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＝構 成 ＝ 

 

第１章 「スポーツは万人の権利」の原点に立ち、国民のスポーツ権実現のためにス

ポーツ関係者の協力・共同をすすめる＝スポーツ情勢とスポーツ連盟の任務＝ 

（１）スポーツ基本法の成立は、スポーツ権実現の新たな出発点 

（２）スポーツ権実現の協力・共同の新たな条件が広がっている 

（３）共同要求の実現をめざし、スポーツ団体、スポーツ関係者、国民各層との協力・共同を積

極的に推進する 

（４）東日本大震災と福島原発事故から学ぶこと－継続的支援と「原発ゼロの社会」をめざす 

 

第２章 愛好者の要求に応える多様なスポーツ活動と組織的な前進の条件が広がっ

ている＝第２９期の活動の特徴と課題＝ 

（１）愛好者・チーム・クラブとともにつくる競技会・行事が広がっている 

（２）スポーツ権実現と反核・平和の活動 

（３）スポーツ連盟は、東日本大震災にあたり、被災者支援を中心に活動してきた 

（４）『スポーツのひろば』を中心に据えた広報活動の展開 

（５）新たな局の設置で、活動の幅が広がった国際活動 

（６）各地・各種目で取り組まれた学習・教育活動 

（７）諸課題 

 

第３章 暖かさと連帯に充ちた多様なスポーツ活動を広げ、スポーツ権実現と「スポ

ーツの仲間づくり運動」をダイナミックにすすめよう＝第 30 期の目標・方針・計画＝ 

＜創立 50 周年をめざして＞ 

（１）暖かさと連帯に充ちた多様なスポーツ活動を広げ、「スポーツの仲間づくり運動」をダイナ

ミックにすすめよう 

（２）国民のスポーツ権実現をめざす活動に新たな意気込みで取り組もう 

（３）スポーツの復興を中心とした復興支援の活動と「原発ゼロの社会をめざす」活動をすすめ

る 

（４）スポーツ連盟の魅力を発信する広報活動をさらにつよめる 

（５）リーダー養成制度、スポーツ連盟付属研究所の確立 

（６）草の根の国際活動の本格的な展開を 

（７）財政の強化と組織・財政方針の検討など 
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スポーツ権実現をめざし協力・共同をすすめ、 

創立５０周年を飛躍的前進の中で迎えよう 

＝第３０回全国総会決議＝ 

 

＜総会の議題＞ 

１、第 29 期（2010 年１月～2011 年 12 月）の活動の総括 

２、第 30 期（2012 年１月～2013 年 12 月）の方針の決定 

３、第 29 期決算・監査と第 30 期予算案の決定 

４、第 30 期全国役員の選出 

 

＜総会の獲得目標＞ 

１、暖かさと連帯に充ちた多様なスポーツ活動を広げ、「スポーツの仲間づくり運動」

をダイナミックにすすめる 

２、「スポーツは万人の権利」の原点に立ち、国民のスポーツ権実現のためにスポー

ツ関係者の協力・共同をすすめる 

３、大震災の被災地、被災者の復興支援を継続してすすめるとともに、生き生きとし

た地域や社会の実現にスポーツを通じて貢献する 

４、創立５０周年を前進のなかで迎えるための記念事業をスタートさせる 

 

 

第１章 「スポーツは万人の権利」の原点に立ち、国民のスポー

ツ権実現のためにスポーツ関係者の協力・共同をすすめる 

＝スポーツ情勢とスポーツ連盟の任務＝ 

 

（１）スポーツ基本法の成立は、スポーツ権実現の新たな出発点 

①スポーツ基本法成立の歴史的意義：スポーツ基本法案は、超党派のスポーツ議員連盟の共

同提案として国会に提出され、2011 年６月 17 日参議院本会議において全会一致で採択さ

れ成立しました。スポーツ基本法（以下、「基本法」）の前文は、「スポーツを通じて幸

福で豊かな生活を営むことは、すべての人々の権利」と述べ、「国民のスポーツ権」を明

記しました。歴代の政権が進めてきたスポーツ政策は、「国民のスポーツ権」の主張を認

めず国民のスポーツ要求の実現に背を向け、スポーツ選手の生活と人権をないがしろにし

てきました。その結果わが国のスポーツの到達点は、ＥＵ諸国から数十年遅れているとい

われてきました。スポーツ権を明記した基本法の成立は、遅れたわが国のスポーツ施策を

根本的に転換する出発点となりうる画期的な意義をもつものです。 

 同時に、基本法の審議と成立の過程に注目しておくことが大切です。もともとこの法案

は、自民、公明両党が提案した法案（以下、「自公案」）とともに、民主党、共産党から

修正案が出され検討されてきました。自公案には、「スポーツ権」の表記はなく、民主党、

共産党の修正案で「国民のスポーツ権」が明記されました。また、共産党から、スポーツ

団体の自主性を損なう恐れのある「スポーツ団体の責務」の規定の修正を求める意見があ

り、「スポーツ団体の努力」と修正、さらに、民主党案にあったスポーツの財源をサッカ

ーくじに依存する条項を削除すべきとの共産党の意見が取り入れられました。法案審議に

おける不十分さを克服し、積極面を生かし、不十分な面を改善していくことが必要です。 
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②本格的なスポーツ権実現の運動を展開する：スポーツ連盟は、第 29 回全国総会において、

スポーツ基本法の制定のために積極的な役割を果たす立場を明らかにしてきました。そし

て、「スポーツは万人の権利」を掲げて活動してきたスポーツ団体として、このスポーツ

基本法の成立を心から歓迎するとともに、今後、「いかにして国民のスポーツ権を具体的

に実現するか」という国民的な運動の新たな出発点とするために、スポーツ連盟はその牽

引車としての役割を果たす決意を明らかにするものです。 

 

（２）スポーツ権実現の協力・共同の条件が広がっている 

１、「スポーツ宣言日本」でもスポーツの権利明記 

 2011 年７月 15 日、ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）と日本体育協会は、大日本体育

協会設立 100 周年に当たって、「スポーツ宣言日本－21 世紀のスポーツの使命」を発表し

ました。この宣言において、「既にユネスコは、1978 年の『体育とスポーツに関する国際

憲章』において、スポーツがすべての人々の基本的な権利であることを謳っている」「
あまね

遍

く人々がスポーツを享受し得るように努めることは、スポーツに関わるものの基本的な使

命である」とのべています。この宣言は、わが国のスポーツ界が、「スポーツ権」の理念

を共有することを表明したものであり、スポーツ界において、協力・共同を推進する新し

い条件の広がりを示すものです。 

２、スポーツ施設などの条件整備は

共通の要求 

 だれもがスポーツを行う権利を保障

するためには、一定の経済的、社会的、

時間的な条件が必要です。しかし、2009

年９月の政権交代によって、解消が期

待された「貧困と格差」は、さらに深

刻さをましています。同時に重要なこ

とは、こうした「貧困と格差」が、ス

ポーツ分野においても広がっているこ

とです。公共スポーツ施設は最高時と

比較すると全国で約１万カ所減少し、

学校施設や民間施設等を含む総数では、７万カ所近く減少しています。このことが、国民

のスポーツ活動を推進する上で大きな障害となっています。 

 内閣府の調査では、週１回以上のスポーツ実施者は 45.３％と増加傾向にあり、国民の

健康やスポーツ要求の切実さを示しています。同時に、スポーツ実施者増加の多くは、散

歩・ウォーキングや軽い体操などが占め、他方、体育館やグラウンドを利用する種目は停

滞しています。こうした実態からもスポーツ

実施者を増やすためには、現在の公共スポー

ツ施設の減少傾向に歯止めをかける施策が緊

急に求められています。 

当面、地方自治体の老朽化した多くの公共

施設の改修事業に対する国の補助金制度が必

要です。また、都市部においては慢性的な施

設不足が、新たな競技会やスポーツ教室の開

催の大きな障害となっており、競技愛好者の

増大に対応する区市町村を越えた広域の競技施設の整備が強く求められています。 

     内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」に基づく文部科学省推計　より
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わが国の体育・スポーツ施設設置数の推移
　　　２０１０年４月２０日　スポーツ連盟作成

総数 学校体育施大学・高専 公共施設 職場施設 民間施設
1969年・S44 148,059 101,672 5,720 10,193 23,768 6,706
1975年・S50 188,224 120,098 7,198 19,835 26,873 14,220
1980年・S55 218,631 135,170 6,624 29,566 29,013 18,258
1985年・S60 292,117 148,995 9,124 60,777 29,332 43,889
1990年・H２ 229,060 156,548 9,726 62,786
1996年・H８ 258,026 152,083 8,531 65,528 12,737 19,147
2002年・H14 239,660 149,063 9,022 56,475 8,286 16,814
2008年・H20 222,533 136,276 8,375 53,732 6,827 17,323
08年－02年 -17,127 -12,787 -647 -2,743 -1,459 509
最高時－08年 -69,584 -20,272 -1,351 -11,796 -22,505 -26,566
＊文部科学省「我が国の体育スポーツ施設」調査結果より作成
＊網掛けは最高時の年度
＊１９９０年（平成２年）は、民間施設、職場施設の項目がなく総数の比較はできない。
＜コメント＞
①総数で見ると、最高時と比べ６９，５８４カ所減少し、３０年前の水準に逆戻りしている。
②公共施設は、最高時に比べ１１，７９６カ所減少している。
③職場施設、民間施設は、合計で４９，０７１カ所減少し、減少率が最も高い。
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その一方で、指定管理者制度の導入により、利用時間の弾力化はあるものの、収益性と

効率化を優先することから指定管理者の独自事業が増え、地域のスポーツクラブや団体の

自主的なスポーツ活動の妨げになるところも生まれています。スポーツに親しむ人を増や

し地域のスポーツ活動、競技力向上をめざす活動など、多様なスポーツ活動を豊かに発展

させる上で、公共スポーツ施設の整備拡充は、すべてのスポーツ関係者の緊急で切実な要

求となっています。 

３、選手の人権と生活擁護は社会的な支援が必要 

 「なでしこ JAPAN」の活躍は、プレイ自体のすばらしさが広く共感をよぶ一方で、日本

の女子サッカーの多くの選手たちが、生活費をアルバイトで稼ぎながら競技に取り組んで

いる貧困な環境と条件のなかで奮闘してきた実態が多くの国民に知らされたことで、共感

を一層深く広くしたことは間違いありません。わが国の競技選手の置かれている条件は、

一見華やかに見えても、一部の選手を除いて決して十分ではありません。ハイレベルのス

ポーツがはじめて基本法で位置づけられたことをふまえ、選手たちの競技力向上と生活を

支える公的な支援をふやすことが必要です。その際、短期的にメダルが取れるかどうかで

はなく多様な競技を対象に長期的系統的な強化につながるような配慮が必要です。また、

国は、スポーツ団体の自主的な目標と計画を尊重しそれを支援することを基本とすべきで

す。 

 

（３）共同要求の実現をめざし、スポーツ団体、スポーツ関係者、国民各

層との協力・共同の運動を積極的に推進する 

①国・自治体の「責務」を実効あるものにする運動を：スポーツ基本法は、「基本法という性格」

や成立過程に見られた不十分さなどから、今後個別の法律と施策（基本計画など）にお

いて具体化されるべき課題が残されています。基本法が出来たからといって自動的に改

善するわけではありません。それは、１月３１日発表されたスポーツ基本法第９条に基

づくスポーツ基本計画案（中間報告）が、財政措置をともなうスポーツ施設整備計画が

欠落していることにも示されています。しかし、「国民のスポーツ権」が明記された新

たな段階においては、スポーツ予算の大幅な増額を実現することなど、スポーツ関係者

が所属組織や分野の違いをこえて共同を発展させる条件が広がっていることは間違いあ

りません。スポーツ連盟が、真価を発揮し、国民とスポーツ愛好者・選手の多様なスポ

ーツ要求を実現するために大いに力を発揮することが期待されています。 

②スポーツクラブ、スポーツ団体の文化的役割の発揮：スポーツ権を実現する上で、スポーツ

施設の整備など国と地方自治体の「責務」を実行させる運動だけでなく、スポーツクラ

ブ、スポーツ団体が自主的な意志に基づき、多様な競技種目の発展、競技水準の追求、

心身の自由な発達、自主的で多様なスポーツクラブの発展、スポーツを支え参画する活

動、スポーツを通じて友好と平和を広げる活動などを実現することで真に権利としてス

ポーツを享受することができます。 

国のスポーツ予算の分野別主要項目の推移（文科省）
単位：百万円 201２年２月19日スポーツ連盟作成

事項 2001・平13 2002・平14 2003・平15 2004・平16 2005・平17 2006・平18 2007・平19 2008・平20 2009・平21 2010・平22 2011･平２３ 2012･平24

子どもの体力向上・学校体育 927 1,134 1,555 1,497 976 902 815 3,312 7,521 4,471 4,875 5,123

生涯スポーツ社会の実現 1,921 1,964 1,343 1,668 1,737 1,297 1,060 1,077 702 845 805 809

国際競技力の向上 4,820 3,038 3,504 7,740 7,949 9,165 11,345 5,157 7,350 8,569 5,802 6,384

独・日本スポーツ振興ｾﾝﾀｰ 6,521 5,998 6,401 5,813 5,641 5,339 5,375 9,343 6,805 － － －

障害者スポーツ関係他 276

その他 117 105 102 101 96 94 122 111 152 － － 10

合計 14,306 12,239 12,905 16,819 16,399 16,797 18,717 19,000 22,530 22,740 22,790 23,793

対前年度予算増減額 － -2,067 666 3,914 -420 398 1,920 283 3,530 210 50 1,003

対前年度予算増減率 － -14.4 5.4 30.3 -2.5 2.4 11.4 1.5 18.6 0.9 0.2 4.4

(注)　文部科学省青少年・ｽﾎﾟｰﾂ局作成資料に201１年度、2012年度分のデータを追加してスポーツ連盟で作成。主要項目のみを計上しており合計と一致しない
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スポーツ連盟が愛好者やクラブとともにすすめてきた、ペア・マッチ方式の競技やリ

レーマラソンはじめ「スポーツ きみが主人公」の精神を生かした多様な競技方法、フ

ェアプレイを掲げて開催してきた全国スポーツ祭典運動、反核・平和マラソンの創造と

普及などの多様なスポーツ活動は、スポーツ権を文化的にも豊かに発展させたものであ

り、この面でもスポーツ連盟の真価を大いに発揮するときです。 

スポーツ連盟はこうした見地から、次の課題を実現するために、広範なスポーツ団体、

スポーツ関係者、国民各層の人々との協力・共同をよびかけます。 

＜スポーツの発展のための共同要求案＞ 

◎スポーツ施設の拡充：公共スポーツ施設の増設・改修、広域競技用施設の増設、指導

員の配置、バリアフリー化の推進、クラブハウス・保育施設の設置、学校開放の拡充、野

外スポーツ施設（登山・ハイキング、ランニング、ウォーキング、サイクリングなど）の

整備 

◎地域スポーツクラブ・団体の活動支援：単一種目のスポーツクラブと総合型地域クラ

ブへの公平な支援・助成の推進、スポーツ団体への公平な支援・助成の推進、公共スポー

ツ施設の利用料金の軽減・減免制度の充実 

◎競技力向上への支援：長期的で系統的な選手およびコーチ養成制度の確立と人権・生

活の擁護、企業のスポーツ支援のあり方の検討、選手・コーチの雇用・労働条件の改善、

競技場と社会生活におけるフェアプレイ精神の発揮 

◎障害者のスポーツへの支援：障害者スポーツの条件を抜本的に改善すること。公共ス

ポーツ施設のバリアフリー化の推進、健常者と障害者がともにプレイする場の拡大、ハイ

レベルの障害者スポーツへの財政支援の強化、トレーニングセンター等の公平・平等な利

用の推進、障害者スポーツ専用施設の整備、国の統一的な支援策の策定。 

◎スポーツ基本計画の充実：子ども・青年のスポーツ、地域スポーツ、競技スポーツ、

障害者スポーツ、女性のスポーツ、学校体育などそれぞれの分野のスポーツを推進する計

画の拡充、スポーツ振興じくに依存しない国のスポーツ予算の大幅な増額。福祉、医療、

教育、芸術文化分野との連携。 

◎スポーツ団体の権利と努力：国及び自治体とスポーツ団体との関係において、スポー

ツ団体の自治と「援助・不介入」の原則を尊重する。スポーツ団体は、選手やチームの人

権や生活を擁護する立場に立った民主的で公正で透明な運営を行うとともに、スポーツ団

体の自治・運営能力を高める。指導に名をかりたしごきと暴力、セクハラなどをスポーツ

界から一掃し、スポーツ界に人権意識と民主主義を確立し定着させる。 

◎スポーツ行政の民主的改革：地方自治体のスポーツ予算の増額はじめスポーツ行政の

拡充、公正で公平なスポーツ行政の実現、多様なスポーツクラブ・スポーツ団体への支援

と助成、公共スポーツ施設使用料の軽減、施設管理運営規定の改善と施設利用者連絡会（仮

称）の設置、指定管理者制度の契約条項において、公的責任を明確にし施設修理などに迅

速に対応すること、スポーツの安全確保とスポーツ事故への対応と補償制度の検討、スポ

ーツ施設（野外施設等含む）の放射能汚染状況の調査と除染の推進。スポーツ団体の権利

と義務を十全に発揮するために、あらゆるレベルと分野でスポーツの振興に関わっている

多様なスポーツ団体の連絡協議機構の設置をめざす。 

◎オリンピック運動の推進と国体改革：オリンピック競技大会の招致の検討に当たって

は、オリンピック運動の精神とスポーツの権利実現の立場を基本に、立候補都市の個別の

条件を顧慮し検討する。国民体育大会のあり方について、スポーツの競技大会としての競

技の形式や運営のあり方、国と自治体の財政的支援のあり方などの討論をすすめる。 
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◎社会的な課題：国民のスポーツ活動の基礎的な条件を劣悪にする消費税増税に反対す

る。雇用の安定的な確保と余暇（自由時間）の確保をめざす。「原発ゼロの社会」をめざ

し、自然エネルギーへの転換をはかる。自然と調和したスポーツへの配慮、自然公園、山

岳地域・里山の自然環境の保護をすすめる。 

 

（４）東日本大震災と福島原発事故から学ぶこと－継続的支援と「原発ゼ

ロの社会」をめざす 

 ３月 11 日の東日本大震災と福島原発事故によって、かけがえのない多くの命とくらしが

奪われました。１年が経過した現在も、被災地、被災者のくらしや仕事の再建は遅々とし

てすすまず、本格的な復興はこれからが正念場です。スポーツのあるくらしを取り戻すま

で継続的な支援をすすめましょう。さらに、原発事故はいまだ収束とはほど遠く、自治体

そのものを含め福島県民 17 万人が現在も避難を余儀なくされ、さらに放射能汚染は全国各

地に広がり国民の不安と怒りが広がっています。 

１、多様なスポーツの価値への注目 

 東日本大震災と原発事故は、すべての人々に、社会やくらしのあり方、生き方を真剣に

見直すことを迫りました。そして、被災者を支援する活動を通じて、これまでの「格差社

会」「競争社会」「自己責任」などがもてはやされる状況から「人間的な温かさ」や「社

会的連帯」を求める意識が広がっています。スポーツ分野においても、草の根のスポーツ

愛好者からプロスポーツ選手まで多様な支援活動が行われ、スポーツを通じて地域や社会

に貢献する活動への参加が広がっています。スポーツ界においても、競技における勝利を

一面的に追求するのではなく、公正、誠実、尊敬、連帯など多様なスポーツの価値と力が

見直されています。スポーツの価値を競技の場だけでなく社会においても発揮することを

広くよびかけます。 

２、原発とスポーツは共存できない 

 私たちが今回の原発事故から学んだことは、人類は現在、原子力あるいは核エネルギー

を「コントロールする技術」も放射性物質を「無害化する技術」も持っていないというこ

とです。世界中の原子炉から生み出される１年間の高濃度の放射性廃棄物の量は約 9000

トンといわれています。これらを未来の人類に残すことは許されません。 

 私たち日本人は、広島、長崎で原子爆弾による悲惨な被爆体験をし「再び過ちは繰り返

しません」という誓いを世界に対して明らかにしてきました。この誓いを原発問題におい

ても貫くことが必要です。核兵器と原子力発電は、核エネルギーを利用するということを

共通原理としています。そして、福島原発事故によって放出された放射性物質の総量は、

広島型原爆の 20～30 個に相当するとされています。多量の核兵器に匹敵する放射能汚染を

生み出す原発は、核兵器と同じく人類と共存することは出来ないのです。スポーツ連盟は、

８月の第５回理事会で、「健康で文化的な生活の実現に貢献するスポーツは、人間の健康

と暮らしそのものを不可能とする危険性を排除できない原発とは相容れない」とし、「原

発ゼロの社会」をめざす方針を決めました。世界から核兵器を廃絶することを願って、1982

年以来実施してきた反核・平和マラソンの経験を生かし、国民各層の人々と連帯し活動し

ていきます。 
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第２章 愛好者の要求に応える多様なスポーツ活動と組織的 

 前進の条件は広がっている＝第２９期の活動の特徴と課題＝ 

（１）愛好者・チーム・クラブとともにつくる競技会・行事が広がっている 

１、愛好者の多様な要求実現のための創意工夫が広がりをつくっている 

 各地で取り組まれている元気な大会・行事は、「愛好者が主人公、選手が主人公」の立

場から、その地域性や種目の特性を生かし創意工夫がなされているところに特徴がありま

す。 

・滋賀県野球協が取り組むサマーカップ大会（８月開催）は、参加チームは必ず３試合が

できることが特徴となっています。同じ滋賀県のバドミントン協議会では、合宿と大会

を一緒に開催することで、県外（東京、静岡、京都、鳥取）のバドミントン愛好者も参

加する事業を展開しています。 

・大阪で早くから取り組まれていたリレーマラソンは、その形態を進化させ９年前から千 

葉県連盟も取り組み、その後、愛知、宮城、北九州で、そして 2012 年は京都、東京で開

催されています。リレーマラソンは、ベテランから初心者までともに楽しめるという特

徴に加えて、各種目や地域からチームとスタッフを出すことによって、種目組織・地域

連盟の枠をこえた都道府県連盟の共同の活動としても有効な取り組みになっています。 

・全国ウォーキング協議会は、各県の理事会等に働

きかけを行い、この２年間に北海道、青森、岩手、

石川、福岡でクラブが結成されました。会員の声

を取り入れ、ウォーキングと会員の多彩な趣味を

生かした豊富な例会や少し厳しい里山歩き、リー

ダーの養成などに取組むことで幅広い愛好者の要

求に応えています。 

・京都テニス協会では、2011 年に初の年齢別大会及び 15 歳以下シングルス大会を開催す

るなど新たな工夫がはじまっています。また、東京卓球協議会をはじめ大阪テニス協会

などでは、女性や高齢者の条件を生かして、施設のとりやすい（休日は取れない現実が

あるが）平日大会を増やし愛好者から喜ばれています。 

２、出前大会・行事はスポーツ連盟との新たな出会いの場となっている 

・この間、出前大会・行事は、卓球にとどまらず他種目でも着実に広がってきています。

この２年間の新たな取り組みとして、卓球協議会が福井、熊本で、テニス協会が岐阜、

長野で、2010 年２月に結成されたミックスバレーボールセンターが、福島、茨城、群馬

で、バドミントン協議会が福島で、福岡県テニス協議会が山口で、福岡野球協議会が県

内の地域と九州各県で出前大会を行っています。 

・関西ブロックは、唯一の空白県である奈良県を重視し、野球、テニス、バレーボール、 

ランニングなどの種目組織が積極的に大会の開催や府県大会への出場の誘いを行ってき

ました。野球では３年前から出前大会を開催し、2011 年に奈良野球協議会を結成しまし

た。バレーボールでは全国競技大会に奈良のチームが出場するなどの広がりも生まれて

います。 

・卓球から始まった出前大会は、スポーツ連盟と愛好者・チームが競技要求をともに実現 

する場であり、同時にスポーツ連盟との新たな出会いの場となっています。全国種目組

織や都道府県連盟・ブロックが協力し合って取組む活動が広がっていることをふまえ、

空白県にできた複数の種目組織の交流をすすめ、県連盟の結成につなげることが課題と

なっています。 

 

 

 東京リレーマラソン写真 
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３、重点種目の展開 

 第 29 回全国総会では、フット・ア・セット、ミックスバレーボール、バスケットボー

ルを重点種目と決め、全国スポーツ祭典の取り組みの中で大会開催地域を増やすことを方

針としました。 

・ミックスバレーボールでは出前大会、全国大会の開催に着実に取り組み、2010 年２月、

全国種目組織＝全国ミックスバレーボールセンターを立ち上げました。その教訓は、担

当者、世話役の明確化、そしてその人の情熱がチーム・クラブ、都道府県連盟、さらに

は他のミックスバレーボール組織の協力を引き出していることです。 

・フット・ア・セットについては、全国サッカー協議会が担当者をおき、毎年、全国交流

大会を開催してきましたが、都道府県祭典の開催数を増やすには至りませんでした。 

・バスケットボールについては、全国スポーツ祭典での開催は着実に行われてきましたが、

依然として都道府県予選の開催が課題となっています。 

４、第 28 回全国スポーツ祭典での着実な広がりと全国競技大会 

①第 28 回全国スポーツ祭典は、10 月 15 日のゴルフを皮切りに 15 競技種目 17 種目を実施

し、38 都道府県 7748 人（新春マラソンを除く）の出場がありました。前回に比べて 1700

名増えています。全体的に、競技レベルの向上、参加都道府県の広がりが見られます。こ

のことは、「全国スポーツ祭典を取り組む中で、

空白地域・種目の克服に取り組む」ことを祭典の

方針として打ち出し、それに各都道府県連盟、全

国種目組織が呼応し意識的に取り組んだ成果とい

えます。 

②2011 年全国競技大会は、11 競技種目で 5000 名

をこえる選手・チームが出場し、09 年を上回りま

した。しかし、チーム種目においては参加都道府

県数、選手数が減少している競技種目もあります。

雇用条件の悪化や不況の長期化がチームの維持や

遠征費用確保を困難にしていることを主催者として認識する必要があります。今後は、早

めの開催地や日程の発表など、全国競技大会開催の工夫も必要となってくるでしょう。 

５、多様なスポーツ活動の広がりは、確実に組織拡大の新たな条件を生み出してい

る 

 第２９期は「柔軟に大胆にスポーツ活動の『組織化』」を掲げスタートしました。全国

種目組織や各ブロックの不断の努力で、県レベルでは、野球＝奈良・熊本、ウォーキング

＝北海道・青森・岩手・石川・福岡、卓球＝新潟・秋田で新たな種目組織が誕生。さらに、

岡山卓球協議会の飛躍的な発展や青森への県連盟再建の働きかけがすすめられるなど、県

連盟結成まで今一歩のところも生まれています。第１回評議員会で総括したとおり、引き

続き多様なスポーツ活動が展開され、組織拡大の芽は確実に広がっています。2011 年末の

分担金基準組織現勢の増減は、都道府県連盟加盟数で 127 クラブ、410 人の増、全国種目

組織加盟数で１７４クラブ、１，４５９人の増となっており、「現状維持から増」への変

化の兆しがうかがえます。 

 しかし、第２９期で掲げた、「30 都道府県に連盟組織を」の方針は、残念ながら達成で

きず、こうした活動を促進するための「県連盟確立プロジェクト」も、今期は十分機能し

ませんでした。また、連盟組織の機関が十分機能していないところへの援助を含め、この

間のスポーツ活動と組織活動の内容や実態およびその関連について、分析し、教訓と課題

を明らかにする必要があります。 

 

 

  全国祭典陸上写真 



 

 

- 8 -

（２）スポーツ権実現と反核・平和の活動 

１、スポーツ権に関するシンポジウムの開催 

①スポーツ権に関するシンポジウムを２年間で２回開催しました。１回目は、2010 年 10

月、「スポーツと基本的人権＝韓国と日本の経験から学ぶ」でした。このシンポジウムに

は、韓国体育市民連帯の代表団に出席いただき、韓国スポーツ界における人権問題につい

て、詳細な調査に基づく現状報告と国会や行政機関での活動や、市民運動を通じた改善策

の準備とその実践の面から、ナ・ヨンイル氏が報告されました。その他、青森愛球クラブ

への不当な処分について工藤志郎氏が、女性のスポーツ参加と権利意識の成長をテーマに

岩波道子氏が報告されました。日韓スポーツ界における暴力や差別の問題に関する研究交

流をすることの必要性が明確となったシンポジウムでした。 

 2011 年 11 月には、スポーツ基本法の施行（８月 24 日）を受け「日本のスポーツ基本法

制の到達点と課題－スポーツ基本法を今後にどう生かしていくか－」のシンポジウムを開

催しました。シンポジストとして、斎藤健司筑波大学准教授、中村祐司宇都宮大学教授の

他、伊藤静夫日体協スポーツ科学研究室室長、宮嶋泰子テレビ朝日プロデューサー、萩原

純一東京都連盟理事長がそれぞれのテーマで報告され、「スポーツ権」が明記されたスポ

ーツ基本法の成立と施行の歴史的意義を確認するとともに、基本法自体に対する理解と今

後の実践的な課題と運動の意義などについて、それぞれの立場から問題提起や提言が行わ

れました。同時に、こうした取り組みを全国的に推進する必要性も明らかになりました。 

２、反核・平和マラソン、国民平和行進の取り組み 

 被爆 65 年にあたる 2010 年には、７月 27 日～８月８日、全国各地で取り組まれる反核

・平和マラソンに加え、東京～広島～長崎 1500 ㎞反核・平和マラソンに取り組みました。

３回目となった今回は、東京～広島～長崎を走る本隊と４つのブロックが共同しての取り

組みとなりました。また、韓国市民連帯と韓国９条の会、フランス・ＦＳＧＴのランナー

10 名が参加するという国際的な広がりも見せました。13 日間に及ぶ事業は、関東、東海、

関西の各ブロックをはじめ各地の反核・平和マラソンを激励するものとなりました。労働

組合、民主団体、文化団体など他団体との協力・共同も広がりました。 

 各地の反核・平和マラソンは、年々広がりを見せて

います。2010 年は 19 ヶ所、1955 名、2011 年は初め

て取り組んだ２ヶ所を含め 20 ヶ所、2113 名になりま

した。特に 2011 年は、東日本大震災後の福島第一原

発事故により原発への関心が高く、初めて参加する人、

若者の参加も見られるという特徴がありました。 

 国民平和大行進は、５月６日に東京・夢の島をスタ

ートする東海道コースの他、岩手、宮城、石川、富山、

東京で県内の行進にも参加しています。今後は、それぞれのコースを引き継ぐ可能性につ

いても考えていく必要があります。 

３、文部科学省交渉と自治体要請 

 スポーツ愛好者の要求をもとにおこなう「自治体要請」行動は、スポーツ連盟の特徴的

な活動の一つです。この２年間、自治体要請活動を行った都道府県は、北海道、宮城、東

京、神奈川、石川、京都、大阪、兵庫です。各自治体への要求活動は、自治体のスポーツ

施策への意見・提案という形で、施設の改善から大会や反核・平和マラソンへの後援など

幅広いものです。また、全国連盟では、2010 年 12 月、文部科学省に対し、公共スポーツ

施設の減少傾向をくい止め、施設の改修と増設を推進すること、スポーツ祭典への後援・

補助金の要請などを柱とした「国のスポーツ振興施策と予算に関する要望」を提出しその

 

 

 東京・広島・長崎反核・平和マ

ラソンの写真 



 

 

- 9 -

実現を要請しました。今回の要請は、政権交代後初めての取り組みでしたが、提案型の要

請に対し、これまでになく「誠実」な意見交換の場となりました。 

（３）スポーツ連盟は、東日本大震災にあたり、被災者支援を中心に活動

をすすめてきた 

１、震災発生直後から、構成員・会員の安否の確認と被災者と被災した連盟組織へ

の支援募金に取り組みました 

 スポーツ連盟の構成員の被害は、死者１人、家族や住居を失った人は 100 人をこえてい

ます。支援募金は、労山、スキー協、全国連盟などそれぞれの条件を生かして取り組まれ、

その全体は 3000 万円を超える額が寄せられました。これらの支援募金は、構成員・会員の

犠牲者・被災者への支援と被災地の連盟組織の活動支援金にあててきました。被災地救援

のボランティアは、全国連盟からの派遣、労山からの派遣、それぞれの会員が地域の団体

のボランティアに応募したとりくみなど多様な形で取り組まれてきました。特に労山の全

国と各地方連盟の継続的なボランティア活動は、現地の自治体からも評価され、多くの方

々から感謝されています。 

２、ＦＳＧＴから 89 万円の義援金 

 ＦＳＧＴは地震発生直後に、お見舞いのメールを

寄せるとともに支援募金に取り組むことを伝えてき

ました。その後、支援募金の受け渡しを兼ねた連盟

代表団の招待があり、被災地のランナー３人と連盟

役員２人の代表が訪問し、約 89 万円の義援金が寄せ

られました。ＦＳＧＴのあたたかい連帯の取り組み

に心から感謝するものです。 

３、震災下のスポーツ活動について 

 震災と原発事故のもとでのスポーツ活動について、４月の第４回理事会で、単純な「自

粛論」にくみせず、くらしの復興と並行してスポーツ活動への参加の条件を切り開くこと

がスポーツ団体の役割であることを明らかにしました。そして、出来るだけ早期に「スポ

ーツ活動を含む日常生活」を取り戻すという基本方針を決めました。首都圏では、地震に

よるスポーツ施設の破損や原発事故による節電・計画停電による公共施設の使用停止が相

次ぎ各種の大会も中止を余儀なくされました。こうしたなかで、東京・江東水泳連絡会は

加盟クラブとともに、施設の被害状況や今後の利用見通しなどについて施設や自治体に要

請を行い、早期のクラブ活動の再開のために積極的な取り組みを進めてきました。 

 

（４）『スポーツのひろば』を中心に据えた広報活動の展開 

 第 29 期の広報活動は、前期に引き続き、４つのツールを有機的に結びつけ、スポーツ

連盟を知らせていく活動を展開しました。その中でも、新日本スポーツ連盟の活動や理念

を伝える機関誌『スポーツのひろば』を中心に据えてきました。 

 『スポーツのひろば』誌は、「読みやすくなった」「スポーツに関する幅広い情報が得

られる」などの好評価を得ています。それは、編集スタッフによる毎月の綿密な企画編集

委員会をはじめ、精力的な活動により支えられています。減誌傾向にあった購読数を増や

すため、４回のキャンペーンをおこないました。第 29 期前半は右肩上がりに推移しまし

たが、現在は、元の減誌傾向にあります。その要因は、経済的な理由、読者の高齢化など

により、増やす部数よりも購読をやめる読者が多いのが実態です。このまま減誌傾向が続

けば機関誌発行の存続自体が危ぶまれる状態に陥ります。連盟全体でどのような増やす努

力を行うかが課題となっています。 
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 ホームページは、2010 年６月にリニューアルし、種目別、地域別のコンテンツを置くな

ど、大会・行事の掲載を早く、多く、的確にする努力を進めてきました。現在は月間 3000

をこえるアクセス数があります。 

 宣伝物・ニュースでは、「全国スポーツ祭典ニュース特別号」及び「震災救援・復興ス

テッカー」の制作・発行をおこないました。これらの宣伝物は、ホームページにも掲載さ

れ、紙媒体での宣伝とともに、ロゴマークを各地・各種目のプログラムに載せるなどの活

用もされています。 

 「全国通信」については、スポーツ連盟理事会・評議員会の開催後２週間で発行するこ

とが確実に守られ、理事会での方針・情報を早く、的確に都道府県連盟、全国種目組織の

役員へ伝達する役割を果たしてきました。 

 

（５）新たな局の設置で、活動の幅が広がった国際活動 

 国際活動局の設置により、スポーツ連盟における国際活動の視野が広がりました。特に、

局員の協力により、各国のスポーツ団体の情報収集、スポーツ連盟を海外に発信すること、

在日外国人とのスポーツ交流など、新たな活動の展開も生まれました。また、全国総会決

議その他から、連盟における国際活動の歴史的経験の整理と教訓化をすすめてきました。 

 国際交流では、２年間で３カ国、８回の交流がなされました。この中には、スポーツ連

盟とＦＳＧＴにおけるクラブ間交流も含まれ、新たな形態の交流も始まっています。今後、

経費負担を含む交流の主体を都道府県連盟、種目組織、地域、クラブレベルに広げ、文字

どおり「草の根の国際交流」に発展させていくことが求められています。 

 

（６）各地・各種目で取り組まれた学習・教育活動 

 第 29 期に全国連盟が取り組んだ学習・教育活動は、「スポーツ連盟リーダー養成講座」

の試行、スポーツセミナーの実践的な取り組みとともに、スポーツ科学研究所の設立に向

けた準備活動をより具体化させてきました。第 29 期の活動の特徴は、種目に共通するス

ポーツと身体、スポーツにおける傷害の予防、スポーツ連盟の理念やスポーツ権などをテ

ーマにした学習会、講習会が都道府県連盟、全国種目組織や各地の種目組織において開催

されていることです。 

①リーダー養成講座は、全国連盟理事を対象とした６

回の講義とテスト・レポートの提出をおこない、スポ

ーツ連盟全体を対象とした本格実施のための準備をす

すめてきました。 

②スポーツセミナーは、東海ブロックに協力を得て、

毎年開催されている東海ブロックスポーツセミナーに

組み入れる形で、岐阜県長良川スポーツプラザにおい

て開催しました。都道府県連盟、全国種目組織の協力

もあり２日目の講義には約 80 名が参加、講義内容も

好評でした。 

③スポーツ科学研究所設立準備の活動は、スポーツ連盟 50 年史編纂準備、２回のシンポ

ジウムの開催などの実践的な活動に取り組みつつ、連盟創立 50 周年をめざして設立す

る準備を進めてきました。そして、研究所の設立趣意書案、規約案、財政計画の立案に

取組んできました。 

 

（７）諸課題 

 

 

 東海セミナー写真 
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①財政活動：第 28 期後半から導入した「分担金逓減制度」は３年を終えました。この間、

損益金からの繰り入れは 2010 年度の 59 万円のみとなりました。また、2011 年は東日

本大震災後、震災復興支援費として 60 万円を補正予算で計上しました。 

②傷害見舞金制度：第 29 期の傷害見舞金制度は、行事を対象とした制度のみに変更し運

営してきました。年間加入の廃止により事務処理の増加などが生じました。種目組織で

は、大会時に「傷害見舞金」をかけることが定着してきました。 

 

第３章 暖かさと連帯に充ちた多様なスポーツ活動を広げ、スポーツ

権実現と「スポーツの仲間づくり運動」をダイナミックにすすめよう

＝第３０期の目標・方針・計画＝ 

 

＜創立 50 周年をめざして＞ 

 新日本スポーツ連盟は 1965 年、新日本体育連盟（新体連）

の名称で「スポーツは万人の権利」の主張を掲げて誕生しま

した。1995 年の創立 30 周年の年に、新体連は、創立の精神

である人権と民主主義に基づくスポーツの発展と親しみやす

い団体名称の採用を通じてこれまで以上に国民の多様なスポ

ーツ要求にこたえる旺盛なスポーツ活動すすめることを決意

し、新日本スポーツ連盟の名称で新たな出発をしました。 

今回のスポーツ基本法の成立は、国民のスポーツ権を実現していく新しい出発点であり、

同時に、スポーツ連盟が創立以来の経験を生かし、おおいに真価を発揮する最良の機会で

もあります。 

 2015 年 11 月 12 日、スポーツ連盟は創立 50 周年を迎えます。スポーツ連盟はこの 46 年

間、国民とスポーツ愛好者の多面的なスポーツ要求に誠実にこたえる活動を一貫してすす

めてきました。全国スポーツ祭典は 10 万人近い予選・地方祭典参加者に支えられて大きく

発展し、６万人近い愛好者・競技者が連盟の組織構成員として加盟しています。連盟のス

ポーツ活動は、初心者からトップレベルの選手まで、それぞれのレベルに応じて競技を楽

しむことが出来ることで、確実に共感を広げています。 

 スポーツの自由やスポーツ団体の自治の擁護、暴力・しごき、ドーピングなどスポーツ

の文化的な荒廃を許さず、フェアプレイ精神の発揮、公共スポーツ施設の整備・拡充とス

ポーツ予算の大幅な増額、公正なスポーツ行政の実現など、だれもが権利としてスポーツ

を楽しめるようスポーツの民主的な発展をすすめるために活動してきました。これらの連

盟の努力がスポーツ基本法の実現の背景にあることは明らかです。 

 こうした到達点と今日の新たな状況を踏まえ、創立 50 周年をさらなる前進のなかで迎え

るため、以下の課題を掲げ活動することをよびかけます。 

①「スポーツの仲間づくり運動」を連盟内外によびかける 

②国民のスポーツ権実現のための協力・共同を推進する 

③創立 50 周年記念事業として次の事業を準備する 

・スポーツ科学研究所の設立 

・50 年史の編纂（書籍とＤＶＤ） 

・記念式典・レセプションの開催 

・リーダー養成制度の確立と推進 

・国際シンポジウムの開催 

 

 

 

 65 年創立大会の写真 
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（１）暖かさと連帯に充ちた多様なスポーツ活動を広げ、「スポーツの仲

間づくり運動」をダイナミックにすすめよう 

１、「スポーツの仲間づくり運動」のダイナミックな展開 

 この運動は、スポーツ連盟がこれまですすめてきた「スポーツ きみが主人公」の精神

にもとづく多様なスポーツ活動、競技会、出前大会などの教訓を生かし、だれもがスポー

ツに親しみ、楽しみ、成長し連帯を培うスポーツの場＝スポーツ連盟との出会いの場を、

愛好者とともにつくり、広げよう、というものです。「今でさえ施設も人も精一杯」とい

うなかで、この取り組みは簡単にできるものではありませんが、こうした活動が広がるこ

とは愛好者をはじめ国民の願いであり、この願いに応えることこそ、スポーツ連盟の初心

でもあります。困難や課題をクラブや愛好者の協力と絆を生かしてチャレンジすることを

呼びかけます。取り組みの性格・目標・進め方の概要は以下の通りです。 

①人間的な暖かさと連帯に充ちた多様な「スポーツ活動の場（競技、行事、教室など）」

を画期的に広げる。新しい分野、新しい層の愛好者および空白県への働きかけを重視し、

現状の 1.5～２倍のスポーツ連盟と出会う「スポーツ活動の場」をつくる。 

②これらの「スポーツ活動の場」づくりを飛躍的に広げるなかで、「自分たちの競技会」

を支え発展させるためのスポーツグループ・団体づくりを「スポーツの仲間づくり運動」

としてすすめる。 

③スポーツ愛好者、クラブ、チームその他のスポーツ団体の協力を呼びかける。 

④ボランティアリーダーや協力者を内外によびかける。アイディアや提案を募集する。 

⑤それぞれの連盟組織は、2015 年までの年度別の自主的な計画を持つ。 

⑥「組織拡大交流会議」を 2013 年６月に開催し、全国的な経験の教訓化をすすめる。 

２、「スポーツの仲間づくり運動」の牽引車として

「出前大会・行事」を重視し応援する 

 これまでの「出前大会・行事」は、スポーツ連盟

との出会いとスポーツの絆を広げてきました。その

意味では「スポーツの仲間づくり運動」でもありま

す。健康や仲間づくりの要求を大切にし、規模の大

小やレベルなどにこだわらず、気軽な「出前大会、

教室、行事」をすすめることをよびかけます。地域

の種目組織・クラブの協力もえて、全国種目、ブロ

ック、都道府県で計画を持つことを重視します。こ

れらの取り組みを促進するための財政的な援助を拡

充します。 

３、県連盟未確立の県を中心に、「スポーツ連盟主催：スポーツを楽しみ語る会」（仮

称）の開催をよびかける 

 2015 年を目途に、年度別の目標と計画を立て、「スポーツ連盟主催スポーツ懇談会」を

すべての空白県で開催します。そのため全国連盟は、全国種目組織、都道府県連盟とブロ

ックの協力も得て、年次計画を立てて取組みます。その際、各地方の「ひろば」読者、こ

れまでの協力者、地元のスポーツクラブ、スポーツ団体、市民団体、民主団体などに広く

よびかけます。内容は、スポーツ連盟とは、スポーツ基本法とは、などの学習とともに、

スポーツやトレーニングの実技をセットでおこなうこととします。 

４、チーム種目対策をはじめ、困難な連盟組織の課題解決に取組む 

 スポーツ連盟のスポーツ活動への参加者は全体として広がっていますが、種目や地方・

地域によっては長期にわたって停滞あるいは後退している連盟組織が少なからずありま

 

 

 

 熊本ペアマッチ大会の写真 
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す。こうした連盟組織が、困難の原因と克服すべき課題を明確にし、前進の展望を持つこ

とは、スポーツ連盟全体の発展にとっても重要な意義を持っています。全国連盟、ブロッ

ク会議、全国種目組織、地方・地域種目組織など対応する連盟組織が協力し、問題の解決

のために具体的な行動をすすめます。さらに、柔道、剣道、空手など武道分野の活動を再

興するために関係者の懇談会などを行います。 

５、子どもスポーツ、女性の分野の活動 

 子どもスポーツ、女性の分野の活動は、現状把握、情報交換とその共有の段階にとどま

りました。今期は、一歩進めて何らかの共同事業を企画し実施することとします。その際、

担当者の範囲だけでなく、他の局や分野の協力を要請します。 

６、第 29 回全国スポーツ祭典と全国競技大会 

 第 29 回全国スポーツ祭典を被災地のスポーツ復興を支援する場として成功するよう全

力をあげて取り組みます。第４回理事会のよびかけを各地各種目の皆さんが積極的に受け

止め、全種目での開催地のめどが立ってきました。東日本大震災からの復興は、くらし、

住まい、地域の再生など、いずれもこれからが正念場です。被災者の心に寄添った支援を

途切れなくすすめる象徴として、この全国祭典を成功させることをよびかけます。その際、

被災地の選手・チーム・クラブと交流し激励する取り組みを進めましょう。 

 第 30 回祭典（2014 年）の開催地について、全国総会までに東北か東海かの調整をすす

めます。2013 年の全国競技大会については、それぞれの全国種目組織が、「スポーツの仲

間づくり運動」の取り組みとともに、大いに独自性を発揮し目標を明確にした取り組みと

します。 

７、種目を越えた技術学やトレーニング論を学び交流する「指導員・審判員サミット」

（仮称）やスポーツクラブの発展をめざす交流会などを開催する 

 各種目の指導員、審判員、リ

ーダーの養成活動の担当者を主

な対象者として、種目を越えた

技術学やトレーニング論を学び

交流する目的で、「指導員・審

判員サミット」（仮称）を開催

する。また、地域のスポーツク

ラブの発展をめざす交流会議の

開催を検討する。その際、スポ

ーツ科学研究所準備委員会およ

び種目組織の担当者と連携して

すすめる。 

 

（２）国民のスポーツ権実現をめざす活動に新たな意気込みで取り組もう 

１、国民のスポーツ権実現とスポーツの民主的な発展をめざす活動をすすめる 

①スポーツ基本法にもとづき、国民のスポーツ権を現実のものとするためには、スポーツ

界全体が手を携えて共同の要求を実現する運動の発展が不可欠です。そして、その運動

の中核的な役割を果たすことこそスポーツ連盟の重要な任務です。こうした自覚に立っ

て、第１章（３）項で示した＜スポーツの発展のための共同要求案＞にもとづく、広範な

スポーツ団体（ＪＯＣ、日体協、地方体協、各競技団体、スポーツ推進委員など）、ス

ポーツ関係者と対話・懇談の活動を行い、共同要求を実現するための協力・共同の運動

を積極的にすすめます。 

   ＊地域のスポーツクラブへの加入者はこの１0年間ほとんど増えていない。

   （内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」より作成）
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②スポーツ基本法の学習と共同要求聞き取り活動をすすめます。基本法は、スポーツ愛好

者、クラブ、チームにとってどんな意味があり、どのように活用できるのか、スポーツ

要求の実現とその障害となっている課題を基本法に則して聞き取りを行い、その内容と

結んで学習や討論をすすめることをよびかけます。並行して、スポーツ基本計画の拡充

をはかるための意見交換会などに取組みます。 

③都道府県連盟は、基本法の具体化を自治体が積極的にすすめるよう要請と提案に取り組

みましょう。東京都連盟、神奈川県連盟、兵庫県連盟が行っているように、新しい基本

法に基づく自治体の基本的な態度や「地方・地域スポーツ推進計画」の具体化などにつ

いて質問や要請を行うとともに、他団体とも協力して住民と愛好者、スポーツ団体の共

同要求づくりや「地方・地域スポーツ推進計画」にそれを反映させる取り組みを行うこ

とを要請します。 

２、スポーツ分野の反核・平和の取り組みを一層ひろげよう 

 福島原発事故から学び「原発ゼロ」をめざす世論と運動を発展させることと結んで、反

核・平和マラソンをさらに広げます。特に未開催道県での開催のための援助を行います。 

FSGT から 2012 年４月、広島～長崎の福岡実行委員会スタッフとランナーを招待するとの

申し入れがあり、同実行委員会に実現の方向で要請中です。2012 年の広島～長崎反核平和

マラソンに、福岡実行委員会と共同でＦＳＧＴ・韓国のランナーを招待します。また、昨

年休止した広島の集いは今後、毎年開催します。国民平和大行進（地域の網の目行進を含

め）への参加を粘り強く呼びかけます。特に都道府県の引き継ぎを重視します。スポーツ

団体が環境問題に取り組む指針を検討し具体化します。 

スポーツ９条の会の活動の日常化をはかるために努力します。 

３、２０２０年五輪招致問題への対応 

 東京都（石原知事）は、2020 年五輪招致に再び立候補しました。前回 2016 年の招致活

動では、都民の支持が候補都市のなかで最低であったことが大きな理由で敗北しました。

その総括や開催計画の再検討もなく、都民の意見も聞かずに再び立候補するようなやり方

は、オリンピックの開催都市の基本的な資質に欠けると言わざるを得ません。 

 また、「日本の復興を世界に示す」といっていますが、オリンピック招致と復興を短絡

的に結びつけることは慎重にすべきと考えます。また、多くの都民が、「今は復興を優先

すべき」「福島原発の収束もままならないこの時期は適切か」等の批判と反対の声を上げ

ていることを無視すべきではないと考えます。以上の点から現状では、前回同様「異議あ

り」といわざるを得ないと考えます。最終的には、２月に申請ファイルが発表された段階

で再度対応方針を検討し、総会議案に盛り込みます。 

 

（３）スポーツの復興を中心とした支援の活動と「原発ゼロの社会をめざ

す」活動を進める 

１、今後の復興支援の活動は、被災地の青少年を

対象とするスポーツ行事・競技会の開催、スポ

ーツ施設・用具の支援などスポーツの復興を軸

とした支援活動をすすめます。すでに全国スキ

ー協議会がよびかけた被災地の子どもたちを招

待するスキー教室には定員を大幅に上回る参加

申し込みがありました。引き続き、生活にスポ

ーツを取り戻すための支援を行うためにも支援

募金は 2012 年 12月まで継続して取り組みます。
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既に準備をすすめている第 29 回全国スポーツ祭典は東北復興と被災地のスポーツの復

興を支援する場として成功させることとします。公共スポーツ施設の原状回復をスポー

ツ関係者と協力してすすめます。 

２、８月の第５回理事会で確認した、「原発ゼロの社会をめざす」という方針にもとづき、

スポーツ施設の放射線量調査と除染に取組みつつ、「原発ゼロの社会をめざす」国民各

層の運動に参加していきます。 

 

（４）スポーツ連盟の魅力を発信する広報活動をさらにつよめる 

 スポーツ連盟の活動と主張を種目を越えて共有し、スポーツ界に向けて発信する広報局

の活動と役割はますます重要になっています。広報局の４つのツール（『スポーツのひろ

ば』、ニュース（号外）、全国通信、ＨＰ）それぞれをさらに充実させるとともに、『ス

ポーツのひろば』は連盟を広げる活動に不可欠なツールとして普及活動に取組みます。 

１、スポーツ連盟の機関誌として『スポーツのひろば』を都道府県連盟所属のすべてのク

ラブ（3,660 クラブ）のなかに最低 1 人の読者をつくることを目標に各連盟組織があらゆ

る努力をかたむけて取り組むことをよびかけます。そのために、「『スポーツのひろば』

普及キャンペーン第 5 弾」として、1 年間の期間限定で、連盟構成員の新規読者の購読

料を年間 2,900 円（送料含め 3,600 円）とし、都道府県連盟のすべての連盟組織が、クラ

ブに最低 1 人の読者実現にチャレンジすることとします。あわせて、今まで以上に誌面

の充実のために英知を集める努力をすすめます。また、多様な読者会を持つなど活用方

針を各連盟組織が持つよう支援します。  

２、2014 年より、『スポーツのひろば』の定価を 450 円から 290 円に値下げする提案につ

いては、継続審議とし、この 1 年間の普及活動へのチャレンジの結果を踏まえて、改定

価格およびその賛否について、2013 年 2 月の第 30 期第 1 回評議員会において決定する

こととします。 

３、ＨＰおよびインターネットを広報活動の『スポーツひろば』と並ぶ基本的なツールと

して位置づけ独自の強化を図ります。そのための調査、分析を広報局を中心に行います。 

 

（５）リーダー養成制度の確立、スポーツ連盟付属研究所の確立 

１、リーダー養成制度は、理事会を対象とした「リーダー養成講座の試行」の到達点を踏

まえ、本格実施の条件と開催時期について全国総会前の理事会と評議員会で検討しまし

た。そして、継続的に受講者を組織し定着させるために、講師の確保、種目組織の独自

の指導員、リーダー、審判員養成とどのようにリンクさせるか、執行体制と必要な経費

と財源の確保などについて検討するとともに、テキストの充実をはかるための執筆者と

の懇談を行い、連盟役員などを対象とした「試行」を継続することとします。 

２、スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所の設立は創立 50 周年記念事業として位置づけ、

2014 年秋の設立をめざします。研究所準備委員会の活動は、準備段階からスポーツ連盟

の諸活動が必要とする課題の分析と検討、情報の提供、講師の紹介と派遣などを重視し

て進めます。また、当面は、事務所は連盟内に置き、ボランティアの研究者の協力を中

心にすすめます。 

 

（６）草の根の国際活動の本格的な展開を 

 第 29 期は、国際活動はスポーツ連盟の基本的な活動

であることを明確にし、国際局を新設して意欲的な活

動をすすめてきました。その教訓を生かし今期は以下
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のような活動を推進します。 

１、諸外国のスポーツフォアオール運動とその実態、政策、理論などについての情報収集を行い

ます。また、スポーツ連盟の主張と活動を海外に発信することを国際局の基本的な役割の一つ

であることを明確にして活動します。スポーツ連盟紹介リーフの英語版の改訂とフランス語版

を作成します。その際、スポーツ科学研究所準備委員会との協力をすすめます。 

２、国際交流活動は、全国レベルの交流にとどまらず、種目組織、地域組織、クラブが主体にな

ってすすめる段階を迎えています。その一環として、ＣＳＩＴや諸外国のスポーツ団体が主催

する国際競技大会に種目組織が代表選手・チームを定期的に派遣することで、種目組織の新た

な魅力となるよう環境作りをすすめます。また、韓国から始まったアジア諸国との交流を、中

国、ベトナムなどに広げます。在日外国人とのスポーツ交流活動を継続してすすめるために、

全国種目組織と都道府県連盟の協力を要請します。さらには、ブラジルなどラテンアメリカと

の情報交換をすすめます。これらの活動の調整と統括をするために「国際交流活動運営細則（仮

称）」を作成します。 

３、ＩＯＣの承認団体であるＣＳＩＴ（国際勤労者スポーツ連合）への加盟に向けた検討を行い

ます。 

４、創立 50 周年記念事業として、スポーツ権・平和運動局とともに国際シンポジウムの準備を進

めます。 

５、2012 年６月、ギリシャの古代オリンピック４大競技大会会場をめぐるツアーをエーゲ海学会

と共同で実施します。全国総会に第１次要項を準備します。 

 

（７）財政の強化と組織・財政方針の検討など 

１、ランク別分担金制度の継続 

 ランク別分担金制度を導入して３年目となります。この制度導入の趣旨は、経済危機の長期化

とくらしの厳しさが深刻化する中で、各連盟組織の財政的な負担を少しでも軽減し、組織拡大を

促進する契機とする、ことにありました。この制度の導入によって、単純に組織拡大に結びつい

たわけではありませんが、全国種目組織の会議費の確保に充当されたり、都道府県連盟の分担金

制度の弾力的な対応を可能にするなどの効果も生まれています。また財政的な面からは、繰入金

は単年度で 100 万円～150 万円を想定していましたが、09 年は繰り入れなし、10 年 59 万円、11

年も繰り入れなし、となっています。以上の点を踏まえ、今期もランク別分担金制度を継続する

ことを提案します。なお、継続に当たっては毎年評議員会で検討し確認することとします。同時

に、この制度を継続的安定的な制度とするためには約２５００人の会員の増加が必要であり、その実現

に各連盟組織が力を尽くすことを強く要請します。 

２、「連盟組織・分担金検討委員会」（仮称）の設置など 

①組織・財政方針を一層弾力的で柔軟なものとすることを目的とした「連盟組織・分担金検討委

員会」（仮称）を理事会のもとに設置します。国民のスポーツ活動の広がりにこたえ、現在の

数倍の構成員数を擁する連盟組織への飛躍を実現するためには、現在の組織方針と分担金制度

で可能かどうか、「一組織一基準」だけではなく、「一組織複数基準」という新たな発想に基

づく多様で柔軟な基準についても検討する必要があります。検討委員会の構成は、全国種目組

織、都道府県連盟、全国連盟の部局などの代表で構成します。詳細は、第 30 期の第１回理事会

で決定します。 

②機構・役員検討委員会は 50 周年に向けて検討を継続します。また、スポーツ連盟の法人化の可

否について検討します。 

③傷害見舞金制度については、現在の「一時会員」のみの制度となっています。当面これを継続

しますが、今後のあり方について検討します。 


