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令和元年度第２回調布市スポーツ推進審議会 議事録 

 

日 時 令和元年１１月１８日（月） 

午後６時５０分 

会 場 調布市役所 特別会議室 

 

○事務局  それでは，ただいまから調布市スポーツ推進審議会委員委嘱式を行います。 

 調布市スポーツ推進審議会委員を委嘱するに当たりまして，委員の皆様に，副市長の荒

井より委嘱状をお渡しいたします。お名前を読み上げますので，恐れ入りますが，その場

でご起立をお願いいたします。 

 

     （委嘱状授与） 

 

○事務局  ありがとうございました。 

 それでは，副市長の荒井からご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

○荒井副市長  改めまして，皆様，本当に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。本来であれば，市長の長友から，皆様お一人お一人に委嘱状をお渡しさ

せていただくところではございますけれども，今日，あいにく出席がかないませんでした

ので，委嘱状を私から，またご挨拶も私からさせていただければと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 さて，今もう11月になっておりますけれども，皆様には10月１日という節目から２年間

という任期の委嘱状をお渡しさせていただきました。このスポーツ推進審議会委員は，市

のスポーツに関する様々な見識のある方々にご意見等をいただきながら進めさせていただ

くものでございますけれども，まさにトピックスでお話をさせていただけるのであれば，

この９月20日にラグビーが日本に，この東京に，そしてまたこの調布に，全48試合のうち

の８試合がやってきたということです。都内では唯一，調布が会場になったということで

す。 

 開幕戦から３位決定戦まで１ヵ月ちょっとあったわけですけれども，本当に多くの国内

外の方々にお越しいただいて，スタジアム８試合の総延べ来場者数が38万人と言われてお

ります。平均するのは余り妥当ではないと思いますけれども，４万7,000人ぐらいの方々
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がスタジアムに訪れ，また調布駅前では，ファンゾーンという取り組みを，東京都主催で

はございましたが，市としても，土日を含めてやらせていただきました。 

 非常に多くの方に来ていただきまして，特に味の素スタジアムで試合があるときは，海

外のそういう特色なのか，まず調布に寄っていただいて，ファンゾーンで前の試合を観戦

しながら，たらふくビールを飲んでいただいた後に，シャトルバスに乗って味の素スタジ

アムに行く。スタジアムの試合が終わると，また調布に戻ってきていただいて，その次の

試合をみるというような，本当ににぎやかな光景がこの９月から生まれたわけですけれど

も，まさにラグビーを通じたスポーツのすばらしさが，市民に対しても実感していただけ

たのかなと改めて思うところもございました。 

 来年は，東京2020大会ということで，オリンピック・パラリンピックがやってまいりま

す。これも都内では，臨海地域とか23区を中心に，その他の会場も含めていろいろな展開

がされるわけですが，多摩では唯一その会場があるということで，味の素スタジアムでは，

サッカーの予選も含めて７人制ラグビー，近代五種競技が行われます。隣の武蔵野の森総

合スポーツプラザではバドミントンの大会が，そしてパラリンピックでは車いすバスケッ

トボール。また，隣接します武蔵野の森公園が自転車ロードレースのスタート地点になっ

ているということで，調布市を通るのは一瞬なのですが，その後，多摩の８市をめぐって，

富士スピードウェイまでの長期のロードも無料で観覧できるということで，多くの市民の

方々は本当に楽しみにしていると思います。 

 また，先ほどお話しした駅前では，オリンピックはまだ検討中でございますけれども，

東京都から，パラリンピックについては，パブリックビューイングのような形で，駅前で

いろいろな展開ができないだろうかということで，もう既にそういう依頼を受けて，ライ

ブサイトという催しを期間中にさせていただくことになっております。このライブサイト

も，実際には障害者スポーツの振興はもちろんなのですけれども，障害のある方もない方

も共に育んでいけるような社会というか，共生社会を目指していけるような大きな取り組

みになればいいなと市としても思っているところでございます。 

 話が長くなっておりますけれども，前回の委員を引き続きお引き受けいただいている

方々には，まさに平成29年10月から調布市の基本計画にかかわる素案とか，またラグビー

とか，オリンピックに係るレガシーの創出というスポーツの観点で，いろいろなご審議，

ご意見をいただいたわけでございます。 

 今年は，さらにラグビーを迎え，オリンピックを迎えたという調布で，また新たに障害
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者スポーツも含めていろいろな取り組みをやっていかなければいけない。スポーツの振興

に関する計画を新たにつくって，これからこの調布がスポーツの振興に寄与するような，

市民の皆様が喜んでいただけるような，そういうスポーツの計画をしっかりつくって，し

っかり実施していかなければいけないというようなところもございまして，ぜひ皆様には

そういう観点からご意見を賜りたいと思っておりますので，何とぞ忌憚のないご意見とい

うか，お忙しい中ではあると思いますけれども，いろいろご意見をいただいて，本当にい

い計画にしていきたいと思っておりますので，ぜひご協力をいただければと思っておりま

す。皆様，どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局  以上をもちまして，令和元年度及び令和２年度調布市スポーツ推進審議会委

員委嘱式を閉会いたします。ありがとうございました。 

      

○事務局  これから，令和元年度第２回調布市スポーツ推進審議会を開催いたします。

よろしくお願いします。 

 本日は，お忙しい中お集まりいただきまして，ありがとうございます。本日の開催に当

たり，審議会委員８名の方が出席されていることから，調布市スポーツ審議会条例第７条

の規定により，本会議が成立することをまずご報告いたします。 

 続きまして，スポーツ振興課長からご挨拶申し上げます。 

○スポーツ振興課長  皆さん，こんばんは。改めまして，調布市スポーツ振興課長の村

上です。よろしくお願いいたします。 

 本日は，お忙しいところ，皆様にお集まりいただきまして，本当にありがとうございま

す。今回，委員にご就任いただいたということで，本当にありがとうございます。 

 今期から新たに３人の方に委員にご就任いただきまして，本当にお礼を申し上げる次第

でございます。よろしくお願いいたします。また，前期から引き続き継続で委員をご承諾

いただいている皆様につきましても，引き続きご指導，ご鞭撻いただければと考えており

ます。よろしくお願いします。 

 先ほどの副市長のご挨拶からもありましたとおり，市でラグビーワールドカップがあっ

たというところは非常に大きなトピックであります。こちらは成功に終わって，また来年，

東京2020大会があるというところで，今，市としてもそれに向けて準備をしているところ

であります。その中で，スポーツの力を使ってどういうことができるか，市民のスポーツ

をどれだけ振興できるか，また，健康であったり，福祉の面，教育であったり，いろいろ
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な部分でスポーツを活用できる，それからみんなが幸せに生きていくことができるような

社会ができればなと思っております。 

 そういった中で，先ほど副市長からのお話にもありましたとおり，今後の東京2020大会，

ラグビーを踏まえて，その後，調布市としてどういったスポーツについての施策，どうい

た取り組みを進めていくべきかというところも含めまして，これからご審議をいただきた

いと考えております。それぞれの立場から，皆さんの忌憚のないご意見をいただきまして，

引き続きご指導賜りますようお願いしたいと思っております。 

 甚だ簡単ではございますけれども，ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○事務局  それでは，お手元にあります配付資料の確認をさせていただきます。 

 まずこちら，お手元に次第が１枚目にございます。２枚目が資料目録となっております

ので，そちらとあわせて確認をいただければと思います。資料１委員名簿，資料２がスポ

ーツ推進審議会条例，資料３，こちら横向きになりますが，調布市のスポーツ施設一覧，

資料４がカラー刷りになります調布市基本計画の抜粋になります。資料５が令和元年度行

政評価のものになります。資料６が今後の審議内容及び審議会の予定になっております。 

 その他の資料といたしまして，調布市基本計画の概要版冊子になっております。また，

スポーツ調布2019年度版のもの。あとこちら，駅伝競走大会がまた来年１月にございまし

て，現在チーム募集中になっておりますので，ぜひ皆様，ご参加いただければと思います。

その次が，皆様のお手元にあります「とうきょうの地域教育」，その下が，今度12月８日

にございます私ども主催の障害者スポーツ体験会のチラシ。あと，後ほど説明の中にもご

ざいますが，Ａ４横でとじてございますが，平成30年度，昨年度にスポーツ振興課が実施

した主な事業一覧のもの。最後が，ＳＨＣ倶楽部のボッチャ交流会のチラシとなっており

ます。 

 今回新たに，皆様に紙のファイルをお渡ししていまして，穴をあけてありますので，終

わりましたらこちらにとじていただきまして，今日お配りしたもの，引き続き使うことも

ございますので，ぜひ皆様，こちらを保管していただければと思っております。よろしく

お願いします。 

 では，資料の確認を終わります。 

 続きまして，議題に早速入らせていただきたいと思います。 

 まず議題１，スポーツ推進審議会の役割について，ご説明いたします。お手元資料２の
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調布市スポーツ推進審議会の条例をごらんください。 

 お手元の資料の中をごらんいただきながらなのですが，まず審議会ということで，調布

市では，スポーツ基本法第31条にございます「都道府県及び市町村に，地方スポーツ推進

計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため，条例で定めるとこ

ろにより，審議会その他の合議制の機関を置くことができる」との規定がございます。こ

の規定により，調布市スポーツ推進審議会条例を制定し，本審議会を設置しているところ

です。 

 こちらの役割といたしましては，市長の諮問に応じて，スポーツ推進計画やその他のス

ポーツの推進に関する重要事項について調査審議をし，答申をするとともに，市長に建議

することとされております。過去にも，調布市スポーツ振興計画や調布市スポーツ施設再

配置計画だとか，あとは体育施設の使用料などの額の適正化についてとか，または新たな

るスポーツ活動のきっかけづくりについてなどご審議をいただきまして，答申や提言をい

ただいております。 

 今回，この間の９月までの任期中の皆さんには，平成30年度の行政評価や今年度の４月

にスタートいたしました後期基本計画の施策14，市民スポーツの振興について重要なご意

見をいただくなど，調布市のスポーツ施策を進める上で，大変に重要な役割を果たしてい

ただいているところでございます。 

 本審議会は，条例第３条にございますように，スポーツに関する学識経験者や知識経験

者などから，市長が教育委員会の意見を聞いて，委嘱する委員10人以内で組織することと

されています。 

 任期は，第４条の規定により２年間となっております。先ほどお渡しした委嘱状にござ

いますように，今回の任期は，令和元年10月１日から令和３年９月30日までとなっており

ます。 

 条例第５条になりますが，本会には会長，副会長を置くものとしております。会長の選

出方法なのですが，委員の互選といたします。副会長は会長が指名すると規定されており

ます。この後，会長の選出と会長による副会長の指名を行わせていただきます。 

 また，この審議会は，条例第６条及び第７条の規定のとおり，会長が招集し，委員の半

数以上の出席がないと成立いたしません。そのため，毎回会議の前に，確認の意味で，冒

頭に出席委員数をご報告いたします。そのため，この会議が終わりまして，次回以降の審

議会の開催通知におきましては，これから選出されます新しい会長のお名前でお送りいた
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します。 

 条例第９条では，会長が必要であると認めた場合には，委員以外の者を審議会に出席さ

せ，意見を聞くことや，資料の提出を求めることができるとしております。 

 最後となりますが，第10条の規定により，この審議会の庶務は，生活文化スポーツ部ス

ポーツ振興課で行いますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上，簡単ではございますが，調布市スポーツ推進審議会の役割についてご説明とさせ

ていただきます。 

 では，今ご説明させていただきましたが，こちらから会長の選出及び副会長の指名に入

らせていただきたいと思います。まず，どなたか立候補はいらっしゃいますでしょうか。

もしいらっしゃらない場合は，事務局の一任とさせていただきますが，いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。そうしましたら，今期も引き続きということで，Ｃ委員に会長

をお願いしたいと思いますが，Ｃ委員，よろしいでしょうか。 

○Ｃ委員  皆さんのご支援をいただければ，頑張っていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○事務局  皆様，よろしいでしょうか。 

     （満場拍手） 

 それでは，Ｃ委員，会長の席にご移動をお願いいたします。 

 会長，会長就任に当たり，一言ご挨拶をお願いいたします。 

○会長  改めまして，こんばんは。自分も保健体育科の教員として学校現場にずっとい

たものですから，体を動かすことは嫌ではありませんし，いい汗を皆さんにかいてもらい

たいなと思っています。 

 これだけ大きな器のある，全国の中でも珍しい調布という地域，今回は世界の人たちに

スポーツのすばらしさですとか，調布のすばらしさを体感してもらったと思いますので，

来年のオリンピック・パラリンピックを通して，それをぜひ市民の方々にも体感していた

だくような何かお助けというか，自分たちが意見を出せればいいかなと思っています。ぜ

ひ多くの委員の方々から率直な意見を出していただければと思います。 

 楽しい会にしたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○事務局  よろしくお願いします。ありがとうございました。 
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 続きまして，審議会条例第５条の４に基づいて，会長から副会長の指名をお願いいたし

ます。 

○会長  では，毎回，最後のまとめをすばらしくやっていただきますＢ委員に引き続き

お願いしたいと思いますけれども，よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では，よろしくお願いいたします。 

○事務局  それでは，副会長からご挨拶をお願いいたします。 

○副会長  ５期目に入りまして，副会長も連続でさせていただくことになりましたけれ

ども，最後のお話しさせていただくのはいつもプレッシャーで，何かいい話をしようと思

うと特にできませんので，日常で感じたことをいつも話させていただいています。 

 私は，ふだんは電気通信大学で１年生，２年生の体育の実技と，上級生には研究指導も

しているのですけれども，若者の体力の低下を非常に感じていまして，今は大人になると，

もうちょっと元気になってくる傾向にあるみたいですが，一旦何となく落ち込んでくると

いうのを目の当たりにしています。それが非常にもったいないなと今感じていて，調布は，

先ほど副市長にいただいた名刺にも「映画のまち」と書いていましたけれども，同時に，

スポーツのまちになるといいなとずっと思っています。 

 そういったところで，少しでもお力になれればなと思いますので，引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。 

○事務局  ありがとうございました。 

 それでは，ここからの議事の進行は，会長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○会長  では，最初に，次第にあります大きな５番の議題のところ，(1)，(2)が終わり

ました。続きまして，(3)調布市のスポーツ行政のあらましということで，資料３，４，

５に基づいて，事務局からご説明をお願いします。 

○事務局  それでは，ご説明させていただきます。お手元に資料３，４，５をご準備い

ただければと思います。 

 カラー刷り資料４になりますけれども，まず調布市は今回，令和元年度から令和４年度

の調布市基本計画の中の施策14，「市民スポーツの振興」に位置づけられておりますよう

に，年齢や障害などを問わず，広く市民がスポーツに親しみ，楽しめる環境を整備し，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ております。 

 その施策を実行するために，資料４の１枚目，真ん中にありますけれども，「基本的取
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組の体系」というところ，施策14とありまして，14―１がスポーツ環境の整備，14―２が

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進，14―３がＦＣ東京等と連携したスポーツ振

興等の推進という３つの体系に基づきまして，基本計画事業を行っているところです。 

 まず，14―１のスポーツ環境の整備についてご説明させていただきます。資料３にござ

いますＡ４横の調布市スポーツ施設の一覧をごらんください。体育館，テニスコート，各

グラウンド，多目的広場，ゲートボール場など，調布市が持っている施設です。東京スタ

ジアム，武蔵野の森総合スポーツプラザなど東京都の施設などは載っておりません。純粋

に調布市の施設がこちらにあります。 

 こちらは，ゲートボール場だとか，一部施設を除きまして，基本的には規定の条件を満

たして登録をした市内在住，在勤，在学の個人や団体に貸し出しているものでございます。

予約システムにより，市民が優先的に予約していただけるのですけれども，市外の方もご

利用いただけるものとして運用しているものになります。市民プールに関しては，７月10

日から９月10日，毎年２ヵ月だけの開設になっております。 

 こちらが施設の一覧ということで，資料４にお戻りください。ページについては，資料

４の１枚目の裏にあります137ページ目になってきます。14―１のスポーツ環境の整備と

いうところで，スポーツ施設の整備と改修がまず大きな項目でございます。皆様ご存じの

とおり，施設がかなり老朽化しております。限られた土地の中で，いかに有効利用してい

くかというところも含めまして，老朽化した施設の改修だとかを行いながら，施設の維持

管理を行っているところでございます。 

 環境というところでは，情報の提供の充実ということで，なるべく市民の方がスポーツ

やレクリエーション活動に主体的に参加できるように，市のホームページ，ＳＮＳなどを

活用して，施設やイベント情報などをわかりやすく魅力的に発信するよう取り組んでいる

ところでございます。 

 もう１つ，３つ目の項目としましては，スポーツ指導者の育成。こちらは，体育協会だ

とか関係団体との連携，協力のもと，市民が主体的なスポーツレクリエーション活動を支

える指導者の育成と資質の向上を図っております。 

 ４つ目が次世代アスリートの発掘支援。こちらに関しては，調布市でも報奨金制度がご

ざいまして，全国大会や国際大会に出場する方に一定の金額をお出しして支援を行ってい

るものも含めて，次世代アスリートの発掘支援というところで行っているところでござい

ます。 
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 14―１，スポーツ環境の整備に関しましては，まちづくり指標といいまして，目標値が

令和４年では，施設を利用している方，年間で107人を目標値として設定しております。2

9年度の実測値は105万人と，かなり多くの方が既に利用されている状況でございます。 

 続きまして，14―２，138ページ，ライフステージに応じたスポーツ活動の推進になり

ます。こちらに関しましては，やはり４つほど項目がございます。 

 誰もがスポーツに参加できる機会の充実といたしまして，それぞれの年齢や体力に応じ，

より多くの市民がスポーツに親しむことができるように，まず調布市体育協会との連携を

図りながら，大きなイベントといたしまして，市民スポーツまつりや市民体育祭，市民駅

伝競走大会，またはリフレッシュ体操スクールなどを実施しております。 

 また，地域における子どものスポーツ機会の確保としまして，調布市スポーツ推進委員

によるニュースポーツの普及活動や，障害者スポーツ支援等の取り組みも行っております。 

 そのほかにも，スポーツレクリエーション活動を通じて，地域コミュニティーの活性化

につなげるために，総合型地域スポーツ倶楽部であります調和ＳＨＣ倶楽部と，毎月定例

会を開催し，連携を図りながら，さまざまな行事を開催しております。 

 そして，こちらの一番下にございます，先日終わりましたラグビーワールドカップ2019

日本大会と，来年いよいよ迎えます東京2020大会を契機とした障害者スポーツ等の振興と

して，庁内でも福祉分野等のほかの分野と連携を図っているほか，市内関係団体はもちろ

んのこと，都や東京都障害者スポーツ協会，そして競技団体等の多様な主体と連携し，障

害者スポーツの振興に取り組んでまいっております。 

 続きまして，ページは140ページになります。14―３は，ＦＣ東京等と連携したスポー

ツ振興等の推進となっております。市は，味の素スタジアムをホームグラウンドとするＦ

Ｃ東京とパートナーシップを継続し，連携して，協働のまちづくりを推進しているところ

です。スポーツ振興課でも，先日開催したのですけれども，スポーツ関連の子どもサッカ

ー体験教室，障害福祉課との連携によるあおぞらサッカースクール，指導者向けの講習会

など，さまざまな事業を実施しているところです。 

 また，スポーツの分野だけではなく，高齢者の体操教室や選手会の自主的な活動により，

市内の小学校訪問だとか募金活動，またほかの市内主催のイベントの協力など，福祉，教

育，産業分野など，さまざまな分野で多大なる協力をいただいているところです。 

 ＦＣ東京は昨年度，チーム創立20周年を迎えまして，市としましても，庁内でプロジェ

クトチームを立ち上げるなど，20周年を記念した事業等を多く実施いたしまして，大変な
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盛り上がりをみせました。また今後も，ＦＣ東京が行う地域貢献活動を支援する上で，市

民スポーツの振興や青少年健全育成，地域振興等のまちづくりを協働して推進してまいり

ます。 

 また，市内にはＦＣ東京のみならず，プロバスケットボールチームの東京サンレーヴス，

またはアメリカンフットボールチームであるリクシルディアーズなどのプロスポーツチー

ムがございます。そのほか，桃田選手も在籍しておりますＮＴＴ東日本バドミントン部，

そういったところとの地域社会の貢献事業としてイベントに多く参加いただくなど，市民

向けのイベントを実施しているところでございます。 

 また，一昨年度から，読売巨人軍が市民向けの二軍の無料観戦企画なども実施していた

だいているところです。 

 市としましては，こういったゆかりのあるチームにさまざまな支援をいただきまして，

市民がスポーツに親しむ機会づくりや交流を推進していくところです。 

 続きまして，資料５になります。毎年，市の中で基本計画事業の進捗状況，振り返りを

行っているマネジメントシートになります。 

 １枚目をごらんいただきますと，昨年度，平成30年度のまちづくり指標の実数が出てお

ります。この資料に関しては，30年度の振り返りになりますので，現行の基本計画の前の

計画の最終年度の振り返りという形になっております。目標値が30年度に設定されている

状態で，そちらだけ違ってまいりますので，ご了承ください。体育施設の年間利用者数な

のですけれども，30年度，既に108万人を超えております。 

 ２番目の指標といたしましては，運動を週に１回以上行っている市民の割合。こちらは

目標値70％，今期基本計画でも70％を挙げておりますが，30年度の時点で63.9％と微増し

ている状態でございます。 

 ３番目は，ＦＣ東京等と連携したスポーツ事業の参加者数ということで，こちらも651

人ということで，900人の目標値に対して少しずつでございますが，雨天などで実施事業

が中止になってしまっているという影響もあるのですけれども，毎年盛況な参加者数を誇

っております。 

 こういった形で，１枚目，振り返りを行って評価をしているところなのですけれども，

裏側にございます30年度振り返り取り組み実績と，その次のページの３番にあります平成

30年度における施策の成果についての総括とございます。文字で書いてあるのですけれど

も，皆様に本日お配りしましたその他資料の後ろのほうに，Ａ４のカラーでとじておりま
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す，平成30年度スポーツ振興課の主な実績事業一覧がございます。その他資料なので，一

番後ろから２番目ぐらいにあります。前任期中でも一旦ご説明させていただいているとこ

ろではあるのですけれども，30年度行ったスポーツ振興課の事業が一覧としてございます。

こちら，後でお時間があるときにでも，ぜひ拝見いただければと思います。こういった事

業を行ったということを報告している内容が１枚目の裏面と２枚目のおもて面にあるもの

になっております。 

 こちら，資料５の２枚目，下の欄をごらんいただきたいと思います。平成30年度まで前

期基本計画がございましたけれども，その取り組み状況，課題，今後の方向といたしまし

て，平成30年度まで取り組みを行った結果の今後の取り組みの方向性が右側に書いてござ

います。2020年大会後のレガシーを見据え，さまざまな主体と連携による事業展開を図り，

2020年以降も継続して市民の誰もがスポーツに親しむ機会の創出を図っていく。また，障

害者スポーツの振興について，引き続き関係団体や庁内での横断的連携を図り，当事者の

ニーズ等も把握しながら，より実行性のある事業展開を検討していく。スポーツボランテ

ィアの活用について，東京2020大会に向けて，市で募集したおもてなしボランティアから，

2020年以降に，その一部をスポーツボランティアとして活用するなどの方向性を検討する

必要があるということで，今後，令和元年度以降の取り組みの方向性を示しているもので

ございます。 

 こちらまでがスポーツ行政のあらましということでご説明とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○会長  たくさんの資料に基づいての説明だったのですが，何か聞き落としたところ，

確認したいところがもしありましたら，先に確認したいと思います。 

○Ｇ委員  資料５の１番なのですけれども，これの年間利用者数の目標値95万となって

いるのですが，既に平成27年でその数値を超えているにもかかわらず，95万という目標と

はどういうことなのでしょうか。 

○事務局  施設を増やすことができないという状況がある中で，特に個人利用のテニス

コートだとか，毎回抽選で当たったり当たらなかったりという方が非常に多くいらっしゃ

います。この目標値は24年度の時点で定めているものなのですけれども，その間に人気の

あるスポーツ施設だとか，基地跡の広場だとか，総合体育館の利用者数だとか，大会で非

常に多く利用されていたりすることによって，人数がかなり増えてきているというところ

では，24年度の目標値を途中ではるかに超えてしまっているような状況が続いている状況
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でございます。 

 これからの現基本計画では，先ほど資料４でも説明させていただきましたけれども，実

は資料４の137ページでは，こちらの指標の目標値を107万人と変えさせていただいている

ところがございます。平成30年度までは，施設の利用者数が非常に伸びていたのですけれ

ども，実はここに来て，東京都が設置しました武蔵野の森総合スポーツプラザさんだとか，

三鷹市のＳＵＢＡＲＵのスポーツ施設といった新しい施設ができたことによって，個人利

用の方がさまざまな施設で，同じような金額で利用できるということで，選択肢がふえた

ということでは，スポーツ実施率としてはいいのかもしれないのですが，調布市のスポー

ツ施設としては，利用者がかなり減ってきているという実情を踏まえて，107万人という

設定にさせていただいているところでございます。 

○会長  資料５の一番下の参考のところにも，右側に目標値としては107万人というの

が出ているかと思います。これは30年度に設定したのかな，今の目標は107万という数字

だということです。 

 ほかに何か確認したいところはございますか。――１つ確認してよろしいですか。資料

５の運動を週に１回以上行っている市民の割合が63.9％と。この１回というのは，市の調

査では何十分とかという規定はありましたか。 

○事務局  時間数10分とか，そういったものは特に設定していないのです。ただ，市民

意識調査というのを毎年行っていまして，その中の項目として，競技という設定ではなく，

例えば１駅分歩いたとか，そういった実例は一応掲載した上ではかっているものになりま

す。 

○会長  国のスポーツ基本計画などですと，１日30分という単位があったと思う。ここ

は自分が運動していると判断すれば丸をつけるというような……。 

○事務局  ここは，今まで階段を何回以上という……３回でしたか。 

○会長  スリーアップ・ツーダウンだったかな。 

○事務局  そういう設定があったのが，今それがなくなったりとか，だんだん緩和して

きている状況ではあるので，機会ももちろんつくりつつ，聞き方を工夫しながら，なるべ

く聞かれた人が，これでも運動になっているのだということがわかるような形で聞いてい

けるように努力していきたいと思っています。 

〇会長  ほか，資料４，あるいは３も含めて確認するところがありますでしょうか。 

○事務局  もしよろしければ，この後また審議内容というところでもかかわってくる部
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分かもしれませんので。 

〇会長  わかりました。では，戻ってのご質問もありということで，先に行きたいと思

います。 

 では，(4)の今後審議内容及び審議会の予定についてということで，資料６に基づいて，

事務局，よろしくお願いいたします。 

○事務局  それでは，今後の審議内容及び審議会の予定につきまして，説明させていた

だきます。資料６になります。 

 １ページ目になりますけれども，調布市のスポーツの振興施策についての考え方になり

ます。まず１つは，「スポーツ推進計画（仮）の策定について」というところで記載がご

ざいます。 

 調布市のスポーツに関する計画といたしましては，これまでどのようなものがあったか

というところで，まずは平成19年に策定されました調布市スポーツ振興計画というのがご

ざいました。こちら，その当時の法律に基づきまして計画策定されたものになりまして，

こちらの審議会で審議をいただいたものになります。計画期間としては，平成19年度から

平成25年度までということで，この時期のトピックとしましては，スポーツ祭東京2013が

開催された時期のものでございます。 

 この後，スポーツ振興計画につきましては，計画期間を過ぎた後で，変更，改正等の手

続はしておりません。その後，先ほど説明がありました基本計画の中に計画そのものを取

り込んだ形で進めていくという形をとりました。平成25年３月に前期基本計画ということ

で策定されまして，平成25年度から30年度まで計画期間ということで，スポーツ祭東京20

13の開催，このころに東京2020大会の開催が決定，それからラグビーワールドカップ2019

日本大会の開催もこの時期に決定したというところになっております。 

 また，それに引き続く後期基本計画，こちらが現在説明申し上げました計画になりまし

て，令和元年度から令和４年度を計画期間といたしまして，こちらではラグビーワールド

カップが開催される，東京2020大会がちょうど開催される期間に含まれるというような状

況になっております。 

 ここで調布市だけでなく，日本国内のスポーツをめぐる状況の変化というところになり

ますけれども，平成27年にスポーツ庁が発足しました。また，29年にはスポーツ庁が第２

期スポーツ基本計画を策定しております。調布市では，平成29年11月に武蔵野の森総合ス

ポーツプラザが開館して，運営を開始している。平成30年３月には，東京都が東京都スポ
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ーツ推進総合計画を策定したというところになります。先ほどＨ委員からもございました

けれども，東京都の多摩障害スポーツセンターが味の素スタジアムに一時的に移転してき

て，今年の６月に国立に戻っているという状況。それから，今年の９月にはラグビーワー

ルドカップが日本で開催されたというところになります。 

 今，ラグビーワールドカップ，東京2020大会という大きなスポーツのトピックがあって，

しかも調布市は，開催する会場がまさにあるというところになります。ラグビー，オリン

ピック，パラリンピックという３つの大きな大会が開催されている中で，これに合わせて，

ここでのレガシーという言い方をする場合もありますし，そうでなく，その関連事業とい

う形にもなりますけれども，そういったところを整理しながら，これから教育という視点，

それだけではなく，スポーツの意味も非常に幅が広がっているところもありまして，健康，

高齢，障害などの福祉，また産業など含めて非常に幅の広い施策がスポーツに関連すると

考えられている。 

 ここで改めて基本計画は基本計画としてございますし，またこれが改定される際にも，

スポーツの計画はそこに位置づけられていきますけれども，これを踏まえたスポーツ専門

の個別計画として，施策の整理，課題の整理をして，今後の方針を決めていく必要がある

と考えております。 

 続きまして，次のページをおめくりいただきまして，２ページ目になります。そもそも

スポーツ推進計画とは何だというところになりますけれども，スポーツ推進計画は，スポ

ーツ基本法で策定すると決められているものになります。スポーツ基本法の中では，国の

スポーツ基本計画は，第９条によりまして，必ず定めなければならないという規定になっ

ておりまして，これは義務，必ずやらなければならないということになっております。 

 一方，地方スポーツ推進計画につきましては，国のスポーツ基本計画を参酌して，地方

の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとするということで，

努力義務とされております。実際，調布市では，基本計画の中に入れるという形をとって

おりまして，個別の計画としては現在策定していないという状況ではありますが，先ほど

申し上げましたとおり，今後，東京都の計画，国の計画を踏まえ，また連携をしながら調

布市の計画をしっかりつくっていく必要があると考えております。 

 続きまして，３ページ目になりますけれども，今後の調布市におけるスポーツ振興の方

向性であります。市が社会情勢の変化を的確に捉えて，時期を逃さず，効果的な施策を展

開していく上でも，審議会と連携を図っていくとともに，このページに記載されている事



- 15 - 

 

項を視野に入れながら，スポーツの振興について検討をお願いしたいというところであり

ます。 

 先ほども説明がありましたけれども，基本計画の中での施策の方向といたしましては，

年齢や障害を問わず，広く市民がスポーツに親しみ，楽しめる環境を整備する。また，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，

市民の交流が盛んになるまちを目指すというところになっております。 

 大きく４点ほど，事務局案として項目を記載させていただいております。 

 １つは，東京2020大会のレガシーを踏まえた事業の展開。東京2020大会における市民の

誰もがスポーツに親しむ機会を創出していく。また，大会に向けて，これまでさまざまな

機運醸成の事業なども行っておりますけれども，そういった盛り上がりをどうやって続け

ていくのか，さらに盛り上げていくにはどうしたらいいのかというところでございます。 

 また，障害の有無にかかわらないスポーツ振興といたしまして，パラリンピックを契機

とした障害者スポーツの振興による共生社会の実現に向けた事業展開，障害当事者のニー

ズを踏まえた継続事業の実施，スポーツを通じた多世代間，または障害者と健常者の交流

ができる機会の創出と，そういった機会の継続をしていく必要があると考えております。 

 ３番目といたしまして，多様な主体との連携強化になります。障害者スポーツに関する

内外関係者との横断的連携。例えば今回，車いすバスケットボール連盟さんにつきまして

は，調布市で車いすバスケットボールの大会も行われるというところを踏まえて連携を深

めておりまして，連盟さんと調布市の間で相互応援協定を結ぶことができたということも

ありますので，そういったものを活用していきたいということ。 

 ＦＣ東京のほか，プロスポーツチームであったり，そういった競技団体などと連携をし

ていく。それから，地元で今回，オリンピック・パラリンピックを契機に，さまざまな企

業さんがオフィシャルパートナーという形であったり，いろいろな位置づけの企業さんが

ございますので，そういったところとの連携。それから，福祉，教育との連携の充実とい

うところが考えられます。 

 スポーツといいますと，やはりプレーをするというところが非常に出てきますけれども，

みるであったり，支えるであったり，直接スポーツはしなくても，何らかの形でかかわっ

ていく必要があるのかなというところ。スポーツボランティアの確保，育成，小・中学生

のスポーツを支えるという意味での小・中学生の参加の機会の創出などを検討していく必

要があるのかなというところでございます。こちら，先ほど事務局案でということで申し
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上げましたけれども，こちらの意見は，前回までの審議会の中で出された意見も踏まえて

の記載となっております。 

 最後になりますけれども，今年度，来年度のあらあらの予定，事務局案になります。今

回，委員の委嘱をさせていただきました。スポーツ推進計画につきましては，市長からの

諮問に対しての審議会での答申という形を今できないかなというところで調整を図ってい

るところであります。こちらを１月に審議会として行うと考えております。また，２月か

ら９月の間につきましては，先ほど申し上げました課題や実際のオリンピック・パラリン

ピックの運用，ことしのラグビーの検証のあたりを踏まえまして，個別の課題に関する検

討，計画の策定に係る調査審議等をしていきたいと考えております。 

 実際，７月から９月には東京2020大会が開催されるというところでありますけれども，

来年の秋，10月ごろを目指しまして，そういった課題整理，今後の方向性を整理した中で，

推進計画の中間まとめをご審議いただきたいと考えております。審議いただいた後に，パ

ブリックコメント手続等を行いまして，広く市民のご意見をいただきたいと考えておりま

す。そちら，市に意見を調整した後，実際に推進計画の内容を審議会として報告するとい

う形をとりたいと考えております。 

 詳細を今後詰めていくという形になりますので，まだあらあらの内容とスケジュールで

お話をさせていただいておりますけれども，今年度，来年度の推進計画を策定したい，方

向性をしっかり決めていきたいというところでございますので，ぜひご協力をお願いした

いと考えております。 

 長くなりましたが，説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○会長  ありがとうございました。最終的には調布市としてのスポーツ推進計画を策定

するというところで，１年半ぐらいというような大きな目標だそうです。 

 今，資料６についての説明がありましたけれども，確認したいところ，ご質問したいと

ころをまず受けたいと思いますが，いかがでしょうか。３ページのところに具体的な方向

性ということで示されていますので，事務局としては，こういうことを今のところ考えて

いると。この中身についてもまだいいですか。そこも含めて。 

○事務局  こういった中身，今現在，事務局でこういった方向性で考えておりますけれ

ども，例えばこういった視点，こういうことを検討していく必要があるのではないかとい

ったご意見も，今日，もしフリートークということでいただければ，検討してまいりたい

と考えております。 
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○会長  例えばということで，私から。４つの柱があって，１つ目の柱に東京2020大会

だけが書かれているのですけれども，例えば2019のラグビーワールドカップですとか，20

20のパラリンピックですとか，先ほどの挨拶の中，３つの大会がというのがありましたが，

そこは１つだけでよろしいのかというのが１点。 

 それから，４の柱のところに，「みる，支えるの視点による」と書かれているのだけれ

ども，ここでは基本的に支えるだけが２つボランティアのことで，観戦するとか，トレー

ニングを見学させてもらうとか，みる視点が具体的にはここにはないのだが，いいのだろ

うかという２つ，先ほどの説明を聞いていて感じたところでした。 

 というように，皆さん何か，ここも入れたらとか，抜けているのではないかというのが

ありましたら，いかがでしょうか。どうぞ。 

○Ｅ委員  ちょっとずれるかもしれないですけれども，スポーツ環境の整備で，スポー

ツ施設のことが書かれていて，またバドミントンの話なのですが，学校を使われているチ

ームとかは，今まで３時間使用できたのが，昨年度から２時間になってしまい，予約もな

かなかとれにくくなったという現状があり，こうやってスポーツしましょうと調布を挙げ

ていっているのと逆に，やれる場所が減らされているとバドミントンチームの皆さんは訴

えていて，例えば時間を２時間に減らされた場合，１日使用時間は決まっているわけでは

ないですか。２時間でいろいろな競技が割り振られて，減らされた分，たくさんの競技が

１日の間に入っているのであれば，それはそれでいいのかなと思うのですけれども，どう

もそうではないらしいという話なので，そこら辺は今後，みんなが使えるように考えてい

ってもらいたいと思っているのです。どうして減らされてしまったのですか。 

○事務局  私たちも事情が詳しくはわからないのですけれども，教育委員会でやってい

る一般開放と，各学校で管轄している開放とあるのです。どちらになるかという形による

のですけれども，学校で副校長先生が管理されているところであれば，恐らく学校の事情

がかかわってきているのかなと思うのですが。 

○Ｅ委員  そちらではないかもしれないです。 

○会長  終わりの時間が早まったのですか。スタートの時間が遅くなったのですか。 

○Ｅ委員  そこはちょっとわからないのですけれども，練習をする時間が，以前は３時

間あったのに，２時間しか使用できませんという状態に今なっているのだそうです。 

○会長  全小・中学校。 

○Ｅ委員  今までずっと使用していたチームの人たちがそういっていたので。 
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○会長  それは確認していただいたほうがあれかもしれないですね。 

○Ｅ委員  調布がバドミントンのオリンピック会場でもあるし，みんなで盛り上がって，

やりたい子どもたちもいっぱいいるのに，受け入れる場所がないというのは，全くないな

らまた別なのですけれども，今まであったはずのものを減らされるのは，ちょっと違うか

なと。 

○会長  まさかスポーツ庁が出したガイドラインの２時間程度とかという，そのことで

はないですよね。あれは中学生，高校生のあれですからね。市民の方とは関係ないあれだ

から。 

○事務局  教育にも確認をとってみます。私たちも前期の推進審議会でもお話しさせて

いただいたのですけれども，やはり新しい施設をつくるというのは，なかなかどうして厳

しい状況の中で，東京都の施設ができたり，民間の施設だとか，そういったところで何か

活用できる方法はないかといっている中で，ご意見としても学校活用というお話をいただ

いているところではありますので，そういったところ，教育との連携などという話も先ほ

どもありました。今その状況がまだ把握できていないので，まだ連携できてない感じがわ

かってしまう点かもしれないのですけれども，確認をしながら。 

○会長  これは今，３の柱のところに，多様な主体との連携強化の中に，福祉だけでな

く，教育分野ともということがありますので，今そういったことを具体的に取り上げても

らったと思います。教育委員会は大きな器をもっていますので。ありがとうございました。 

 ほか，いかがでしょうか。いろいろな資料があります。どこでも構いませんので，気に

なること，あるいは気づいたことがありましたら。 

 例えば，学校を主体でいうと，いわゆる働き方改革ということが今非常にいわれていま

す。校長，副校長，教諭といろいろな職層がいらっしゃるのだけれども，副校長の立場が，

ある面では一番いろいろなもの，話題が詰まってくるので，大変なポジションだと思うの

です。 

 学校の校庭とか体育館の開放の窓口も副校長先生が公立の場合はやっていらっしゃるの

ですけれども，あそこに１つ，市の別の担当の方がいてくれれば，管理も含めてとても変

わると思うのです。お１人，パートでいいからつけていただけると……。建物はつくらな

くていいから，ソフト面での応援をしていただければ，副校長先生も楽になるかなという

気はします。 

○Ｅ委員  あるものを有効的に使えたら一番いいですよね。 
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○副会長  今の関連かもしれないのですけれども，台風の後に河川敷のグラウンドが大

分だめになっています。台風が来なくても，老朽化するとだんだん使えなくなってくると

いうことがあると思うのです。老朽化や今回みたいな台風のああいう被害があったときに，

市民が速やかにまた使えるようにというメンテナンスは，大学などだとそういうのを全く

考えていないケースが多いのです。困るところまでいって困ったら何とかと。あるいは我

慢して使うかと。そういうのは，市の場合はどうなのですか。今の学校を借りるのも，結

局借りて，その学校の生徒ではなくて，市民が使った場合に，老朽化が早まるわけです。

その場合に，市がもうちょっと使わせてくれと。そのかわり，お金をつぎ込むので，使わ

せてくれというようなやり方もあるのではないかと思うのです。もちろんお金が絡むから

簡単ではないかもしれないですけれども，考え方としては。その辺がどうなっているのか

なというのは，我々はよくわかっていないものですから，その辺どうですか。 

○事務局  公共施設の中で，スポーツ施設というのが，ほかの公共施設と比べるとかな

り特殊なものになっているという部分があります。 

 正直申し上げますと，例えば建物としてスポーツ振興課で所管しているものだと総合体

育館，西調布体育館という体育館，それから大町スポーツ施設の体育館があります。そう

いったところは箱というところもありまして，ある程度の耐用年数が来たところで，どの

ように改修していくこうか。または，陳腐化ではないですけれども，例えばエアコンがつ

いていないというのが今非常に話題となっています。その中で，議会であったり，そうい

ったところでも設置要望というのが意見として出されたりしているような現状であります。

そういったところをまず定期的に改修していくというところで，公共施設のマネジメント

というところが１つあります。こちらは，市の中枢部とも連携しながら，毎年全ての施設

を改修するというわけにもいかない。どの順番，優先度，利用者の動向などを調べながら

やっているというのが１つあります。 

 もう１つは，正直，窮しているところがグラウンドの関係なのです。例えば，サッカー

場，先ほどもお話がありました多摩川の河川敷になります。今回のような台風の被害とい

うのは，あらかじめ想定して，その改修費を計上していくというのはなかなか難しいとこ

ろがあります。正直，今，現状でいつ復旧できるかというところの見通しがなかなかまだ

お示しができないという状況になっています。それを除いても，例えば基地跡地の運動広

場であれば，例えば外部的な要因，オリ・パラがある中で，改修をどのタイミングにして

いく。そもそも暫定施設というところで，東京都の土地をお借りしているような施設とな
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っていますので，そこのところがはっきり，今，何年度までというところが，大きなとこ

ろでは，これまでも進めてこられなかったという部分が正直あるかと思います。 

 今後はそういったところ，例えば人工芝であっても耐用年数がありますし，そういった

ところを踏まえながら，どういった順序で，どういった改修をしていくとかというところ

は，視点として必要なのかなと考えています。 

 以上です。 

○副会長  学校の施設などを積極的に貸してくれるところには，市民がちょっとお金を

入れるので，そのかわり積極的に貸してくださいということは可能なのですか。 

○事務局  実際に，例えば民間施設の中で，市民枠の確保というところで助成を行って

いる施設が幾つかあります。そういったところの活用や，例えば我々のほうでも，代替と

いったらあれですけれども，民間施設をお願いしてお借りしているケースが多々あります

ので，そういったところ。特定の種目のスクール，例えば今，ラグビーの関係で，サレジ

オの教会がありますが，そちらの体育館，運動場を借りてラグビースクールを行っている

ところに協力をしているなどございますし，ミズノフットサルプラザのフットサル場をお

借りしているところもございます。そういった形での連携，民間施設の活用も今後必要な

のかなと思います。 

 正直，今，例えば施設の抽選にしましても，以前から倍率が高いというところが指摘さ

れていますけれども，施設が増えない以上はなかなか改善が難しい。例えば，夜間照明を

つけて，夜に使用できるようにしようかというようにしても，近隣の方にすれば，突然ま

ぶしいものが隣にできたというと，なかなかご理解いただけない部分もございますので，

そういったところをみながら，民間施設，そういったところの活用。 

 もう１つは，先ほどの都の施設というところがありましたけれども，今，三鷹に新しく

できたＳＵＢＡＲＵスポーツセンターは，調布市民も一応同じ料金で活用することができ

る。団体は別料金なのですけれども，個人については同額で利用ができますので，逆にそ

ういったところに流れている調布の方で，運動されているというのは非常にいいことなの

かなというところもありますので，そういったところも調べていきながら，どういった展

開ができるのかというところをご意見として出していただければと思っております。 

○会長  ありがとうございました。ほか，何か気になるようなことはありますか。 

○Ｈ委員  今，スポーツ基本法とかいろいろ出ているのですけれども，結局，今お話を

いろいろ聞いていると，何となくバドミントンだとか，そういうスポーツの種目という感
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じで捉えてしまったのです。例えば，健康体操教室もスポーツと捉えていくのかどうなの

かと思うのです。 

 箱物というのは，やはり限りは出てくるのですけれども，例えばまちのどこか，ちょっ

と広いところを体操教室の場に開くとか，何かそういったことも必要なのかなとも思うの

です。スポーツというのは，そういったところも含めて考えているのかなというのを今ち

ょっと確認したかったのですけれども。 

○会長  競技スポーツだけではなく，体づくりというか，体を動かすだけでもスポーツ

として捉えているのかということだと思いますけれども。 

○事務局  先ほどの基本計画の指標の中でも，体を週１回動かしているというところの

指標をみましても，競技スポーツに特定するものではないと考えております。 

 きょうお配りしている資料の中に「スポーツちょうふ」というカラー版のものがござい

ますけれども，こちらの中で，体育館等で実施しているもの，それからリフレッシュ体操

スクールというのが14ページに記載がございます。こちら，例えば健康活動ひろばであっ

たりとか，地域福祉センターであったりとか，ほかにも民間のあくろすホール，それから

大町スポーツ施設，石原小学校の健康ルームであったり，こういったところで進めており

まして，こちらも各地域でお近くに住まわれている方からご利用いただいているというと

ころになります。 

 逆に，やりたいメニューが近所になくて，やりたいメニューが遠いところになってしま

っているとか，そういったご要望もいただいている中，こちらも皆さんに非常に人気のあ

る種類が多くて，今，ほぼ全てが抽選になっているというような状況になっています。や

はりスポーツ，体を動かすというところも，ある意味，目的をもって体を動かすというと

ころがスポーツなのかなと捉えておりますが，市として，スポーツとして何を捉えるかと

いうところの議論についても，審議の中でもしいただけると，我々もその中での確定とい

う意味で非常に進むのかなと考えております。 

 やはりここのところでスポーツの定義というのは，体育とスポーツの違いもありますし，

東京都の委員会でも，ｅスポーツというのはどのようにするとか，国体でもｅスポーツ大

会が開かれたという記事もございますので，そういったところも含めて議論していただけ

ればなと考えております。 

○会長  ということで，とりあえず，皆さんの頭の中には，広く身体運動をスポーツと

この場では捉えるということでいいですか。多分，今，文科省，スポーツ庁も，体育はス
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ポーツの中に含まれるという概念，そのような捉え方になってきていると思いますので，

体を動かすことを心地よく思うような人たちを増やす。そういう場面をたくさん保証する

ということでいいのですか。別に相手と闘うことだけではなく。 

○事務局  スポーツをする，みる，支えるという視点が３つありますので，例えば体を

動かせない状況のある人でも，スポーツに親しむことも広く――実施率という言い方に含

めるかどうかというところは，またちょっと考えなければいけないのですけれども，ただ，

スポーツの振興という意味では，そういった視点も含めてやっていかなければいけない。

そうすると，やはり教育，福祉だけではなくて，健康分野だとか，高齢者分野だとか，障

害福祉分野，いろいろな分野とつながっていかなければいけないというところは，今課題

としてあるところです。 

○Ｈ委員  スポーツという言葉を聞いただけで，ハードルが高くなる人がすごくいると

思うのです。なので，そこを何かもう少しわかりやすい言葉とか，何かそういうのがある

のか。障害をもっている人たちも，リハビリというと何となくというようになるのですけ

れども，それでスポーツとなってくると，いや，私はというようなこともあるので，何か

うまい言葉が思いつかないのですが，あってもいいのかなと，あとは，例えばきょう一日

散歩しましたというのを，手帳ではないですけれども，市で何かやっていって，それで幾

つかたまって，申請したらどうのこうのとか，そういうのも何か振興の１つになるのかな

と。例えば，ラジオ体操を１回やりましたでもオーケーですよと。自己管理になってしま

うのですけれども，それで自分が動かしたことによって，何かそこがスポーツにつながる

というようなものがもうちょっとあれば，いろいろな意味でやってみようという気にもな

るのかなというのは感じているのです。 

○事務局  競技スポーツは何もやっていないけれど，階段を８階まで上ったスポーツを

やったみたいなことで考えられるように伝えられていくことが大事なのかなと思います。 

○会長  Ｈ委員がおっしゃった，どこどこまで行って，そこで証明してもらうとポイン

トがついて，景品ではないけれども，何かにかえるという自治体は日本の中にも幾つかあ

りますので，そういったことも，何かの折にはデータを出していただければいいのかもし

れないですね。 

○Ｇ委員  会社でも万歩計を配ってというのはありますね。 

○会長  先日行った，秋田県の八郎潟のちょっと横に三種町というところがあるのです

けれども，そこはラジオ体操に非常に力を入れて，みんなでいろいろな広場でやっていら
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っしゃる。それから，ドイツかどこかが発祥で，丘でリラックスして身体運動するための

散歩というか，トレッキングがあるのですけれども，そういったものも小・中・高校生も

含めて町としてやっているというお話を聞いてきたのです。 

 私が学校にいたときに，ラジオ体操をだんだんやらなくなっていったのです。いわゆる

ストレッチをやればいいのだと。そうではないだろうとずっと思って，１つの文化として，

全ての人たちが，あの曲がかかれば体が動くというのはいいことかなと思っているのです 

○Ｈ委員  知的障害の子もやるのです。ラジオ体操をかけると何となく。すごいなと思

います。 

○Ｅ委員  これ（「スポーツちょうふ」），すごくいいですよね。運動強度が★マークで

描かれていて，すごくいいと思いました。 

○会長  これは体協さんのほうで作成されたのですね。 

○事務局  はい。 

○事務局  以前のものには入っていなかったのですけれども，ここ１，２年のところで

改善と。どれぐらいきついのですかとか，そういったところの照会もあるということで。 

○会長  では，ぜひ体協にもお伝えください。 

○事務局  ありがとうございます。 

○会長  まだ終わるわけではないですけれども，Ａ委員，何かご発言いただけますか。 

○Ａ委員  今，Ｈ委員がおっしゃられたように，考えてみますと，学校教育って意外と

体育とか運動部とか，逆にスポーツのイメージを限定してきてしまっている部分がある。

そこを皆さん通って，大人になっていかれるので，どうしてもスポーツって，そのように

ハードルが高くなるという部分があるのではないかと思うのです。 

 しかしながら，今度の計画を拝見しますと，例えばみる，支えるという部分はあるし，

また，障害者の方でも，このような身体運動をされていらっしゃるのだということを知る

ことがあれば，スポーツに対するイメージ，概念がもっと広がるのではないかと思うので

す。 

 また，この資料５に，運動を週に１回以上行っている市民の割合というところがあるの

です。これも意外と狭く捉えていらっしゃる方が回答するとこのようなパーセンテージに

あるけれども，もっと広く，さっきみたいに30分ではなくて，それが20分であるとか，そ

のように捉えられると，もっと割合が上がっていって，もっと裾野が広がっていくのでは

ないかと思うのです。 
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 ですから，今回の調布市の基本計画１から４を進めていくと，効果も上がるだろうし，

スポーツに対する意識も変わってくるのではないかと，拝見いたしまして感じました。 

○会長  ありがとうございます。では，調布市としては，スポーツとはここまで広げて

考えますよみたいなことをまず市民の方々にご理解いただかないと，ずっと高いままでい

る方が答えられなくなるのではないかと。それはスタートのところでとても大事なことで

すね。 

○Ｄ委員  初めてのことなので，具体的にどうのこうのとはいえないのですが，我々は

総合型のスポーツクラブという位置づけでもう16年たって，今度17年目になろうとしてい

ます。スポーツだけに限らず，文化活動と健康増進に関して，競技的なものではなく，フ

ラダンスがあったり，よさこい踊りがあったりとか，我々のクラブとしては，なるべくハ

ードルを下げた状態で，市民，近隣の方にまず興味をもって入っていただいて，その中で

１週間通していろいろなプログラムをやっていますので，その中でみていただいたりした

上で，また自分が好きなもの，新しい興味をもってチャレンジしてもらう。機会を増やす

というのは多分大きいと思うのです。 

 その後で今度，今まで障害のある方との交流に関しては，何年か前に初めて障害をもっ

た方が我々のクラブの理事として参加していただいた上で，どうして今までそういうこと

をしていなかったのだというご意見をいただいて，そうだよねと。そこで何か始めようと

いうことで，今，年に１回ですが，今年もボッチャの交流会をやることにして，新しいサ

ークルもボッチャサークルということで立ち上げました。今後，そういうところが健常者

と障害のある方のかけ橋になっていくのが大切なのかなと思っています。これを今後の審

議会でどのようにして形にしていくのかが１つのポイントなのかなと考えています。 

○会長  １つ確認したいのですが，先ほどの台風の話の中で，いっとき，スーパー堤防

という話が上がっていましたよね。あれは全くなくなった話なのですか。 

○事務局  調布におきましては。 

○会長  今回のあの災害をみて，スーパー堤防が欲しいなと。あれがあると，また違っ

たでしょうね。あの辺のスポーツ環境も。 

○事務局  そうですね。もともとの計画では，今，市民プール，テニスコート，野球場

があるあたりをどうするかというところも再配置計画の中でもんだところでありましたが，

現状なくなっておりますので，現状のままという形になります。 

○会長  国土強靱化の中にも入ってこないのかな。 
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○事務局  今後そのあたりの施策は注目していくべきかと思っております。 

○会長  今日は初めて今後の方向性ということが示されて，次回以降，何回かこれにつ

いての話し合いになってくると思いますので，それぞれの立場でまたいろいろな情報も集

めていただきたいし，こういうことをぜひ入れたいとかということで話を進めていきたい

と思います。 

副会長，まとめのほうをよろしくお願いします。 

○副会長  今日は最初ということもあって，話もいろいろ盛りだくさんだったので，時

間がぎりぎりになってしまいましたけれども，スポーツ振興を考える上で，前にもちょっ

と似たような話をさせていただいたことがあったのですが，スポーツをやりましょうとい

って，スポーツの捉え方も１つありますし，スポーツをやらなくてはいけないのだみたい

な形になってくると，これ，全く楽しくない話になる可能性もあります。あるいは，理解

を得られないところが出てくる可能性もあります。 

 先ほどＨ委員もいわれたように，スポーツというとハードルを高く感じる人もいるとい

うのもあります。これは，ほかの文化的な活動と同じように，絵を描かなくてはいけない

といわれると，私などはとてもできない。でも，みるのは楽しいということはあるかもし

れないです。スポーツも全く同じかなと思うのです。音楽などもそうかなと思うのです。 

 一方で，我々現代人は，とにかく生活がどんどん便利になっているので，車がない江戸

時代だったら，健康のために歩きましょうと誰もいわないけれども，今は健康のために歩

きましょうというのはみんな感じているわけです。今は情報機器が発達しているから，そ

のうち，あなたの健康のために１週間に１度は人と直接話しましょうということになるか

もしれないです。 

 そういう健康問題も一方ですごく大事なので，スポーツの振興をやったことが健康にど

う返ってきているかというのもあわせて調べていくなり，つき合わせていくということが

重要なのではないかと。例えば，調布市は１人当たりの医療費が安いと。なぜならば，ス

ポーツ振興をやっているからだと。直接の因果関係をはっきり示すのはなかなか難しいか

もしれないけれども，こういう取り組みをし出したら，そのようになったということがも

しあったら，これはやはり大事なのだと，誰もがみんな理解するだろうと思うのです。な

ので，楽しむための文化的な活動としてのスポーツの位置づけと，我々の健康支えるため

の身体運動，スポーツが両方ともうまくいくような方向性が何か見出せないかなとちょっ

と思っています。調布市が日本の中で一番やっているよとなるといいなと思うのですけれ
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ども，そういった話もできればなと思うのです。 

○会長 では，事務局にお戻ししますので，お願いします。 

○事務局  皆様，ありがとうございました。第１回目ということで委嘱式があり，時間

がちょっと足りない部分もありましたけれども，計画上では，年明け，１月にまた開催さ

せていただければと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 また，本日その他資料で，先ほどご案内しました，12月８日，障害者スポーツ体験会は

どなたでもご参加できますので，ぜひお誘い合わせの上，いらしていただければと思って

おります。今回はプラザが共催という形をとっておりますし，協力団体も増えております

ので，ぜひいらしてください。 

 また，最後のボッチャの交流会，ＳＨＣさんの11月24日のイベントも，募集は終わって

いるのですけれども，見学だけでもぜひいらしていただいて，スポーツ推進委員も実行委

員会で参加して，協力して行っているものですので，ぜひよろしくお願いします。 

 それでは，本日，こちらで締めさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


