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平成３０年度第３回調布市スポーツ推進審議会 議事録 

 

開催日 平成３１年３月２８日（木曜日） 

開催場所 市役所６階 ６０２会議室 

 

○事務局  皆さん，改めまして，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。 

 ただいまより平成30年度第３回調布市スポーツ推進審議会を開催いたします。 

 なお，本日の開催に当たりまして，審議会委員９名中，６名の委員が出席となりますの

で，審議会条例第７条の規定により成立することをご報告いたします。 

 それでは，早速，議事の進行を会長，お願いいたします。 

○会長  では，改めまして，こんばんは。会を始めたいと思います。 

 まず，傍聴者はいかがですか。 

○事務局  本日はいらっしゃいません。 

○会長  わかりました。では，議題に入る前に配付資料の確認を事務局のほうでよろし

くお願いいたします。 

○事務局  それでは，お配りした資料の確認をさせていただきます。 

 まず，お手元の資料の一番上に本日の会議の次第がございます。１枚めくっていただき

ますと，右上，資料１とございますが，2019・2020年を契機としたレガシーの創出につい

ての資料となっております。最後に，１枚追加資料として入れさせていただいております

ので，資料１はホチキス留めプラスブルーのカラー刷りのものがセットになっております。

続きまして，資料２はＡ４横のカラー印刷で，平成30年度のスポーツ振興事業についての

資料です。続いて，資料３は１枚のもので平成31年度スポーツ振興課予算概要です。続い

て，資料４が平成31年度の主なスポーツ振興課事業というものになっております。委員の

皆様におかれましては，とうきょうの地域教育№135も一緒に入れておりますが，不足分

などはございますか。 

 ○会長   それでは，今，確認しました議題(1)2019・2020年を契機としたレガシー

の創出についてということで入っていきたいと思います。では，事務局から説明をよろし

くお願いいたします。 

○事務局  それでは，2019・2020年を契機としたレガシーの創出について，私から資料
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１に沿ってご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず，資料１ですが，これまで皆様には，今年度，調布市の基本計画ということで，施

策14，市民スポーツの振興というテーマでご意見等を頂戴していたところでございます。 

 これと併せまして，今回，オリンピック・パラリンピック，今年はラグビーワールドカ

ップがあるという中で，調布市としてそういったレガシーの創出に向けた動きであるとか，

オリンピック・パラリンピックに合わせてどういった動きをしているのか，そのあたりを

こちらの資料を用いて説明させていただきたいと思います。 

 まず，こちらの基本計画上での位置づけを簡単にご説明させていただきます。左上に小

さく５つの重点プロジェクトと２つのアクションと書かれているのですけれども，これは

ごく簡単に申しますと，基本計画を進めていく中で，各施策をグループ分けした場合に，

重点プロジェクトとして１番から５番，防災・防犯の面，子ども・若者，子育ての関係，

高齢者・障害者に関するもの，にぎわいと交流のあるまちづくり，人と自然が共生するう

るおいのあるまちをつくるプロジェクトといった５つのポイントとまた別に２つのアクシ

ョンといたしまして，横断的連携による施策の推進，調布のまちの魅力発信というところ

を縦横に合わせた形で進めていくというのが大きな基本計画の考え方になります。 

 横断的な部分というところで，2019・2020年を契機としたレガシーの創出，１枚めくっ

ていただいて，パラリンピックレガシーの創出というところです。今申し上げた主な横断

的連携テーマと連携体制が３枚目の横長の一覧表という形になっています。 

 この中で全体としては，まず資料１の最初のページ，背景といたしましてはラグビーワ

ールドカップ，東京2020大会，２年連続で世界最大級のスポーツイベントが市内で開催さ

れるという状況がある。また，2020年に向けた調布市の取組方針ということで，１枚めく

っていただいたところの上の四角の枠になります。こちらを策定しているというところに

なります。大会の準備段階から開催後にわたって，多様な主体と連携，協働したさまざま

な角度からの取り組みを通じて，まちづくりの多面的効果をもたらす有形，無形のレガシ

ーを創出して，調布のまちのさらなる発展と魅力の向上，それを多摩地域全体の振興につ

なげていこうというところが大きなところとなっております。 

 パラリンピックについては次の紙にございますので，そちらのほうで説明させていただ

きます。 

 大きくは下にあります５つのテーマ，スポーツ・健康づくり，産業・観光振興，まちづ

くり，文化・国際交流・平和，教育・青少年の健全育成というところが大きくあります。
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この中で特にスポーツの関係といたしましては，一番上の行になります。子どもから高齢

者，障害者など，誰もがスポーツに参加できる機会の充実や支援を行うとともに，障害者

スポーツの推進や次世代を担うアスリートの育成に関する情報提供，また，市民が主体的

に取り組む運動や体操などを通じた生きがいづくり，健康増進に向けた環境づくりを推進

していくというところでございます。 

 以降につきましても，関連するもの等ございますけれども，主体的に行うものとしては

一番上のスポーツ・健康づくりというところになっているところでございます。 

 次のページになりますと，これまでの主な取り組みで，例えばスポーツ関連でございま

すけれども，近隣市と連携したラグビーフェスティバル，タグラグビーの推進，小学生タ

グラグビー大会の開催，ボッチャの教室やボッチャの大会，オリンピアン・アスリート交

流事業，障害児（者）フットサル事業，リフレッシュ体操スクールなどを行って，それら

を行った結果，隣にあります，創出するレガシーとして，誰もがスポーツに親しみ，楽し

める環境づくり，スポーツを支えるボランティアの確保育成，都内４大スポーツクラスタ

ー――４大スポーツクラスターは東京都のスポーツ推進計画にもございますけれども，そ

のうちの１つとして新しくオープンしました武蔵野の森総合スポーツプラザと味の素スタ

ジアムが中心になっているというところで，そちらを拠点として国際大会が実施されてい

たり，多摩地域のスポーツ拠点となっているというところ，それからスポーツを通じた市

民交流，健康増進が図られているというところが主にスポーツを通じて今後創出されるで

あろうレガシーというところと，それに向かって我々も実際，後ほど議題２番でご説明さ

せていただきますが，今年度事業に取り組んだというところになります。 

 続きまして，２枚目になります。パラリンピックレガシーの創出ということで，大きく

は障害の有無にかかわらず，子どもから高齢者まで誰もが暮らしやすいまちづくりという

ところで，市では障害の有無にかかわらず，誰もが住みなれたまちで安心して暮らし続け

られる共生社会の実現に向けて，ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちづくりを進

めているという状況であります。 

 具体的には下の表，ソフト面の取り組みとハード面の取り組みというところでございま

す。ソフト面の中では，スポーツの関係といたしまして障害者スポーツの推進，ボッチャ

体験会であったり，フットサル事業，ほかにもスポーツ振興課だけではなくて，各課連携

をしているものを以下，一覧で掲示させていただいているものです。 

 その下にあります基本計画の位置づけになりますけれども，施策の14，スポーツの振興
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というところが含まれております。障害者スポーツの推進，障害者スポーツの振興，パラ

スポーツ体験機会の創出ということで，ボッチャの体験であったり車椅子バスケットボー

ルなどを通じて行っているものです。 

 主体的にスポーツ振興課で関わっているものが施策14になりますが，施策９番，障害福

祉の充実という部分でも障害者スポーツ，ほりでーぷらんというところで障害のある方に

参加いただいているイベント等，スポーツを通じて行われているというところであります。 

 また，ハード面の取り組みといたしましては，特にこの中で公共施設のバリアフリー化

というところを進めております。総合体育館についても段差の解消であったり，古い建物

ですので，避難経路になっているドアのところに段差がかなりあったところを今年度は改

修しているというようなところがあります。 

 また，中ほどになりますけれども，実は市のスポーツ施設は和式のトイレがまだかなり

ありまして，今年度はこちらの改修も行うということで，スポーツ施設に関してもこうい

った取り組みがなされているというところであります。 

 その下の基本計画の位置づけとして，中ほどになりますけれども，スポーツ施設等のバ

リアフリー化というところで，今申しあげた総合体育館であったりトイレの改修であった

りというところが挙げられているというところであります。 

 続きまして，最後の主な横断的連携テーマと連携体制というところになります。先ほど

申しました重点プロジェクトと２つのアクションというところで，レガシー以外にも地域

共生社会の実現に向けた動き，にぎわいとうるおいのあるまちづくりというところであり

ますけれども，我々スポーツのセクションといたしまして今取り組んでおりますものが，

下の2019・2020年を契機としたレガシーの創出というところで今申しあげた部分になりま

す。 

 紙がばらばらになっているので，ホチキスどめをしてあるほうがありまして，それの右

側に１枚がつながるという形になります。１つの表としてごらんいただきたいと思うので

すけれども，施策のほうでスポーツだけではなく，ほとんどの施策が今回の2019，2020と

関連した形で市のほうで全庁的に行われているというところになります。 

 また，右側にございますけれども，主な連携組織として挙げられておりますのが，201

9・2020プロジェクト全体会議であったり，全体会議の下にあるのは傘下の会議というこ

とで，推進本部，推進会議，庁内のプロジェクトチームというところがございます。 

 また，パラリンピックレガシーの創出というところでは，障害福祉課がやっている障害
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者差別解消支援地域協議会，自立支援協議会，またバリアフリー推進協議会といったとこ

ろと連携しながら，こちらも含めて全庁的，横断的に取り組んでいるというのが現状と，

これから2019年，2020年，平成31，32年に向けた中での市の方向性と取り組みというとこ

ろになります。こちらが現在，基本計画にあわせて記載されている内容となっております。 

 長くなりましたけれども，説明は以上でございます。 

○会長  ありがとうございました。前回説明を受けた新年度，31年度からの新しい調布

の基本計画に記載されているものだということです。今後のスポーツ振興の方向性を位置

づける指針になるかと思いますので，ご覧いただいてご質問，あるいはご意見等々，あれ

ばご説明していただきたいと思いますので，ちょっと時間をとりますので読み込んでみて

ください。 

○B委員  資料１の一番後ろに重点１，２，３とあるのですけれども，これは重点１と

いうのと１から５まであるのとかいろいろなのですが。 

○事務局  市の施策の方向性として，５つの重点プロジェクトというのがまず前提とし

てございます。基本計画の中で，まずは重点プロジェクト１として防災・防犯の面で安

全・安心に暮らせるまちをつくるプロジェクト，重点プロジェクト２として子ども・若者

の健やかな成長・自立を支援し，子育てしやすいまちをつくるプロジェクト，重点プロジ

ェクト３としまして高齢者・障害者にやさしいだれもが安心して住み続けられるまちをつ

くるプロジェクト，４としてにぎわいと交流のある活気に満ちたまちをつくるプロジェク

ト，最後に５番として人と自然が共生するうるおいのあるまちをつくるプロジェクトと大

きく５つございます。 

 この５つに施策がそれぞれぶら下がっているという形になるのですけれども，逆にこの

目的だけではなく，大きなオリンピック・パラリンピックであったり，ほかにも地域の防

災体制づくり，横断的な連携テーマ，例えば防災であれば，こちらの表になりますと，市

の災害対策を進めていくに当たって，単純に防災部署だけがやるというものではなくて，

福祉であったり，教育であったり，そういうところの連携も必要ですというところで，重

点１というところをそれぞれ関連する施策として災害対策であったり，学校であったりコ

ミュニティーであったりというところが記載されている。こちらがそういった表の意味に

なっております。 

 今回，我々のスポーツの部署といたしましては，オリンピック・パラリンピックでのレ

ガシーの創出というところになりますが，逆に市全体としてみたときに，スポーツの部署
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はどこが関連しているのかと申しますと，やはりこの表でみるとおり，全体で30ほどの施

策がある中で，ほとんどの部分が連携してくるという形になりまして，重点項目としても

５つのところが横断的に連携しているという意味になりますので，中身としては市として

もほかのところと比較してもかなり大きなポイントとして考えているというような表にな

ります。 

○会長  例えば今みている３枚目の一番上の一番右のところに関連する重点プロジェク

ト，重点１とありますよね。これが左から２つ目の主な横断的連携テーマ，地域の防災体

制づくり，防災・防犯ということで重点１，その下の重点２が若者，子育てということで

関連していますというように読み取っていけばいいですか。 

○事務局  はい。 

○会長  下のほうに地域包括ケアシステムの構築ということで，高齢者，弱者というこ

とだったと思います。重点４が，にぎわいあるまちづくりということ。重点５が人と自然，

うるおいのまるまちづくりというようなことで，スポーツのところは全てが絡んできてい

るということのようですね。 

○事務局  逆にスポーツの視点としてみる部分と，市の全体の施策として，例えば今，

駅前がかなり整備されていたりとか，バリアフリーが全部進んでいたり，青少年のスポー

ツに合わせての健全育成であったりとか，そういったところは全て含まれているというよ

うな項目になっている，市を挙げての大きな取り組みということで位置づけられています。 

○会長  より細かいものが，関連する施策，１番から31番まで細かく入っているという

ことで表記されているようです。では，その件についてはよろしいですかね。 

 ほか，確認したいこと，ご質問ありますか。 

○A委員  ちょっとスポーツとはかけ離れてしまっているかもしれないのですけれども，

ラグビーと2020に当たって，これまでの主な取り組みでＷｉ―Ｆｉの整備環境の推進とあ

るのですが，これはどこまでどのように進めていっているのですか。 

○会長  １枚目の裏側の左側，これまでの主な取り組みの２段落目，Ｗｉ―Ｆｉ環境整

備の推進というところです。 

○事務局  こちらが直接の担当といたしまして，観光の関係になります。産業振興課の

ほうで進めておりますけれども，例えば観光の上で深大寺の周辺近くにＷｉ―Ｆｉスポッ

トを設置して，皆さんが観光情報とかをそこでみながらできるような環境を整備する。こ

れもオリンピック・パラリンピックに合わせて，外国のスポーツを観戦しに来た方に調布
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の魅力を知ってもらいたいという中で，そういったＷｉ―Ｆｉ環境を設置するというよう

なところも１つの取り組みとして挙げているところになります。 

○A委員  主に，例えば深大寺とか武蔵野の森周辺とか調布駅の周辺とか，そういうス

ポット，スポットでということで，大会に合わせて期間限定という形ですか。 

○事務局  レガシーという形になりますので，詳細は観光のほうになるので詳しく申し

あげることが難しいのですけれども，恐らくレガシーということで考えると，イベント用

にやるというよりは，それが残っていくものの１つとして捉えていると考えております。 

○A委員  ありがとうございます。 

○会長  かなり広がってきている，今後ともまだまだ推進していくと。 

○事務局  そうですね。実際，お店の周辺であったり，駅などでも今こういうスポット

が非常にふえているというところでの利便性というところもありますので，やはりＷｉ―

Ｆｉ環境の整備というのはほかにもかなり要望としてあって，公共施設につくってほしい

とかそういったご指摘もいただいておりますので，そのあたりも今後整備されていくのか

なと考えております。 

○会長  ありがとうございます。ほか，いかがでしょうか。どうぞ。 

○B委員  追加の分の主な連携組織（事務局）の下から２つ目の枠に，おもてなしプロ

ジェクトチームとあるのですけれども，これは何をされるのですか。 

○事務局  こちらはオリ・パラ担当がメインとなって，関係各課，いろいろな部からそ

れぞれ人材を集めて，オリンピックに向けてどうやって盛り上げていこうかということを

検討していく会議でして，きょうも２回目の会議があったのですが，そこでは駅前ですと

か市役所庁内で，ことしに関してはラグビーワールドカップについて，どうしたらもっと

周知することができるかというところで，シティードレッシングではないですけれども，

飾りつけですとかポスターですとか，そういったところの外部への発信の方法について検

討しているところです。 

○会長  庁内の組織ということですね。 

○事務局  そうです。 

○会長  どこの会場もチケットがかなり売れているみたいですものね。 

○事務局  Ｗｉ―Ｆｉについてなのですけれども，東京スタジアムはラグビーワールド

カップ期間は実はまだつけない，唯一ついていない会場だということで，この間，新聞に

出ていました。 
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○会長  それは何か理由は。 

○事務局  工事の進捗なのか，セキュリティーなのか，ちょっとそこまでは。 

○会長  海外から来た人にとっては，ないと不便でしょうし，えっと思ってしまうでし

ょうね。それこそ一時的でも試合があるときはぐらいは。 

○事務局  中継車ではないですけれども，何かそういうのでもあればと思います。 

○会長  でも，それは大事なことですよね。迎える側とすれば，それこそおもてなしの

基本ですものね。ほか，いかがですか。 

 １つよろしいですか。１枚目の裏面のこれから創出するレガシーの一番上なのですけれ

ども，誰もがスポーツに親しみ，楽しめる環境づくり，ボランティアの確保育成というの

があるのですが，例えば市のほうで考えていらっしゃる環境づくりにどういう要素がそろ

えば環境づくりができたというように判定するのか，その辺のイメージが。言葉だけだと

すらっといってしまうのだけれども，より具体的なものは何かあるのかなという疑問があ

るのです。もし説明ができれば。 

○事務局  環境といってもさまざまなものがあると思うのですけれども，１つはハード

面もそうです。スポーツ施設であれば，先ほど事務局から説明があったように和式トイレ

を洋式化するだとか，車椅子の方が利用しやすいような施設にするだとか，そういったも

のも１つの環境というのもあります。 

 あとは，審議会でも出ていますけれども，スポーツを「する」，「みる」，「支える」とい

うような機会の創出というのも１つの環境づくりと考えておりまして，例えば私たちがこ

の間，障害者スポーツ体験会を実施しましたけれども，障害者の方も健常者の方も一緒に

なって，ボッチャや風船バレーを楽しんだりというようなところは，ある意味，そういっ

た障害のあるなしにかかわらず，いろいろな方が一緒になって１つの時間を過ごす，スポ

ーツに親しむ，ちょっと大きなことをいうと共生社会実現に向けたような取り組みの第一

歩という形での機会の創出の場というのも１つの環境づくりという形で考えているところ

です。 

 なので，環境づくりというのも，ハード面だけではなくソフト面という形で，例えばＦ

Ｃ東京の試合に市民招待でご招待しますので，ぜひプロのスポーツを見に行ってください

だとか，そういったものも１つの環境づくりという形で考えているところです。 

○会長  それをこれからスポーツ振興課が中心になってやっていきますというようにこ

こは読み取っていいのですか。 
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○事務局  まず，この部分，例えば今，オリンピック・パラリンピックレガシーという

ところは，よい影響が長く続いていくものがレガシーの定義としてあると思います。長く

続いていくものに対して，では現在どのように取り組んだらいいか，この中で今我々，直

接ハード的なものではバリアフリー化であったりというところを整備している。それ以外

にソフト面であれば，先ほど申しあげたとおり，スポーツに何らかの形でかかわる。みる

だけでもいいし，もちろんやってもいい，支えるというのももちろんボランティアという

ところもあると思います。そういったところを長く継続していくというところで，どうい

った取り組みができるのかなという部分を今行っているところです。 

 その中で，現在，市のセクションとしては，我々スポーツ振興課とオリンピック・パラ

リンピック担当のほうで分業制というか，連携をとりながら，それぞれで予算等も確保し

ながらスポーツイベント，今年度については，東京都と連携しながら駅前でラグビーのフ

ァンゾーンを15日間，ラグビーの開催期間中に行う。都内では有楽町と調布だけという形

で，これは公式に行うもので，１日あたり5,000人ぐらいの集客を目指すというところで，

パブリックビューイングであったり体験であったり，そういったところをやって，この２

年間はそういったスポーツに何しろ関心をもっていただくところが主なものになって，恐

らくそういった形でのイベント系のものがしばらく続いていく形になると思います。 

 その中で興味をもってもらって，直接体験をしてもらったり，それこそまた違う場所に

見に行っていただいたりというところと，もう１つは，今申しあげた障害者スポーツ体験

会のような体験をしていただきながら，そういったものを継続して，固定の方であったり，

いろいろな方に体験する場をつくっていく，そこが大きなところになるかと。１つは，大

きなイベントなどで，今注目されているところにみんなに一斉に注目をしていただく。そ

れが終わった後では，それをどれだけ長く皆さんに定着させていくかというところになっ

ていくのかなと。正直申しあげまして，そのあたりのレガシーというところをしっかりス

ポーツの部門，オリンピック・パラリンピック担当の部門，それから皆様の御意見をいた

だきながら行っていきたいと考えております。 

○会長  場所とかハード面というのは開発して期間をやればある程度整う。結局環境と

いうのは，それをどう使うかという人の問題だろうと思うのです。人，あるいはネットワ

ークを行政がどのように。最初は当然リードしなければいけないけれども，ある程度，自

主運営ができるような組織の育成，その辺のところまで落とし込んでいかないと，言葉だ

けは幾らでも書けるのだが，数年たったら消えてしまうというのはもったいないかなと思
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っています。 

 委員の方々，ほか，いかがでしょうか。――今，追加のものを１枚コピーしていただき

ましたけれども，５つの重点プロジェクトというのは，そこに輪でつながっていますが，

これが示されているということだそうです。２つのアクションが下に１，２と示されてお

ります。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，また最後，時間がありましたら自由に時間をとりたいと思います。 

 では，続いて(2)に入っていきたいと思います。平成30年度スポーツ振興課事業につい

てということで，説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局   Ａ４横のカラー刷りの資料２をごらんください｡今年度，スポーツ振興課

で主催，または共催を行った主な実施事業の一覧となっております。実施日順になってお

りますので，カテゴリーはそれぞればらばらなのですけれども，順を追って説明させてい

ただきます。 

 まず，今年度初めに，２つ大きなイベントとして続きましたのが，サッカーワールドカ

ップロシア大会が昨年６月に行われたということで，それの前段階での夢を力に2018，こ

れはキリンチャレンジカップといわれるものなのですけれども，東京都サッカー協会から

依頼を受けまして，調布市が公式なパブリックビューイング会場となりました。右端に写

真をつけておりますけれども，このキリンチャレンジカップは横浜の日産スタジアムで試

合が行われたのですが，そちらにもこの写真がライブで紹介されたり，全国各地，各都道

府県に１ヵ所ずつパブリックビューイングを行う会場として選ばれた中に，東京都は調布

市が選ばれたということで，当日は120人の方が参加いただきました。サッカーというこ

とで，このときはＦＣ東京にも協力いただきまして，プレゼントの抽選会だとか，トーク

ゲストをお呼びしてのトークセッションだとか，そういったことも行って盛り上がったも

のになっております。 

 それを踏まえて，サッカーワールドカップの本番，日本の初戦です。６月19日，会場を

グリーンホール大ホールに移しましてパブリックビューイングを開催いたしました。やは

り初戦ということもあったというのと，ロシアだったために，観戦しやすい時間帯がこの

試合ぐらいしかなくて，ほかはほとんど夜中の試合だったというところもありまして，当

日は開場前から来場者が整列を始めまして，約600人の方が入場して日本代表を応援しま

した。特にこのときは日本代表が勝利したということもありましたので，非常に大盛況の
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うちに終了したイベントになっております。 

 同じく６月なのですけれども，23日はラグビーワールドカップに向けたイベントといた

しまして，ラグビーのパブリックビューイングを調布駅前にできましたイオンシネマシア

タス調布で行いました。こちらは東京都が主催したものについて，調布が協力するという

形をとらせていただいたのですが，パブリックビューイング自体は東京都が主催でしたが，

その周りの駅前広場でのまちなかラグビーだとか，そういったところについては調布市の

ほうで行ったものになります。あいにくの雨ではあったのですけれども，このとき非常に

多くの通りがかりの方が参加していただきまして，中には80歳の女性がラグビーボールを

もったことがないのだけれども，やってみたいということで参加いただいたり，様々な年

齢層の方に参加いただいたイベントとして非常に成果のあったものだと思われます。 

 続きまして，１枚目の裏側に移ります。７月７日には，毎年行っているのですが，近隣

市，府中，調布，三鷹の３市によるラグビーフェスティバル2018が行われました。こちら

は一昨年から始まりまして３回目になるのですけれども，西競技場を会場といたしまして，

ラグビーのイベント，いろいろな体験やタグラグビー教室，プロチームの試合の観戦など

を行いました。こちらは31年度，ちょっと違った形になるのですけれども，３市の連携事

業として引き続き行っていくものになっております。 

 続いて，７月24日がオリンピックの開催２年前イベントということで，29年度は３年前

イベントとして第１回目を行ったものの第２回目となります。今回は東京オーヴァル京王

閣さんに会場をお借りいたしまして，大変猛暑の中だったのですが，右側の写真のように，

室内もお貸しいただきましたので，クーラーがきいた中でフェンシングの体験や射撃の体

験などを行いました。ほか，車いすバスケットボール体験などのブースもいろいろ出てい

たのですけれども，このとき東京五輪音頭，2020バージョンがありまして，ステージを置

いて文化協会の皆さんを中心に踊ったりだとか，最後はフィナーレに100発の花火が上が

ったということで，5,000人，想定を上回る人数が集まりまして非常に盛り上がったイベ

ントとなりました。 

 そして，９月１日には毎年の大きなイベントでございますが，調布市民体育祭の開会式

が行われました。ことし２月３日まで，スキーの大会を含めて約9,661人の参加者の方で

盛り上がったものになっております。今回は全29競技を実施したということでございます。 

 次のページになりますけれども，９月23日，今年数年ぶりに復活したイベントといたし

まして，読売巨人軍の調布市民デーが稲城にありますジャイアンツ球場で行われました。
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こちらについても調布市に在住，在学，在勤の方は無料ということでご招待いただきまし

て，当日，調布のＰＲタイムだとか，調布ゆかりのキッチンカーを出したほか，小学生の

子どもたちが抽選で，選手が守備位置につくときに一緒に手をつないでいくオンユアマー

クスや始球式を行ったり，あとは選手の試合直前の練習を見学できるツアーというものを

行っていただきました。こちらも約1,700人の方で盛り上がりをみせたものになっており

ます。 

 続いて，その翌日だったのですけれども，ラグビーワールドカップ１年前イベント，９

月20日が開会になるのですが，約１年前イベントということで，ちょうふスクラムフェス

ティバルを行わせていただきました。こちらについては，今回，調布駅前広場に何と天然

芝のグラウンドをつくりまして，誰もが参加できるラグビー体験として，まちなかラグビ

ーとすり抜けラグビー，右の写真はすり抜けラグビーなのですけれども，こういった盾が

寄ってくる中，いかにすり抜けてボールをトライするかというような体験になります。東

京ガスのラグビー部にも協力いただいて，ラグビー選手トレーニング体験，ラグビーの試

合のときに，わっと選手が持ち上がるリフト体験も行いました。いきなり駅前に天然芝の

広場が出現したということで，やはりこれも町行く人々にかなり足をとめていただきまし

て，元ラグビー日本代表の方のトークショーだとか，ミス調布によるラグビーファッショ

ンショーなど，イベントの内容もかなり工夫されたものになっておりましたので，1,500

人の方に足を運んでいただいたイベントとなっております。 

 そしてその１週間後，サッカーのＦＣ東京の20周年が10月１日にありましたので，それ

の直前の味スタでの記念試合を「調布の日に」設定していただきました。ＦＣ東京はホー

ムタウンが幾つかある中で，この記念試合を調布の日にしていただいたということで，調

布市としても盛り上げるためにいろいろな取り組みを行ったところになります。市民招待

枠を設けていただいたのと，試合前のスタジアムの広場で，通常，試合日に行われる青赤

横丁というイベントコーナーがあるのですけれども，そちらで調布のＰＲコーナーとか物

産販売を行いました。さらに，京王線飛田給駅の列車接近メロディーをこのタイミングで

ＦＣ東京の応援歌の２曲に変更し，そちらの式典を京王電鉄さんもお迎えして行ったとい

うのが右側の写真になっております。この日もあいにくの雨で，しかも試合には負けてし

まいましたが，非常に多くの市民で盛り上がりました。 

 時を同じくして，ＦＣ東京写真展を文化会館たづくりのギャラリーで行いました。実は

毎年，ＦＣ東京の写真展を行っているのですけれども，20周年ということで作品点数だと
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か，あとは選手のスパイクの展示なども行いました。こちらは10月５日までの約１週間行

って，足を運んでいただいた方は約100名ということになっております。 

 ９月30日，ジャパン近代３種シリーズの2018第６戦調布大会が行われました。こちらは

平成29年に初めて行った調布大会と同じく，近代三種シリーズの大会の中の１つ，調布で

行うという大会でした。この日もあいにくの台風接近による悪天候ではあったのですけれ

ども，112名の方に参加いただきまして，調布市民の小・中学生も参加して行ったものに

なります。こちらは会場が鹿島建設の柴崎グラウンドと調和小のプールでランと射撃と水

泳と３種類行わせていただきました。 

 同じ日，スポーツ振興課主催事業で毎年行っておりますサウディアラビアンフットサル

カップを９月30日に飛田給のミズノフットサルプラザ調布で行いました。台風がひどくな

ってきた段階で，ＪＲが夜８時にとまってしまうというニュースもあったことから，途中

で試合は終わってしまったのですけれども，午前中は小学生の部，午後は大人の部があり

まして，サウジアラビアの留学生チームらとの交流が行われました。 

 10月８日，体育の日，調布市民スポーツまつりと小学生タグラグビー大会を行いました。

小学生タグラグビー大会は，西町サッカー場で小学４年生から６年生までの44チームがラ

グビーフットボール協会の指導のもと大会を行いました。昨年度やったときは調布市内の

学校のチームだけだったのですけれども，ことしは福島の須賀川のチームも参加いただき

まして，交流を含めて大会を行ったものになります。 

 同時開催という形で，市の一大イベントのスポーツまつりですが，約２万5,000人の方

に足を運んでいただきました。今回初めて多摩障害者スポーツセンターさんとの連携を図

りまして，センターさんのほうでも同時開催ということでさまざまな体験を行っていただ

いたものになります。 

 続きまして，裏面になります。11月３日，ラグビーの日本代表対ニュージーランドの試

合が味の素スタジアムで行われるというきっかけがございましたので，それを契機に駅前

で大型スクリーンを設置してのパブリックビューイングを行いました。ゲストも呼びまし

てトークショーだとか飲食ブースなどを設置したところだったのですけれども，シャトル

バスがちょうど調布駅から出ておりまして，味スタに向かう前の方が乗り場に向かう前に

いろいろな出展コーナーでグッズを買われたりだとか，あとは味スタに行きたかったが，

行けなかったという方が当初から集まっていただいたりだとか，このときも高齢の女性の

方がお１人でおみえになりまして，ラグビーってどういうものかわからないけれども，見
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て行っていいということで，結局最後まで応援しながら見て行っていただいたりだとか，

非常に多くの方にラグビーに興味をもっていただくきっかけになったのではないかと思わ

れます。約3,500人の方に足を運んでいただいたイベントになります。 

 その翌日が，体育協会に委託しておりますが，調布ロードレース2018がございました。

途中，雨が降ったりしましたけれども，おおむね問題なく1,000人を超える方が完走する

ことができたイベントになっております。 

 次のページになります。11月10日にはＦＣ東京の事業の一環でございます子どもサッカ

ー体験教室が西町サッカー場で行われました。毎年のＦＣ東京への補助金の事業の一環に

なるのですけれども，ＦＣ東京のコーチ陣による指導によって，基本的にはサッカー未経

験の年長・小学１年生の子どもたち，小学校２年生から小学校６年生までの部を設けまし

て，サッカーボールに親しんでサッカーに興味をもってもらうというものになっておりま

す。 

 そして，しばらく日が飛びますけれども，今年に入りまして１月27日，こちらも市の一

大スポーツイベントになります市民駅伝の大会が行われました。当日はパラトライアスロ

ンの選手の方だとか，拓大の駅伝選手の皆さんが参加していただきまして，374チーム，1,

800人以上のランナーが盛り上げていただきました。今回は味の素スタジアムが工事に入

ってしまっていたので，横のアミノバイタルフィールドを使っての初めての大会だったの

ですけれども，味の素スタジアムよりも応援者と走者の距離が近いということで，非常に

盛り上がっていたというところが印象的でございました。来年度についても味の素スタジ

アムではなく，こちらをメインに行う予定になっております。 

 ２月に入りまして，小学生陸上体験教室です。去年までは西競技場で行っていたものな

のですけれども，今回初めて総合体育館の大体育室の中で行っております。速く走るため

のワンポイントアドバイスだとか，トップアスリートによる模範演技だとか記念撮影など

も行っております。こちらについても多くの小学生の方に参加いただきまして，体育館だ

ったので，匍匐前進みたいな練習方法だとか，アスリート特有の練習方法が実践できたと

いうところでは非常に実のあるものではあったかなと。もし雨が降った場合でも安全に運

営できるというところでは体育館で行うというのも１つ発見ではあったかなと思っており

ます。 

 ２月22日についてはＦＣ東京石川クラブコミュニケーターの講演会「すべてを力に」を

開催いたしました。現役を引退された今でも知名度にすぐれている石川さんが，現役時代
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を中心として非常に前向きなお話をしていただきました。参加者アンケートをとらせてい

ただいた中で，サッカー選手として前向きにいろいろな苦難を乗り越えてきた石川選手の

姿勢が自分たちの日常生活でも置きかえて考えられる，ためになるものでしたというよう

なお声を多くいただいたものになっております。 

 翌日，スポーツ推進委員会が中心になっていただいた小学生ドッヂビー大会が総合体育

館で行われました。右の写真をみていただくと本当に多く，約800人の小学生たちが集ま

りまして，日ごろの練習の成果を発揮したというものになっております。こちらにつきま

しては，昨年度は武蔵野の森のメインアリーナで行わせていただきまして，今年度は施設

の予約がとれなかったというところもありまして総合体育館でやったのですけれども，来

年度についてはまた場所をメインアリーナに移せる予定として今準備をしているところに

なっております。 

 翌日，私どもの補助金を使ったＦＣ東京の事業の一環として，主に知的，発達障害のあ

る方を中心としたあおぞらサッカースクールの交流イベントが武蔵野の森総合スポーツプ

ラザ，サブアリーナで行われました。こちらは府中けやきの森学園のサッカーチームや江

戸川区のサッカーチームも含めて約60名の方が集まっていただきまして，試合といいまし

ても勝ち負けを目的とするものではなく，みんなで楽しくサッカーをしましょうという交

流会になっています。 

 ３月に入りまして，３月３日，ＳＨＣフェスタ，「障害のある人もない人もみんな楽し

もう！交流会」も同時開催で行っております。D委員がゴールボールの体験会にご協力い

ただきまして，一緒に盛り上げていただいたものになっております。あいにくの雨ではあ

ったのですけれども，交流会にも非常に多くの方に足を運んでいただきまして，写真にあ

るようにボッチャ日本代表の秋元さんにも来ていただいて，小学生から80歳代の方まで，

さまざまな方がチームを組んで交流試合を行ったというものになっております。 

 続きまして，３月７日は体育協会の委託事業でございましたが，アスリート交流事業と

して「パラリンピアンが考えるスポーツの力」，こちらはパラリンピック出場経験，金メ

ダリストなのですけれども，大日方さんからパラアスリートのもつ力や社会への影響など

のご講演をいただきました。こちらにも137名という多くの方に出席いただきまして，や

はり当事者にしかわからないような体験談だとか考え方だとか，非常に勉強になる講演会

となりました。 

 続いての３月９日がD委員にご協力いただきまして実施できました障害者スポーツ体験
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会，障害のあるなしにかかわらず，多くの方，約200人の方に参加いただきまして，ゴー

ルボール，車椅子バスケ，風船バレー，ボッチャ，ヒップホップダンス，フライングディ

スクの体験を楽しんでいただいたものになっております。 

 そして，最後が３月21日，ＮＴＴ東日本の体育館で行いましたＮＴＴ東日本バドミント

ン部の地域感謝祭を小学生65人を迎えまして行いました。実は当日，世界ランキング１位

の桃田選手が参加できるということになりまして，桃田選手も一緒に子どもたちと体験を

させていただいております。基本的にはバドミントン連盟さんにも声をかけさせていただ

いて経験者の方が多かったものではあるのですけれども，全くの初心者の子も何人かいま

して，それを機にバドミントンやりたいという声も上がったようなイベントになりまして，

非常に盛り上がりをみせたものになっておりました。 

 以上，駆け足でありましたけれども，平成30年度，さまざまなイベントをスポーツ振興

課が主催，共催ということで行っているものになっております。 

 報告は以上になります。 

○会長  ありがとうございました。こうやってみると，かなりのことをやっていらっし

ゃるなということですね。ありがとうございます。何かご質問とかご意見ございますか。

お願いします。 

○C委員  私，この間，たまたま３月９日の障害者スポーツ体験会に参加させていただ

きまして，私自身はすごく楽しんだのですけれども，ずっとみていまして，駅前広場か何

かでやったほうが皆さんの周知にはつながるかなというのは感じました。ちょっと遠いと

いうのもありますし，きっと私もお声をかけていただかなかったら全然素通りしてしまっ

たのではないかと思うのですけれども，すごくいいチラシもつくっていらして，チラシも

もちろん必要ですが，通りがかりに体験できるような形がとれたらいいかなと思いました。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございます。やはり目に触れる形にしていかないとということです

よね。 

○C委員  健常者がという言い方はおかしいのですけれども，そういう方の理解を深め

ようという意図があるのであれば，やはり皆さんの目に触れる場所でやるほうが効果があ

るかなということを私は実感したのです。 

○会長  ありがとうございます。直接かかわられたD委員は何か。振り返りも含めてお

願いします。 
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○D委員  幾つか協力させていただいて，障害者の人たちのスポーツというのは市民の

皆さんにも知っていただきたいという部分があるので，非常に助かったというか，感謝し

ていますという感想がまず１つです。 

 あと，今，駅前のほうでやったほうがいいのではないかというところがあったのですけ

れども，国立市はＬＩＮＫ国立というのをやっていまして，今年で５回目，大学通り一直

線のところがあるのですが，そこでマラソンをやったりとか，あとは体協とうちとダンス

スクールの人たちとかで，そこで一緒にイベントをやりましょうという形でやっていると

ころもあるので，C委員がいったように，駅前でそういう広場，何千人が入れるスペース

があるのであれば，そういうところをもっともっと活用しても楽しめるかなと感じました。 

○会長  ありがとうございます。 

 例えば障害をおもちの方が一緒に触れ合って体験なさったときに，彼たちの評価，感想

はどんなものがあるのですか。 

○D委員  障害者スポーツセンターでやらせてもらったのが，施設の方とかがたくさん

来ていただいた，そこに周知をしていただいたというところがあるのですけれども，場合

によっては余り人にみられたくないとかという気持ちのある方もいらっしゃいますし，そ

ういうことは関係ないという人たちもいるので，そこはちょっと難しいところなのかなと

いうのはあるのですが，やはり本人たちも出ていくというところを行政も含めてなのです

けれども，いかにこちらのほうで後押ししていくかというのも大事なのかなと感じます。 

○会長  いろいろな心の動きがあるだろうから，よかれと思ってやったことが逆になっ

てしまうといけないかなと思いますし。ありがとうございます。 

 ほか，いかがでしょうか。 

○副会長  こういったイベントは，ラグビーとオリ・パラがあるのでふえているのだと

思うのですけれども，何であらわすかは難しいのですが，イベントの数でもいいですし，

参加者でもいいのですけれども，昨年とか一昨年と比べるとどの程度ふえているのですか。

あとは，終わったらもとに戻ってしまうのかどうか。 

○会長  レガシーとして。 

○副会長  レガシーですね。 

○事務局  まず，平成29年度と平成30年度と単純に事業数を比べてみても，平成30年度

は非常に多くふえているものになっております。平成29年度に実施した事業と30年度に実

施した事業と比べても，例えばスポーツまつりなどは毎年行っていてかなり周知もしてい
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る事業ではあるのですけれども，基本的には参加者の数はふえているものになっています。

なので，新たに行ったイベントも含めなのですけれども，実施する側としては，市民の方

の関心は少しずつ高まってはいるのかなというところが実感としてはあったかなというと

ころです。 

○事務局  先ほどの議題のときにも軽く触れさせていただいたとおり，オリ・パラ，ラ

グビーに向かって，全体的に日本全体というところなのか，東京都もそうですけれども，

やはりスポーツに注目が集まっているというところで，スポーツの力を使ってみんないろ

いろな課題，要は地域の課題の解決をしたいというところで，調布市としてもいろいろな

ものになっています。 

 ちょうどラグビー，オリンピックに合わせて，予算的なところについても，市民の注目

度についても集中しているところでありますので，平成31年，32年，やはりそれにあわせ

てスポーツの振興，スポーツを盛り上げる，オリンピック・パラリンピック種目ではなく

てもスポーツということで，全てがオリンピック・パラリンピックにつながっている，例

えば公認プログラムという考え方でつなげているというところであります。 

 その中でやはり事業数そのものも非常にふえておりますので，当面そういった傾向が32

年度までは続くのかなと考えております。それ以降については現在未定というところであ

りますけれども，その時点で継続していく事業の取捨選択が行われるのかなというところ，

それから一過性のイベントに終わらせないで，何を継続していくかをしっかり考えていか

なければならないと考えております。 

○会長  それこそ，いかに長く続けるかという組織づくりもあるのだと思いますので，

それは当然市民の方々の関心が強くなければ続かないことでしょうし。 

○副会長  続きなのですけれども，財政面でいうと何か補助を受けてとか，調布市自体

がことし，来年に関しては手厚くお金をつけてという考え方もあるかなと思うのですが，

後者に関してはオリ・パラが終わった後，そういうまちだというような認識をもてば，そ

れにお金をつけることだってできるわけですよね。それを結構主張していいのではないか

という気もするのですけれども，その辺はお金の面でどうですか。そういうのを今後やれ

る可能性はあるのか，それとも今だからお金がついてなのか。それだと物理的に終わって

しまうという…… 

○事務局  正直申しあげまして，今だからついているものもかなりあります。例えば先

ほどハード面のほうで大きい施設整備補助金などというのは，オリンピック・パラリンピ
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ックに向けて環境整備をするというところでのバリアフリー化であったりというところな

ので，恐らくオリンピックが終了した後で完了するような工事について，補助金の適用は

正直難しいのかなと考えています。その中での市の中でできるところ，幸いスポーツ施設

のバリアフリー化は，トイレの工事などを行いますけれども，割とスロープの設置であっ

たりとかエレベーターの設置であったりというところは，ある程度のところは今進んでき

ている状況になっています。そういった中での１つあるということ。 

 もう１つ，事業についてもその事業の運営についての補助金というところで，東京都で

あったり市長会であったり，そういったところの補助金を活用しながら現在行っていると

いうところになります。やはりその先について，どうしてもオリンピック・パラリンピッ

クに向けてというところが全面的に打ち出されている内容になりますので，我々としては

市長会等を通じてオリンピック・パラリンピックが終わった後でも，そういった財政的な

支援については継続してくれということで要望しておりますので，そのあたりの動きを注

視していきたいというところであります。 

○D委員  どこもそうですよね。 

○会長  ２年後が終わってしまうと。でも継続するような大会，世界的なもの，あるい

は全国的なものがあれば１つの盛り上がりは続くでしょうから，いかに招致してくるかと

いうか。 

○B委員  それに関していうと，この間，私も参加させてもらった，桃田選手がたまた

まいてくださって大感激だったので，ああいう地域にあるスポーツ実業団という表現なの

かよくわからないのですが，そういうところを大切にスポ振さんと実業団のチームと関係

をずっと継続していっていただければ，調布市にバドミントンのいいスポーツがあるとい

うことをアピールできるし，初めて取り組む子どもたちに，あれだけの選手をみせてあげ

られたらすごくいいだろうと思うので，この先もコンタクトを続けていただいて，お金の

かからないような状況でバドミントンを広めていけたらいいなと，この間みながら思いま

したので，よろしくお願いします。 

○会長  あそこの体育館は普通，市民の方が入ることはないですものね。 

○事務局  ないですね。特別に。 

○会長  あそこに本拠地をもってこられて，今回が初めてだったのですよね。 

○事務局  はい。 

○会長  これは続きそうなのですか。 
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○事務局  続けます。 

○会長  今，バドミントンは中学生たちにとっても非常に人気の競技ですので，ほかの

地区からすればうらやましいことだと思いますので。世界のトップ選手と触れ合えるとい

うのは普通はあり得ないですからね。ということで，ぜひ続けてください。 

 では，これについてはよろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，たくさんの事業を１年間やっていただきまして，本当にありがとうございました。

ぜひ今後とも続けていただいて，市民の方々に触れ合う，あるいは観戦できる機会を提供

していただければと思います。ありがとうございました。 

 それでは，(3)平成31年度主なスポーツ振興課予算概要ということで事務局からお願い

いたします。 

○事務局  資料３と４を見比べながらご説明させていただきたいと思います。 

 まず，資料３が来年度のスポーツ振興課の予算概要になっております。今年度のものと

比較するような形でつくっております。項目の中にア，イ，ウというように片仮名があり

ますけれども，こちらについて資料４の中で説明させていただくようなものになっており

ます。 

 早速ですが，昨年のこの時期にも同じような形で説明させていただいているのですけれ

ども，まず保健体育事務費の中のアの国際・全国大会等出場報奨金について説明させてい

ただければと思います。 

 資料４をごらんいただきまして，こちらは平成29年度から制度を改正したものとなって

おります。平成29年度までは，全国大会の出場者及び出場団体にのみ上限１万円で補助金

という形で支給していたものを29年度以降，国際，全国大会出場者と団体に報奨金として

支給するものになっております。申請期間だとか申請方法等については，非常に申請しや

すくなった制度になりましたので，28年度から29年度にかけては申請者数が大幅にふえた

という状況がございました。 

 平成30年度の申請者数なのですけれども，今の時点でということで，実は年度，春休み

ぎりぎりまで大会が行われることもありますので，いつも４月以降，駆け込みでというと

ころが出てくるところもあるかと思うのですが，基本的には今現在の数字が30年度の部分

になっております。 

 今回について，主な成績というところをみていただきますと，水泳だとかは例年どおり
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知的障害者の子たちが行っているＧＡＧＡＮＩさんという水泳クラブチームの子たちの優

秀な成績だとか，あとはアクラブというスポーツクラブの水泳チームだとか，シンクロの

チームだとか，そういったところが毎年のように出てきてはいるのですけれども，昨年も

ご紹介したのですが，ベンチプレスの全盲の男性の方がまた今年度も世界記録で優勝を果

たしているという形で記録を伸ばしていただいておりまして，そういった方だとか，世界

のフロアボール，世界選手権のアジア大会に出た方だとか，デフゴルフ選手権なんかも初

めての方になっております。 

 31年度につきましては，29年度，30年度という形で増額の予想ができましたので，基本

的には予算も多少ですが増額をしている状態になっております。一応，30年度については

何とか予算のやりくりの中で金額等，賄えるようなものになっておりましたので，早急に

交付基準の見直しだとかの検討が必要かというところはまたちょっと他市の状況などをみ

ながらにはなるのですけれども，ことしを振り返ってみますと，障害のあるなしにかかわ

らず，さまざまな競技で活躍している方が多く申請されているというところでございまし

た。 

 課内の中で，せっかくこんな多くの方が，特に世界だとかで活躍している方が多いので，

このまま報奨金でというところではもったいないというところで，年度の終わりぐらいに

シンポジウムといいますか，皆さんにお声がけしてアスリート同士の交流だとか，この活

躍をより多く市民の方に周知する場をつくっていきたいというところで何か事業を計画し

ていこうかという話になっております。 

 続きまして，資料３の水色のスポーツ振興費の中にありますプロサッカーチーム地域活

動支援費，イになります。こちらは先ほどの30年度の事業で紹介させていただいたものと

ほぼ重複するものになりますけれども，ＦＣ東京との連携を今後も引き続き基本計画の中

でうたっていくものといたしまして，資料４の(2)のところになりますが，30年度から新

たに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を立ち上げまし

て，今年度，回数を重ねてさまざまな検討を行ってきております。こちらについては，今

後も引き続き連携方法等について検討を進めていくものになっていきますけれども，ＦＣ

東京への補助金100万円というものは，来年度も引き続き地域貢献事業に対しての補助金

を支給するということでの予算をつけております。 

 先ほど30年度の事業の中の説明にありました交流会につきましても，また来年度，どう

いう形にするかはこれからＦＣ東京との協議になるのですけれども，あおぞらサッカース
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クールという知的障害のある方のサッカースクールについては，引き続き市の障害福祉課

が予算をつけておりまして，今年度より拡充する形で，回数をふやすなどして行っていく

ということが決められております。なので，スポーツ振興課につきましては，そちらの交

流会だとかＦＣ東京の観戦ツアー，今年度も親子を招待させていただきまして，サガン鳥

栖戦を観戦しておりますので，そういったものの部分に補助金を使っていただくような形

で予定をしているものになります。 

 資料３に戻りまして，イのすぐ下，オリンピック・パラリンピック準備費，この下に項

目がありますけれども，30年度に引き続き事業を行っていくものにつけた予算になってお

ります。 

 資料４の２枚目の一番下からになります。アスリート交流事業につきまして，中身とい

たしましては，今，企画予定しているものが，まずラグビー関連の講演会事業と，ことし

も行いました陸上体験教室，ＮＴＴバドミントンの体験会，あとＦＣ東京，ことしは石川

直宏クラブコミュニケーターの講演会になりましたけれども，来年度はより障害者スポー

ツというテーマをもって講演会，もしくは体験会を行えればと考えているものになります。 

 さらに，オリンピック・パラリンピック準備費の中にあります障害者スポーツ体験会は，

ことしもそうだったのですけれども，市長会の補助金を申請しておりまして，補助金を使

って事業を行う予定になっております。 

 幸いなことに，武蔵野の森総合スポーツプラザのサブアリーナの予約がとれたというこ

とで，31年12月８日日曜日午後に行うというところまでは決定しておりますが，引き続き

Dさんにも協力いただいて連携をしていく上で，さらにまた，今，民間企業とかでもパラ

スポーツの振興だとかというところに力を入れているところもございますので，連携する

主体を多く，横の連携をもう少しつなげていければと思いまして，企業等の協力なども検

討していく予定になっています。 

 さらに，ことしは年明けでしたけれども，12月８日というタイミングが，１週前には社

会福祉協議会が毎年行う大きな福祉まつりがあるのと，体験会の後から文化生涯学習課と

いうところが予定しておりますパラアート展，こちらは作業所の皆さんがつくった作品を

展示するものなのですが，予定しておりますので，何かしらの連携をもって事業展開を進

めていきたいと考えているところになります。 

 ３番目のラグビー機運醸成事業といたしまして，ことしも引き続きまちなかラグビーを

行っていきたいと思っております。こちらについては，単発というよりかはラグビー関連
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イベント，オリ・パラで行うものだとか，ほかの事業だとかに合わせる形で盛り上げの一

環として行っていきたいと考えています。 

 そして，ことしも小学生タグラグビー大会，これは毎年スポーツまつりと同時開催では

あったのですが，ことしはスポーツまつりが５月に移行しましたので，タグラグビーだけ

は10月のほうで残すという形で別々の大会になっております。こちらは教育部，指導室，

学校等との協力で行っていく予定になっております。 

 そして，ハード面になりますけれども，資料３の一番下の体育施設費，体育施設管理費

のエ，体育施設整備費のオというところで，施設管理費に関しては通常の経費といいます

か，施設管理の運営委託料だとか抽選予約システムの委託料，土地の賃借料だとか光熱水

費等の予算になっております。 

 ４番の体育施設整備費につきましては，大きな修繕，改修に係る費用になってきており

ます。先ほど説明の中にもありましたが，ことしは市民プールのトイレと西調布体育館の

トイレ，多摩川テニスコートクラブハウスのトイレを洋式化する工事を行う予定となって

おります。そのほか下のほうにございます総合体育館アリーナ床改修工事設計委託，総合

体育館電気設備改修工事設計委託というのは，翌年度，平成32年度に予定しております大

体育室の床の改修とＬＥＤ化に係る工事の設計委託費が今年度についている状態になって

おります。 

 全体としまして，30年度から予算が少なくなっている部分もあるのですけれども，経常

経費の部分で，来年度は10月に消費税が10％に上がるという部分だとか，人件費の部分だ

とか，そういったところでやはり経費はかかってきてしまっているというところになりま

す。 

 雑駁ですけれども，説明は以上になります。 

○会長  ありがとうございました。今，資料３と資料４について説明がありましたけれ

ども，何かご質問，確認するようなところはありますでしょうか。 

○事務局  それぞれの個々の事業だとかにつきましては，審議会やメールで情報提供さ

せていただければと思っております。 

○会長  一番最初に説明がありました資料４の報奨金は，大会が終わって90日後まで受

け付けるということなので，７月中旬ぐらいまでか。 

○事務局  年度が変わってしまう場合があるので，申請としては３月いっぱいで受け付

けたものの件数，一応明日までという形になります。 
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○会長  まだ増える可能性はあるということですね。 

○事務局  そうですね。大会自体は今年度のものと。 

○会長  今現在は国際，全国合わせて40件だけれども，これが若干ふえる可能性はある

ということで。ある程度，想定の数字なのですね。 

○事務局  全国と国際とで金額が違ってきてしまいますので，多少のやりくりは出てき

てはいるのですけれども，基本的には大幅に上回るものではなかったです。 

○会長  市内で11件以上，世界へ戦いに出ているという数字ですものね。２枚目の上の

ほうにありましたけれども，渡しっ放しではもったいない，何とかいただいた方を活用し

たいというような意図だと思いますので，チャンスがあればご報告したい方もいらっしゃ

るかもしれませんし，違った競技とコラボすれば，また違った発想が出てくるかもしれま

せんので，いいことだと思って聞いていました。どうぞ。 

○会長  ほか，いいですか。いいアイデアか何かございましたら。先ほどの説明もあり

ましたけれども，出すほうというか，申請する側とすれば出しやすくなったというか，親

切になったということで好評ということですね。 

○事務局  制度としても，これまで補助金という形であったのが報奨金という形になっ

ておりますので，そういう意味で旅費に使った，何に使ったという形の審査ではなくて，

おめでとうございますという形になっておりますので，制度としては非常に使いやすくな

っているということです。 

 あと，対象もふえておりますので，そういった意味でふえているのかなというところに

なります。やはりスポーツの振興として，市内でこういった方たちが頑張っているという

ところをＰＲしたいという部分があって，ご本人のご同意もいただいた上で，例えば大き

い会合をやって意見交換とか体験談をやっていただくのか，それとも市報などでご紹介す

るのか，ホームページなどでもご紹介できる機会があれば，市内で頑張っているアスリー

トの方たちに何か表に出ていただいて応援をしてもらったりとか，そういったところにつ

なげられればと考えております。その方法については，新年度に検討させていただきたい

と思います。 

○会長  顕彰する，皆さんにＰＲするというのも大事なことだと思います。これは周り

の市などに比べると内容はどうなのですか。 

○事務局  基本的に国際，全国両方やっている市は，今年度の初めに近隣市が調査をか

けているのですけれども，その中でのまだ聞き取りの話ではあるのですが，ほかの市は全
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国だけだったりとか，世界だけだったりというようなところで両方やっているところとい

うのは余りないようなことを伺ったことがあります。 

○会長  では，ぜひこれだけやっていますということをＰＲしていただければ。どうぞ。 

○B委員  申請期間が大会実施の30日前からということは，結果が出ていなくてもいた

だける…… 

○会長  要するに，出場すればいいということですよね。 

○B委員  出場でオーケーということですか。 

○事務局  予選会というものが必ずあるものという条件は出てきてしまうので，誰もが

出る全国大会では出せないのですけれども，申請のときに選考されましたということがわ

かるものがあれば行く前にお出しできる。そうすると，世界の大会などは旅費にそのまま

充てることができますとか，そういったところで選手の方に喜ばれているところです。 

○会長  これは，あくまでもスポーツだけですけれども，文化系なども市のほうでどこ

かで同じような制度があるのですか。例えば書道展で全国大会に出展されたとか。 

○事務局  報奨金というような形で，文化系のものは今思い出す限りではなかったと思

うのです。 

○会長  別の世界かもしれないけれども，同じように頑張っていらっしゃる方がいらっ

しゃるのであれば，文化系の方も同じ土俵に上げてあげればなと。ありがとうございます。 

 皆さん，確認をしたいことはいかがですか。 

○D委員  これは次年度の事業ということですよね。 

○会長  そうですね。 

○D委員  今，思いつきではないのですけれども，すごいいろいろなイベントをやって

いる中で，多分業者さんの委託のところが非常に大きいと思うのですが，スポーツに親し

むというのは，市民ボランティアではないのですけれども，こういうイベントを支える人

たちを養成するようなのもあるとおもしろいかなと。そこがきっかけでスポーツに親しん

でいくとか，そこのつながりでまた広がっていくものにもなっていくのかなというのを少

し感じたので，ぜひそういうのもやっていただければと。 

○会長  大学生などは，ボランティア関係で活動している学生さんたちも結構いらっし

ゃるのですか。 

○副会長  学内に登録ができて，組織としてクラブがあるわけではないのですけれども，

活動を中心になってやる学生がいたりとか，それを少しお手伝いする教員がいたりとかと
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いうのはあります。 

○会長  つい１ヵ月ぐらい前ですか，東京オリンピックのボランティアに一応応募して

いるのです。この間，面接があって半日かけてやってきたのですけれども，かなりの人が

来ているのです。びっくりして，私たちが全く知らない者で６人のグループをつくったの

ですけれども，年は私が一番上で，あと60代の方が１人いて，一番若いのは大学生，あと

50代が３人ぐらい。６人がけのテーブルが何十個もあるぐらい。それが午前中，午後，ま

たあしたもやりますみたいなことをやっています。 

 今，市のほうにボランティアセンターというのがあるのかどうか私もわからないのです

けれども，登録していて何かイベントがあるときには手伝っていただけるような組織があ

れば多分動きやすいのだろうと思うのです。 

 今，D委員のお話を聞いていて，98年，長野市でオリンピックがあったときにボランテ

ィアがスタートして，その方々がずっと残っているのです。私たちの全国中学校のスケー

ト大会のときも必ずそこの人たちが手伝ってくれる。ただ，若い人たちが入らないので，

毎年，僕たちは年をとっているんだよとおっしゃっていましたけれども，そんなところが

あります。そういったことも１つのレガシーにはなることだと思いますので。 

○C委員  調布市でもボランティアを募集していましたよね。あれも応募者殺到ですか。 

○事務局  予定していた人数よりも既にオーバーしているということで聞いております。 

○会長  もう選抜されたのですか。 

○事務局  申し込みが今月いっぱいということなので，一応あしたまでになっておりま

す。現在の状況で200名ぐらいという想定のところ，300近く来ているというような状態で

す。 

○会長  いいつながりができると，またいいですよね。 

○事務局  ボランティアの関係で，体育協会のほうで国体のときにお手伝いいただいた

ボランティアの方をまとめたスポーツボランティアというのが現在40人ほど活動されてい

て，そちらがスポーツまつりであったり駅伝大会であったり，そういった市の事業で，今

年度は先ほどの駅前で行ったイベントなどにもご参加いただいて，運営であったり，来た

市民の方にアンケート調査であったり，さまざまな活動にご協力いただいているというよ

うな状況であります。 

○会長  ありがとうございました。では，何かご質問よろしいですか。皆さん，１回は

発言がありましたかね。 
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 では，今年度，平成30年度の事業の説明，来年度の予算の説明，2019，2020のレガシー

についてという大きな３つの話をしていただきましたけれども，特にまとめということは

ありませんが，何か言い残したようなことはないですか。よろしいですか。 

 では，最後のまとめのご挨拶，１年間の総まとめですので，副会長，よろしくお願いい

たします。 

○副会長  総まとめというわけにいかないかもしれないですが，お話しさせていただき

ます。 

 電通大では，冬というか春に近いのですけれども，スキー実習というのがあるのです。

２月の終わりから３月の頭にかけて毎年やっているのです。授業が終わって，試験が終わ

って，集中授業として行っているのです。今は定員80名でやっているのです。応募はちょ

っと抽せんになるぐらいなので，定員割れせずにやっています。これは多分，二十何年前

のスキーブームのときだったらまだしも，今は各大学，スキーをやる学生，授業で参加す

るというのはすごい減っていて，国立大学で毎年80人行くというのは珍しいのです。 

 これは裏がありまして，選択必修科目になっているのです。選択必修科目ということは，

どれかをとらなければいけないのです。集中授業は２つあるのですけれども，夏にゴルフ

かスキーか，あとは通常の授業の中でやっている前期15週間の何かか，後期15週間の何か

か必ず１個とらなければいけない。選択必修だからということで80人行っているのです。 

 都内の理系の学で，そこは選択必修でもなくて選択科目でスキーをやっているところが

あるのですけれども，10人ちょっとしか参加者がいないのです。80人行っているというの

はいいことなのですけれども，学生にどうして参加したと聞くと，スキーをやりたくて楽

しいと思ってという学生は，残念ながら出発の時点ではほとんどいないのです。８割から

９割は単位が短期間でもらえるので。お金はかかるのですけれども，かかるといっても自

分たちの宿泊費ですから，それでも単位があるということで参加を。 

 ところが，実際行って３泊４日で，途中，学生の顔をみると，単位のための割には結構

楽しそうにやっているなという感じで，最終日を迎えると，ふだん大学の中ではみること

のないような笑顔を何度もみるし，うちは内向きの学生が多いので，特に情報系の学生だ

と，ずっとこもって１人でやれば大体課題も終わるとかという学生が多いのです。人と接

して一緒に何かやる，それも大自然の中でやるというのも余りなかったりして，そうする

と顔の表情から何から随分変わってきます。行った後で授業評価みたいなアンケートがあ

るのですけれども，単位とは関係なく来てよかったという声がたくさん出てくるのです。 
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 出発は単位のためということがあって，以前にもここで似たような話をさせていただい

たことがあるのですけれども，そういう何かのための動機づけは，外発的な動機づけなの

ですが，さっき階段を上ってきたら10段上ると1.6キロカロリーと書いてあって，あれを

みると，もう10段上がってみようかみたいな気持ちになるので，これはこれで非常に大事

なことだと思うのです。 

 もう一方で大事なのは，それそのものが楽しめるとか，自分にとって何か価値を生むと

いうことがあるかどうかということです。今の例えでいうと，単位は外発的なもので，行

って楽しかったので，また自分たちでもう一回スキーに行こうとか，それは何十年先でも

いいのだと思うのです。何か自分が得たものがあったという喜びみたいな，単位とは別の

というのがあるべきで，大学だけではなくて一般の市民のスポーツとか身体活動もそれと

同じようなことがあるかなと思うのです。 

 今は長寿時代はとうに迎えて，健康長寿ということがいわれていますよね。なので，健

康で，ずっと死ぬまで元気でいるためにということが，１つは動機づけになるかなと思う

のですけれども，もう１つの身体運動とかスポーツの価値としては文化的な意味があると

思うのです。それそのものが楽しい，それそのものが充実しているというようなことです

ね。そのようなことを認識するのは，2019年，2020年というのは格好のイベントがあるわ

けで，みるのも１つですし，オリンピックに参加するのはなかなか大変だと思うのですけ

れども，それに付随してこういったいろいろな事業がふえていますよね。そこには参加す

る機会がある。やはりそこで文化的な価値，それそのものが楽しいというのを体験する，

改めて知る非常にいい２年間ではないかと今思います。 

 ところが，先ほどから出ている話で，それを過ぎてしまうと全部消えてしまうというの

だと，では次に大きなイベントがあるまでないのかというと非常に残念な話なので，これ

をきっかけに調布市ならではでずっと続くような，さっきバドミントンの話もありました

けれども，なぜ調布かわかりませんが，何か意味があって実業団のチームがあると。これ

は偶然かもしれないですけれども，そういう縁があってバドミントンがある。そうすると，

バドミントンのまち調布となってもいいですし，そういうことのきっかけになって，オリ

ンピックが終わってもそのようになると本当の意味でスポーツを楽しめる，結果的には健

康長寿にもなるという環境が整うかなと思っています。 

 やはり市がどっちの方向を向いてそれを強化していくかということで大きく違いが出る

のではないかと思うので，ぜひともそういう方向で調布市としてやっていっていただきた
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いと思いますし，ここでもそういう話をどんどん出していきたいと思います。 

 まとめではないですけれども，以上です。ありがとうございました。 

○会長  ありがとうございました。ということで，平成30年度をまとめていただきまし

たので，では司会を事務局にお戻しします。 

○事務局  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ながら，来年度も

スポーツ振興課一丸となって頑張っていきたいと思いますので，引き続きご支援よろしく

お願いします。 

 本日もお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


