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スポーツの新しい芽をはぐくもう
＝柔軟に大胆にスポーツ活動の「組織化」を＝

新日本スポーツ連盟第２９回定期全国総会

第Ⅰ章 28期２年間の活動の総括とその特徴

国民の切実なスポーツ要求の実現とそれを確かなものとするスポーツ権の確立を目的と

して活動してきたスポーツ連盟の役割と活動に確信を持ち、今総会を、創立 50 周年にむ

けたスポーツ連盟の新たな飛躍の出発点とする。

１、「スポーツ きみが主人公」の精神にもとづき、多様なスポーツ活動を旺盛に進め、

スポーツ愛好者・競技者と共同して「組織化」を追求する。

２、国民の切実なスポーツ要求の実現に不可欠な条件整備や人間の能力を開花する意義を

持つ競技水準の向上策など、わが国のスポーツ界が直面する共通の課題を解決していく

ためにすべてのスポーツ関係者の協力・共同を大きくひろげる。

３、連盟の発展を支えるにふさわしい役員体制の充実をはかる。その際、経験者とともに

青年・女性の役員が大いに活躍できるよう特別に努力する。

４、連盟創立50周年（2015年11月12日）をスポーツ連盟の活動と組織の高揚のなかでむか

えるために、短・中期的な活動・組織目標を持つ。

29期（2010年～2011年）の目標

スポーツ連盟は、この２年間「スポ

ーツの花を咲かせよう＝多様なスポー

ツ活動と組織化を旺盛に」とする第28

回全国総会の方針にもとづいて、多面

的な活動を進めてきました。とりわけ、

第27回全国総会で決めた「10万人の連

盟づくり」の最終期として、スポーツ

連盟の組織拡大に大きな努力を傾けて

きました。４年間の組織拡大運動を含

め、この２年間の活動の到達点と今後

の課題をあきらかにします。

１ 各地・各種目で花開く多様なスポ

ーツ活動

スポーツにおける｢組織化」は、健

康や楽しみから記録の追求まで、多様

な国民のスポーツ要求を実現する場と

しての競技会や行事が豊かに広がり定

着することが基本であり、出発点です。

その点で国民の暮しの中に貧困と格差

が広がり、「スポーツどころではな

い」という状況にあっても、この２年

間、スポーツ連盟は、国民とスポーツ

愛好者の多様なスポーツ要求にこたえ、

「スポーツの花」を全国各地で咲かせ

＊１ リレーマラソン：42.195㎞を４～10人のチームで走る。走る距離・回数に制限はない。ランナーの走

力にあわせ走ることができるので、職場、ファミリー、ご近所など、記録を狙うチーム、和気あいあい

と走るチームと出場チームは多彩。チームで完走のための戦術を練るのも楽しみの一つとなっている。



てきました。

たとえば、千葉県連盟のリレーマラ

ソ ンは、ビギナーのランナーから記
＊１

録を目標とするランナーも含めて一緒

に楽しめるレースとして評価され、こ

の５年間で出場チームを 104チームか

ら 207チ ー ム に 倍 加

させています。この

リレーマラソンは愛

知や宮城にも広がっ

ています。

神奈川県湘南地区連盟の月例湘南マ

ラソンは、単に記録を競うだけではな

く「完走」と「継続」をモットーに32

年間継続し、現在では毎月2000人前後

が出場、その登録者は２万人を超えて

います。ランニング・ロードレースへ

の参加者は、国民の健康志向や気軽に

参加できることなどから全国的にも大

きく広がっています。しかしそれだけ

ではなく、企画や運営の面で「参加者

が主人公」を心がけるスポーツ連盟な

らではの努力があることが重要です。

卓球協議会の「出前大会」は、石川
＊2

県、山口県、鳥取県で新たに取り組ま

れ、卓球協の「選手が主人公」を実践

する大会の魅力に触れる卓球愛好者の

輪がさらに広がっています。

大阪テニス協会は、愛知テニス協会

の団体リーグ戦を参考に大阪独自の工

夫を加え、男女混成の３ダブルスの団

体戦を５年前にスタートさせ、Ａ、Ｂ、

Ｃリーグ28チームになり参加者から大

変喜ばれています。

2008年３月に結成された全国ウォー

キング協議会の活動は、魅力あるコー

スの設定、リーダーの養成と安全を重

視した企画、地域・クラブの企画と全

国的な行事の連携などを通して、例会

参加者と会員を急速に広げています。

こうしたスポーツ連盟の競技会や行

事への参加者の増大と定着は、厳しい

現実を乗り越え人間的なきずなを回復

し、「生きる力」をはぐくむかけがえ

のない居場所となっています。こうし

たスポーツ活動自体が、スポーツにお

ける緩やかな「組織化」の一形態でも

あります。全国各地でこうした「愛好

者が主人公」の多様なスポーツ活動を

応援し広げるために奮闘してきたスポ

ーツ連盟の役割に、大いに確信を持ち

たいものです。

２ 関西ブロックと種目組織の力を結

集し成功させた全国スポーツ祭典

「スポーツの未来を開くフェアプレ

イ」をスローガンに開催された第27回

全国スポーツ祭典は、関西ブロック

（滋賀、京都、大阪、和歌山、兵庫）

が主管し、すべての開催府県から後援

と知事のメッセージが寄せられました。

全国祭典には15種目に6437名が出場し、

競技レベルも着実に向上しています。

そして、クラブ・チーム・選手から目

標とされる大会となるとともに、日常

のスポーツ活動を励ます祭典として大

きく成功しました。主管した関西ブロ

ックは祭典実行委員会を早期に立ち上

げるとともに、関西各府県と種目組織

が持てる力に応じた分担と協力によっ

て祭典の成功を支えました。

３ 「10万人の連盟づくり」の活動

この４年間、愛好者が主人公の多様

なスポーツ活動を豊かに広げることを

基礎に、都道府県連盟と全国種目組織

＊2 卓球協における出前大会の始まり：兵庫県卓球協議会の県下各地での予選大会の経験をヒントとモ

デ ルに、全国卓球協議会が直接、全国大会の地方予選大会を開催する「出前大会」の開催を方針化。

都道府県卓球協議会との協力で予選大会開催都道府県を増やしていった。その動機には、数多くの都

道府県の参加による「全国大会らしい全国大会」があった。

湘南月例マラソン



が自主的に４年間の組織拡大目標・計

画を持ち、その取り組みを通じて「10

万人の連盟」をめざすことを共通の方

針とし活動してきました。その全国的

な 到 達 点 は 、 4103ク ラ ブ 、 57742人

（分担金基準組織現勢 詳細別紙参

照）であり、「微増」となっています。

しかし、この４年間、全国各地・各種

目の連盟組織が一致して取り組んでき

た組織拡大運動は豊かで貴重な成果と

新たな可能性を切り開くとともに、解

決すべき課題もより明確になってきま

した。この間の組織拡大運動の特徴と

教訓は、以下のとおりです。

（１）自主目標・計画の作成と実行へ

の協力よびかけが可能性を切り開いて

きた

自主目標・計画の作成では、14都道

府県･地域連盟、 10全国種目組織から

２万数千人をあらたに増やす目標・計

画が出されました。そしてその目標の

実効性を確かなものとするために、施

設の確保、愛好者・グループとともに

共同して要求の実現を進める立場、都

道府県連盟、全国種目組織、全国連盟

の双方向の情報交換と協力を重視して

きました。

①全国種目組織やブロック・都道府県

種目組織が協力し新たな「出前大会」

が広がる
＊3

野球協関西ブロックは、08年奈良県

で「出前大会」をおこない、これに続

きテニスでもシニア大会を奈良で開催

する準備が進められています。福岡県

テニス協会は初の「出前大会」を山口

県で成功させています。卓球協からは

じまった「出前大会」は、他の全国種

目組織やブロック・都道府県種目組織

の協力により新たな広がりが生まれ、

県種目組織の確立と空白県を克服する

可能性を切り開きつつあります。

②全国種目組織の要請と都道府県連盟

の願いが一致し新たな種目の確立を目

指す

全国ウォーキング協議会は「すべて

の都道府県連盟にウォーキングクラブ

を」のよびかけをあらゆる機会に行い、

この訴えに都道府県連盟も積極的に応

え２年間で15都府県でクラブが結成さ

れ、さらに加盟手続き中や準備会が数

県あるなど、着実に前進しています。

水泳協も09年の組織拡大交流集会で都

道府県連盟に協力を訴え、岩手県連盟

でこの要請に応える計画が進みつつあ

ります。

フット・ア・セット

では、ＦＳＧＴ代表団

の招待にあわせ｢ガイド

ブック｣を作成し、都道

府県連盟に活用を積極

的 に 呼 び か け て い ま

す。都道府県及び市区町村の教育委員

会へ配布するなど、フット・ア・セッ

トの特長を生かした働きかけを行う都

道府県連盟もでています。また、大阪

サッカー協では、女子大会に積極的に

取り組むなど、新しいスポーツである

フット・ア・セットを新しい分野で普

及する努力がされています。

③都道府県連盟の新種目への挑戦を種

目組織が応援する

神奈川県連盟では卓球とウォーキン

グクラブ会員が経験とつながりを生か

し、県連盟と協力しバドミントン教室

を開催、その後、関東バドミントン協

議会と協力し競技大会を成功させるな

＊３ 種目組織に広がる出前大会：野球＝関西ブロック→奈良、福岡→筑後、熊本 ・テニス＝福岡

→山口、熊本 ・バドミントン＝東京→茨城、愛知→三重 ・ランニング＝長野



ど県連盟の新種目への挑戦を種目組織

が応援し、種目組織確立に向けた条件

を広げています。

④他のスポーツ団体と交流や協力・共

同で全国大会への地域数増やす

ミックスバレーボールの分野では、

04年の全国スポーツ祭典を契機に、毎

年全国大会を開催しています。そして

全国バレーボール協議会と地方連盟の

協力を得て、各地で予選大会を独自に

広げるとともに、関西ミックバレーボ

ール協会など各地に生まれているミッ

クスバレーボール団体に協力を呼びか

け全国大会の予選開催数を増やし、２

月13日、全国組織「全国ミックスバレ

ーボールセンター」を結成しました。

また、「出前大会」などを推進する卓

球、野球、テニス、ソフトボールなど

では地域の体育協会に所属するスポー

ツ団体との交流や情報交換、企画や日

程の調整、審判･役員との親交を深め

るなど多様な協力を進めていることが

その成功の要因となっています。

⑤種目組織間の十分な論議と合意で県

連盟発足

09年５月23日、岩手県連盟が県連盟

としては17年ぶりに結成されました。

岩手にはすでに、労山、スキー協、卓

球協、野球協、そして空手関係者の組

織が活動していました。こうした中で、

各種目の代表が、県民のスポーツ要求

に応えるうえで県連盟はなぜ必要か、

県連盟はどんな活動を行うか、その活

動に必要な財源をどのように負担し支

えるかなどを徹底して論議し、種目組

織間で十分な合意を広げてきたことが

県連盟発足の最大の教訓であり、今後

の連盟結成の取り組みを励ますもので

す。

⑥他協議会に学び個人種目で団体戦を

導入するなど新しい競技方法を創る
＊4

卓球、テニス、バドミントン、マラ

ソンなど個人種目において団体戦をメ

インにしたリーグ戦やレースが各地で

広がっています。卓球協議会や愛知テ

ニス協などの経験に学び、さらにミッ

クスの要素を取り入れるなど愛好者、

クラブの要求を取り入れ、それぞれの

協議会の特色を打ち出し多様な企画が

作り出され、楽しみと記録性があわせ

て追求され、多くの競技愛好者から共

感と期待が広がっています。同時に、

現在の愛好者・クラブ・チームの活動

状況をよく分析し、「リーグ戦方式」

のみにこだわらず、大会参加の目的や

条件を考慮した創意的なトーナメント

方式を検討することも必要になってい

ます。

（２）困難な実態も直視し共同の力で

チャレンジする

以上のような新たな可能性を切り開

いてきた豊かな活動をすべての地域、

すべての種目に広げ定着させていくこ

とが、組織的にも「微増」から「飛躍

的発展」を実現する基本方向です。同

時に、施設不足や働き手不足などから

「これ以上増やせない」との意見、経

済危機が長期化するなかでクラブの会

員が減少し大会に出場メンバーを確保

できなくなるなど、「とても増やすど

ころではない」という大変厳しい状況

が広がっていることも重視しなければ

＊4-1 新しい競技方法の工夫：福岡野球協の場合＝福岡市には10～30チームのリーグ・連盟が多数あり、

試合要求は満たされている。その一方「もっと他のチームとやりたい」の声は強い。この要求に応え、

各リーグの「頭の大会（トーナメント戦）」を組織した。

＊4-2 卓球協の大会に共通する三つの楽しさ＝ゲームが多くできる楽しさ・同レベルで競う楽しさ・勝つ

ともっと楽しい。



なりません。

多くのスポーツ連盟の役員・リーダ

ーは、「自らの組織とスポーツ連盟を

広げたい」と願っています。同時にこ

の願いは多くの愛好者の「スポーツを

楽しみ、うまくなりたい」という要求

と重なるものであり、しかも切実です。

こうした愛好者のスポーツ要求の実現

を妨げている現実を直視し愛好者とと

もに自らの活動の改善強化を図りつつ、

社会的な運動を通じてスポーツ要求を

実現するところにスポーツ連盟の役割

があります。スポーツ連盟は、各連盟

組織が愛好者・クラブ・チームと協力

し、スポーツ要求の実現のために継続

して力を尽くし、地方連盟と種目組織

の協力などスポーツ連盟全体の力と知

恵を寄せ、ともに連盟を広げていくこ

とを呼びかけます。

４ スポーツ権シンポジウム・反核平

和・スポーツの条件整備の取り組み

（１）08年11月30日、スポーツ連盟は、

「ユネスコ体育・スポーツ国際憲章制
＊5

定30周年記念シンポジウム」を開催し

ました。シンポジウムは、主催者の問

題提起と「『スポーツ立国論』と国際

憲章」（森川貞夫）「競技力向上の現

状と課題」（伊藤静夫）「スポーツは

平和の力」（吉成克実）のテーマで報

告を受け活発な討論が行われました。

主催者の問題提起では、「スポーツの

権利宣言」とされるユネスコ憲章の

「スポーツ権」のルーツが世界でもわ

が国でも国民のスポーツ要求実現を基

礎とする世論と共同の運動にあること、

そしてＩＯＣ憲章においてもそれが明

記されるなど、文字通り世界の共通の

理念となってきたことを歴史的に明ら

かにしました。それを通じて、スポー

ツ権の実現を創立精神とするスポーツ

連盟の存在意義がより鮮明になりまし

た。また、このシンポジウムを通じて

「韓国体育市民連帯」とスポーツ連盟
＊6

との定期的な交流が始まったことも体

育・スポーツ憲章の有効性を示す実例

となりました。

（２）スポーツをする喜びを反核平和

につなげる取り組みは、着実に発展し

ています。08年はＦＳＧＴのランナー

を広島～長崎コースに迎え国際的な交

流がはずみました。各地の参加者は、

17カ所1532名です。09年は、初めて平

和市長会議と日本非核宣言自治体協議
＊7

会の後援を受け、各地の参加者を大き
＊8

く激励しました。また、四国４県の民

医連が中心になった「第１回四国反核

平和マラソン」が四国縦断230キロ110

人の参加で成功したことも特筆すべき

ことです。全国各地の参加者数は1833

名で、初参加や若者の参加の広がりが

ありました。

（３）この間「公共スポーツ施設実態

調査」と「指定管理者制度導入後の公

共スポーツ施設の変化」について調査

を行いました。その結果、時間延長な

ど使い勝手の良さがある半面、修繕・

改修の責任の曖昧さ、使用料の不明確

さなどが各地で問題となるなど、公共

＊5 ユネスコ体育・スポーツ国際憲章＝別紙資料参照

＊6 韓国体育市民連帯＝2002年創立。スポーツ分野の人権向上を中心に活動を展開している。また、韓国

のスポーツ政策への提言も積極的に行っている。

＊7 平和市長会議＝核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起すること、飢餓・貧困など諸問題解決に

努力するを目的に、世界各地の都市が緊密に連帯し活動を行う。現在、134国・地域の3562都市が加盟

＊8 日本非核宣言自治体協議会＝1984年に設立。平和宣言をした自治体が、核兵器の廃絶と恒久平和の実

現を世界の自治体に呼びかけ、実現に努力することを趣旨とする。現在１県161市７区79町13村が入る



性が後退している実態が浮き彫りにな

りました。予算要求をはじめとする自

治体への要求運動では、北海道、宮城、

東京、神奈川、京都、大阪、兵庫で取

り組まれ、種目やクラブの日常活動に

基づく具体的な要求の実現のために貢

献しています。

（４）スポーツ９条の会は０９年１２

月で結成５周年を迎えました。その

時々のスポーツと平和に関わるテーマ

に基づく18回の学習会を継続して行う

と共に、平和ウォーキング、卓球愛好

者の交流などスポーツ活動と結びつけ

た企画など多面的な活動を進めてきま

した。スポーツ連盟はこの会のなかで

中心的な役割を果たしてきました。

（５）09年10月２日、コペンハーゲン

で行われたＩＯＣ総会は、2016年のオ

リンピック開催都市にブラジル・リオ

デジャネイロを選択し、東京都は第２

次選挙で落選しました。スポーツ連盟

は、オリンピック憲章の根本原則を実

現する立場から、東京都の招致の理念、

開催計画、都民のスポーツ振興、都民

の合意手続などが、オリンピックの理

念・運動と相容れないことを明らかに

し、「オリンピック運動を支援するが

故に反対せざるを得ない」との立場を

明確にしました。そして、東京都連盟

を中心に他団体と協力し広く都民に訴

えるとともに、ＩＯＣの評価委員にも

直接伝えるなどの取り組みを進めてき

ました。こうしたスポーツ連盟の判断

と行動は今回のＩＯＣの選択と相通じ

るものがあったことを示すと同時に、

今後の開催都市の基準やオリンピック

運動の発展方向を検討する上でも貴重

な貢献となりました。

５ 広報活動

今期の広報活動は、スポーツ連盟の

情報を連盟内外に「わかりやすく、広

く、素早く、楽しく」伝えていくこと

を中心に据え、活動を展開しました。

「スポーツのひろば」では、誌面の中

心をスポーツ連盟の活動と理念を伝え

ること、地域・種目を超えた知識を共

有する記事におきました。また、普及

活動に力を注ぎ３回の普及キャンペー

ンに取り組みました。第１弾は、都道

府県連盟と分局を対象に、第２弾は全

国連盟の理事を対象に、そして第３弾

は、無料はがき・ＰＯＰなどを取り入

れ、大会・行事主催者への働きかけを

行いました。こうした取り組みを通じ

て、連盟組織と役員の中に協力が広が

り、右肩上がりの可能性を示していま

す。ホームページは、素早く多くの大

会情報、大会・行事の結果を載せる努

力の結果、ＨＰを通じて大会や加盟の

問い合わせなど「組織化」のツールと

もなっています。また、全国連盟の方

針・情報を種目・地域の役員に伝える

「全国通信」の定期発行（全国連盟理

事会２週間後）やニュース「スポーツ

未来へ」の発行、宣伝助成物発行の支

援・援助を行いました。こうした広報

局の活動は、種目や地域の活動と一体

になってそれを励ますとともに、スポ

ーツ連盟を内外にアピールする役割を

果たしてきました。

６ 諸課題

（１）フェアプレイ宣言の発表：09年

２月「フェアプレイ宣言＝スポーツの

真の発展のために」（別紙資料参照）

を発表しました。これはスポーツ連盟

がめざすスポーツのあり方を示すもの

として歓迎され、各地の競技会や行事

プログラムなどで活用されています。

（２）サマースポーツセミナーの開

催：石川県内灘町で開催し、スポーツ



レクリエーション、講師も含め２日間

で 124人が参加しました。講義の内容

とともに、主管地石川県連盟のきめ細

かな準備と運営はセミナーの意義を強

く印象づけました。

（３）リーダー養成制度の準備がスタ

ート：準備委員会を７回開き、規定案、

実施スケジュールなどを論議し、理事

会へ提案。理事会の承認を得て、テキ

スト作成の準備を開始しています。

（４）スポーツ科学研究所構想の具体

化 ： こ の 間 準 備 委 員 会 は 、 趣 意 書

（案）、スポーツ連盟との関係では

「共同研究所」とすること、呼びかけ

人の選定準備、必要資金とその調達方

法・計画等を検討し、理事会に報告し

てきました。そして、2010年度中に発

足することをめざし、その具体化が進

められています。

（５）国際活動の広がりと発展：08年

11月のユネスコ体育・スポーツ国際憲

章制定30周年記念シンポジウムへの参

加と交流を契機に、韓国でスポーツ選

手等の人権を守る運動をすすめている

「韓国体育市民連帯」との交流が始ま

りました。両国を相互に訪問し合うこ

とで合意し、09年11月にはスポーツ連

盟代表団（３人）が韓国を訪問し、第

47回韓国体育学会シンポジウムで「地

域スポーツの振興とスポーツ連盟の活

動」について報告するとともに、今後

の交流について懇談しました。ＦＳＧ

Ｔとの交流は、08年平和マラソンに代

表団５名が参加し、09年は、スキー代

表団とフット・ア・セット代表団の来

日、コーマラソン・子どもフェスティ

バル・アッシーズへの派遣など、会議、

部門、種目など多岐にわたる豊かな交

流が行われました。

（６）健全な財政運営：09年度は分担

金の「ランク別逓減方式」（別紙資料

参照）の導入による収入の減少を見込

み単年度赤字の予算を立てて執行して

きました。結果的には、スポーツ科学

研究所準備活動や国際交流活動のなど

一部予算を超過した科目もありました

が、事業の未実施、「ひろば」購読料

の増加、印刷費の軽減など広報関係費

の節約などにより全体の収支は黒字と

することができました。

第Ⅱ章 今、スポーツ連盟の真価が輝くとき

＝スポーツ界とスポーツ連盟

08年秋からの世界的な経済危機は、

私たちの暮らしを直撃しました。そし

て、自公政権が進めてきた「構造改革

の政策（本来国や自治体が担うべき公

共的な事業を放棄し市場原理にゆだね

る政策）」によって社会的な貧困と格

差はいっそう深刻さを増しています。

スポーツの分野でも、スポーツにかけ

る「時間、お金」を減らさざるを得な

くなり、経済的にも労働条件の面でも

「スポーツどころではない」という状

況が広がっています。同時に、耐えが

たい状況を打開し人間らしい暮しと権

利を守る運動があらゆる層・分野で広

がっています。スポーツ界においても、

これまでの国のスポーツ振興策の貧困

とゆがみの実態が明らかになり、その

抜本的な改革をすすめるための共同が

強く求められています。この点で、

「スポーツは万人の権利」を実現する

ためにスポーツ界の協力･共同を推進

してきた新日本スポーツ連盟の真価を



大いに発揮する時期を迎えています。

１ 深刻なスポーツ条件の悪化とそれ

を打開する展望

深刻な経済危機は、競技スポーツは

もちろん国民のスポーツ振興を含め、

わが国のスポーツ界全体に新たな困難

をもたらしています。

トップ選手や競技団体のスポンサー

契約解除、実業団チームの解散など企

業のスポーツからの撤退が相次ぎ、ト

ップリーグの存続さえ危ぶまれる競技

種目もでてきました。加えて昨年末の

スポーツ予算の事業仕分けを通じて、
＊9

選手強化関係予算が「縮減」の対象と

されスポーツ界に大きな衝撃を与えま

した。こうした中で選手たちが経済的

負担の軽減、マイナーな種目への支援

など切実な声を上げました。休・廃部

のチームやクラブに所属する選手は、

技術を発揮する場を失うだけでなく生

活の保障も危うくなるなかで、自らス

ポンサーの確保や地域密着クラブの創

設に取り組むなどの努力と模索が始ま

っています。こうした選手や指導者の

活動を社会的に支援するためには、こ

れ ま で の

「メダル優

先の成果主

義的」な振

興策をあら

ため、国民

が共有でき

る新たな競

技理念、選

手・指導者

の生活と権

利への支援

を含む長期的で系統的な視野に立つ競

技スポーツの振興策を確立するために、

すべてのスポーツ関係者の共同を推進

することが要請されています。

豊かな暮しに不可欠な地域のスポー

ツの貧困も深刻です。スポーツ連盟の

大会に参加する愛好者から、「大会に

出たいが人数が集まらない」、「休日

出勤が多く大会当日にならないとチー

ムが組めるか分からず、事前の大会申

し込みができない」等の声が寄せられ

ています。「スポーツライフデータ20

08（笹川スポーツ財団発行）」によれ

ば、20歳代の１年間の非実施者が2006

年調査の21.8％から25.8％に増える一

方、週２回以上実施する人は38％から

41.5％と増加し、若者のスポーツ参加

が「二極化」していると指摘していま

す。未来を担う若い世代のスポーツを

社会的な貧困と格差が直撃しているの

です。

最近のウォーキング、マラソン・ジ

ョギングの広がりは、国民のスポーツ

参加人口の増加の一因となっています。

しかしそれは、厳しい暮しのもとで、

健康・体力への不安を安い費用で出来

＊9 事業仕分け＝内閣行政刷新会議のもと、外部の視点も入れ、公開の場において、予算項目ごとに必要

性を検討し、仕分けていく作業。公開性は評価できるが一律に削減するなども問題もある。

◎年次別「企業スポーツ休廃部数」一覧（1991～2008 年） 

 

【(株)スポーツデザイン研究所調べ】 

 

運動・スポーツの1年間の実施状況

調査年度 行った 行わない

1979年 67.9 32.1
1982年 64.2 35.8
1985年 63.2 36.8
1988年 64.3 35.7
1991年 65.9 34.1
1994年 67.0 33.0
1997年 71.9 28.1
2000年 68.1 31.9
200３年 68.6 31.4
2006年 74.5 25.5
2009年 77.8 22.2

＊「体力・スポーツに関する世論調査

（内閣府）」にもとづき作成



る運動やスポーツをつうじて維持・回

復したいという要求の切実さを示すも

のです。また、この10年間で公共スポ

ーツ施設が約 9,000カ所減らされるな

ど公的な支援の後退は、国民のスポー

ツ条件を悪化させ、経済的条件と労働

条件の悪化がそれに拍車をかけていま

す。

スポーツ連盟は、サッカーくじの収

益金に依存するスポーツ振興策を改め、

公共スポーツ施設の計画的な整備･改

修、身分保障をともなう指導者制度の

創設や行政における専門職の配置、こ

れらを計画的に進めるための大幅な国

のスポーツ予算の増額などの課題を、

多くのスポーツ関係者とともに実現す

る努力をおこないます。

同時に、スポーツを国民の権利とし

て実現するためには暮らしにくさをな

くしていくことが必要であり、憲法第

13条（自由な能力を発揮する権利の保

障）、第 25条（健康で文化的な生活の

保障）、第 27条（働く権利とルール）

を守り活用する国民的な運動との連携

を重視します。

２ 国・自治体のスポーツ振興策の確

立とスポーツ基本法の制定をめざす

国は90年代以降、公共スポーツ施設

の整備をはじめ国民のスポーツ振興に

果たす公的な役割を大きく後退させ、

法律上も2006年に「スポーツ振興法」

（別紙資料参照）を改悪し、「スポー

ツ施設整備」「指導者養成」「青少年

へのスポーツ振興事業」に関する地方

自治体などへの補助金制度を削除しま

した。これが、現在の公共スポーツ施

設減少の要因ともなっています。

2003年に「地方自治法」が改正され、

「指定管理者制度」が導入され、公共

スポーツ施設の管理・運営を民間企業

にゆだねることを可能とし「公共スポ

ーツ施設の民営化」をすすめました。

その結果、利用時間の弾力化など評価

すべき点もある一方、料金の値上げや

体育・スポーツの専門スタッフの削減、

管理者主催事業の増加による一般公開

の減少などの問題点も明らかになって

きています。制度導入当初からスポー

ツ連盟は「公共スポーツ施設の管理は、

直営方式か指定管理者への代行となる

かの如何に関わらず、本来の公共スポ

ーツ施設の機能を果たす」ことを主張

してきました。この視点にたち、より

よい施設にしていくために、指定管理

者とも協力することも追求していく必

要があります。

とはいえ、国が公共スポーツ施設整

備の責任を放棄したことをはじめ、国

民のスポーツ振興で果たすべき公的責

任を放棄したことが地方自治体のスポ

ーツ振興の後退をもたらしたことは明

らかです。その根本には、30年前に日

本政府代表も賛成した「ユネスコ体

育・スポーツ憲章」のスポーツ権の理

念を一貫して無視してきたことがあり

ます。

スポーツ連盟は、国民のスポーツ要

求を実現する諸活動と選手たちの競技

環境の改善など、当面の課題の解決に

向け努力するとともに、国と自治体の

スポーツ振興策を転換するための「ス

わが国の体育･ｽﾎﾟｰﾂ施設の概況の推移
10年2月22日　スポーツ連盟作成

＜設置者別施設設置数の推移＞

総合計
公共ｽﾎﾟｰﾂ

施設

民間ｽﾎﾟｰﾂ
施設（商

業）

民間非営
利ｽﾎﾟｰﾂ施

設

職場ｽﾎﾟｰﾂ
施設

小・中・高
学校体育

施設

大学・高専
体育施設

1969年 148,059 10,193 4,184 2,522 23,768 101,672 5,720
1975年 188,224 19,835 10,324 3,896 26,873 120,098 7,198
1980年 218,631 29,566 12,666 5,592 29,013 135,170 6,624
1985年 292,117 60,777 27,148 16,741 29,332 148,995 9,124
1990年 229,060 62,786 156,548 9,726
1996年 258,026 65,528 19,147 12,737 152,083 8,531
2002年 239,660 56,475 16,814 8,286 149,063 9,022
2008年
最高時か
らの減少 -52,457 -9,053 -10,334 -21,046 -7,485 -704

注１：文科省の「我が国の体育ｽﾎﾟｰﾂ施設現況調査報告」をもとに作成
注２：空白部分は調査項目の変更によりデータなし
注３：網掛けは最高時を示す



ポーツ基本法」の制定に向け積極的な

役割を果たすものです。その際、人権

としてのスポーツ権の明記、スポーツ

の自由とスポーツ団体の自治の尊重お

よび責務、競技スポーツの文化的な価

値の明確化、国と自治体のスポーツ条

件整備義務と計画、スポーツ行政機構

の確立、スポーツ指導者制度の確立、

安全と自然保護などを軸に「スポーツ

基本法」骨子を作成し広く検討をよび

かけます。

３ 内外で「スポーツは権利」の理念

がスポーツの可能性を広げ豊かにし躍

動させる

北京オリンピックでは、参加国が過

去最高の204カ国・地域になり、メダ

ル獲得国は87カ国、特に東アジア、ア

フリカ、中南米の伸びが特徴でした。

また、2010年サッカーワールドカップ

が南アフリカで、南米のブラジルは20

14年サッカーワールドカップと2016年

オリンピック夏季大会を続けて開催し

ます。加えて、2020年のオリンピック

夏季大会開催都市として南アフリカ、

インド・カタールなどの諸都市が立候

補する可能性が報道されています。こ

のように、オリンピックをはじめ世界

のスポーツでは、先進国の経済的発展

を基盤に大規模都市開発や商業主義に

依存するあり方への反省と模索が始ま

っています。また、昨年10月コペンハ

ーゲンで行われたＩＯＣ「オリンピッ

クコングレ ス」では、選手が競技は
＊10

もちろんオリンピック運動のあらゆる

分野の決定に参加する権利、適切な開

催規模の検討、環境保全と永続的な開

催条件の検討などが論議され、提言が

発表されました。こうした動向は、Ｉ

ＯＣ憲章「スポーツを行うことは人権

の一つである」(オリンピズムの根本

原則 別紙資料掲載)やユネスコ憲章

「体育・スポーツの実践はすべての人

にとって基本的権利である」の具体化

といえます。さらに21世紀に入り、国

連自体がスポーツと平和・環境保全の

運動を後押ししていることも注目すべ

きです。

日本においても、09年12月、日本ス

ポーツ法学会がアピール「スポーツ基

本法立法とスポーツ権の確立を求め

る!」（別紙資料参照）を発表し「ス

ポーツ権の保障は、国民が自らの幸福

を追求するための権利として保障され

なければなりません」とのべ、スポー

ツを基本的人権として保障すべきこと

であると宣言しました。また、日本学

＊10 オリンピックコングレス：ＩＯＣが10数年に一度招集し、国内オリンピック委員会、国際競技連盟、選

手、コーチ、審判員、各メディアの代表が集結する会議（ウィキペディア）

地域別メダル獲得数分類
北     京 ア  テ  ネ ソ  ウ  ル

地域名 金 銀 銅 合計 金 銀 銅 合計 金 銀 銅 合計
ヨーロッパ 90 108 100 298 98 105 123 326 111 122 127 360
ロシア・旧ソ連含む 36 35 57 128 39 45 56 140 55 31 46 132
中央ｱｼﾞｱ・旧ソ連含む 10 14 30 54 13 12 17 41 1 2 0 3
アジア 81 46 59 186 63 48 44 155 21 25 34 80
アフリカ 12 14 14 40 9 13 13 35 6 3 5 14
北米 39 47 42 128 38 45 32 115 39 33 32 104
中南米 17 23 29 69 21 15 26 62 2 10 7 19
オセアニア 17 16 22 55 20 18 16 54 6 8 13 27
合計 302 303 353 958 301 301 327 928 241 234 264 739



生野球憲章（日本学生野球協会 2010

年４月施行 別紙資料参照）は、前文

で「学生は自己の属する学校において

教育を受ける権利を持つ」と明記する

とともに、「不服申し立て」の条項を

盛り込むなど、選手個人の人権擁護を

打ち出したものとなっています。

このように、世界でもわが国におい

ても、「スポーツは人権の不可欠な要

素である」という理念を基礎としたス

ポーツの振興と発展こそ、スポーツの

可能性を広げ豊かにし躍動させること

が明らかになりつつあります。

第Ⅲ章 多様なスポーツ活動を大胆に進めスポーツを通しての「組織化」を

追求しよう＝＝29期２年間の目標と方針＝＝

28期、スポーツ連盟は厳しい経済状

況にあっても様々な工夫と旺盛な活動

で、多くのスポーツ愛好者の信頼を獲

得してきました。

29期においても、国民の多様で切実

なスポーツ要求を実現するために旺盛

な活動を進めます。その際、この４年

間にそれぞれの連盟組織が計画を立て

実行してきた「自主的な組織拡大計

画」をより豊かで実行性のあるものに

することを重視します。そして「経験

と情報の共有化」と「種目・地域を越

えた運動化」をキーワードに、「多様

なスポーツ活動の旺盛な展開」「柔軟

なスポーツ活動の組織化」「スポーツ

権の理念とスポーツにおける条件整備

の要求運動の強化」「広報活動の充

実」「協力・共同の推進」など、それ

ぞれの活動を有機的に結びつけた総合

的な活動を展開していきます。

１ 愛好者の期待に応える活動を展開

しよう

「スポーツ きみが主人公」の立場

で、「いつでも、どこでも、だれもが

スポーツを」の理念を実現することを

基本に、より一層旺盛なスポーツ活動

を展開しその「組織化」を追求します。

（１）「出前大会」を全国的に展開す

るなど大胆にそして緻密なスポーツ活

動を

①この間、愛好者の要求に応える活動

を広げるための有効性が確かめられて

きた「出前大会」の取り組みを、全国

的な共通の方針とし大いに進めます。

その出発点として今総会に都道府県連

盟と全国種目組織の「相談会」をもう

けます。こうした取り組みを理事会、

評議員会、全国組織拡大交流会議（仮

称）などに継続します。

また、愛好者のスポーツ要求を中心

に据え、現在開催している大会・行事

を充実させるとともに、労働条件、経

済条件の厳しさから、「スポーツに参

加したいけれどできない」愛好者を視

野に入れ、大胆な工夫をした大会・行

事も取り組みます。

②チーム・団体種目、子どもスポーツ、

女性の分野の活動を強化する取り組み

をすすめます。具体的には、スポーツ

活動・組織局に「チーム・団体種目検

討プロジェクト」をもうけます。子ど

もスポーツは、この分野にたずさわっ

ている関係者のネットワークを確立し

ます。スポーツ連盟の活動は多くの女

性に支えられていますが、その経験と

教訓を明らかにしすべての連盟組織の

中で女性が役割と能力を発揮出来るよ

う方針化をはかるために女性委員会



（仮称）を設置します。

③インターネットをスポーツ活動の

｢組織化｣に活用します。スポーツ連盟

のホームページには、各種大会の情報

とともに、加盟方法などの問い合わせ

も増えています。ホームページをはじ

めとするインターネットを活用につい

て、広報局とも協力し全国連盟だけで

なく各組織のホームページの充実など

に取り組みます。

（２）柔軟な組織化をよりいっそう進

める

スポーツ愛好者の組織化をめぐる最

近の傾向は、複数のスポーツ団体に所

属する愛好者、クラブ・チームが増え、

さらには、自らがリーグ戦を運営する

自主的な組織が増えています。また、

スポーツ連盟内でも個人登録制や準加

盟制など、実際のスポーツ活動にあっ

た加盟・登録方法を認めるところや、

それを模索する種目組織も生まれてい

ます。こうした新たな動きを連盟全体

の発展的な課題として理解を深め合い、

加盟の方法や組織数把握方法、分担金

制度のありかたを検討していきます。

そのためスポーツの実態に即した柔軟

な「組織化」について理事会を中心に

討議をすすめます。

（３）引き続き「30都道府県の都道府

県連盟確立」を追求する

現在、都道府県連盟は25です。50周

年までに47都道府県での連盟づくりを

めざし、29期は30県連盟の確立を目標

とします。そのために、各ブロックに、

「県連盟確立プロジェクトチーム」

（仮称）を発足させ、種目間での協議

の場を設定します。また47都道府県す

べてで何らかの競技会・行事を開催す

る計画をもちます。

手がかりのある都道府県として、青

森(労山、スキー協、野球協、ランニ

ングクラブがありウォーキングクラブ

が新しくできた）、群馬（スキー協、

ウォーキングクラブがありランニング

関係者や卓球大会参加者がいる）、静

岡(現在、西部地区連盟と中部地区連

盟に分かれているが、野球協、ソフト

ボール協、テニス協、スキー協、バド

ミントン協、ウォーキングクラブがあ

る）、奈良（関西ブロックの種目協議

会が大会を開催）、熊本(テニス協、

野球協、労山があり、協力を得られる

教師も在住)、岡山(野球協、卓球協)、

福井(スキー協があり、北信ブロック

の協力が得られる)などがあげられま

す。以上の県を重点に、当該のブロッ

クと協力して取り組みます。

（４）ブロック会議の充実

ブロック会議は、都道府県連盟の確立

や都道府県連盟・種目組織間の経験の

共有に大きな力を発揮しています。現

在、定例開催している東北、関東、北

信、東海、関西に加え、四国、九州の

各ブロックでの定例開催をします。ま

た、北海道は、全域にスポーツ連盟を

広げるためいくつかの地域に分け活動

を展開し同連盟を１ブロックと位置づ

けていくことも検討します。

ブロックで大会・行事を開催した場

合に申請できる「ブロック事業費補助

制度」の効果的な活用をすすめ、都道

府県連盟・ブロック種目組織の経費負

担の削減をはかります。

（５）第 28回全国スポーツ祭典と 11

年全国競技大会の成功、 29回全国祭

典の準備

①祭典の成功と空白都道府県の克服を

共通目標とする

第28回全国スポーツ祭典は関東ブロ

ックの主管で開催されますが、すでに



７回の実行委員会を開き始動していま

す。スポーツ祭典の開催は、単に大会

を開催・運営するにとどまらず、スポ

ーツ連盟を幅広く知らせるとともに、

愛好者、スポーツ組織、行政などに刺

激を与えてきました。その点からも、

スポーツ祭典の成功と同時に、空白都

道府県連盟の克服を一つの目標として

取り組みます。

②フット・ア・セット、ミックスバレ

ーボール、バスケットボールを重点種

目とする

全国スポーツ祭典をめざす中で、都

道府県祭典では種目の拡大、特にミッ

クスバレーボール、バスケットボール、

フット・ア・セットの開催を計画しま

す。現在全国種目組織のないバスケッ

トボールについては、愛知バスケット

ボール協会や東京の地域バスケットボ

ール組織に協力してもらい、｢出前大

会｣に取り組みます。

全国種目組織は、新しい地域での開

催を計画します。

③2012年は東北ブロック開催

なお、第29回全国祭典（2012年）は、

東北ブロック開催が東北ブロック会議

の論議を経て、28期第７回理事会で確

認されました。祭典の成功に向け、全

国種目組織と主管ブロックで構成され

る早めに「実行委員会」を立ち上げ、

具体的準備に入ります。

④全国大会にふさわしい競技大会をめ

ざす

2011年全国競技大会は、全国大会に

ふさわしい出場県数を目指し、全国種

目組織、都道府県連盟と協議を開始し

ます。

（６）他の競技団体、スポーツ団体と

の共同

国民的なスポーツ参加と競技愛好者

の増大、競技選手の競技活動への社会

的支援の必要性などの課題を解決する、

ことが強く要請されています。そのた

めにスポーツ連盟は、日本勤労者山岳

連盟、全国卓球協議会の経験を活かし、

所属組織の違いを越えた競技団体、ス

ポーツ団体との交流と相互理解に努め、

協力・共同を強化します。

（７）組織拡大全国交流会議をより充

実させる

全国種目組織と都道府県連盟がスポ

ーツ活動の経験や教訓を共有できる組

織拡大全国交流会議は、各地のスポー

ツ活動を励まし、元気にしてきました。

第 29期は 2011年に開催しますが、｢経

験と情報の共有」と「地域・種目を越

えた運動」を作り出す場として、取り

組みます。

２ スポーツの権利と社会的文化的価

値を守り育てる運動を旺盛に展開

（１）国・自治体への要求活動を都道

府県連盟と協力して強める

国・自治体への要求活動は、「スポ

ーツ連盟らしさ」の一つです。愛好者、

クラブ・種目組織の日常的な活動をよ

り発展させるために、北海道や兵庫な

どが取り組んでいる提案型の要請活動

をすすめ、身近な施設要求を実現する

活動に積極的に取り組みます。先進諸

国の中でも最も貧困な国のスポーツ振

興予算を大幅に増額するために、他団

体との共同の取り組みを行うとともに、

独自の要求活動を行います。

（２）反核・平和の取り組みを今以上

に広げる

09年４月の「オバマ演説」から核兵

器廃絶の世界の関心が高まっています。

10年のＮＰＴ（核兵器不拡散条約）再

検討会議を核兵器廃絶に向けた大きな

一歩とするためにも、草の根の運動が



ますます重要になっています。スポー

ツ連盟は、全国ランニングセンター、

各ブロックと共同して、被爆65年の20

10年に、東京～広島～長崎1500キロ反

核・平和マラソンに取り組みます。コ

ースとなる東海道沿線の各ブロック、

県連盟の協力のもと、フランス、韓国

の代表を迎え開催します。同時に、各

地の反核・平和マラソンを今まで以上

に広げるために、すべての連盟組織が

取り組むことをはじめ他団体との共同

で開催県を増やす取り組みを行います。

「国民平和大行進」は、29期も引き

続き、各コースの連盟旗の引き継ぎを

重視します。

憲法９条を守り生かす活動を進める

スポーツ９条の会への参加、種目別・

地域別９条の会の発足に協力します。

（３）フェアプレイの普及と地球温暖

化問題に積極的に取り組む

09年２月に発表した「フェアプレイ

宣言」を連盟内外に普及・浸透させス

ポーツ界でのフェアプレイ精神を普及

します。また、ドーピング、体罰、セ

クハラなどスポーツをゆがめる事象に

対し、見解の発表、討論会など機敏に

対応します。全国レベルだけでなく都

道府県連盟や全国種目組織においても、

同様の取り組みを推進することをよび

かけます。

地球温暖化問題は、「 持続可能な開
＊11

発」の立場からスポーツ団体として取

り組むことが求められています。当面、

現状認識や課題・対策などについての

学習会、資料提供を行うとともに、29

期第１回評議員会に連盟としての方針

を提案します。

３ スポーツ連盟の姿を内外に発信す

る広報活動

スポーツ連盟の広報活動は、連盟の

スポーツ活動、理念、活動方針を交流

し共有すると同時に、それらを対外的

にも広く宣伝することを目標としてい

ます。その目標を遂行するため、４ツ

ール(全国通信、スポーツのひろば、

号外「ニュース」、ＨＰ）をより充実

させるとともに、新たな手法・手段を

取り入れスポーツ連盟の姿を内外に

「わかりやすく、広く、素早く、楽し

く」発信していきます。

「スポーツのひろば」はクラブ・チ

ームを結ぶ連盟の機関誌です。より多

くの人（構成員）が気軽に読めるよう

にしていくために、単価を下げる検討、

モニター制度の設立などに取り組みま

す。従来からの「ホームページ」、号

外「ニュース」「全国通信」の充実・

リニューアルに加え、スポーツ連盟を

アピールする宣伝物の企画・制作、各

地の組織へのＨＰ制作やニュース紙づ

くりの支援活動などにも取り組みます。

宣伝普及はさらなる効果的な手法を追

求し、各種キャンペーンや新たなツー

ルの導入を図っていきます。

４ リーダー養成・スポーツ研究に取

り組む

「スポーツリーダー養成制度」は、

10年には全国連盟理事会において試運

用をし、テキストや制度の修正を行い、

11年４月から対象を広げ、全構成員を

対象とする制度として運用します。そ

の際、種目組織と協力してより多くの

構成員が講座を受講できる方法を各種

目組織と協議し実施していきます。

＊11 持続可能な開発：現代の世代が将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利

用し要求を満たしていこうとする理念。「持続可能な開発」は、現在環境保全についての基本的な共通理念

として、国際的に広く記載されている。（ウィキペディア）



サマースポーツセミナーは、全国規

模では07年より隔年の開催とし、多く

の構成員の参加を目的にブロック開催

を提案してきました。現在、東海ブロ

ックが開催していますが、すべてのブ

ロックで開催の可能性を検討するよう

要請します。2011年のサマースポーツ

セミナー開催地は、10年前半に決定し

ます。

28期総会において設立論議をスター

トさせた「スポーツ科学研究所」は、

準備会議の議論を尊重しつつ今期中の

設立をめざします。

５ 国際交流活動

国際活動をスポーツ連盟の基本的な

活動として明確にするとともに活動の

具体化をはかるため、国際局を新設し

ます。国際局では、スポーツ連盟の国

際活動分野の歴史的教訓化をはじめ、

国際活動方針の具体化、各分野の活動

調整、国際的なスポーツ情報の収集と

検討、資料提供を行います。

29期の具体的な計画は、2010年４月

＝第１回よこはまＶＩＶＩＣＩＴＴＡ

（イタリア初平和と環境のためのマラ

ソンを全国ランニングセンター主催で

開催）。 2010年８月＝東京～広島～長

崎反核平和マラソンへＦＳＧＴと韓国

から各３名の招待。2010年秋＝スポー

ツ科学研究所シンポジウムへの韓国体

育市民連帯の招待。2011年冬＝スキー

協のクラブ間交流。 2011年秋＝フッ

ト・ア・セット代表団訪仏（予定）で

す。

この他、ＦＳＧＴからの姉妹都市交

流について各都道府県連盟での論議を

開始します。

６ 諸課題

（１）傷害見舞金

2010年度の傷害見舞金制度の実施に

関して保険会社より一部のプランの

「停止」通告があり、現在、調整・検

討中です。全国総会当日には新たな提

案ができるよう準備を進めます。なお、

この経過は別紙を参照ください。

09年度から、全国スキー協議会の共

済制度の一部をスポーツ連盟傷害見舞

金に移行しました。

日本勤労者山岳連盟が窓口団体とな

っている「共済の今日と未来を考える

懇話会」がすすめる健全な共済の「適

用除外」を実現し、自主共済を守るた

たかいをともに推進します。

（２）財政の強化

スポーツ連盟の活動が広がることに

よって、より財政活動を強化すること

が重要です。この間、予算に基づく執

行及び公開と共有、各部局が財政上も

予算化と執行に責任を持つ体制を作り

上げてきました。今期もこれを継続す

るとともに、積極的な活動を保証する

財源確保のために、組織拡大に積極的

に取り組みます。また、新たな財源確

保の方法も検討していきます。


