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令和元年度第１回調布市スポーツ推進審議会 議事録 

 

日 時 令和元年８月２６日（月） 

午後６時３０分 

会 場 教育会館３階３０１研修室 

 

○事務局  改めまして，皆さん，こんばんは。本日も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した。 

 ただいまより令和元年度第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は，９名中６名の委員が出席されておりますので，条例第７

条の規定により，本審議会が成立することをご報告いたします。 

 それでは，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。 

先週の土曜日，跳び箱運動のけがをどう防止するかというシンポジウムを開いて，100

人ほどの参加者。全国の中学校 700 校ぐらいに協力いただいて，アンケートをとったりし

て，３時間ほどやったのですけれども，今の子どもは，普段の生活の中で，手で自分の体

重を支えるという動作がないものですから，跳び箱でその手の動作ができないというのが

大きな弱点としてあり，そんなことが勉強になってきました。 

 あと，市ですと９月 20 日，いよいよラグビーワールドカップということで，オープニ

ングが待ち遠しいかなと思っています。日本のラグビーチームが非常に快調ということで

すので，ぜひベスト８に入っていただいて，決勝戦の横浜まで頑張ってくれればなと思っ

ています。 

 では，今日は第１回ということで，議題に入っていきたいと思います。 

 まず，傍聴者は。 

○事務局  本日はいらっしゃっておりません。 

○会長  では，傍聴者はいらっしゃらないということで進めていきたいと思います。 

 それでは，議題に入る前に，配付資料の確認を事務局でよろしくお願いいたします。 

○事務局  それでは，皆様，資料の確認をさせていただきます。 

 まず，皆様のお手元に，本日の会議の次第があるかと思います。その後，「調布市にお

ける障害者スポーツの振興について」という資料１，カラー刷りのＡ４横のもの。資料２，
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Ａ４の１枚ぺらになりますが，「東京都市町村ボッチャ大会 2020 について」。続いて，資

料３，こちらも冊子になっております。Ａ４横のカラー刷り，「第４回調布市 2019―2020

プロジェクト全体会議」。資料４が，また１枚ぺらの両面になっております。「車いすバス

ケットボール連盟との協定について」。そして，資料５，「調布市応援アスリートの指定に

ついて」，こちらもＡ４，１枚の両面刷りになっております。次に皆様のお手元にありま

す冊子です。まず，ブルーの冊子が「東京の障害者スポーツ」，東京都障害者スポーツ協

会発行のものになります。その後，いつもの「とうきょうの地域教育№136 号」をお配り

しております。そのほか，事業のチラシといたしまして，車いすバスケットボールの大会

のカラー刷りのチラシと，調布スクラムフェスティバル Vol.５のチラシとございます。

また，「日本教育」と日本教育会のリーフレットを皆さんにお配りしておりますが，不足

分などはございますでしょうか。 

○会長  では，資料はよろしいですね。 

 では，早速ですけれども，議題の(1)，調布市における障害者スポーツの振興について

ということで，資料を含めて説明を事務局でお願いいたします。 

○事務局  それでは，お手元の資料１，Ａ４カラーの冊子，「調布市における障害者ス

ポーツの振興について」をご覧ください。 

 調布市基本計画では，まちの将来像の「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのま

ち調布」を実現するために，横断的連携による施策の推進と調布のまちの魅力発信という

２つのアクションを位置づけております。これに関連する施策を有機的に連動させる展開

を図り，施策全体をより効果的に推進することとしているものです。 

 そして，この横断的連携による施策の推進の中で取り組むテーマが幾つかあるうち，以

下３つ，地域共生社会の実現に向けた取り組み，2019 年・2020 年を契機としたレガシー

の創出，パラリンピックレガシーの創出というテーマに基づき，2020 年のパラリンピッ

ク競技大会を契機として，これまでの取り組みを一層推進するとともに，障害者スポーツ

の普及や障害者への理解促進，誰もが移動しやすい環境整備や公共施設のバリアフリー化

など，多様な主体との連携・協働により，有形・無形のパラリンピックレガシーを創出し

ていきますという形で基本計画に位置づけております。 

 具体的な取り組みとしましては，障害者スポーツの推進や障害者理解の推進，オリンピ

ック・パラリンピックを通じた人材育成等に取り組み，心のバリアフリーの推進やさまざ

まな障害に対する理解の促進を進めていくというものになっております。 
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 続きまして，２ページ目，裏面です。 

 調布市の基本計画の中で，具体的な障害者スポーツの振興にかかわる施策が２つござい

ます。１つは，施策 14 の市民スポーツの振興，こちらはスポーツ振興課所管のものにな

っております。もう１つが障害福祉課所管の施策９，障害福祉の充実というものがござい

ます。こちらの２つの施策が障害者スポーツの推進に位置づけられているものになってお

ります。市では，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よる障害理解

の促進と共生社会の実現に向け，庁内関係機関のみならず，関係団体等との連携体制の構

築を図り，以下３つ，障害者の余暇を過ごす場の確保や日常的な運動をする習慣づけ，障

害者スポーツを通じた障害理解の促進，障害の有無にかかわらず，誰もがスポーツに親し

む機会の創出や，市民スポーツ実施率の向上に取り組んでまいります。 

 続きまして，３ページ目をおめくりください。スポーツ振興課，障害福祉課と連携した

事業例としての取り組み事例になります。平成 29 年度までスポーツ振興課で実施してい

ました知的発達障害のある小学生，中学生を対象としたフットサル教室，にこにこサッカ

ークリニックが平成 29 年度までございました。 

 こちら，大変人気の事業ではあったのですけれども，１年間のうちのどこか８回の開催

ということで，不定期な開催だったものに，かつ，今までずっと使っていた味スタ内の施

設の改修工事などの理由から，場所の確保などに非常に苦労しておりました。開催期間や

場所によっては，親御さんもなかなか参加しづらい状況があり，また中学校を卒業すると

自動的に参加できなくなるなどの年齢制限もありました。 

 また一方で，障害福祉課としても障害者，特に養護学校を卒業した障害者の運動の場が

少ない。日常的にスポーツに親しめる環境が少なく，肥満傾向による健康問題なども課題

としてありました。そこで，障害福祉課とスポーツ振興課，そして事業実施者であるＦＣ

東京が検討を重ね，予算的な部分や会場手配など，三者が連携し，対象を小学生から大人

までとした毎月定期的に開催するフットサルスクール，あおぞらサッカースクールを実施

することになりました。 

 このようにスポーツ振興課では，障害者スポーツ体験会も含めていろいろ実施している

ところですけれども，やはり実施して初めてわかってきたところで，幾つか課題にぶつか

っております。 

 例えば，障害者ニーズの把握，体験会を行っていても，本当にこれが当事者に喜ばれる

ものなのか。あとは，障害当事者の参加に向けた情報提供，スポーツ振興課のネットワー



- 4 - 

 

クだけではなかなか当事者に届くことができない。 

 あと，こちらはまた予算的なものなのですけれども，スポーツ振興課事業で，今，体験

会は補助金を使っての実施になっているのですが，補助金が 2020 年以降の制度の継続が

どのようになるかということが不明です。 

 また，施設や環境づくりでの課題としましては，多摩障害者スポーツセンターがこの５

月まで味スタにあったということで，市内の作業所なども非常に活用していたところだっ

たのですが，この６月 30 日で国立へ戻ってしまったということで，市内のスポーツ施設

においても，思い切りスポーツができる施設がなくなってしまったこと。 

 また，市内のスポーツ施設においても，交通の便や設備面のハード面など，まだまだ課

題等がある，障害者スポーツ指導員の配置などにも課題があります。そういった際，数々

の課題をスポーツ振興課のみで解決は難しくとも，あおぞらサッカースクールの例を挙げ

て，障害福祉課のノウハウなどを活用すれば，少しの課題解決につながるのではないかと

考えまして，今年度から障害福祉課との定期的な意見交換，情報交換を行う場をつくって

おります。 

 一方，東京都でも，オリ・パラ準備局の障害者スポーツ課が中心となりまして，障害者

スポーツの環境整備に向けた実務者会議というものを開催し，現状把握からどのように取

り組めば障害者のスポーツ実施率を上げられるかの検討を行っております。この会議のメ

ンバーとしては，東京都体育協会の事務部長さん，大田通勤寮施設長，日本福祉大学スポ

ーツ科学部の学部長さん，東京都障害者スポーツ協会の課長さん，東京都スポーツ推進委

員協議会の副会長さん，杉並区のスポーツ振興課長，武蔵野市のスポーツ振興課長，東京

都理学療法士協会の副会長さん，東京都広域スポーツセンター長，東京都レクリエーショ

ン協会事務局長，笹川スポーツ財団の研究員さん，東京都福祉健康局の担当課長など，

様々な方が参加している会議となっております。 

 この会議の中で，スポーツ庁と都が実施した調査をもとに現状をみてみると，一般的な

成人のスポーツ実施率の伸びはみられるのですが，障害者のスポーツ実施率が伸びていな

いこと，また，スポーツに関心のない無関心層が増加し，障害者の中でスポーツをする人，

しない人の二極化が進んでいる状況があるということがわかっております。 

 次のページに移らせていただきます。そういった現状を踏まえた中で，ただ一方では，

東京都下，市区部では，2020 大会を契機とした障害者スポーツの取り組みは非常に進展

している現状があることがわかっております。 
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 私どもも，障害者スポーツ体験会などで多摩障害者スポーツセンターと連携し，さまざ

まな競技の紹介をしておりますが，そういったことが各市町村で行われているという現状

があることがわかっております。 

 そういった取り組みが進展していることで，ある程度，障害者のスポーツに触れる機会

が拡大した成果はあらわれているという一定の評価はできるものの，東京都のスポーツ推

進総合計画では，2021 年までに障害のある都民，18 歳以上のスポーツ実施率の目標値を

40％と掲げております。その 40％に向けては，取り組み内容も次の段階に進むべきでは

ないかということで，そのためには，市民に身近な区市町村での取り組みが不可欠であり，

その支援策が東京都では必要ではないかという結論に至ったという経緯があります。 

 東京都が考えるより効果的なプラスアルファの取り組みとしましては，事業を実施する

に当たっては，ニーズの把握，障害当事者への理解，専門性，情報の共有が必須であり，

そのためにはスポーツ分野ではなく，福祉，医療部門との日常的，定期的な協力関係と情

報の共有が必要だと考えております。ここに図があるように，地域における連携体制の構

築が重要であるという結論に東京都が至っております。 

 その協議体の中で取り組むポイント，東京都が考えるポイントなのですけれども，実際，

無関心層にいかに働きかけるかというところを主で考えております。スポーツというのは，

楽しみだけのスポーツではなく，健康になる，手軽にできる，自宅でもできるなど，ウオ

ーキング，体操などの簡単なものをポイントとすること。当事者が参加するときに，その

人に合ったきめ細かな内容を確認し，指導を行うこと。また，スポーツを行う場に参加者

を集めるだけではなく，福祉施設も活用して実施することをポイントに据えています。 

 そういったことで，スポーツには抵抗があるけれども，健康なら興味のある人と接点を

もてる。家族などと一緒に参加できる。また，その人に合ったスポーツ，運動を行うこと

で継続化につながる。また，自宅でもできる運動により，習慣化につながること。また，

行きなれている福祉施設での実施により，参加がしやすくなるということです。そのほか

においても，地域においてスポーツの分野でも障害当事者のことを気にかける人が増える。

また，外出する機会が増え，地域における障害者の存在の認知が広がるというような期待

される効果があるという認知が広がりました。 

 こういった形で，東京都がちょうど検討を行っているタイミングで，次の調布のマーク

と東京都のマークがあるスライドになります。 

 東京都では，たまたま都の担当者に調布市が，障害福祉課とスポーツ振興課で連携して
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事業実施を行うように定期的な打ち合わせを行っていますなどという話が担当者に届きま

して，このたび，東京都側から，調布市で，都が考える協議体のモデル市として，東京都

と連携して進められないかというお話をいただきました。市としましても，障害福祉課と

の連携の先に，より多くの主体との連携を図っていかなければ，本当の意味でのスポーツ

の力を使った共生社会の実現はなかなかできないのではないかと考えているところでもあ

ったため，今回，東京都のモデルケースとして，協議体設立に向けて動き出しを始めたと

ころです。 

 東京都としても，モデル事例をつくることで，ほかの区や市町村に波及させて，都内全

域で障害者スポーツの振興を行える土壌をつくることが狙いでもあり，また，双方にとっ

ても，このようなタイミングで協議体を設立するということは，今後の障害者スポーツの

振興，そして広くいうと，共生社会の実現に向けた取り組みとして，東京 2020 大会のレ

ガシーにも位置づけられる重要な取り組みだということで，方向性が一致したということ

になります。 

 東京都のモデル事例として調布市が取り組む際に，幾つかの条件がございます。１つは，

東京都との連携となるため，設立に向けた準備段階から東京都がまずかかわりをもつこと。

例えば，今月初旬に，東京都の担当部局，障害者スポーツ課の職員と障害福祉課，スポー

ツ振興課，あと東京都障害者スポーツ協会の方もお見えになりまして，統一した方向性を

持つために勉強会を行いました。そういった勉強会や今後の意見交換，または調布市側で

の打ち合わせなどに担当者が同席すること，そういったことの条件があるとともに，来年

度中に東京都の予算を使って，調布市の協議体で検討した具体的な連携事業の実施を行う

ことが条件としてございます。 

 市としても，あらかじめ東京都との連携を行うことで，市の枠組みではなかなか連携で

きない新たな連携先ともつながりをもてること。また，財政的な面もそうなのですけれど

も，都の後ろ盾をいただけるというところでの進め方になりますので，協議体の設立によ

り，実効性が持てるものと考えております。 

 こういった中で，調布市として，モデルとなる調布市の連携，協議体について，調布市

で考える目的は，まず福祉分野，スポーツ分野の関係者が一堂に会し，情報共有，意見交

換を行い，連携してパラリンピックを契機とした調布市の障害者スポーツの振興を行える

場となることです。まず関係各者が集まったときに，そこでそれぞれに要望する場ではな

く，障害者スポーツの振興という目的のもとに，各団体の現状や課題，または障害者スポ
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ーツの振興に係る団体の強み，できることなどを持ち寄り，連携の可能性を見出し，課題

解決に向けた場とすることを目的としていきたいと考えております。そして，スターティ

ングメンバーは，今，障害福祉課とスポーツ振興課でより連携を図っているというところ

では，こういった形で団体にまずは声をかけて，意思統一を図りながら進めていきたいと

考えております。 

 この協議体が目標とする形としましては，より広く健康推進課，教育委員会または文化

生涯学習課，こちらの文化が入ってきているのも，調布市が文化とスポーツの「豊かな芸

術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」というものを行っております。そういった

宣言を行っている中では，共生社会実現に向けてという大きなテーマのもと，スポーツの

取り組みだけではなく，教育，健康，文化面での連携も検討していく場にしていきたいと

いう目標をとっております。また，こういった連携の場を構築することこそが，パラリン

ピックレガシーの１つとなると考えているということになります。 

新たに障害者スポーツを調布市で振興するに当たって初めて東京都との連携というお話

をいただいた中で，これからのスタートになりますけれども，こういった取り組みを行っ

ていくというご報告になります。 

 続けて，東京都市町村ボッチャ大会についても，新たな取り組みとしてご紹介させてい

ただきます。 

 東京都 29 市町が集まったオリ・パラの担当会議の中で，2020 年の後に，何かレガシー

に残る事業を東京都市町村で何かできないかという話し合いを行っていた中で，毎年，各

市代表を集めてボッチャ大会を行っていこうという話になったという経緯がございます。 

 障害の有無や年齢，性別などにかかわらず，同一ルールのもとで競技を楽しむことがで

きるボッチャ競技を広く多摩地域で実施し，東京 2020 大会に向けた機運醸成を広域連携

で図るとともに，障害者スポーツを含めたインクルーシブスポーツの普及を図っていくと

いうものになります。今，29 市町が参加しているものになっておりまして，そこのオ

リ・パラ担当，スポーツ振興課の職員を集めて実行委員会を立てております。 

 今年度に関しては，武蔵野市が東京都ボッチャ大会をずっと行ってきていますので，武

蔵野市が会場市となりまして，２月 16 日に武蔵野市の総合体育館で行う予定となってお

ります。今年度初めての取り組みなのですが，参加資格は，自治体の推薦を受けたチーム，

各自治体２チームまでとなっております。１チーム３人から６人，ほかに付き添いは１名

までオーケー，年齢，障害の有無は問わないということになっております。推薦方法は，
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29 市町の各自治体に任せられているものになっております。 

 調布市では，幸いなことに，ボッチャの競技をスポーツ推進委員の皆様とＮＰＯ法人調

和ＳＨＣクラブの皆様が担っていただいている現状がございます。このお話をスポーツ推

進委員の皆様にもっていったところ，調和ＳＨＣクラブでの毎年行っていただいている，

障害のある人もない人もみんなで楽しもう交流会，これはボッチャの交流会が主になって

おりますが，こちらの事業を活用して，予選会としたらどうかという意見がありました。

また，ＳＨＣクラブの皆様にも同じようにお話をもっていったところ，ぜひこういった交

流会を活用して，市の予選会にしてはどうかという双方のご理解をいただいた中で，楽し

もう交流会が 11 月 24 日にありますけれども，こちらに参加者を募って予選会を行おうで

はないかということで今，話が動いている状態になっております。 

 こちらの障害のある人もない人もみんなで楽しもう交流会は，実行委員形式なのですが，

毎年スポーツ推進委員が交流会の実行委員に参加しているということと，当日もボッチャ

の審判等で協力をずっと行っているということで，この２つの団体が主に連携した中で，

社会福祉協議会にもボッチャのサークルが最近できて活動しているということもあります

ので，そういった方にも声をかけて，皆様で楽しんで予選会を行おうということでやって

います。 

 今年度初めての取組のため，市によってはスポーツ推進委員に出てもらうとか，そうい

ったところもある中で，恐らくレベル感は非常にばらばらなボッチャ大会になるというこ

となのですが，あくまでも競い合うというものではなく，交流会をメインにするという市

町村のボッチャ大会になりますので，まず今年度行ってみて，その課題，反省等を生かし

て来年度につなげていきたいというところで，今回動いている新しい事業になっておりま

すので，あわせてご報告させていただきました。 

 長くなりましたが，説明は以上になります。 

〇会長  資料１が，東京都から声をかけられて，調布市がモデル市となってどうですか

ということで動いているということです。 

 では，しばらく自由なフリートーキングをしたいと思いますので，質問，あるいはご意

見等も含めてお出しいただければと思います。 

○Ａ委員  今，障害者がなかなか参加しづらいと。その原因は何なのかというと，環境

の問題もあるだろうし，知的障害なのか，肢体不自由なのか，障害者もいろいろな種別が

あります。そういう中で，例えば会場までの輸送の関係とか，競技のハードルが高くて，
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ちょっと無理なのではないか。あるいは，対象者ではなくて，その家族がどのようなアプ

ローチをしているのかとか，どういう状況になっているのかなと思って。 

○事務局  調布市で行う障害者スポーツ体験会については，最初の年については，作業

所連絡会，作業所の方たちと連携させていただいて，毎月第１，第２土曜日，放課後デイ

事業といって，親御さんから子どもたちを引き取って，何かレクリエーションに参加する

という事業があるのです。それの一部に障害者スポーツ体験会を位置づけることで，場所

が総合体育館だったのですけれども，放課後デイということで，作業所の車で来ていただ

いて，介助員も作業所の人たちがいたので，基本的には参加してくれた人たちに対しての

何か課題とかそこまで大きなものはなかったのです。ただ，そのときは，そもそも放課後

デイプランで参加している作業所の中でも，スポーツという事業にメンバーを連れていき

たいと思ってくれるところと，スタッフ側の配置の問題でちょっと厳しいという判断があ

るという，作業所の中でも熱量の差があるという話を伺っておりました。 

 今年の３月に行ったときは，味スタにあった多摩障害者スポーツセンターさんで開催し

たときも，作業所単位で来ていただいているところは，やはり交通の便などは，そのまま

車で来て，車が停められるということでありましたし，施設に来てしまえば，障害者スポ

ーツセンターさんなので，施設の利用等に問題は全くなかったのですけれども，やはりそ

もそもの作業所だとか，どうしても市で把握しているのが知的精神，発達障害の方たちへ

の周知がメインになってきていて，体が不自由な方には，市でなかなか把握し切れなくて，

その人たちにどうつながるかというところがまず１つ難しかった課題ではあります。 

 もう１つは，ご家庭の中で，スポーツというと足が遠退いてしまう。参加している人た

ちも，車いすバスケだから来たとかという人はいっぱいいるのですけれども，あと，ダン

スだから来たという人もいらっしゃるのですが，そもそも体を動かすことに興味のない方

たちには，やはり来てくださいという事業だとなかなか難しいところなのかなと。 

○Ａ委員  見るのはいいけれども，やるのはちょっとというところも，もしかしたらあ

るのかもしれない。 

○事務局  東京都の会議でもやっていましたけれども，無関心層，スポーツと聞くだけ

でも興味がなくなってしまうという層がどうしても増えてしまっているというところは，

調布市でも同じような現象が起きているのかなと思います。 

○会長  そこの場に来ていただくということが，まずは一番大きいのかもしれない。 

○Ａ委員  来たときに，障害のある方は満足して帰っていくのか，そこら辺は。 
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○事務局  アンケートを実施させていただいている中では，この体験会でも，一斉にい

ろいろな競技をいろいろなところでやっています。好きなところに行ってくださいという

ような形式だったので，自分でやるものが選べるというところでは，車いすは無理だけれ

ども，ふうせんバレーなら楽しめるとか，選択して参加できるというところでは，非常に

満足いただきました。 

○Ａ委員  満足すると広がっていくし，行っておもしろくなかったら……。 

○事務局  あとは，センター自体を非常に気に入ったという意見もあります。 

○Ｂ委員  最初にＳＨＣで「障がいのある人もない人も～」を始めたときに，障害を 

持っている方がたしか２人ぐらいしかいらっしゃらなかったというのが現実なのです。個 

人で来ていただくというのが一番難しかったということで，交通の便とかいろいろな部分 

で，やはり１人では難しいと。団体にお声をかけるのが一番いいかなというところで，毎 

年，微増ながら人が増えていったというのが現実だと思うのです。 

 来れば楽しいというのがあるのです。その場所までに，いかに足を運ばせるかというこ

とがポイントではないかという気がするのですけれども，来るとみんなすごく燃えて，私

も前のときに参加してすごい楽しかったし，障害をもったお子さんたちもすごく喜んでや

っていたので，いかに足を運ばせるかというところで，団体にバスで連れて来てもらうの

が一番いいのかなという気がします。そうすると楽しさを知ると思いました。 

○会長  行くこと自体が，その家庭にとっては負担になってしまうと，なかなか足が遠

のいてしまうでしょうから。 

 ほかはいかがですか。何かアイデアも含めて。――今，市内でそういう障害をお持ちの

方というのは。数をつかむというのは。 

○事務局  障害福祉課では，手帳をお持ちの方に対しての数の把握というのがあるのと，

福祉作業所との連携はあります。ただ，肢体不自由の方で，日常生活を送っていらっしゃ

る方については，なかなか把握が難しいという現状があります。 

○会長  今，個人情報のこともあるから，なかなか出しにくい面もあるかもしれないけ

れども。 

○Ｄ委員   調布市にとって，障害者スポーツの振興というところであるのですけれど

も，結局，最終的にどこに目的をもっていくかによって違ってくると思うのです。我々の

スポーツ協会の中で一番理想的なのが，例えば調布市総合体育館に来ました。そこのプー

ルで泳ぎます。そこで障害をもっている人と，障害をもっていない人たちが一緒に泳いで
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いるとか，あとは，トレーニング室に行けば一緒にトレーニングをやっているとか，そう

いうところが一番の理想像になると思うのです。 

 うちのスポーツセンターが調布に来ました。そして，国立に戻りましたというところな

のですけれども，結局は，うちが国立市にあるので，国立市に引っ越してきたという方も

結構いるのです。行っている間に，国立市自体も，市営プールで今までは料金をもらって

いたのを免除という形にして，その後に，うちで使っていたプールの団体さん等が市営プ

ールを使っていて，やはりうちが帰った後も，市営プールも使うようになったという実績

があるのです。 

障害のある人たちは，最初はどこも使いづらいは使いづらいのですけれども，行くこと

によって，慣れてくれば，逆に使いやすくなるというか，自分たちの方法でいろいろなこ

とを考えながらやっていく。そうすると，定着していくというところはあるのです。なの

で，そういうところをどれだけ広げていくかというのがまず１つあるのと，あとは，こう

いうイベントが，毎年，年１回やって，楽しかったね，よかったねとなってくると，また

ちょっと違うかなというところがあるので，それで来た人たちに，どのようにして次につ

なげるかというところもすごい大事な１つなのかなと思うのです。 

 すごい感じているのは，調布市はスポーツ振興課と障害福祉課の連携がすごいいいなと。

この間，一緒にやらせてもらっていたのですけれども，お互いの連携がすごいとれていて，

ほかの市だと，どうしてもスポーツ振興はスポーツ振興だけ，障害だけという縦割りを感

じているので，調布については，そこはすごいやりやすいかなというのは感じているとこ

ろがあります。 

○会長  さっきのボッチャ大会の資料２の１行目，「同一ルールの下で競技を楽しむこ

とが」という一文があるのです。これを本当に大事にしていかないと，競技性が前面に出

てきて，どうせ私が行ってもとなってしまうといけないから，それが今，Ｄ委員がおっし

ゃったのと同じだと思うのです。行くこと，そこでみんなでたむろすること自体が楽しく

なったり，自分はプレーできなくても，こういう空気感がいいのだという場になれば，少

しずつでも輪が広がるかなと思ったりするのです。 

 この資料１の一番最後のページ，目標とする協議体，その上がモデルとなる調布での協

議体というのがありますけれども，最終的には，ここに「教育委員会」という言葉が入っ

ているので，ちょっとほっとしたのですが，特別支援学級，それからインクルーシブ教育

が言われている。調布の場合は都立の特別支援学校もある。そういう地域的なこともある
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ので，スターティングメンバーにはちょっと難しいのかもしれないのだけれども，アドバ

イザー的な，あるいは第三者でも構わないから，席があってもいいのかなと思って最初は

見ていたのです。それが下のほうではなくても，早目に意見をもらうだけでも入ってもら

ったほうがいいかなとちらっと思ったりはしていましたけれども，その辺は難しいのです

か。 

○事務局  本来のスターティングメンバー案というのが，障害福祉課，スポーツ振興課，

東京都，あと東京都障害者スポーツ協会さんもいらっしゃった中で，この間，統一した方

向性は一緒になったねというところの，今ちょうどスタートラインに立っているというメ

ンバーになっていまして，スポーツ振興課でいえば，ＳＨＣ倶楽部，スポーツ推進委員会，

体育協会は，実施する上では欠かせない連携パートナー。障害福祉課にとっても，この３

つは欠かせないパートナー。まずは，ここで意思疎通を図るようにしましょうという形で

のスターティングメンバーなので，基本的には教育，特に健康なども外せないメンバーだ

とは思っていますので，動いていく中で，もう少し具体的に説得力をもった形での声かけ

は，しかるべきタイミングで早目にしていきたいと思っているのです。 

○会長  大きな目標の中に共生という言葉がずっと入っています。そうすると，ここで

線を引かないで，障害のない子どもたちも最初からメンバーだよという方向性があるほう

が自然かなという思いがしますし，特に今，オリ・パラ教育に東京都はかなり力を入れて

いる中で，子どもたちが早目早目にそういう人たちとも一緒にできるというか，それで声

のかけ方だとか，対応の仕方も自然に学んでいく，そういうところが理想的な姿なのかな

と思ったりします。 

○Ｃ委員  今，会長がおっしゃられた話で，学校の運動部の活動というのは，基本的に

同じ学校，ほかの学校でも，健康な子同士がやるわけです。そこに，体に何らかの障害を

持っている子たちと交流みたいなものがあると，子どもの時代からの認識が変わってくる

のではないかと思うのです。 

 先ほどＢ委員さんもおっしゃられたように，障害をお持ちの方は，行けば楽しいという

ことはわかるのだけれども，もともと人が多くいるところへ出ていくこと自体にブレーキ

がかかるところもおありなので，そうした場合に，できるだけ子どものころから，例えば

特別支援学級とか，そういうところからスポーツの楽しさであるとか，見ることの楽しさ

も含めてですが，そういうことを教育の中に入れていくということは，今後ももっと力を

入れてもいいのではないかと思うのです。 
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 この間，スポーツ庁が出した文書をみていましたら，特別支援学級の中で運動部とかク

ラブ活動自体がある学校が６割ぐらいしかないのだそうです。もちろん身体的な障害を持

っている子だったら，授業の中で活発な活動というのはなかなか難しい部分もあるかもし

れませんけれども，そういうところと連携をもってやって，子どものころからスポーツと

の接点が多ければ，こういうところの活動に参加する方は多くなってくるのではないかと

思います。 

○Ｄ委員  障害を持っている人たちだけではないのですけれども，そこに行くのに時間

はかかるのです。さっき，Ｂ委員がいったように，最初は少人数，行くたびによかったね

となってきたときに，要は口コミで広がっていく。一回行ってみたらなかなか難しかった，

また戻ってくる。もう一回行ってみて，そこで，さっき言ったように慣れてくると，やは

り変わってくるというので，すごい時間はかかると思うのです。なので，これが１年か２

年で，例えば１人だったのを 100 にふやすとか，200 にふやすとかというのは，結構きつ

いのです。最低３年はかかるかなというぐらいのスパンの中で進めていかないと，どうし

ても数字とかですごい出てくるのですけれども，そこだけではなくて，そういったところ

の地道なものは，１回行くのにも，やはり３ヵ月，４ヵ月……。なので，うちのセンター

が調布にいました。あそこも，ようやくみんなが慣れてきて，来ようかなときたときにま

た戻ってしまったというところがあるので，時間がかかるなというのはあります。 

○Ａ委員  障害の方というのは，環境に慣れるのが大変ですよね。それが毎度同じよう

な場所に，同じようなパターンで行くことによって自信がついたり，安心感が出てくる。 

○Ｄ委員  あとは，知的の子だとすり込ませてしまう。ここに行くものだよと思っても

らうというところも１つの方法であって，なので，正直いうと，年に一回これでやります

となると，もうちょっと数多くやれば，また違ってくるのかなというのはあるので。 

○会長  大きなイベントでなくていいから，もっと低い垣根にして…… 

○Ｄ委員  どんどん毎月やっていくということもいいかなと思います。 

○会長  モデル地区になって，こうしましょうというのは，これから決まっていくこと

なのですか。 

○事務局  そうですね。まず，私たちがこういう方針でやっていきましょうというメン

バーを集めて，その中で実際に――１つは，ある意味，東京都の条件として，来年度，連

携したもので何か１つ予算を使ったもの。まずはそれに向かってという形で，いろいろな

情報交換，意見交換していく形なのかなと思うのです。ただ，その事業も全く新規なもの
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というよりは，例えば今あるものをどうやったら発展させられるかとか，今後継続性を持

たせるためにどうするかとかという形でもいいのかなと思っているところです。 

○会長  特別支援学級などにおいでになっている子どもさん同士のネットワークではな

くて，保護者の方のネットワークでとてもいいよとか，ネットワークがすごく強いではな

いですか。そういうものが上手に広がっていければ，行けば楽しいことがあるみたいだと

か，うちの子にとってもプラスになるではないかとか，そのような口コミが広がるといい

なと思います。 

○副会長  Ｄさんのところのスポーツセンターは，多摩のスポーツセンターという形な

のですよね。それで国立に戻られたと。 

○Ｄ委員  東京都の設置として，区部は北区の総合スポーツセンターでやりましょう，

多摩地区の市町村のところを広げていきましょうという位置づけで，一応２ヵ所あるので

すけれども。 

○副会長  それの調布バージョンみたいなものはないのでしょうか。 

 先ほどの話だと，ようやく定着したころにまた戻ってという話だと，せっかくだから，

調布にずっと根づいて，ずっと調布でということだと，それが拠点になるのかなとちょっ

と思ったりしたのですけれども，都も協力してやりましょうということであれば，なおさ

らチャンスというか，出発点としてはいいのかなと思うのです。 

○会長  東京都でハード的なこと，ちゃんと施設をつくってくれればいいですね。 

○事務局  味スタの中の工事を行って，センターさんがいらっしゃったときに，すごく

すばらしい施設なので，あれを 2020 の後に，また違う施設に使うなどというのはちょっ

ともったいな過ぎるのではないかという話もあって，市内の作業所連絡会とか，障害児・

者親の会の方とか，そういった当事者の方から意見がすごく出ていまして，そういったと

ころもあり，調布市だけでなく，京王線沿線の方たちにとっても，南側にあるのは非常に

いいのではないかと。 

○会長  それは，最終的にいつごろ決まることなのですか。 

○スポーツ振興課長  要望として上げているのですけれども，今，調布庁舎という体育

館が，オリンピック・パラリンピックの会場にもなって，施設の工事もあるということで，

現在のところは，オリンピック・パラリンピック後の利用については未定だというお話し

しかまだ東京都の担当から伺っていない状況で，その中に今，利用形態の１つとして，セ

ンターをこちらにもってきてほしいという話はしているという状況で，具体的なお話しと
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して，まだ先になるのかなと考えています。 

○Ｂ委員  障害者スポーツ協会さんは，子どもさんとか障害をもっている方が来て，い

ろいろなスポーツをされているのですよね。 

○Ｄ委員  東京都障害者スポーツ協会の本部としては施設がないのです。障害者スポー

ツの普及をして，手伝っていきましょう，職員を派遣しますよだったり，都の障害者スポ

ーツ大会があるので，そこの運営をやったり，大会を開催したりところがあるのです。 

○Ｂ委員  ことし，障害者の方と健常者が味スタで卓球大会をやったのです。障害をも

っている方と健常者で１つのチームをつくって試合をやったのですけれども，ああいう方

たちはどこに所属しているのかなと一瞬思ったのです。 

○Ｄ委員  いろいろな地区にいます。あのイベントは，うちの利用者さんが結構多く，

一緒にやってもらったのです。 

○会長  プレーヤーとして登録していない方のほうがかなりいるでしょう。例えば，水

泳とか，障害者スポーツの各競技団体があるではないですか。そこに登録しているのは，

当然選手として登録されているけれども，そういうことを全然していない方もたくさんい

らっしゃると。 

○Ｄ委員  はい。さっき，会長がいったように，うちはスポーツ協会として，あわよく

ばなのですけれども，各市区町村に障害者スポーツ協会みたいのができるとまた違うかな

みたいなことをいったのです。そうすると，また大変ですよね。 

○事務局  具体的な指示というか，そういったものは特にないのですが，先ほど資料の

中にもあったように，今までは体験会とか，先ほどいっていた年一の事業というよりは，

習慣化できるようなものを考えていくような協議体にというイメージはあるのです。 

○会長  例えば，スケジュールというところをみていくと，今年度中に内容を決めてい

って，実際に動くのは来年度からという形になるのですか。 

○事務局  実際には東京都で案として出されているイメージになるのですけれども，で

きれば６月ぐらいから何かしら動き出しをした上で，来年度の予算が幾らになるかという

のは，東京都での予算算定になるのですが，それをもとに４月以降にというより，できれ

ば年度内のうちからそういったものを考えなければいけないというところは共有した上で，

課題などを洗い出ししてということをやっていかないと，多分間に合わないかなと思って

おります。 

 ただ，東京都でも，まずはパラリンピック大会後の期間での事業の実施というところは
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共有しています。なので，どちらにしても，令和２年度の後半ということですね。 

○Ａ委員  東京都との連携で予算を出しますよ，一緒にやりましょうよということだと

思うのですけれども，これ，連携をやっているのは調布だけではないですよね。 

○事務局  ただ，今のところ調布だけなのです。幸い，障害福祉課のメンバーと今の私

たちがすごく話しやすいというところもあったので，連携ができているのですけれども，

やはりほかの市でなかなかそういったところをとれているところがないということで，そ

うすると，ゼロベースからのスタートがなかなか難しい。区部では，もしかしたらという

ところが１つか２つありそうだということだったのですが，今，具体的に動いているのは

調布だけです。 

○Ａ委員  実際に連携しなくても，障害者に対するスポーツのサポートをやっている区

や市がある。例えば，そういった画期的なものをゼロからやるのではなくて，ちょっと盗

んできて，これいいよね，あれいいよねといってチョイスしてやるのも１つの手かなと。

○事務局  武蔵野市さんとかもいろいろと連携して１つの事業を行ったりという事例は

あるそうです。あと，イベント系ではあるのですけれども，足立区が障害者スポーツで結

構先進的な取り組みを行っていらっしゃるそうなので，いろいろと勉強をしていければと。 

○Ａ委員  そこで，さっき出た課題の，障害者に対する輸送はどうしているのかとか，

予算がどうなっているのかとか，そこら辺のところもリサーチしてみるのも必要かなと。 

○Ｄ委員  小平市さんは，社協が中心となって，そういうスポーツを取り入れようとい

う形で，そこからスポーツ振興課のここが入ってきてとか，そういうのをやっております。

本来は作業所でそういうスポーツは余りやらないのですけれども，作業所で，知的の子で

あれば，ショートテニスの教室をやる。そこでスポーツ振興からもお手伝いいただくとか，

そういうこともやったりしています。 

○会長  作業所の中で，部活動みたいに放課後やればいいのです。 

○Ｄ委員  そこを目指していくという形で取り組み始めたというのがあるのですけれど

も，そこからスポーツ振興が入ってきて，近隣のところもどんどん入ってきてという形で

やっているので，参考になるかなと思います。 

○会長  ○○教室が始まったら，最初のメンバーの方はどんどん仲間ができてしまうか

らいいのです。途中で入りにくい場面が出てくる。そういうものの垣根を低くするような

心遣いというか，いつでもいいですよ，いつからでもスタートできますよみたいなものも，

こういうものには大事かなと思ったりします。どうすればそれができるか，私もわからな
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いのです。 

 朝日新聞に出ていたのだけれども，パラリンピックのレガシーとして，ロンドンにして

も，リオにしても，ハード的にはそんなに進んでいなかったと。今の東京のほうが進んで

いるみたいなことが書いてあった。ただ，とにかく彼たちは声をかける。だから，それが

日本などでも，どうですかとか，何かしますかみたいな声をかけることが大事なのではな

いかみたいなのが書いてあって，確かにそうだな，と思いながら読んだのです。 

○Ａ委員  例えば，受け入れる事業をやるときに，マンパワーではないけれども，指導

するというか，手当てしてくれる方が必要になってきます。そういうのは，ボランティア

を募集したりとかしていくのですか。 

○事務局  実際，私たちが行う事業に関しては，ほかの障害者スポーツセンターさんの

スタッフさんだとか，あとは各障害者スポーツの連盟，競技団体の方の指導とかというと

ころでお願いしていました。 

○会長  今，Ａ委員さんがいったみたいに，ボランティアというのは，大学生もいらっ

しゃるだろうし，高校生などもいろいろなかかわり方ができるわけですから。支えるとい

う１つの視点があるわけだから，それも最初のスターティングのところでも議題として入

れていただいてもいいかもしれないですね。 

○Ａ委員  教育学部などでも，特別支援担当の教育学部があるのです。遊ぶ会みたいな

のがあって，２泊３日でスキーに連れていったり，キャンプに連れていったり，大変だと

いっていますけれども，学生が集まって，バス何台かで行くのです。保護者などもすごく

喜んでくれたりして，いずれ自分が特別支援学校の教員になりたいという学生ばかりなの

で，そういう学生などは勉強になるのです。だから，インターンシップではないけれども，

やりませんかみたいな申し出などをしたりすると，人数だって結構集まるだろうし，特別

支援のところで勉強しているので，いろいろなことをよく知っています。助かると思うの

です。 

○会長  教員免許をとるために，そういうところへ必ず行かなければいけないですね。 

○Ｄ委員  市民の人のボランティアはいると思うのです。そういうのが好きな方はいる

と思うので。 

○会長  それも，来年の 2020 オリ・パラのレガシーとしてボランティアをやった人た

ちがかなりふえますから，そういったところも活用というか，結びつければいいですよね。 

 時間も大分進んできたのですけれども，ほかはいいですか。 
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     （「なし」の声あり） 

 では，とりあえず２つ目に行きましょうか。ありがとうございました。また最後，ちょ

っと時間をとりたいと思いますので，ありましたらください。 

 では，議題(2)に行きます。調布市 2019―2020 プロジェクト全体会議の報告についてと

いうことで，資料３になるのですか。では，事務局，よろしくお願いします。 

○スポーツ振興課長  それでは，調布市 2019―2020 プロジェクト全体会議について，

簡単ではありますけれども，ご説明させていただきます。 

 こちら，第４回ということで記載しておりますけれども，昨年度から全体会議というこ

とで，この全体というのが，調布市内にあります関係機関であったり，団体であったりと

いうことで，スポーツ分野からしますと，体育協会，調和ＳＨＣクラブ，それからスポー

ツ推進委員会に参加していただいている。ほかにも，例えば産業であれば，観光協会であ

ったり，商工会であったり，学校関係は，公立，私立を問わずというところ。ほかにも警

察，消防，文化協会，そのほか文化的な団体など，市内にあります団体が参加して，これ

からオリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップがあるというところで，調

布市として今現在，こんな取り組みをやっていますといったような情報提供をした上で，

ご意見等を別途いただく情報共有の会議というような形になっております。 

 この８月６日にこちらの会議がございまして，議題としてラグビーワールドカップが９

月に始まるということでの市としての取り組み，東京 2020 大会に向けての市の取り組み，

それから，そのほかということで，ボランティアであったり，五輪音頭，応援アスリート

であったりというところのご説明をさせていただいているという状況になります。 

 今回の内容といたしましては，かなり具体的な内容になっておりまして，ラグビーワー

ルドカップに向けて，今，調布の駅前がかなり広い広場として整備されているという状況

で，ここで大会の当日には，ラグビーファンゾーンということで，東京都と連携しまして，

ここで体験であったり，パブリックビューイングであったり，交流エリアとして日本の文

化などを周知するというところが行われている。 

 これに向けて，毎日，恐らく 5,000 人ぐらいはいらっしゃるだろうということで，市を

ＰＲするちょうどいい機会だというところもありまして，グリーンホールを使用したり，

市町村のＰＲブースなどがあったりというところであります。 

 調布でのファンゾーンの日程をごらんいただきますと，土日祝日については，調布でほ

ぼファンゾーンが行われるという形になりまして，味スタで試合がなくてもパブリックビ
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ューイングで観戦できるという日程になっております。ですので，９月から 11 月の期間

についても，毎週末，ほぼ調布の周りが盛り上がっている状況になります。 

それに向けて周知ということで，現在，こういったポスター，パネル等で周知，ＳＮＳ，

ホームページなどでも周知をしています。 

 また，ファンゾーンそのものは，東京都が主催で実施することになりますが，これとあ

わせて，調布の独自のイベントとして，トリエのビックカメラがありますが，その北側，

南北の通路であわせて調布をＰＲするような，調布としておもてなしをするようなゾーン

と。この具体的な内容については，各スポーツ団体，文化団体，産業の団体，観光など，

それぞれが日程を分けまして，トータルで同じ日数，ここでイベントを開催するというこ

とで，現在調整をしているというところになります。 

 こちらのファンゾーンということで，大会そのものにあわせて調布市をＰＲする，日本

をＰＲする。ここでラグビーをみんなに好きになってもらう。我々としては，ラグビーと

いうスポーツを通じていろいろな縁ができればいいと思っておりますし，また，ラグビー

そのものをやっていただいて，先ほどのスポーツ実施率が上がるような方向になればなと

いうところでのイベントになります。 

 ただ，こういう楽しいことばかりではなくて，我々，会場が味の素スタジアムであると，

交通輸送の問題が出てきます。試合の当日は，交通規制が味の素スタジアムから多磨駅の

近くまでスタジアム通り，それから，周辺には交通規制がかかるのと，実際，基地跡地運

動広場に野球場，サッカー場と，スポーツ施設がありますけれども，こちらは試合が開催

される８日間については，全く使用ができないということになっています。具体的な影響

としましては，ちょうど我々も調布市民体育祭をやっている時期になりまして，野球，サ

ッカー競技にかなり影響が出ていると。日曜日の試合を数えると３日間しかないので，雨

が降ったと思って諦めるしかないかなということでご理解いただいている状況ではありま

すけれども，そういったところで利用される方には，多少の影響が出ているのが現実であ

ります。 

 交通規制の迂回路ということで，こちらが今現在，東京都でこういった周知のチラシ等

をつくりまして，警察とも連携しまして，当日，ここのところに交通規制がかかると。ち

なみに，ここは福祉施設などがかなりありまして，今そういったところの対応も市として

行っていると。なるべくその辺には影響がないようにということで，特別に車両の通行の

許可手続などを進めているところであります。 
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 この関係の交通規制等に関しまして，地元での説明会がありまして，地元の中でも利便

性や日常生活などに影響がないようにということでの意見が出ているということで伺って

います。 

 続きまして，ラグビーワールドカップに向けた機運醸成の一環として，市内の盛り上げ，

シティドレッシングという形になります。駅前からこちらのほうに直接歩いていきますと，

グリーンホールにかなり装飾がされているという状況。それから，工事ヤードのフェンス

にもウオールギャラリーということでやられている。東京電力の配電盤などにもこういっ

た装飾がされているところがある。 

 ほか，下水のマンホールにラグビーワールドカップのデザインを用いたものを取り入れ

ている。それから，市役所本庁舎の中のドレッシングということでさせていただいていま

す。 

 きのう，報道などでも，味スタ周辺がラグビーワールドカップの関係で，バナーフラッ

グなど掲示されているという報道もなされておりまして，全体でラグビーまで１ヵ月を切

ったというところで，市内の統一感というところでも取り組みを進めているといった状況

になります。 

 また，報告になりますけれども，８月３日に調布駅前で日本代表対トンガ代表戦のパブ

リックビューイングを行いまして，駅前でイベント等もあわせて，22 ページにそのとき

に写真が写っておりますけれども，会場にもかなりの皆さんにお集まりいただいて，見学

いただいたというような形になっております。 

 ９月６日には，日本代表対南アフリカ代表戦ということで，かなり直前になりますが，

パブリックビューイングを実施する予定となっておりますので，９月６日金曜日，夕方５

時から９時までとなります。ぜひお越しいただければと思っておりますので，お近くをお

通りの際はよろしくお願いします。 

 また，机上にチラシを配付させていただいております。調布スクラムフェスティバル

Vol.５ということで，昨年度の Vol.１から継続して調布のまちをラグビー等で盛り上げ

ていこうというイベントの第５弾という形になります。こちらは今回，主催は調布市，公

益社団法人調布市体育協会ということで，スポーツ振興課と調布市体育協会で連携して，

駅前でラグビーの直前イベントをやろうということでの内容になります。 

 こちらのステージエリアで，ラグビー元日本代表によるトークショーや，女子のトップ

リーグの方にもお越しいただいて，体験ラグビーをしていただくなど。それから，ラグビ
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ーの体験エリアとして，まちなかラグビー，ダッシュ＆トライ。あと，ＰＲエリアという

ことで，ラガマルくんというキャラクターになりますけれども，ＰＲをしていくという形

になります。実はこの日，９月１日ということで，調布市民体育祭の開会式が例年，第１

日曜日に行われておりますけれども，ちょうどこれが 10 時半からグリーンホールで行っ

ておりまして，引き続き，そのままご参加いただけるような形になっております。そちら

にお越しになる各加盟団体の方や一般市民の方にも，ぜひラグビーを体験していただきた

いという趣旨も含めまして，同じ会場という形になっております。こちらが現在，ラグビ

ーに向けて進めている市の取り組みという形になります。 

 続きまして，東京 2020 大会への準備ということで，まだあと１年あるというところと，

ラグビーが直近にあるということでの内容になりますけれども，１つは，今，聖火リレー

について行われているというところになります。26 ページになりますが，聖火リレーに

ついては，調布は７日目，７月 16 日に走るという形になります。こちらも今，ランナー

の募集を行っております。 

 また，もう１つ，これからオリンピックの競技が行われるわけですが，それにあわせて，

調布では近代五種が６月 27 日から 30 日，ワールドカップファイナル東京大会をテストイ

ベントとして位置づけて行われました。調布市としては，広報の協力であったり，オープ

ニングセレモニー，大会期間中でのパフォーマンスの協力ということで，体育協会，ＳＨ

Ｃクラブのチアの方にお越しいただいたり，木島平村の観戦ツアーなどが実施されたりし

ました。 

当日の様子が写真で載せてありまして，武蔵野の森総合スポーツプラザのメインアリー

ナでフェンシングやプールで水泳が行われ，体育協会のチアがオープニングイベントに参

加しております。当日の様子ということで，馬が跳んでいる写真が写っておりますけれど

も，隣の西競技場で馬術が行われました。本番のときには，体育館でフェンシングなどを

行いながら，スタジアムでランニングであったり，射撃であったり，プールも行われる予

定になっております。 

 続きまして，自転車のロードレースも行われました。７月 21 日，ちょうど参議院選挙

に重なった日でございましたけれども，武蔵野の森公園がスタートになりまして，ゴール

は富士スピードウェイということになりまして，調布市の職員であったり，ボランティア

で高校生がコースサポーターとして現地を支えるという形で参加しております。また，自

転車ロードレースの都内通過８市の合同のＰＲ画像なども作成しているというところであ
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ります。 

 また，バドミントンのテストイベントという形になりまして，ダイハツ・ヨネックス・

ジャパンオープン 2019 ということで，７月 23 日から 28 日まで武蔵野の森総合スポーツ

プラザで行われました。こちらも広報協力，運営の協力，それから市民の招待事業として

ご応募いただいて，抽選の結果，100 人を招待した。また，木島平の方にお越しいただい

て観戦していただいたという形になります。当日は桃田選手の活躍などもありまして，満

員になっております。 

 それから，テストイベントではないのですけれども，車いすバスケットボールの国際大

会ということで，こちらもお手元に黒いチラシを置かせていただいております。三菱電機 

WORLD CHALLENGE CUP 2019 ということで，日本代表の強化試合になりまして，こちらも

武蔵野の森総合スポーツプラザで行われております。こちらは市内の小・中学校が競技観

戦を行う。今，調布市では，こちらに出場する韓国チームの練習会場として総合体育館で

受け入れを行っておりまして，きょうの午後，ちょうど韓国チームが総合体育館にいらっ

しゃいまして，挨拶をさせていただいているという状況になっております。 

 また，こちらをごらんになった方がいらっしゃるかもしれませんけれども，調布駅に，

オリンピック・パラリンピックまであと何日というカウントダウンボードを設置している

ところになります。 

 そのほかの状況といたしまして，先ほどボランティアというお話もありましたけれども，

調布市でおもてなしボランティアということで 400 人弱の方にご登録いただいて，これら

の方に研修であったり，実際のイベント等に参加していただいたりというような内容の取

り組みをしているところであります。 

 活動の様子ということで，研修会にご参加いただいたときの写真などを載せさせていた

だいております。また，ラグビーワールドカップ期間中については，ファンゾーン周辺の

イベントや観光案内などを行っていただいているというところになります。 

 「東京五輪音頭 2020」ということで，今，東京都でつくったものを広めていこうとい

うことで取り組みをしておりまして，サマーフェスティバルという１年前イベントを京王

閣で行ったのですが，そのときにも文化協会の方を中心にして，実際に踊りの練習，踊っ

ていただくということを進めて，そのほかにもイベント等で行うという形になります。 

地域のほうで地域練習会ということで，たづくりを初め，あちこちの施設で７月中に何度

か練習会を行いまして，市民の方にも広くやっていただく，なじんでいただくというとこ
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ろでの展開を進めているところであります。 

 調布市応援アスリートということで，オリンピック・パラリンピックに向けて頑張って

いる方，調布市在住であって，調布に縁のある方を応援アスリートということで指定させ

ていただいて，調布市で応援させていただいているということでありますが，今回，パラ

ローイングボート競技の日本代表の有安諒平選手を，７月 24 日の１年前イベントのとき

に指定させていただいています。この方は視覚障害ということでありますけれども，今，

杏林大学に勤めていらっしゃるということで，視覚障害のことも研究しているということ

をおっしゃっておりました。調布市として，今後もしっかり応援をしていくという形にな

っております。 

 最後のページになりますけれども，調布市公式アカウントとは別に，オリンピック・パ

ラリンピックに向けて独自のアカウントをとりまして，調布市オリ・パラ担当のほうでこ

れまで以上に積極的に情報発信をしていくことになっておりますので，これが運用された

暁には，皆さんにこちらのほうで情報提供させていただきますので，ごらんいただければ

と思っております。 

 こちら，駆け足にはなりましたけれども，現在行っているラグビー，オリ・パラに向け

ての取り組みの報告ということでございます。 

 以上です。 

○会長  今の資料についてご質問とかありますか。――いかに楽しむかということと，

いかに安全にということですか。特にヨーロッパの方々は，飲む量が半端ではないと大会

の前から聞いていますので。私も 21 日のチケットを手に入れたので，行こうかなと思っ

ています。 

○Ｃ委員  ８月３日のパブリックビューイングのときは，特に大きな問題はなく，スム

ーズにいきましたか。 

○事務局  そのとき，私も現場にいたのですけれども，写真をみていただくと，屋台が

あって，ガーデンテーブルもあって，そこで家族みんなで座って物を食べながら，お酒を

飲みながら，みんなで楽しむという形でした。時間も９時ぐらいまでだったのですけれど

も，終了後も大きな問題は特になかったと聞いております。駅前だったので，通行してい

る人が何だこれはということで足をとめてみる，そこで楽しむという様子が非常に見受け

られましたので，自然と集客があったと。また，この雰囲気がよく，夏祭りの雰囲気もあ

りということで，すごくいい雰囲気の中で行われていました。 
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○会長  今度，９月６日に予定されているではないですか。これは雨が降ってもやるの

ですか。 

○スポーツ振興課長  荒天中止だと思います。 

○会長  19 年のラグビー，その後すぐにオリンピックの準備は大変かと思うのですけ

れども，特によろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，大成功を祈念していきたいと思います。 

  では，続けてその他ということで，残りの資料等の説明も含めてお願いします。 

○事務局  お手元にあります資料４，資料５の説明をさせていただきます。 

 資料４に関しましては，先ほどもご案内いたしましたけれども，日本車いすバスケット

ボール，昨年度，今年度と大きな大会を調布市で開催するに当たりまして，さまざまな連

携協力を行っている中で，調布市と一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟が，パ

ラリンピック開催を１年後に控えまして，調布市内の開催競技である車いすバスケットボ

ールを中心とした障害者スポーツの発展・振興のために相互に協力して，地域社会におけ

る障害者スポーツの発展と，こちらも共生社会の実現に寄与することを目的としまして，

この間 22 日に相互協力協定を締結いたしましたというご報告になります。 

 こちらについては，連盟としても，調布市としても，自治体と競技団体の間での相互協

定は初めてのことということで，非常に関係性もよく，総合体育館での韓国チーム練習を

明日も行うのですけれども，それ以外にも，日本代表，イラン代表の練習試合を観戦出来

たり，そういったところでの協力をさせていただいております。 

 続きまして，資料５，こちらも先ほどからの説明の中にありました，調布市応援アスリ

ートについてです。調布市で市を挙げて応援するアスリートを指定しております。一昨年

から，市にゆかりのある現役のアスリートを指定しているということになります。特に日

ごろの練習の様子だとか，国内・国際大会で活躍した場合に，市民に広く情報提供すると

か，応援することをメインにしていますので，特に金銭的な援助とかはないのですけれど

も，応援アスリートとして，第１弾が 2017 年 11 月に，まずパラバドミントンの山崎悠麻

選手，こちらの方，実は 2017 年９月まで調布市の職員で在籍しておりました。今は競技

に専念するために，ＮＴＴ都市開発株式会社に所属されておりまして，先日も５月に行わ

れたカナダのパラバドミントン国際大会でも，シングルス，ダブルスで優勝しているとい

うことで，非常に有望な選手になります。２児の母としても非常に頑張っていらっしゃる
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方になります。 

 翌年５月には卓球の森薗選手，こちらも日本代表でよく出ていらっしゃる方なのですけ

れども，今はＴリーグの岡山に所属されていますので，調布市との連携というのはなかな

か難しいところではあるのですが，この方は，調布市内にある明大卓球部の合宿所にいら

っしゃったという縁で，アスリート第２弾ということで行っています。 

 裏面に移りまして，2018 年７月にはＦＣ東京の選手で，調布市出身ということで，平

川怜選手。この選手もＵ―15 から毎年代表チームに選出されて，将来有望ということで

指定されております。ただ，今年度７月，鹿児島ユナイテッドＦＣに育成型期限付きで

2020 年１月 31 日まで移籍しておりますが，引き続き調布市出身の選手として応援してい

くということで，応援アスリート第３弾となります。 

 第４弾が皆さんご存じの桃田選手，市内のＮＴＴ東日本バドミントン部の練習拠点があ

るということのご縁で指定させていただきました。この間も２連覇を飾ったばかりです。 

第５弾が，先ほど資料にありました有安選手です。この方もパラのボート選手では強化

指定選手になっておりますので，出場が非常に期待される選手となっております。 

 今月に入りまして，パラの水泳競技，松田天空選手を指定しております。こちらの選手

は，総合体育館を練習拠点にしている知的発達障害の方の水泳クラブＧＡＧＡＮＩという

チームがありまして，こちらに所属している選手になります。ＧＡＧＡＮＩの松田君を含

めて４名の選手が，６月に開催された日本知的障害者水泳大会，全国大会のフリーリレー

で日本新記録を出すなど，非常に活躍した選手の多いクラブチームになります。このたび，

東京アスリート認定選手にも指定されたということで，第６弾目としての応援アスリート

に指定した次第になります。 

 今後もこういった形で応援アスリート指定を行っていきまして，機運醸成とともに，そ

の後も継続的な応援をすることで，大会後のスポーツ振興につなげていくというものにな

っております。 

 今までこういった形で審議会の中でご紹介している機会がございませんでしたので，今

回改めてご紹介をしたということになります。 

 説明は以上になります。 

○会長  ありがとうございます。資料が全部で４点行っているかと思いますけれども，

東京の地域教育と東京の障害者スポーツ，それから日本教育会。では，東京の障害者スポ

ーツについて，Ｄさんから一言，二言ご挨拶を。 
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○Ｄ委員  北区にあります総合スポーツセンターが改築と改修工事を行いまして，７月

にグラウンドとテニスコートが３面と，陸上競技場，200 メートルトラックがあるのです

けれども，完成したということで，開所式を行いました。 

 あと，6 月 30 日に多摩障害者スポーツセンターが国立にリニューアルオープンという

か，改修工事を行いまして，開所式を行いました。北区の総合には都知事が来ていただい

て，うちのセンターは副知事が最後のお仕事という形でいらしていただきました。あと，

縁ありまして，ＦＣ東京の石川選手と，オリンピックのアーティスティックスイミングの

三井選手に来ていただいて，あとパラの代表ということで，全盲の視覚障害の葭原選手，

2004 年のアテネの時，自転車で金メダルをとったというアスリートの方にも来ていただ

いて，盛大に行わせていただきました。今，葭原選手はブラインドサッカーもやっていま

して，ＦＣ東京の石川選手と一緒にブラインドサッカーを体験していただいて，地元の国

立の小学生たちにも来ていただいて行いました。あと，車いすバスケットという形で行っ

ております。 

○会長  ありがとうございました。中身にいろいろ写真もついたり，説明がついていま

すので，また後でちょっとみていただければと思います。 

○Ａ委員  「日本教育」という月刊誌と「日本教育会」というリーフレットをお配りし

ました。短時間で説明したいと思います。 

 これは，内閣府が認可している日本最大の教育団体なのです。特徴は，中学校は中学校，

高校は高校，小学校は小学校で研究活動をやるのですが，幼稚園，小学校，中学校，高等

学校，特別支援学校とＰＴＡが入っている，研修している，または勉強する機関なのです。 

 リーフレットを開いてみると，５つの大きな事業があります。みていただければわかる

のですけれども，１つは，研修の助成をするのです。いろいろなところで研修をやるに当

たって，講師を呼ばなければいけない。講師にはお金がかかりますよと。それを助成しま

す，助成金を出しますよというようなこと。それから，カウンセラー研修というのを年に

１回やっています。ことしもカウンセラー研修を佐賀県でやりまして，全国から 120 名の

参加者がいた。参加料は 3,000 円で非常に安いのですけれども，そうそうたる講師陣が集

まって３日間研修をやるといった事業とか，あとは全国大会，幼稚園，小学校，中学校，

高等学校，特別支援学校のそれぞれの研究をした先生が短時間で発表する。そして，ディ

スカッションしていくというような研究をしていくということ。 

 最後は，「日本教育」という月刊誌があるのですけれども，年間に 10 回出しまして，こ
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の中をみると，かなり著名人が原稿を書いて，１つの冊子にしているということです。こ

の編集をやったりとか，お願いをしたりという仕事をしているのですけれども，ぜひみて

いただいて，東京都の中学校はほとんど会員になっていますので，それぞれの学校に配ら

れています。８月号は，元選手で現監督の清雲氏の巻頭インタビューということで載せて

いますし，国の動きとか，いろいろな教育界の動きがわかるようになっています。 

 私，ことしから入って，文科省とか経産省とか，そのような堅物の役所ばかり書いてあ

るので，そこを切り崩そうかなと思って，スポーツ関係とか芸能関係，今，考えているの

は，12 月号は，さだまさしにお願いしようかなと思って，人生の生きざまみたいなもの

を書いてもらって，それをそれぞれの先生方がみて，何かの参考になればなと思っていま

す。 

○会長  と。 

 ほか，何か連絡事項，事務局も含めてございますか。特によろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，予定の時間を少し出てしまいましたけれども，よろしいですか。委員の方々，事

務局もよろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，副会長にまとめていただきますので，よろしくお願いします。 

○副会長  きょうの議題は，障害者スポーツの振興でしたけれども，障害者，健常者に

かかわらず振興とは何かと考えて，何かやりたいときに，これができる。これもあるし，

これもあるしという選択肢があることが，結局，最終的には振興なのかなと思います。 

 例えば，私は絵を描くのは嫌いではないですけれども，絵心などはないので，人前でも

し絵を描きなさいといわれたら，どちらかというとちょっと嫌な感じが。同じように，ス

ポーツの場合も，スポーツをする権利はあるのだけれども，義務になって，これをやりな

さいといわれると，しかも特定のこれをやりなさいといわれると，振興ではなくて，押し

つけみたいになってしまって，スポーツを推進するとはどういうことなのかなと考えたと

きに，自分でいろいろなことを選べるということと，選ぶためにはスポーツをする場所も

必要ですし，先ほどからずっとお話で出ている，いいのかどうか，やっていなければ，い

いも何も選びようがないというのがあるので，やったことがあるとか，できれば子どもの

ときからそういう環境がある。障害者の場合だと，健常者と障害者の区別なく，一緒に何

かやれることがあるというのが，最終的には一番大事なことなのかなと思います。 
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 今回のオリンピック・パラリンピックがいい契機になって，いろいろなスポーツの場，

スタジアムとか，そういったことについては実際にできているのだと思うのですけれども，

それを定着させるとか，教育でそういう場を提供するとか，子どものうちから提供すると

いうのは，オリンピックがあったからできて，もうそれでおしまいということでは全くな

いと思うのです。多くの皆さんは当然ご承知だと思うのです。 

 先ほどから，定着するには何年かかかるということもあるし，それをまた続けていくと

なると，オリンピックが終わったらもうこれでおしまいということでは，一瞬だけ花が咲

いてというような形になりかねないので，これをぜひ続けていく上でも，東京都がという

こともありますし，その中でも調布市は，こういった機会があったということをきっかけ

に，中心になるまちになればいいなと思うのです。 

 ですから，先ほどの障害者スポーツセンターも，ぜひ調布市のセンターができるといい

なと思いますし，そこには子どものうちから健常者，障害者関係なく，一緒にやれるとい

う場所だとすごくすばらしいなと思います。 

 まとめにはならないのですが，そのように思いました。 

○会長  では，第１回ということで，時間をオーバーしてしまいましたけれども，以上

で終わりにしたいと思います。事務局，何かありますか。 

○事務局  きょうも皆さん，長い時間，ありがとうございました。また，本日いただい

たご意見を参考にしながら，こういった協議体に向けての取り組みだとか，スポーツ振興

課内でも，障害福祉課と共有しながら進めていきたいと思っておりますので，よろしくお

願いします。 

 また，次回の審議会の開催についても，なるべく早い段階で皆さんと調整させていただ

ければと思っておりますので，次回もぜひご参加いただきますよう，よろしくお願いしま

す。本日はどうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


