスポーツ振興等の推進というところです。こちら

もほぼ変わりはないのですが，◆１個目の後ろから２行目のあたりに，今までスポーツの

振興に限った記述ではありましたが，今回，協働のまちづくりの中の視点として，「青少

年の健全育成，市民の健康づくり及び地域振興等のまちづくりをＦＣ東京と連携して推進

します」と記載しています。既に今年の10月に20周年を迎える前までも，学校に選手が表

敬訪問して，一緒に給食を食べてサッカーの教室をしたりだとか，コーチに高齢者の体操

教室をしていただいたりだとか，あとは赤い羽根募金の協力だとか，さまざまな分野でＦ

Ｃ東京に協力をいただいております。さらに発展した連携の形をつくるためのプロジェク

トチームを庁内に立ち上げておりますので，今後もさらにますますいろいろな形で連携を

していくというところで記述を加えたものになっております。 

 132ページにつきましては，最後，四角囲みにあります参加と協働の視点というところ

が，各施策の中で，市だけではなく，ほかの連携パートナーといろいろな連携を行ってい

る連携事例を紹介しているものになります。スポーツ振興課の事業としては，大きなとこ

ろで３つほど挙げさせていただいております。 

 市民スポーツまつりは市の委託事業で，調布市体育協会が行っているものですけれども，

こちらの加盟団体，スポーツ推進委員のみならず，今年度に関しては，多摩障害者スポー

ツセンターや，アフラックさんなど，いろいろな協賛企業も含めて連携して行っているも

のとして挙げさせていただいております。 

 また，来年度で３回目を迎えるのですけれども，ラグビーワールドカップに向けて，府

中，調布，三鷹市３市でのラグビーイベントを引き続き行っていくというところでの連携

パートナーの事例として挙げております。あとは，平成11年から続くパートナーシップと

いうことで，ＦＣ東京との取り組みを紹介しているものになっております。 

 以上，非常に簡単ではあるのですけれども，今回，後期の基本計画を策定するに当たっ

て，スポーツ振興課分野で追記した視点というところでご紹介させていただきました。 

 説明は以上になります。 

○会長  ありがとうございました。10年間の計画の後期に当たるということで，基本的
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に大きな変更はないそうですけれども，何かご質問，あるいはご意見も含めて時間をとり

たいと思いますが，いかがでしょうか。――まずは資料１について確認していきましょう

か。いかがですか。 

 １ついいですか。２枚目の中ほど，分野別計画のところで，先ほどご説明では，④の身

近な学びと交流のあるまちをつくるためにと。そこにスポーツということで触れられたと

思うのですけれども，自分の感覚ですと，その上の③の健康づくり，その下の地域コミュ

ニティ，このあたりはスポーツの大きな力だろうと思うのです。もし今後，いろいろなと

ころでご説明なさるときに，その辺のところも絡めて説明するなど，そういった部署とパ

イプをとられたらどうかと説明を聞いていて感じたところでした。 

○事務局  ありがとうございます。確かに③番のところをみていただくと，健康づくり

も，あとはこれから私どもが特に力を入れていきたい障害者スポーツのところに関しては，

障害福祉課なども入っておりますので，この施策自体が予算と連動しているところもある

のですけれども，この基本計画における事業の計画があるのですが，その中ではそういっ

た障害福祉課だとか，地域コミュニティなどもそうなのですけれども，そういったところ

の横の連携を今後は図っていけるような形で，何らかの表記をしていきたいなというとこ

ろは考えているところです。 

○会長  それぞれのお立場で，ここは連絡をもっと強くしたほうがいいのではないかと

か，こういうことが抜けているのではないか等，何かお気づきがありましたらお願いでき

ますか。 

○Ｃ委員  後期の基本計画の中で，先ほどから何度も触れられていらっしゃるように，

2019年，2020年がこの中に含まれているのはとても大きなことだと思うのです。その経験

を生かして，その後にどうつなげていくかということでいうと，今，会長さんもお話しさ

れた分野別計画で，次代を担う子どもたちにという②番の学校教育にもつなげていきたい

という視点もあるのではないかと私は感じます。 

○事務局  ありがとうございます。スポーツの力というところで，ここ数年，いろいろ

な形，いろいろな分野にスポーツの力を使ってという話が出てきている中で，私たちの計

画の内容をもう少し広げて健康づくりだとか青少年健全育成，さきほどのＦＣ東京の連携

事業ではないのですが，ああいった形で表記できないかなというところは考えてみたので

すが，余りにもスポーツの力がいろいろなところに及び過ぎていて，私たちだけではなか

なか検討が難しかったところではあるので，各分野別で各担当課が行っている事業といか



- 11 - 

 

に具体的なレベルでつなげていくかという事業連携から少しずつ始めていければなとは思

っているところです。 

○会長  例えば今，スポーツ庁などですと，⑥にあるスポーツ，観光，産業というとこ

ろ，でもスポーツの力は出ていますので，本来はこれだけ大きな施設があって，多摩川と

いう自然があって，本当にいい，恵まれたところをもっと活用できるといいなと思います

ものね。 

○事務局  ＦＣ東京のプロジェクトチームの中にはもちろん産業分野のセクションも入

っておりまして，味の素スタジアムに２万人，３万人という動員が入るホームゲームのと

きに，いかに集まってきた方が調布市内でお金を落としてくれるかというところを産業分

野としては考えていかなければいけない。そういう意味では，ＦＣ東京がスポーツだけで

はなくて，地域経済活性化にも役立つという視点がかなり出てきているので，2019，2020

のときも，海外から来た人たちをどのように周遊させるかとか，そういったところが全庁

的に今，オリ・パラの全体会議の話にもなってくるのですけれども，これから具体的に進

めていくところなのかなというところです。 

○Ｃ委員  そうやって考えると，スポーツという幹に随分いろいろな枝葉が考えられま

すね。 

○会長  先ほどおっしゃったみたいに，私が学校現場にいたときに，当然教育委員会と

はいろいろなパイプがあって，指示やご連絡いただくのだけれども，ほかの部署との連絡

はほとんどなかったのです。福祉関係が生活保護とか何かの関係では多少ありましたけれ

ども，もっと知っていればパイプが太くなったかなと思うのです。スポーツというのは，

市民にとっては割と身近な分野だろうと思いますので。 

では，もう１つの128ページから131ページで何かご質問，ご意見がありましたら受けた

いと思います。 

○Ｂ委員  今，パラリンピックとか障害者スポーツをすごく取り上げていただいている

のですけれども，見方によっては，パラリンピックの種目がちょっと入ってきてしまうの

かなというところがあって，我々の協会もそうなのですが，パラリンピックだけではなく

て，そこに行かない重度の障害のある人たちとか，家にいる障害のある人たちがどのよう

にまちへ出て，少しでもいいので，体操ぐらいでもいいのですけれども，そういったもの

に取り組んでいくほうが大事だと感じているので，そこをもう少し入れられたほうがもっ

といいかなと思います。 
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○会長  スポーツというと，つい競技というか戦うことが表に出過ぎてしまうと，そこ

に入れない人たちにとってはどうなのというのは確かにございますから。 

○Ｂ委員  みんなが集まってきて，お茶を飲みながら，みんなでちょっと体操してみよ

うとか，そういうコミュニティとかというのもあるとまたおもしろいのかなと。そこの中

でボッチャのボールがあるからボッチャをやってみようかとか，そのような形でも１つの

スポーツなのかなと感じるかなというのはあります。 

○会長  多様な方々が触れ合う場もスポーツはつくりやすいところです。そこで何か体

験してみる，やってみるというところ。こういう文書そのものは基本的なものは変わらな

いということだったと思うのですけれども，今，各委員の方々がおっしゃっていることを

いろいろなところで説明するときにぜひ補っていただければ，文字としてはないが，こう

いうことなのですよということをいってもらうだけでも多分違ってくると思います。 

○事務局  計画に基づいた事業計画シートには，本来私たちの目指す障害者スポーツが

パラスポーツに限らないというところでご説明していければと思っております。 

○Ｅ委員  私がかねてから思っているのは，市民にたくさんスポーツに親しみをという

目的にしていますけれども，基本的にやる場所がなさ過ぎます。今，体育館は３つしかな

いではないですか。総合体育館もそうですけれども，高架線の下にある西調布体育館は，

私は卓球をやっていますが，卓球台６台で，曜日によって毎週したくてもできない方がい

っぱいいらっしゃるという部分で財政的な差があると思うのです。府中市などは体育施設

がいっぱいあるのです。そこから比べるとお金がない，財政的に厳しいと。ためていくと

いう方法はないのでしょうか。 

○事務局  スポーツ施設とかいろいろな施設も含めてなのですが，全体的に例えば民生

費だとか，福祉の関係の費用が毎年年々膨大に膨らんできている現状もあります。そうす

ると，難しいのですけれども，市としてまずどこに優先的にお金をつけるかという話にな

ってしまうと，まずはそういった生活に密着したところからとなってくると，調布市も歳

入歳出の問題もありますので，歳入が上がることがないと，どうしても小さな貯金を切り

崩してというところになってきてしまうというのはあるようなのです。 

 ただ，スポーツ施設が限られてしまっているというところでは，それこそ武蔵野の森ス

ポーツプラザさんは東京都の施設なのですけれども，どうしても2020までは，我々が使う

余地が少ないところではありますが，今も個人利用には開放しています。そういった施設

も何かしらの形でもう少し市民の方が利用できるようには働きかけていきたいなと。今ま
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でも働きかけてはいるのですけれども，そういった形でお借りしていくという方向も考え

ていかなければいけないのかなというところです。また，市のスポーツ施設の土地がほと

んど市の土地ではないところが難しいところです。 

○Ｅ委員  永遠の課題です。 

○会長  一応今回は，改修という言葉が129ページの１つ目に入ったというのが新しい

ということですね。 

○Ｅ委員  改修するとずっと使えないということですよね。 

○事務局  そうです。工事期間は使えなくなってしまいます。 

○会長  代替があればいいですけれども。 

 １つ目の◆の５行目ですけれども，留保地に「防災・スポーツ・レクリエーション機能

を有する公園」としての活用についてという１文がありますけれども，５，６年前にこの

委員会で答申的なものをお出ししている。これは一応それを想定しているということです

か。 

○事務局  以前は多摩川にスーパー堤防ができるという計画が国で上がりまして，そこ

で多摩川地域のスポーツ施設がなくなってしまう。そのかわりとして，味スタの横の６ヘ

クタールの土地を購入して，そこに代替施設をという計画がそもそもだったそうなのです

けれども，国の計画がなくなって今の現状がある。市としては財政的な面からもなかなか

取得まで及ばないのが現状です。市としても何らかの形で活路を見出せないかというのは

引き続き，私たちスポーツ振興課というよりは，市としてどのように活用していけるかは，

まだ検討中という段階です。 

○会長  下を掘って野球場をつくろうなどといったら，それはだめだとかいろいろあっ

たところですから。 

○事務局  飛行場があるので，高さ制限もある土地です。 

○会長  130ページから目標値というのは，上向きの矢印が３つありますけれども，こ

こには具体的な数字は入れる，あるいはない。 

○事務局  できれば今年度の実数をみた段階で目標値を設置していくという形になるの

ですけれども，恐らく年度が始まった当初は，基準値からどうするかというところでの数

字がまず置かれるのかなというところです。実は現状を申し上げますと，130ページの体

育施設の年間利用者数については，28年度が非常に多くて，29年度もほぼ同水準を保って

いたのですけれども，実は今年度，現状を申し上げますと，総合体育館の利用者数が，や
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はり三鷹の新しいＳＵＢＡＲＵや武蔵野の森総合スポーツプラザに流れている部分もあっ

て，減少傾向にあるのです。ただ一方では，相変わらずテニスコート等の予約状況は多い

というところもありますので，トータル的な数字をみて，余りにも現状とかけ離れた数字

を目標値にしないような形で調整を図るような形になってくるかなと思っております。 

 あとは実施率，運動を週に１回行っていく市民の割合だとかＦＣ東京と連携した参加者

数だとかというのは，施策，事業，経営の努力で伸びていく形にはなってまいりますので，

そういうところは基準値よりも上げていくような形で考えてはいるところです。 

○Ａ委員  スポーツと健康ということで，アスリートの食事のこと，ＦＣ東京さんとか

多分すごく管理されているのではないかと思うのですけれども，そういうものの指導とい

うか，市民の皆さんなのか，子どもたちなのか，スポーツしている興味のある方たちとか

にそういう講演会みたいなこととかはやっているのですか。 

○事務局  食育に関しては，健康推進課が主導で行っているところなのです。ただ，そ

れに今までスポーツ振興課としての協力というか，連携が特に図られていなかったところ

ですので，きっかけとしてはＦＣ東京の連携事業で今，庁内の横連携を呼びかけていると

ころではあるので，そういった形でのアイディアをいただいたところで，お話として，今

後事業として展開するというのは全く不可能ではないといいますか，実現性としては高い

ものだと思います。 

○会長  あとはいかがですか。 

○Ａ委員  さっきの総合体育館で，利用者が少なくなっているというのは感じていまし

た。私，総合体育館のトレーニング室に行っているのですけれども，以前はすごく多かっ

たのです。エアロビクスの１時間半ぐらいの講習があるのですけれども，そのときも周り

を歩けないほどたくさん参加者がいたのです。今は半分とはいわないですけれども，本当

に減っているので，武蔵野の森のトレーニング室とか三鷹のトレーニング室ができたから

かなと思うのですが，こんなに減るのだとちょっと思いました。夜などは３人くらいしか

いなかったり。以前は土日に行っても本当にぎゅうぎゅうだったのです。暑苦しいほどす

ごかったのですけれども，今は閑散としているので，やる方は楽なのですけれども，実感

として減っているのだなとは思いました。 

○会長  使用料金などは大体同じぐらいの設定なのですか。 

○事務局  ＳＵＢＡＲＵは同額です。武蔵野の森さんは，うちは時間数と単価が少し違

うのですけれども，並べるとほぼ同額という形になっています。体育協会も，例えば今，
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スポーツジムなどで人気のプログラムを実施するだとか，夜間の時間体に社会人の方たち

向けのプログラムを開設しようとか，何とか工夫をというところで今やっていただいてい

るところではあるのですけれども，どうしても新しい施設が近隣にできてしまう影響は避

けられないかと。 

○Ｃ委員  参加者ってそんなに移動するものなのですね。知りませんでした。 

○Ｅ委員  ＳＵＢＡＲＵなどは，ウイークデーでもレディースの試合とか結構やるので

す。やはり規模が違うというか，だから調布の方でもあちらに登録して，練習場所を変え

ているという方も何組かいらっしゃるので，調布もそのうち負けない施設ができればいい

のですけれども，そんなに三鷹と違うのでしょうか。 

○事務局  私なども視察に行かせていただいたのですけれども，まずトレーニングルー

ムなどは，機械が最新鋭のものというか，本当に民間のスポーツジムに近いような雰囲気

です。ほかに柔道場だとか，畳を何十畳の敷けるような施設があるなど，施設としてはか

なり立派な施設です。 

○Ｅ委員  あれは三鷹市が建設費を出しているのですか。 

○事務局  そうです。三鷹市の施設で，ネーミングライツとしてＳＵＢＡＲＵが入って

いるところです。 

○会長  運営はどこがしているのですか。 

○事務局  運営は財団さんが入っていて，三鷹市体育協会もこちらの施設に入っていま

す。 

○Ｅ委員  総合型もやっているみたいです。 

○会長  ほかはいかがですか。何か気づかれたところ。例えば，128ページのピンクが

かかっている○３つ目の表記の問題なのですけれども，以前は確かに「子ども」にしてい

ました。今，東京都などは「子供」と全部表記するようになっていると思うのだけれども，

この辺はこれで。 

○事務局  うちの市としては，まだ「子ども」です。 

○会長  わかりました。あと，130ページの上から◆の２つ目の次世代アスリートの発

掘支援ということなのですけれども，福岡が全国で一番有名なのでしょうか，要するにバ

レーボールをやっている子が，あなたは本当にバレーボールが適しているかどうか，いろ

いろやってみると，あなたはフェンシングのほうがいいのではないかとか，今，都でもか

なり行われています。そのような形で，いろいろなことにチャンレンジできるような世界
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があってもいいのかなというのは１つ思っています。 

 それから，いろいろなところでは，ＦＣ東京さんの支援を受けてやっているのだけれど

も，学校からすると，例えばオリンピック選手が来ました。そのときは，確かにわあっと

盛り上がるのです。でも，継続となると，また違った支援のあり方が大事かなということ

も感じるのです。その辺のところもぽつんぽつんとではなくて，地道にできるようなこと

も考えていただけるといいかなと思います。 

○Ｄ委員  先ほどもあったように，スポーツとなってきたところでの一般的な人の感覚

として運動苦手とか，そういうのも出てくるかなと思うので，競技ではなく，種目ではな

く，体を動かすことでのもう少し優しい言葉での。スポーツという言葉が強いからと思う

節もあるので，そういったところにもケアが向けられるといいのかなと感じました。 

○会長  ありがとうございます。 

○Ｃ委員  前回の審議会のときに，１日１回，体を動かす時間を15分でも運動という話

がありましたが，あれはすごく親しみやすいなと思ったのです。どうしてもスポーツとい

うと，競技だとか，鍛えるだとか，そのようになるとなかなか近づきにくい方でも，15分

体を動かすということだったらできそうな感じがするのではないかと。いかに自分でもで

きそうな，手が届きそうな１つの目標というか，そういうのが提示されていると，スポー

ツ人口がどんどん横へ広がっていくのではないかと思います。 

○会長  子どものときに持久走は嫌いだけれども，大人になってマラソンがすごく好き

になる場合もある。あれなども，スロージョギングというものがあり，とにかくゆっくり

走るという。福岡大学の田中先生という方が提唱を始めたのですけれども，研修会などに

行きますと有料なのですが，何百人も来る。新宿のまちをゆっくり走るのですけれども，

しゃべりながら，楽しい世界ではあるのです。ニュースポーツも含めて紹介できると。 

 では，議題１につきまして何点かご意見，あるいはアイディアを出していただきました

けれども，よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，議題２に移りたいと思います。事務局から今年度のスポーツ振興課の事業につい

てご説明をお願いします。 

○事務局  それでは，資料２をごらんください。今年度もあと２ヵ月ですが，私どもと

しては今後，来年度以降も力を入れていきたいイベントがこの間に実施する予定でおりま

すので，ご案内させていただきます。 
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 まず１つ目です。調布市小学生陸上体験教室は毎年やっている事業の１つではあるので

すけれども，今回２月11日，祝日の月曜日に総合体育館の中で開催します。こちらについ

ては広報等で募集を行いまして，既に定員を超える応募があり，定員を満たしております。

今回については荒川元選手と山本元選手が走り方のワンポイントアドバイス，あとは選手

の模範演技などを子どもたちにおみせして，少しでも速く走れるためのポイントをお伝え

するという事業になっております。 

 今後も，競技としての陸上のみならず，走ることの楽しさだとかを幅広く，今後も子ど

もたち，または大人でもいいかと思うのですけれども，できるような事業展開をしていき

たいと考えております。こちらは調布市体育協会への委託事業になっております。 

 ２番目は，ブルーのチラシを入れさせていただいております。ＦＣ東京・石川直宏クラ

ブコミュニケーター講演会「すべてを力に」というものになります。ＦＣ東京との連携事

業の１つとして，今年初めて行うものになります。石川直宏さんという方は，オリンピッ

ク代表にもなりましたし，ＦＣ東京でずっと活躍されているトップアスリートでいらっし

ゃいます。その方が29年12月に引退した後，昨シーズンからＦＣ東京のクラブコミュニケ

ーターという役割になりまして，地域やさまざまな団体と連携を結んでいく，コミュニケ

ーションを潤滑にしていくという役割を持って，さまざまな分野で活躍されていらっしゃ

います。 

 石川さんは，実は現役時代からお話も非常に上手で，考え方もとても前向きでしっかり

されている方でございまして，市の成人式へのメッセージだとか，そういったこともお願

いしたこともございました。昨年３月に市長発案の職員向けの講演会で，石川さんを招待

して，講演していただきましたところ，講演会を聞いた職員が，２回泣きそうになったと

言っておりまして，非常に熱のあるお話をしていただくと。参加した職員にもかなり好評

だったもので，ぜひその話を市民の方にということで，私ども念願の事業でしたが，よう

やく実現させていただくことになりました。 

 こちらは今募集中になっておりまして，２月５日締め切りなのですけれども，会場がた

づくり12階の大会議上で，開催日時が２月22日金曜日の夜７時からになっております。今

現在，募集状況としては70名ぐらい申し込みが来ておりまして，やはり名前を出してしま

うと，この方のファンも多くなりますが，なるべくＦＣ東京さんも，石川さんも，私ども

も，スポーツをやっていない方，サッカーに関係ない方が聞いておもしろい話ですので，

そういった方を呼び込もうということで，さまざまな団体を通じて周知をしているところ
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ではあります。非常におもしろいお話だと思いますので，皆さんも参加いただける場合は，

スポーツ振興課にご連絡いただければお席を用意しておきますので，よろしくお願いいた

します。 

 続いて，３番目，「第５回調和ＳＨＣフェスタパラスポーツを体験しよう！」というこ

とで，緑と白のチラシをごらんください。調和ＳＨＣ倶楽部が毎年ＳＨＣフェスタという

地域との交流事業と，障がいのある人もない人もみんなで楽しもう！ 交流会という障害

者スポーツに特化したイベントと年２回行っていたところだったのですが，今回初めてフ

ェスタに同時開催という形をとって，３月３日に開催する予定になっております。調布市

では，毎年障がいのある人もない人もみんなで楽しもう！ の共催をさせていただいてい

たのですが，今回，フェスタ含め共催事業という形にさせていただいております。 

 チラシをみていただくと，大町のスポーツ施設以外でも，調和小のアリーナも使ってさ

まざまな競技だとか，模擬店だとか，文化面での展示だとかというものを行っております。

どなたも参加できるものになりますので，ぜひ皆さんもお越しいただきたいと思っており

ます。 

 また，東京ガスさんからパラリンピック種目のスポーツの紹介パネルという結構立派な

パネルを無料で借していただけることになっております。そちらも展示をしてきたいと思

っておりますので，ぜひお時間ある方は，皆さんに来ていただければと思いますので，よ

ろしくお願いします。 

 続きまして，裏面になります。アスリート交流事業といたしまして，体育協会に委託し

ている事業になります。「パラリンピアンが考えるスポーツの力」といって，大日方邦子

さんという冬季パラリンピックのアルペンスキーで金メダルをとられている方の講演会を

予定しております。実際のパラリンピアンが考えるスポーツの力だとか，そういった面で

のお話をしていただきたいということで，こちらも平日ですが，３月７日木曜日，午後６

時半から行う予定になっております。こちらは先着200名になります。大日方さんのお話，

実はまた違う職員向けの研修会で課長が聞いてきたことがあるのですけれども，非常にお

もしろい視点でお話をいただけるところですので，ぜひお時間がありましたら，ご参加を

お願いしたいと思います。 

 ５番目，Ｂ委員に協力をいただいて，今，共催事業として行う予定です。チラシができ

ていないので，企画書の段階のものを今皆様におつけしております。赤と青のうちのマー

クがついている資料，障害者スポーツ体験会になります。３月９日土曜日に多摩障害者ス
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ポーツセンター，味の素スタジアム内の体育室及び研修室を使ってのものになります。こ

ちらは，障害あるなしにかかわらず，どなたでも入っていただきまして，Ｂ委員のゴール

ボール協会さんのご協力をいただいてゴールボール体験だとか，調布市でパラリンピック

の開催競技である車いすバスケも，連盟さんの協力をいただいて体験会，風船バレー，ボ

ッチャ。ヒップホップというのは，通常，多摩障害者スポーツセンターさんで行っている

講習会の中の１つを入れさせていただいて，あとニュースポーツということで，フライン

グディスクなどを同時にさまざまな形で開催する予定になっております。 

 こちらについては，幅広く運営を行う関係で民間事業者の委託を予定しておりまして，

こちらも業者が決まり次第，チラシだとかが作成してこられるものになります。市報につ

いては，２月20日号で掲載予定となっております。こちらも当日参加できますので，ぜひ

皆様，ご参加いただければと思いますので，よろしくお願いします。 

 ６番目，ＮＴＴ東日本地域感謝祭は，私どもが今年度当初から念願だった事業の１つな

のですけれども，市内の入間町にあるＮＴＴ中央研修センタにＮＴＴ東日本バドミントン

部が活動拠点を今年度から移しております。このバドミントン部には今，世界ランキング

１位になっている桃田選手も含め，有名選手が多数在籍されているバドミントン部になり

ます。ＮＴＴ東日本バドミントン部としても，市のスポーツ振興に役立ちたいというお申

し出をいただきまして，今年度の上半期に一旦市長への表敬訪問をいただいております。

先日，12月の後半には桃田選手お１人で市長を表敬訪問されて，市の応援アスリートにも

任命されている状態になっております。そういった形で，今後連携をしていこうというこ

との第１回目として，ＮＴＴの地域貢献事業として市も共催する形で行う予定です。 

 場所がセンターの体育館になります。ＮＴＴ東日本バドミントン部の練習拠点というの

を周知したいという目的もあって，ＮＴＴ側の協力を得てあちらの会場にしたのですけれ

ども，あちらの会場は，普段は入る事のできない，貴重な施設になります。 

 今回ご説明差し上げた６つのイベントについては，来年度以降，形を変えてでも連携し

ていきたい団体との事業等になっております。例えば，石川直宏クラブコミュニケーター

の講演会に関しては，クラブコミュニケーターに就任された後，非常にさまざまな分野で

障害者スポーツ，教育分野，福祉分野，あと，子ども食堂とか，そういったいろいろなと

ころに顔を出して，今様々なことを学んでいらっしゃるというところですので，今後もテ

ーマを広げていきたいなというところもありますし，調和ＳＨＣさんとも障害者スポーツ

の振興というところで連携をしていきたいということと，あとは多摩障害者スポーツセン
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ターさんも今後引き続き連携していきたいというところの，全てこれからのきっかけとな

る第１回目というところが，実は今年度，２月，３月に集約されていますので，皆様にこ

のタイミングでご紹介させていただきまして，今後も引き続きいろいろなご意見をいただ

きながら継続していきたいと思っております。 

ぜひお時間がある場合は参加いただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○会長  ありがとうございました。では，幾つか楽しみのある事業をご紹介いただきま

したけれども，何かご質問，確認するようなことはございますか。 

○Ａ委員  ６番のバドミントンで，場所は総合体育館になる可能性もあるということで

すか。 

○事務局  今年度に関してはこちらなのですけれども，今後は総合体育館もあり，あと，

例えばなのですが，実際にオリ・パラが行われた会場である武蔵野の森総合スポーツプラ

ザで行うのも１つかなというところです。ＮＴＴさん側も会場にはこだわりがないといい

ますか，できればいろいろな方と参加できるような場所でというお話をいただいておりま

すので，今後は幅広く開催場所を考えていきたいと思っています。 

○会長  今，バドミントンと卓球は，中学生にとっては人気のスポーツですので，利用

者が一番多い。 

○Ｃ委員  小学生対象をおやりになった後に，ぜひ中学生に。 

○事務局  そうですね。 

○会長  今日，資料としてチラシが３つと，今１枚説明がありましたけれども，これに

ついてはよろしいですか。 

○Ｂ委員  ＳＨＣフェスタの同時開催で，障害のある人もない人もというところで，こ

れはただの同時開催ですか。 

○事務局  ＳＨＣさんとしては，今までばらばらだった事業を一緒にやるという意味で

の同時開催だと思うのです。ただ，市としては，同一イベントとして共催をしていく形で

す。 

○会長  時間も大分あれなのですけれども，このような講演会とか，この人を呼んだら

という希望みたいなものがもしあれば，ちょこっと時間とりましょうか。いかがですか。

先ほどの食事の面，食育の面もありました。特に子どもたちにとっては，一番成長期です

ので，日本陸上連盟の管理栄養士さんのお話で，日本一になった小学生の食事の内容が全

然違う。バランスよくとっている子は，その後の伸びが。その瞬間だけよかったのだけれ
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ども，スナック菓子だとか，朝ご飯を抜いているとか，そういう子は中学，高校のときに

伸びがとまってしまっている。追跡でみていくと，やはり影響がかなり出てくるのではな

いかという話をしていました。その辺はいかがですか。ネットで発信だけでもみてもらえ

れば違うと思うのです。 

 今，陸上では鉄剤注射のことが問題になっています。２月10日に中体連，高体連，大学

連盟を全部集めて説明があるようなのですけれども，正直いって，中学生にも鉄剤を打っ

ている選手がいそうな感じです。これは子どもよりも指導者の問題だと思うのです。子ど

ものほうからというのはまず考えない。ただ，あれが非常に難しいのは，私も中学のとき

に貧血で鉄剤を飲んでいたのですけれども，治療としてやっているのか，強化としてとい

うか，瞬間的に記録を伸ばすためにやっているのか，その辺はもっと難しさがあるみたい

です。 

 どなたか何かご希望とかいかがですか。 

○Ｅ委員  １つ，武蔵野の森総合プラザができて，あそこでスポーツをみる人がふえた

のは事実ですね。この間もバレーボールか何かやって，お友達が抽選に当たって行ってい

る人が結構多いという意味では，非常にいいものができたという感じがします。 

○事務局  東京体育館が工事中というのもありまして，バレーボールだとか，バスケだ

とかというのが今こちらでの開催が増えています。 

○会長  駅から近いですしね。 

○Ｅ委員  飛田給は人の波が変わりましたね。 

○会長  ワールドカップのこともあるのだろうなと思いながらみていましたけれども。 

○事務局  補足なのですけれども，飛田給駅の電車接近音が，昨年９月からＦＣ東京の

応援歌になりました。ＦＣ東京クラブ創設20周年の関連事業の中で，市として盛り上げる

一環で。今までも京王電鉄さんは，結構いろいろな駅でそれぞれの駅にちなんだ電車接近

メロディーを流していらっしゃるのですけれども，味スタの飛田給駅に関しては，正直，

他のクラブチームもある中では，かなり高いハードルだったのですが，産業振興課が中心

となってかなり頑張って働きかけて，実現したものです。電車接近音は上下線それぞれが

違います。そんな形で，地域全体で応援して以降という雰囲気がますます出来ているのか

なと。 

○会長  チームがやっぱり優勝しないとためですね。ヴェルディもＪ１に大分近づいて

きている状況ですものね。 
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 では，石川さんの講演会は，もしご希望があれば事務局に申し出てくださいということ

ですので。 

○事務局  ぜひ周りの方にＰＲをしていただければと思います。 

○会長  今年度２月，３月について，今のところ６つの事業に取り組む予定ということ

だそうですけれども，これについては皆さんよろしいですか。できる限りのところで協力

いただいて，定員がオーバーできるようにしていただければと思います。また来年度以降

につきまして何かご希望とかあれば，事務局にまた出てもらうということでいきたいと思

います。 

○会長  あとの資料につきましては，都から来ている資料ということでお持ち帰りいた

だいて，またみていただくということにしたいと思います。 

 では，８時になりました。今日は風も寒いので，この辺で終わりにできればと思うので

すけれども，よろしいですか。 

 では，いつも岡田副会長のほうでまとめのご挨拶をいただくのですけれども，今日は私

の独断で，障害者スポーツでご尽力いただいているＢさん，まとめのご挨拶をぜひ一言お

願いします。 

○Ｂ委員  今度，２月１日，２日，３日，千葉ポートアリーナで，私が今ボランティア

としてやっている日本ゴールボール協会が，女子の大会なのですが，国際ランキング１位

のブラジル，２位のトルコ，今，日本は４位なのですが，ランキングでいくと５位のアメ

リカを呼んで大会をやります。来年のパラリンピックの上位を占めるチームの戦いが繰り

広げられるのですけれども，2018年はできなかったのですが，2017年にやったときにも，

それにプラスしてロシアだとか，結構レベルが高いところがあったのです。そこへ鈴木長

官が見に来まして，観客の少なさにお叱りではないのですけれども，これだけすばらしい

ことで，もう少し努力しなさいというところがありました。やはりみていただく視点とい

うところも必要なのかなと。 

 これまで私とかがやっている障害者スポーツとなってくると，ただ競技をやればいいと

いうところがあって，見に来ていただく方を余り考えていなかった。みていただくために

はどうしたらいいかというところも今すごい力を入れていかなければいけないのかなと。

障害者スポーツももっと来ていただく環境をいかにつくっていくかというのが今自分の中

で一番考えているところですので，これも学校であったり，地域のあれとかでも，お母さ

ん方がみるときに，もう少し大事にしてあげるともっといいのかなと今感じているところ
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でした。 

 まとめになるかわからないですけれども，以上そんな感じがあります。 

○会長  では，今日の会議についてはここでおしまいにしたいと思います。事務局にお

戻しします。 

○事務局  皆様，ありがとうございました。本日，ご意見とご提案をいただきながら，

今，基本計画で意見集約をして，内部でそれを含めてどのような形で最終的なものをもっ

ていくかというのはこれからの検討になりますので，皆様には情報提供を引き続きさせて

いただきたいなと思っております。 

 今年度に関しては，できれば３月に審議会を開催させていただきまして，そのときには

来年度の予算が確定しておりますので，予算と連動した来年度の事業計画などを説明させ

ていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 皆様，お体に気をつけて，また次回，ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

 

                                 ――了―― 


