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第１章 新日本スポーツ連盟の５０年と国民のスポーツ権 

＝理念を現実にする時代へ＝ 

＜第 31 回定期全国総会の目標＞ 

１．新日本スポーツ連盟は、2015 年 11 月 12 日、創立 50 周年を迎えます。新体連時代 30

年、スポーツ連盟時代 20 年を含む 50 年の多様で豊かな到達点を共通の確信にし、国民が主

人公のスポーツの時代をめざす新たな出発点とする。 

２．スポーツ基本法施行後 2 年半の検証にたって、国民のスポーツ権を実現する運動

の本格的な展開の時代とする決意と方針を示す総会とする。 

①多面的なスポーツの魅力と価値をすべての人々に広げる活動を強化する。 

②だれもがスポーツを享受できるようにするために貧困と格差をなくす社会的な活

動を強化する。 

③人権、フェアプレイ、平和を基調とするスポーツの価値を擁護し継承・発展させる。 

④スポーツ団体の自治を確立し社会的連帯を広げる。 

３．運動と組織の前進を支え推進する役員を次世代に継承するとともに、役員への女

性の登用をはかるなど、次の 50 年にバトンをつなぐ総会とする。 

 

１．新日本体育連盟（新体連）創立の意義 

 新体連創立前後のわが国は、経済の高度成長のもとで開催された 1964 年の東京オリンピ

ックを通じて、国民のスポーツへの関心が高まる一方、国民と勤労者の健康、生活、権利

を守る運動が高揚していました。青年たちのなかでは、自主的なスポーツサークルやグル

ープが各地で生まれ急速に広がっていました。しかし、当時のわが国政府のスポーツ振興

策は、オリンピックのメダル獲得のための少数の選手強化が中心であり、国民と青年のス

ポーツへの参加の道は閉ざされていました。こうしたなかで、1963 年６月 29 日、30 日、

神奈川県横浜市三ツ沢競技場において第１回全国青年スポーツ祭典（現在の全国スポーツ

祭典）が、青年・学生、スポーツ愛好者、体育・スポーツ関係者の共同の力で開催され、

32 都道府県から６万人の青年が参加し大きな成功をおさめます。 

 1965 年７月 12 日、新日本体育連盟結成第１回準備会がおこなわれ、青年、スポーツ愛

好者、進歩的体育・スポーツ関係者等 19 氏の連名で「結成のよびかけ」が発表されます。

第３回全国青年スポーツ祭典は、「いつでも  どこでも だれもが スポーツを」のスローガ

ンを掲げ 11 月 11 日～14 日国立競技場他で開催され、32 都道府県 42,000 人が参加するな

ど祭典運動の発展する姿が示されます。その祭典の第２日目、11 月 12 日、祭典運動に関

わった人々と進歩的な体育・スポーツ関係者、25 都道府県 350 人が参加し新体連の結成総

会が開催されました。 

 新体連の創立の意義は、創立宣言で「体育・スポーツが少数のひとの独占物であった時

代は過ぎました。それは万人の権利でなければなりません」と謳ったことに象徴されてい

ます。それは第１に、わが国のスポーツの歴史において、はじめて国民が自らのスポーツ

要求を実現する自主的民主的スポーツ組織を持ったことです。第２に、「スポーツは万人

の権利」の創立宣言は、世界に先駆けたスポーツの権利宣言となるとともに、わが国にお

けるスポーツフォアオール運動のルーツとなり、今日のスポーツ基本法の実現を予見する

ものとなったことです。 



 1995 年の創立 30 周年を期に、団体名称を「新日本体育連盟」から「新日本スポー

ツ連盟」へ改称しました。これは、スポーツを国民の権利として確立するために運

動の歴史と伝統をふまえ、スポーツ団体として親しみやすく 21 世紀を展望するにふ

さわしい名称として「新日本スポーツ連盟」としたものです。 

 

２．権利としてのスポーツ確立の推進者として 

 スポーツ連盟はこの半世紀、「国民のスポーツ権の実現」という理念・使命を掲げて活

動し、様々な困難や紆余曲折を経ながら着実に前進してきました。その受け継ぐべき歴史

的な役割と伝統は以下の点に示されています。  

①全国スポーツ祭典、指導者の養成、スポーツクラブの活動支援など国民の多様なスポー

ツ要求に誠実に応え、自主的なクラブ活動を応援するなど日常的なスポーツ活動を推進し

その水準の向上に取り組んできたことです。  

②ヒューマニズムにねざしたフェアプレイを重視し、スポーツにおける「体罰」・暴力な

どスポーツの歪みや不正を許さず、スポーツが真に国民に親しまれる文化として発展する

よう、一貫して主張し活動してきたことです。  

③1964 年の第２回全国青年スポーツ祭典でかかげた「いつでも どこでも だれもがスポー

ツを」を実現するため、国や自治体のスポーツ予算の大幅な増額、公共スポーツ施設の整

備と公平で民主的な管理運営の確立、使用料の大幅な値上げ反対、指導者の養成などの条

件整備に取り組んできたことです。  

④わが国のスポーツが自主的で民主的に発展することを誠実に追求し、スポーツ界の自主

性の擁護と民主的な改革を推進してきたことです。1980 年のモスクワ五輪への参加をめぐ

ってスポーツ連盟は、政府の日本体育協会（日体協）への補助金停止の脅しによるボイコ

ットの強要に反対し「参加するか否かは JOC（日本オリンピック委員会）の自主的判断に

任せるべき」と主張しスポーツ関係者の共同をすすめました。  

⑤「スポーツは平和とともに」のスローガンを掲げてすすめてきた反核平和マラソンなど、

スポーツ団体としての社会的な活動を自ら積極的に行うとともに、連盟内外に強くよびか

けてきたことです。新体連の創立自体、戦前戦中にスポーツが「敵性文化」として敵視さ

れ、その一方で戦争の道具として利用され否定された苦い教訓に立ったものです。この精

神は、反核平和マラソンの取り組みにも受け継がれ、国際的に広がっています。  

 

３．「国民が主人公のスポーツ」の実現をめざす 

スポーツ連盟は、スポーツ基本法が施行されたという到達点に立って、「国民が主人公

のスポーツ」を実現するためにこれまで以上に力を尽くします。それは、すべての国民に

スポーツの権利が保障され、自由な意思に基づき気軽にスポーツを楽しむことが出来るよ

うにすることです。そのために、スポーツ連盟は、広範なスポーツ愛好者、競技者、指導

者、スポーツ関係者の協力・共同を促進するために努力し、国民的な運動とするために全

力をあげて取り組みます。  

スポーツ基本法の前文は、「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」と国民のスポーツ権を明記しています。第 30 回総会の決議は「『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」決意と方針を明らかにしました。スポーツ権



の理念は今や競技者・スポーツ関係者をはじめ国民共通の理念となったのです。スポーツ

連盟は、この到達点に確信を持ち、スポーツ愛好者、クラブ・チーム、スポーツ団体と力

を合わせ「国民が主人公のスポーツ」を実現する運動の先頭に立つとともに、自らの運動

と組織の飛躍的な発展をめざし、新たな歩みを開始することをよびかけます。  

 

第２章 第３０回総会後のスポーツ情勢とスポーツ連盟の役割 

１．スポーツ基本法を生かし、国民のスポーツ権を実現すること 

 国民のスポーツ権を明記したスポーツ基本法が施行されて２年半が経過しました。スポ

ーツ連盟は第 30 回総会決議で、「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」として心から歓迎するとともに、「基本法という性格や成立過程に見られる不十分さ

などから・・中略・・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」

と述べ、共同の条件の広がりを生かし、スポーツ連盟が真価を発揮し具体的な要求と権利

の実現をはかる運動の意義を強調しました。この２年半の推移をみると、JOC と日本体育

協会が「スポーツ宣言日本－21 世紀のスポーツの使命」を発表し、ユネスコ憲章の権利規

定を引用するとともに「あまねく人々がスポーツを享受しうるよう努めることは、スポー

ツに関わる者の基本的な使命」であるとのべています。その後、スポーツ連盟の伊藤高弘

顧問と JOC の市原則之専務理事（当時）が雑誌で対談を行うなどあらたな共同の広がりも

生まれつつあります。しかし、その一方で、国はサッカーくじを海外のゲームに広げるな

どの改悪をすすめ、国本来の義務であるスポーツ振興のための財源確保をおこたっていま

す。また、大阪市や神奈川県などの自治体では、スポーツ基本法に逆行し、公共スポーツ

施設の役割を否定する論理で公共スポーツ施設の大幅な統合と削減が提案されました。こ

れに対し、市民・県民の大きな反撃が広がり、削減幅の圧縮など部分的な成果が生まれて

います。指定管理者制度や PFI（注１）による公共スポーツ施設の運営の矛盾も広がってい

ます。東京では、PFI によって建設され運営されている東京スポーツ文化館（BumB）が、

東京水泳協議会のプール使用料について、使用料以上の参加費を徴収する団体は、団体の

活動内容に関わりなく一律に民間の企業体と同じ営利団体扱いをするという不当な態度を

示しました。東京都連盟は直ちに請願署名運動に取り組みましたが、都議会は請願を否決

しプールを含め使用料は 1.5 倍とされました。  

 スポーツ基本法を生かし、国民のスポーツ権の後退を許さず、共同の課題を明らかにし、

その実現のためのスポーツ関係者はじめ国民的な共同をすすめることが益々重要になって

います。  

（注１）PFI（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｲﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ）：公共施設の建設を民間資金で行い、その管理、

サービスも長期の契約で民間が行う手法。 

 

２、人間性を否定する暴力はスポーツとは相容れない＝スポーツ団体の存在

をかけてスポーツ界から暴力を一掃することが問われている 

 昨年来、大阪市立桜宮高校バスケットボール部顧問の「体罰」によるキャプテンの自殺

問題はじめ、柔道全日本女子チーム監督等の暴力・セクハラ事件に対する女子選手 15 人の

「勇気ある告発」、そしてその後、次々にスポーツ界の暴力・セクハラ事件が明るみに出

されました。この間の経過は、わが国のスポーツ界の暴力的、前近代的な体質の根深さを

再認識させられると共に、これ以上スポーツ界が同じ過ちを繰り返してはいけないという

多くのスポーツ関係者・団体を含む確かな世論と運動が広がりつつあることを示していま



す。スポーツ連盟は、2013 年 2 月 24 日「スポーツから『体罰』・暴力・ハラスメントを

なくすための共同を」の声明を発表しました。この声明は、「スポーツにおいて、『体罰』

や暴力は人間性と人権を否定するだけでなく明白な犯罪であり、絶対に容認できない」と

述べるとともに、スポーツ界から暴力を一掃するための共同をよびかけました。この取り

組みを、スポーツ界の前近代的な体質をなくすこととあわせて、継続してとりくむことが

求められています。声明が掲げた以下の課題にもとづく共同を一層推進していきます。 

①すべてのスポーツ団体と指導者は、「体罰」や暴力・ハラスメントを行わないことを表

明し、今後、「体罰」・暴力を行った指導者はスポーツ指導の場面から無条件に排除する

こと。  

②スポーツの競技者が「体罰」・暴力・ハラスメントなどについて、意見表明する権利を

保障する機構、制度を確立すること。 

③すべてのスポーツ団体、スポーツクラブ・チームは、選手・競技者、会員の尊厳と人権

を尊重し、民主的で公正・公平で開かれた組織運営に努めること。とりわけ、女性競技者

の意見が組織運営に正当に反映されるよう女性役員の拡充をはかること。また、スポーツ

指導やスポーツ活動の場面において選手・競技者の尊厳と人権を尊重すること。 

④人間の尊厳と個性の尊重に重きを置くスポーツは「体罰」・暴力とは相いれないという

指導理念の確立、さらに競技力の向上は、科学的で合理的な指導方法やトレーニング方法

によって実現するなど、指導者の資質の向上をはかること。 

⑤学校教育法で禁じられている「体罰」・暴力を学校の部活動から一掃し、部活動を生徒

の主体的で自主的な活動として発展させること。そのためにも、顧問教師の専門的な知識

と指導力を養成する研修制度の確立、適切な配置および奉仕的な活動への時間的経済的な

保障をはかること。さらに、学校の部活動にたいし勝利至上主義と過度な選手養成を期待

する行政やスポーツ界のあり方も検討すること。 

 

３、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会を誰もが祝福できる平和の祭

典とすることが求められている 

 2013 年 9 月７日 IOC 総会は 2020 年のオリンピック東京開催を選択しました。スポーツ

連盟はこの間、オリンピック運動の目的と理念を実現する立場から、「東京招致」に「異

議あり」の意見を表明し行動してきました。しかし、「東京開催」が決定された以上、2020

年東京五輪が、オリンピック運動の基本理念と目的の実現に貢献するものとして準備し開

催されるよう引き続き発言し行動することがスポーツ団体の責務であると考えます。 

 スポーツ連盟は、「オリンピズムの目標は、スポーツを人類の調和のとれた発達に役立

てることにある。その目的は、人間の尊厳保持に重きを置く、平和な社会を推進すること

にある」をはじめとするオリンピック憲章の理念と目的を実現するために最善を尽くすた

めに、開催準備に関わる全ての関係者が次の点で協力し合うことをよびかけます。 

①選手と都民の声が正しく反映され必要な情報が公開されるなど、選手と都民が主人公の

準備活動を貫くこと。 

②オリンピック開催に便乗した大型開発事業へのバラマキや浪費を抑え、都民の暮らし、

福祉、教育、環境保護などとのバランスのとれた施策を推進すること。 

③選手強化に関しては、過大で一面的な「メダル競争」を選手たちに強制せず、長期的で



抜本的な強化方針を確立し推進すること。 

④競技施設の整備は、選手や観客の快適性確保とともに、環境の破壊、既存のスポーツ施

設の縮小・廃止、液状化などの問題点の検討、大会後の利用計画を含む都民のスポーツ振

興施設整備計画などを検討すること。 

⑤スポーツ界から一切の暴力をなくすために全力をあげること。 

 

第３章 ２年間の活動の特徴と教訓 

 

スポーツ連盟は、2012 年３月 10 日、11 日に開催した第 30 回定期全国総会で決めた以

下の４つの獲得目標を実現するために、この２年間活動してきました。  

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。  

 この２年間の活動の特徴は次の通りです。  

 

１、東北復興支援第２９回全国スポーツ祭典を全国種目組織・都道府県連盟の

共同の力で大きく成功させた。 

①主管地募集の特別の訴えに各地各種目が呼応・協力 

第 29 回全国スポーツ祭典は、東日本大震災の深刻な被害の実態を検討し、2011 年４月

の全国理事会で東北での開催を断念しました。同時に、第 29 回祭典を「東北復興支援第

29 回全国スポーツ祭典」と位置付け、全国種目組織、都道府県連盟に全国祭典主管地募集

の訴えを行いました。その結果予想を上回る主管地立候補の協力が広がり、祭典の歴史上

まれな「分散型全国祭典」として取り組まれました。  

第 29 回全国祭典には、16 種目 7,228 名の選手・役員が参加しました。全国スポーツ祭

典は、卓球大会が 42 都道府県で予選大会を開催して全国祭典の成功に結びつけていること

に象徴されるように、各地・各種目で予選大会を開催する機運が広がり、国民とスポーツ

愛好者の中に着実に広がりました。ミックスバレーボールでは、広島県大会、福島県・い

わき市大会、千葉県・印西市大会、北海道・中標津大会、バドミントンでは茨城大会、福

島大会、山梨大会など「出前大会」と結んでとりくまれ、全国祭典の規模と競技・運営レ

ベルの向上につながりました。 

各種目の主管地のほとんどの都府県・市から後援をはじめ、著名なスポーツ関係者から

応援メッセージが寄せられたことは、スポーツ祭典の広がりと開催趣旨に「東北復興支援」

を打ち出したことへの広い共感と自治体からの評価の広がりを示しています。また、労働

組合など民主的な団体からもこれまで以上に全国祭典への協賛広告が寄せられました。 

②スポーツを通じた支援の広がりと継続へ 

東北復興支援のとりくみは、東北の選手やチームの祭典への出場をバックアップしよう

ということで、たくさんの取り組みがありました。被災地からの参加者を支援する財源確

保のために取り組んだ「消せるボールペン」の販売は、各地の大会で参加賞としたところ

や都道府県連盟でも普及活動に取り組み、その結果、15,000 本を超えました。 



卓球協議会、バドミントン協議会が福島県で出前大会を開催して、参加費の補助をし、

福島県の愛好者に支援物資を届けるなどの活動、ランニングでは、各種のランニング大会、

駅伝などで独自の復興支援カンパを訴え、全国祭典の陸上競技大会の参加費と交通費、宿

泊費を準備して東北から出場した選手を迎えました。また、困難な中でも、サッカー大会

は宮城県、ソフトボール大会は福島県、卓球大会（一般）は青森県、スキー競技大会は岩

手県でそれぞれ開催されたことも、復興支援の大会としての位置づけを鮮明にしました。

東北から出場の選手、チームは、岩手 100 人、宮城 98 人、福島 135 人、青森 51 人、秋田

45 人、山形８人、合計 437 人に上りました。 

各種目の大会開催にご尽力頂きました種目組織と都道府県連盟並びに関係者の方々に

深く御礼申し上げます。全国スポーツ祭典が成功裏に終わったことを確認し、その成果を

2014 年の第 30 回全国スポーツ祭典に継承していきます。 

 

２、愛好者とともにつくる多様なスポーツ活動、出前大会・行事が着実に広が

っている 

第３０回総会は、「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」の方針にもとづき、愛好者とともに多様な

スポーツ活動にとりくみ、出前大会・行事などを通じた組織化と空白県での県連盟を確立

することを重視してきました。その主な活動は次の通りです。  

①愛好者とともにつくる多様なスポーツ活動 

スポーツ活動への参加の条件が厳しい中でも、各地の連盟やクラブは、スポーツの魅力

を共有するためのきめ細かな企画や運営に努力し着実に活動を進めています。「参加者第

一」の運営を継続する月例行事や大会の魅力が参加者の共感を呼ぶとともに、継続的な活

動を通じて、常連参加者の交流が深まり、運営を支え協力する人が広がるなど、活動の形

態や運営方法は様々ですが、スポーツ連盟ならではのスポーツ活動の魅力をアピールし、

新しい可能性を示す活動が生まれつつあります。 

②「出前大会・行事」の広がりとスポーツを楽しむ条件の変化 

この２年間の特徴は、卓球協議会から始まった「出前大会・行事」などが、各種目や地

域の活動に引き続き広がっていることです。卓球は 42 都道府県でスポーツ祭典を開催（そ

のうち出前大会は 19 県）遅くない時期に全国 47 都道府県での開催の展望を切り開いてい

ます。全国ウォーキング協議会は、新たに北海道、奈良、広島でクラブを結成し、2008 年

の協議会結成以来６年間で 19 都道府県（さらに準備中７県）に協議会またはクラブが広が

っています。ミックスバレーボールも北海道、千葉、広島、福岡、など新しい地域での挑

戦が続いています。それ以外にも６人制バレーボールでは栃木、山梨で、テニスは岐阜で

も予選大会が開催されました。また、ランニング、バドミントンの大会参加者も広がって

います。  

 野球、バレーボール、サッカー、などの種目は、比較的若年層を中心に活動しており、

長時間労働や経済的な困難などからメンバーが確保できないなどチーム・クラブの減少や

停滞が続いています。派遣労働者が４割を超え、年間給与所得 200 万円以下の国民が５年

連続で 1,000 万人をこえるなど国民がスポーツを楽しむ基本的な条件がかつてなく悪化し

ています。こうした人々のスポーツ要求実現のためにスポーツ団体の新たな対応が求めら

れています。  

 

③空白県への働きかけ 

「スポーツの仲間づくり運動」の方針の具体化の一環として 2013 年８月４日「西日本



での組織拡大をめざす組織拡大交流会議」を広島市で行いました。これは、この集会を広

島県連盟結成の契機にしようとして行われました。この集会を前後して広島県では、広島

県卓球協議会の結成と急速な前進、反核平和マラソン交流広島集会への地元スポーツ関係

者の参加、ミックスバレーボールの出前大会、全国ウォーキング協議会のウォーキング教

室開催とクラブの結成などとあいまって、広島県連盟結成準備委員会が結成され、結成に

向け一歩一歩進みつつあります。これらを契機に中国、四国、九州など西日本での組織拡

大や関東ブロックでも茨城県連盟づくりに着手しています。  

 

３．スポーツ権実現と平和の活動 

①クラブ・愛好者の声を行政に届け実現する運動の広がり 

この間スポーツ基本法学習会が各地、各種目で行われるとともに、都道府県連盟の対自

治体交渉・懇談会が広がっています。 

 この２年、スポーツ基本法学習会が北海道連盟、岩手県連盟、東京都連盟、東京卓球協

議会、板橋区連盟、中野区連盟、千葉県連盟、神奈川県連盟、京都府連盟、兵庫県連盟、

福岡県連盟、全国スキー協、東海ブロックなどでおこなわれ、「国民のスポーツ権」を明

記した基本法成立が果たした役割に確信を持つとともに、国民のスポーツ権の具体的な実

現と行使は、今まで以上に住民のスポーツ要求を実現する運動と行政への働きかけが重要

であることなどが明らかになりました。同時に、岩手県連盟、千葉県連盟では、基本法の

学習と並行して対県交渉・懇談会を行い、愛好者・クラブの要求とともに県民のスポーツ

振興の要求を要請、提案したことは積極的な意義を持つものです。  

 第 30 期全体を通じて、スポーツ基本法の理念と各条文を活用して、スポーツ施設建設・

改善等の要望書を自治体に提出し懇談の場を設ける提案型の活動が広がり定着してきまし

た。それは、以下の都道府県連盟で行われました。北海道連盟、岩手県連盟、東京都連盟、

練馬区連盟、板橋区連盟、新宿区連盟、北区連盟、中野区連盟、江東水泳連絡会、千葉県

連盟、神奈川県連盟、兵庫県連盟、京都府連盟、大阪府連盟、和歌山県連盟。  

 スポーツ権・平和運動局は、地域連盟の対自治体交渉・懇談会の実施を後押しするため

に、『全国連盟通信』第 30 期第６号を使って、都道府県連盟所在地の地域スポーツ推進計

画の情報を提供しました。  

②スポーツ分野の反核・平和の取り組み＝反核平和マラソンと広島集会 

2012 年の反核・平和マラソンは、21 都府県でおこなわれ、ランナー、サポーターなど

1,803 名の参加で行われました。また、この年の「広島－長崎反核・平和マラソン」に FSGT

から７名、韓国体育市民連帯（注４）から４名のランナーが参加し、平和のランナーの国際

交流の発展にも貢献しました。FSGT の代表団は、FSGT の被災地支援に対応した取り組みと

して、宮城県女川町を訪問し、子どもたちと「スポーツ交流」を行い激励しました。広島

集会は、８月５日開催され FSGT と韓国体育市民連帯の代表を含めて総勢 40 名が参加しま

した。集会では、あらたに福島県飯舘村から広島に避難している被災者、被爆地広島の空

手関係者の発言、フランス、韓国の代表から、世界に平和のリレーを広げようとの発言が

あったことが特徴的でした。2013 年は、21 都府県で 1,566 名が参加し行われました。広島

集会は前年同様８月５日に開催され、前日に開催された「西日本組織拡大交流集会」から

の参加者も合流し、総勢 19 名となりました。  

各年とも平和市長会議（注２）と日本非核宣言自治体協議会（注３）をはじめ多くの自治

体首長の方々から後援とメッセージをいただきました。また、国民平和大行進に引き続き

参加し「スポーツは平和とともに」の旗をリレーしました。  

③「原発ゼロの社会をめざす」活動 



反核・平和マラソンの成功をつうじて原発ゼロの社会実現を全国各地でアピールしまし

た。理事会では、「原発ゼロの社会をめざす」活動について、抗議集会への参加と国民各

層の運動に参加していくことを確認し行動をしています。 

2012 年 12 月９日の第６回理事会の終了後 14：30～16：00 に「原発ゼロは可能か？―日

本のエネルギー政策のあり方について・講師：舘野淳氏」の学習会を開催しました。 

④研究討論会の開催 

スポーツ科学研究所準備委員会とスポーツ９条の会との共催で３回の研究討論会を開

催しました。第 1 回（2012 年 12 月 22 日）は「スポーツ基本法と地域スポーツ－東京、神

奈川で今起っていること－」と題し、尾崎正峰氏（一橋大学教授）「東京都のスポーツ政

策の現状と課題＝五輪招致と地域スポーツ政策」、吉成克実氏（新日本スポーツ連盟神奈

川県連盟事務局長）「STOP『県立スポーツ施設原則全廃』」の報告にもとづき討論。第２

回（2013 年２月 27 日）は、坂なつこ氏（一橋大学教授、スポーツ社会学）：「EU とスポ

ーツ政策」をテーマに開催。第３回（2013 年７月３日）は、講師に大住良之氏（サッカー

ジャーナリスト）を迎えて「フェアプレイとスポーツの価値」をテーマに行いました。 

（注２）韓国体育市民連帯：2002 年創立。ｽﾎﾟｰﾂ分野の人権向上、韓国のｽﾎﾟｰﾂ政策への提言などの活

動をすすめている個人加盟の全国組織。 

（注３）平和市長会議：核兵器廃絶の市民意識を国際的な喚起、飢餓･貧困などの諸問題解決に努力

することを目的に、世界各地の都市が緊密の連帯し活動を行う。158 カ国・地域 5,860 都市

が加盟。 

（注４）日本非核都市宣言自治体協議会：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

を世界の自治体によびかけ、実現に努力することが目的。1984 年設立。298 自治体が加盟。 

 

４．東北復興支援の継続的な取り組み 

スポーツの復興を中心とした支援の活動をすすめてきました。全国スキー協は、岩手県

スキー協、宮城県スキー協と共同で 2012 年、2013 年に被災地の子ども達を招待する「春

休みスキー」を行い、子どもたちとその家族から大いに歓迎されていました。また、卓球

協議会、バドミントン協議会も 2012 年 13 年に福島でそれぞれ被災者支援招待大会を開催

しています（13 年の卓球大会は台風のため自由練習）。これらの取り組みを支えるために

全国連盟として復興支援募金からの助成ともに各地の連盟に募金の要請を行っています。

また、全国連盟は、宮城県女川町からの要請でスポーツボランティアを派遣しています。 

全国 RC は宮城県連盟の陸上競技大会に競技役員を派遣、労山全国連盟と労山福島県連

盟は共同で登山コース、ハイキングコースの放射線量調査に取り組み、地元マスコミから

も注目されました。ウォーキングでも塩釜で現地被災者との交流を行いました。復興支援

募金は 2013 年 12 月末まで取り組みました（募金額とその使途は別途資料参照）。東京の

板橋テニス協議会は、被災地（宮城県）のテニス愛好者を自分たちのテニス大会に招いて

交流を深めました。 

 

５．国際活動 

①スポーツフォアオール運動の情報収集と交流・発信の活動 

・諸外国のスポーツフォアオール運動に関する情報収集を行うとともにスポーツ連盟の主

張と活動を発信する努力をしてきました。情報収集の点では、CSIT（国際労働者スポーツ

連盟）（注５）の組織・活動・方針を検討する過程で IOC と関係する世界のスポーツ諸団体

の把握などを行いましたが、十分とはいえず、今後系統的に進めるにはスタッフの拡充が

必要です。 



韓国体育市民連帯が主催する、日・韓・仏３カ国の「2013 年国際スポーツ平和フォーラ

ム」と「第 2 回反戦・反核・平和マラソン」に代表団を派遣し、それらの成功に貢献しま

した。特に、今回韓国体育市民連帯の主催で FSGT を含む国際交流が実現しましたが、この

取り組みの実現にスポーツ連盟は大きな役割を果たしました。なお、このフォーラムでは

連盟から聞間至氏（副団長・理事・スポーツ権・平和運動局員）が「生活に根ざしたスポ

ーツ―板橋区の経験―」をテーマに発言しました。  

・CSIT（国際労働者スポーツ連盟）（注５）から、2013 年ワールドゲームズの案内があり

ましたが、締切日まで時間がなく派遣には至りませんでした。全国スキー協が招待し交流

を予定していた FSGT との交流は、FSGT の都合で中止となりました。大阪・快走クラブは

韓国のランニングクラブと９年来の交流活動を行いその記録を作成したことは貴重な経験

です。  

・英語版のスポーツ連盟紹介パンフレットに続いて、韓国語版も完成し HP に日英韓のパン

フレットが掲載されています。  

・2012 年の広島～長崎反核平和マラソンは、福岡実行委員会、全国 RC と全国連盟の共同

で実施し、FSGT７名、韓国体育市民連帯４名が参加しました。この取り組みを通じて、「ス

ポーツは平和とともに」のスローガンが国際交流活動の有効なテーマであることが明らか

になりました。また、FSGT 代表団は女川町視察と現地の子どもたちとの交流を行いました。 

・在日外国人とのスポーツ交流活動を進めてきました。2012 年１月５日在日外国人バドミ

ントン大会（荒川区連盟主催）、２月 16 日卓球・バスケット交流・ブラジルの健康体操―

カポエイラ（江東区亀戸スポーツセンター体育館）、２月 17 日フット・ア・セット（荒川

第７中学校）を実施しました。  

以上の活動を通じて、東北各県をはじめ東京・神奈川・大阪・福岡など各県・種目組織

との国際交流が促進されました。  

②国際交流運営規定の作成他 

・国際交流をスポーツ連盟の基本的な活動の一つとして取り組み、全国連盟と全国種目組

織、都道府県連盟、クラブ等との調整と統括を行うために「新日本スポーツ連盟国際交流

に関する規程」を作成し第１回評議員会で確認しました。  

・IOC 承認団体である CSIT への加盟に向けた検討を行い、CSIT の規約、最新の CSIT の自

己紹介、必要な経費と体制、IOC と IOC が承認するスポーツ団体、スポーツフォアオール

の国際組織などについて検討し、2013 年４月の第５回理事会に報告し検討してきました。 

（注５）CSIT（国際労働者ｽﾎﾟｰﾂ連盟）：ｽﾎﾟｰﾂを通じて、民主主義、連帯、生活の質の向上をめざ

して活動する国際総合ｽﾎﾟｰﾂ組織。世界のスポーツフォアオール運動との連帯し IOC の承

認団体でもある。1913 年創立。29 カ国３５団体 1,400 万人が加盟。  

 

６．スポーツ連盟の魅力を発信する「スポーツのひろば」と広報活動 

①機関誌「スポーツのひろば」について 

誌面内容をさらに充実させるため、毎月開催する企画編集委員会および理事会で検討し

てきました。その結果、「読みやすくなった、役に立つ『ひろば』」との感想が増えてい

ます。にもかかわらず、読者数は減少・停滞状況にあり、その打開のために普及活動に取

り組んできました。 

クラブ・チームを結ぶ機関誌、連盟を広げるツールとして、①290 円キャンペーンを実

施し、そのチラシを作成配布。②「2012 年ひろば普及アンケート」の実施。③購読の呼び

かけ運動「全国連盟理事・役員は、毎週最低一人以上の購読呼びかけをする」を第５回理

事会から第６回理事会まで実施。④「2013 年ひろば普及活動調査」を都道府県連盟に依頼



するなどの普及活動に取り組みました。 

普及活動と連動させた価格改定の提案の経過は、①価格改定は、ひろば普及とセットで

提案し、１クラブに１名以上の購読者を作ることを目標とした。１クラブに１名以上の購

読者が実現すると、価格改定をしても収支は同等以上となるので財政負担はない。②第 30

回総会で、2014 年より 290 円の改定提案をしたが 1 年間の普及キャンペーンを行いその結

果で判断することに修正決議し、スタート。③第１回評議員会において、価格改定は「新

規購読者 290 円のキャンペーンを続ける中、更なる可能性を見出して、2014 年より定価 290

円とすることを目指します」と決議。④2013 年８月理事会で、2013 年 12 月号（11 月１日

発行）の購読総部数が 2,500 部以上となった場合は 290 円に改定し、2,500 部に満たない

場合は 450 円の現行どおりとすることを確認。 

その結果、2013 年 12 月号（11 月１日発行）の購読総部数は 1,942 部で、価格改定ライ

ンの 2,500 部に至りませんでした。 

②「全国通信」、宣伝物「ニュース」、ホームページについて 

「全国通信」は、2013 年６月より拡充版（Ｅメール基本）として理事会と理事会の間に

１回追加発行し、2013 年 12 月の第７回理事会までに№１～№８を発行。宣伝物「ニュー

ス」は、東北復興支援第 29 回全国スポーツ祭典の宣伝チラシと 2012 年版全国連盟リーフ

レットの作成支援をしました。ホームページは、連盟活動が見えるように総会決議・全国

通信の掲載をスタートしました。 

 

７．財政・諸課題 

①ランク別分担金制度と収支状況 

2012 年度の損益は 24 万円の黒字、2013 年度は 35 万円の黒字になる見通しです。今期

もランク別分担金制度を継続してきましたが、今後の継続と新たな課題に取り組むために

は、連盟の組織拡大による分担金収入の増加をはかることが急務になっています。財政運

営の点では、月別決算を理事会および部局調整会議（１～２ヶ月に１回）で報告し、予算

にもとづく執行状況を常に確認しながらすすめてきました。 

②傷害見舞金 

2013 年度から補償内容の充実（見舞金補償の倍化、年間掛け金の検討）をはかり実施し

てきました。2014 年４月からは、整骨院の７割給付を 10 割給付に改定する「2014 年度傷

害見舞金制度」を 2 月 8 日、9 日の第２回評議員会に提案しました。 

年間掛け金制の検討は、2013 年度の実績をもとに第３１期に引き続いておこないます。 

③2013 年スポーツセミナーの開催 

2013 年スポーツセミナーは岩手県連盟の主管で 2013 年９月 28～29 日岩手県盛岡市・つ

なぎ温泉「湯守ホテル大観」にて開催されました。総勢８０名を超える参加者で、主管地

の岩手県連盟の努力により、充実したセミナーとして参加者にも好評で、主管地にとって

も財産となる成功をおさめました。 

④その他 

・規約・規定の見直しについては、会議運営規定の一部修正を行いました。それ以外は未

検討です。 

・「連盟組織・分担金検討委員会（仮称）」の発足については手つかずで、今日まで委員

会発足に至っていません。 

・ロンドンパラリンピックへ東京ランニングクラブの「AC-KITA」クラブ会員が出場しまし

た。有志カンパと支援金を贈呈しました。 

・総会のありかた検討や慶弔規定（全国連盟理事会）の立案は、検討中です。 



 

第４章 第３１期（2014 年 3 月～2016 年 2 月）の活動方針と活動計画 

    ＝５０周年を運動と組織の前進の中で迎えよう＝ 

 

１．全ての種目組織と地域組織が生き生きと活動するために 

①「暖かさと連帯に充ちたスポーツの仲間づくり運動」を具体化し推進する。 

 前回全国総会でかかげた「暖かさと連帯に充ちたスポーツの仲間づくり運動をダイナミ

ックに進めよう」との方針をいっそう具体化し推進していきます。この方針は、国民とス

ポーツ愛好者の多様な要求に応え、「スポーツきみが主人公」の精神にもとづき、スポー

ツを楽しみ向上する喜びを自分から実感するとともに、それだけでなく、より多くのひと

びとに広げ共有しようというものです。そのために、現在加盟しているスポーツクラブ・

チームの活動を活発にして会員を増やすこと、新たにクラブをつくること、種目組織やリ

ーグの競技活動をつうじてクラブ･チームの加盟や登録を広げるなどの活動を引き続きす

すめます。同時に、スポーツを行う動機や楽しみ方が多様になり、他方スポーツを行うた

めに不可欠な「費用、余暇、施設」を確保することが困難になっています。それだけに、

「スポーツをやりたい人はだれでもがスポーツを楽しめるようにする」というスポーツ連

盟の基本理念を大いに発揮し、スポーツ要求とスポーツ活動の多様な変化を良く分析し、

現実に則した方針を具体化し推進することに力を注ぎます。  

②スポーツ要求とスポーツ活動参加動向の変化に対応した活動へのチャレンジを 

サッカー、野球、６人制バレーボール、水泳、スキー、登山などの全国種目組織では、

クラブ・チーム、会員の減少や停滞が続いています。原因は一様ではありませんが、青年

人口の減少、20 才代～30 才代を中心とした勤労者の長時間労働（厚生労働省「毎月勤労統

計調査」によれば、2012 年の正社員の年間総労働時間は 2,011 時間）、女性の場合は子育

て、収入の減少など経済的な困難の増大、さらに選択種目や趣味の多様化など複合的な要

因があるようです。こうしたスポーツへの参加条件の悪化を反映し、スポーツ参加要求の

内容も変化してきています。例えば、野球では、高い競技要求を追求するチームがある一

方、軟式野球連盟、スポーツ連盟野球協議会のいずれにも登録せず、したがって、年間リ

ーグには参加せず、自分たちで独自の大会をおこなうチームが生まれています。その背景

には、リーグ戦に毎回棄権せず参加することが困難になっていること、さらに、野球だけ

でなく複数種目を楽しみたいという意識の変化もあるようです。それぞれの全国種目組織

が、各種目の愛好者の活動参加要求の多様な変化の実態を良く分析し、それに応える多面

的な競技会、教室、行事に積極的に取り組み、新たな組織化にチャレンジすることが求め

られています。そのために、全国連盟も全国種目組織などと協力して取り組みます。  

③「出前大会・行事」の教訓化を生かしさらに広げる 

「出前大会・出前行事」は、全国連盟、全国種目組織、都道府県連盟、都道府県種目組

織が加盟クラブの協力の下に独自に計画的にすすめるスポーツ活動であり組織活動です。

この活動は 90 年代後半、全国卓球協議会から始まり、名称はともかく、ウォーキング、ミ

ックスバレーボール、埼玉の６人制バレーボール、バドミントンなどに広がってきたこと

に特徴があり、その教訓は以下の点にあります。  

・「スポーツの仲間づくり運動」の提起とかみ合った魅力ある競技会や行事になっている

ことです。「スポーツきみが主人公」の精神を具体化した企画と運営は、少なくない参加

選手・チームなどから「他にはない楽しさや親しみやすさがある」「このような大会なら

もっと周りに広げたい」などの期待が寄せられ新たな協力者も生まれています。主催者側



も、HP などを通じて、競技運営、大会準備事務など具体的な仕事を明らかにしてボランテ

ィアの募集も行うなど組織化の工夫と努力がおこなわれています。 

・種目の特性を生かした活動形態（競技会、教室、行事など）、運営方法、宣伝の対象や

方法を大いに工夫していることです。卓球では、ペアマッチの予選リーグ＋順位トーナメ

ントなど同一レベルでたくさんのゲームを楽しめる競技方法、ウォーキングは実技をセッ

トしたウォーキング教室からクラブづくりへ、東京・板橋区のレディースバレーやミック

スバレーでは、チームの意見を尊重した統一ルールを作り、それを柔軟に適用しています。 

これらの経験の教訓を生かし、取り組む種目や地域を大きく広げるとともに、組織化に

結びつける一層の努力をすすめます。 

④空白での連盟の確立を最重要課題とする 

 空白県に県連盟結成することを全国連盟と全国種目組織の最大の課題として位置づけ取

り組みます。そのため、スポーツ連盟主催の「スポーツを楽しみ語る会」を計画的に行い

ます。これは、すでにある種目組織やクラブ、出前大会等で結びついたチームや愛好者に

広く協力をよびかけ、スポーツ大会や行事と懇談会をセットで取り組みスポーツ連盟を知

ってもらう活動です。 

 これらのスポーツ活動とその組織化を抜本的に強化するため、全国連盟は、部局の枠を

こえた特別の協力体制をつくるとともに、必要な全国種目組織との意見交換会をおこない

ます。これらの活動を支える空白組織対策事業助成金制度の拡充をはかります。 

⑤ブロック会議およびブロック活動の新たな発展をはかる 

 ブロック会議は、東北、東海、関西、北信越において定期的に開催され、今期、関東で

も再開し、各都府県の活動の交流と空白県への働きかけの協力などが行われてきました。

北海道はブロックに準じた位置づけで、地方都市で「スポーツ講演会」を行いました。ま

た、広島に県連盟を作ることを展望し、広島市で「西日本組織活動交流集会」を持ちまし

た。ブロック会議とブロックの活動はこれまで以上に重要になっています。  

 ブロック会議は、全体的な活動の交流、学習・研修・講習会の共同開催、都府県の枠を

こえた種目の協力活動、さらに都道府県の枠をこえた協力活動の推進、スポーツ施設の実

態、使用料金、運営方法、自治体のスポーツ予算の情報交換など、実態に即して有効な機

能が発揮出来るようにすることやそれに見合った出席者を検討します。 

⑥都道府県連盟の役割と活動の強化 

各都道府県全体を視野に入れた活動を行う都道府県連盟の役割は特別に重要になって

います。スポーツ基本法で国民のスポーツの権利が明記されたにもかかわらず、全体的に

地方自治体のスポーツ予算が半減し、大阪市や神奈川県では、「公共スポーツ施設否定論」

ともいうべき公共スポーツ施設の廃止・統合計画がだされ、スポーツ愛好者や住民の反撃

の運動が広がっています。  

こうした中で、地域の段階から住民のスポーツを行う権利と条件を拡充する運動を進め

るうえでも、スポーツを楽しみうまくなりたい、健康維持や仲間が欲しいという地域の人

々のスポーツ要求を実現するためにも、種目組織の共同で構成し活動する都道府県連盟が

果たす役割が重要になっています。こうした都道府県連盟の今日的な役割を共有し、種目

をこえて交流、学習・研修、激励、連帯などの活動を強めましょう。また、HP の活用をは

かることを重視します。  

 

⑦女性のスポーツ、子どものスポーツ、障害者、高齢者のスポーツへの取り組みをすすめる 

 各階層や分野のスポーツ活動については、特定の種目や個人的な努力によって貴重な前

進と経験が作られています。こうした経験を集約し、各連盟が組織的に取り組むことを実



現すれば、必ず新しい運動と組織および人材を生み出すことができるでしょう。出来る分

野から部局・種目の横断的な協力をよびかけ、組織的な活動に踏み出すこととします。ま

た、障害者のスポーツは、2020 年のパラリンピック開催という条件も生かし、関係者との

共同をすすめ取り組みを強化します。スポーツに健康と生きがいを求める高齢者の要求に

応える活動をさらに強化します。これらの活動をすすめるために、障害者スポーツ団体、

青年団体、女性団体、社会福祉団体など対応する諸団体との共同も追求します。  

⑧スポーツ指導者の資質の向上とリーダー養成の取り組み 

 「人間的な暖かさに満ちたスポーツ」と「体罰」・暴力は相容れないという基本理念を

しっかり守り、科学的な指導方法の習得と研修など指導者の資質の向上をはかる取り組み

を進めます。さらに、現在着手している「リーダー養成講座」の具体化を促進します。そ

のため、テキスト（教本）の拡充、若手育成や各地で活用できる学習資料の DVD 化など

を検討します。 

⑨50 周 年 に向 け積 極 的 な組 織 強 化 拡 大 目 標 を持 って取 り組 もう 

・大会・行事への年間参加者の倍加をめざす。 

・障害者、女性、子どもなどのスポーツ行事にチャレンジする。 

・県連盟を 30 都道府県以上で確立する。 

・全国種目組織は、当面 15 都道府県に県種目組織を作り、引き続き過半数以上をめ

ざす。県連盟は、当面５種目以上の種目組織を持ち、5 種目以上のところは 10 種目

以上をめざす。 

・これらの活動の促進のため、組織拡大交流会議を 2014 年は西日本で 2015 年は東

日本で開催する。 

 以上の目標を実現することで当面の目標である 10 万人の連盟を可能にします。 

 

２．第 30 回全国スポーツ祭典と全国競技大会の成功 

 第 30 回全国スポーツ祭典は 2014 年、「スポーツ 絆と平和 フェアプレイ」をメインス

ローガンに、東海ブロックを中心に開催します。全国スポーツ祭典は、多様な国民のスポ

ーツ要求に応えるとともに、新日本スポーツ連盟を生み出し育ててきた運動です。今回の

祭典は 30 回の節目に当たるとともに、2015 年に迎えるスポーツ連盟創立 50 周年を記念し

祝う実践的な事業という意義をもっています。そして、東海ブロックの発意により、前回

に続き東日本大震災の被災地から参加する選手・チームの出場費を援助・支援します。今

回の祭典を競技の規模の点でも水準の点でも最高のものとするために、東海ブロック実行

委員会の取り組みとともに、全国種目組織をはじめ各都道府県連盟の協力をお願いします。

これらの取り組みの中で、全国ソフトボール協議会がすすめているような他の競技団体と

の共同を重視します。なお、今回の全国スポーツ祭典の取り組みと並行して、全国スポー

ツ祭典の今日的意義をより明確にし、新たな発展をめざす方針を検討していきます。  

 2015 年に行われる全国種目組織主催の全国競技大会は、それぞれの特長を生かし、次回

の全国スポーツ祭典と全国種目組織の組織強化に結実する取り組みとして成功させるよう

よびかけます。第 31 回全国スポーツ祭典（2016 年）は、関西ブロック開催の方向で検討

を要請します。 

 

３．スポーツ基本法を生かし、スポーツ権実現と平和の運動を広げよう 

 第 31 期は、前期の活動の到達点に立って、以下の活動をすすめます。 

① 国民のスポーツ権実現に向けて、広範なスポーツ団体との協力・共同の運動を進める 



国のスポーツ振興予算の大幅な増額など、スポーツ基本法にふさわしい振興策とするた

めに国への要請を行います。スポーツ基本法と地域スポーツ推進計画などについて、詳細

に分析・検討するための学習会を各連盟組織で開催するようよびかけます。岩手県連盟や

千葉県連盟のように、こうした学習会と並行して自治体と交渉や懇談会を取り組むことが

重要です。ぜひ全ての都道府県で自治体との懇談や要請交渉を行いましょう。スポーツ科

学研究所準備委員会と協力し、討論会、シンポジウム、講座などを行います。 

大阪市、神奈川県のように、公共スポーツ施設の大幅な削減提案が突然出されたり、東

京スポーツ文化館（BumB）のように不当に使用料金減免対象からはずすなど、住民と愛好

者の権利を後退させる動向に機敏に対応する必要があります。全国連盟も各都道府県連盟

も、各施設はじめ自治体や議会の動向を注視し、日常的に情報収集して機敏に対応するこ

とが求められています。すべての連盟組織が、以下の要求にもとづく協力・共同をすすめ

ることをよびかけます 

・公共的スポーツ施策の役割を明確にし、その拡充をはかる。特に国と地方自治体が必要

としている老朽化したスポーツ施設改修経費への助成を行う。 

・スポーツ界から暴力を根絶し、フェアプレイを育む運動を推進する。 

・スポーツ団体の自治の確立とその社会的な役割を発揮する。  

・スポーツ団体への公正・平等な助成・支援を強化する。 

・健常者と障害者の対等平等なスポーツ施策の確立をはかる。 

・女性のスポーツ活動への支援を強化する。 

・選手とスポーツ団体の意思を尊重した長期的な選手強化策の確立を推進する。 

・公的な資格と経済的保障をともなう指導者制度の確立をはかる。 

・スポーツ基本計画を充実（国と地方含む）させる。 

②スポーツから「体罰」・暴力をなくすための取り組みをすすめる 

2013 年２月 24 日「スポーツから『体罰』・暴力・ハラスメントをなくすための共同を」

の声明にもとづき、各連盟組織で討論すること、他の団体などと協力して討論会やシンポ

ジウムを開催することなどの取り組みを進めます。 

③スポーツ分野の反核・平和の取り組みを一層ひろげる 

・反核平和マラソンと広島集会の開催：2014 年度の反核平和マラソンでは、開催県数を広

げることに力を注ぎ、北海道、福島、静岡での開催を支援し実現をめざします。現在、福

島での開催については、全日本民医連（全日本民主医療機関連合会）との共同開催の可能

性を協議中です。「平和ウォーク」とセットで取り組むなど参加者を広げるよう努力しま

す。2015 年は、東京－広島－長崎 1500 キロ反核平和マラソンを行います。この取り組み

は、フランスと韓国の代表も参加する創立 50 周年記念事業として行います。各地の反核平

和マラソンの成功と呼応して成功させ、反核平和マラソンの新たな発展の機会となるよう

取り組みます。だれもが気軽に参加しアピールできる平和活動として、国民平和大行進に

取り組みます。 

・核のない社会の実現という立場から、「原発ゼロ」をめざす国民的な運動と連携し、首

相官邸前金曜日行動などに積極的に参加します。また、「核兵器のない世界」をめざす国

連の運動への参加や各地で行われている金曜日行動などへの参加を呼びかけます。 

④2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて 

・東京都連盟、広範な民主的団体と共同して、2020 年東京オリンピック・パラリンピック



がオリンピック憲章の根本原則の実現の方向で開催できるよう運動を展開します。 

・東京都連盟および「異議あり！東京オリンピック招致（名称の変更を予定している）」

の運動と連携しつつ、正確な情報収集と検討のうえで、東京都民、スポーツ愛好者の利益

に叶うように、批判、問題提起・対案の提言を繰り返しおこないます。 

・東京五輪に向けて競技力向上の要求、障害者スポーツの振興、女性スポーツの振興、そ

して都民のスポーツ振興とバランスのとれた開催計画とするよう東京都と組織委員会に要

請していきます。 

⑤国民の暮しと人権、民主主義を守る課題に取り組む 

原発ゼロ、消費税増税反対、特定秘密保護法撤廃など国民の暮しと人権、民主主義を守

る課題について国民各層の運動との共同をすすめます。 

⑥スポーツ権・平和運動局の体制と運営の改善をはかる 

 現行の担当理事体制を基本としつつ、この分野に関心を持っている連盟役員や研究

者・学生など協力員を広く募り、テーマ担当制の確立を目指します。その点でスポー

ツ科学研究所との連携を重視します。 

 

４．復興支援を継続してすすめる 

 第３章でも触れたように、この間多面的な復興支援活動をすすめてきました。これらの

活動を引き続き進めます。また、いまだに多くの困難に直面している宮城県連盟の組織と

運動を維持するために必要な組織的・財政的支援についても県連盟の要望も聞き対応して

いきます。なお、今後復興支援募金は、具体的な「スポーツ交流支援事業」の対象を明確

にした取り組みとします。 

 

５．「スポーツのひろば」の今日的な役割と発行形態の検討 

①スポーツ連盟機関誌「スポーツのひろば」の役割 

 「スポーツのひろば」は、スポーツ連盟の機関誌です。スポーツ連盟の機関誌「スポー

ツのひろば」は、種目や地域などの違いをこえて活動経験を交流し学ぶ総合スポーツ誌で

あり、スポーツ連盟の総合的な運動と組織の前進をささえる役割を持っています。同時に、

「スポーツのひろば」は、スポーツ権の実現、フェアプレイ、スポーツと平和、スポーツ

団体の自主性の擁護など、スポーツ連盟の主張と活動をスポーツ界に発信しスポーツの進

歩的な世論の形成にも貢献するものです。その意味では「スポーツのひろば」はスポーツ

連盟そのものです。各連盟の役員や指導員、審判員、クラブ役員など多くの会員の知恵と

力を寄せ合い、つくり、育て、守っていくものです。全国連盟はこうした「スポーツのひ

ろば」の役割を果たせるようこれまで以上に誌面の内容の充実に力を注ぐものです。  

②「スポーツのひろば」の普及 

「スポーツのひろば」の普及は、読者のスポーツ活動を豊かにするとともに、総合スポ

ーツ団体としてのスポーツ連盟への理解と確信を深める強化する活動です。全国連盟は、

「スポーツのひろば」読者の普及のため、以下の取り組みに全力をあげて取り組むことを

よびかけます。  

・引き続き１クラブに最低１人の読者を実現する取り組みへの協力を強く要請すること。

・各連盟の組織の役員、指導員、審判員、クラブの役員、連盟外の研究者、協力者、協力   

団体役員など、訴える対象者を明確にして集中的に取り組むこと。  

・これらを推進するため全国連盟に特別の推進体制をもうけ、月々対策をすすめる。  



③「スポーツのひろば」の価格の検討と普及についての全国総会への提案について 

全国連盟はこの 2 年間、読者の減少傾向を克服できないでいた現状を打開するために、

キャンペーン価格による普及の運動に取り組みつつ価格の改定を検討してきました。結果

的に、普及目標に到達できず財政的には、２９０円への価格の改定は困難な状況になりま

した。  

こうした状況を受けて、理事会は主として財政的な条件から、当面の方針として以下の

提案を第 2 回評議員会に行いました。  

①キャンペーン期間は終了し二重価格をなくし 450 円にもどす。  

②読者拡大方針は継続する。  

③総会後「スポーツのひろば」の基本的なあり方、発行形態、財政などについて検討する

ための検討委員会を設ける。  

第 2 回評議員会は、長時間にわたって様々な角度から真剣な討論を重ね、評議員会の意

思として、理事会が全国総会に向け、以下の方針を準備し総会に提案するよう要請しまし

た。  

①キャンペーン期間は終了し、二重価格は解消する。  

②全国総会までに、適正価格を検討し提案する。  

③2015 年 3 月の第 31 期第 1 回評議員会までに 2,500 部を実現するために各連盟組織が自

主目標を立てて取り組む。  

 理事会はこの評議員会の提案を積極的に受け止め、全国総会にむけ方針の具体化

に全力をあげることを確認しました。 

 全国総会において、「スポーツのひろば」定価を２９０円とすることを賛成多数

で決定するとともに、以下の点を確認しました。 

①都道府県連盟分局には 2014 年５月号（4 月 1 日発行予定）より適用し、卸価格を 250 円

とする。  

②全国連盟直送分も同様に、2014 年５月号（4 月 1 日発行予定）より適用する。  

③対外的（書店販売等、誌面記載定価の改定）には、2015 年 1・2 月号より適用する。  

④2015 年 3 月の第 31 期第 1 回評議員会までに 2,500 部を実現するために各連盟組織が自

主目標を立てて取り組む。３割増誌をメドに、自主目標を可能であれば総会中に立てるか、

今月中（2014 年 3 月末）に各連盟組織で立てることを要請します。  

 

④その他の広報活動 

 「全国通信」は、第 30 期と同様に理事会後速やかに発行するとともに、理事会と理事会

の中間に「拡充版」を発行します。宣伝物・ニュースなどについては、第 30 回全国スポー

ツ祭典へ支援と協力、創立 50 周年記念事業の促進・協力を行います。また、インターネッ

ト、HP 等の有効な活用と各連盟組織への支援策の具体化を検討します。 

 

６．草の根の国際交流活動を連盟全体の共通課題として推進する 

 今日の世界では、IOC をはじめ国際的なスポーツ交流運動が国際社会の平和と友好の実

現に大きな影響力を持ちつつあります。同時に、それを真に確かなものとするためには、

国家や政府のレベルだけでなく、草の根の市民レベルでの幅広い交流を通じて相互理解が

深まり広がることが大きな役割を果たす時代を迎えています。その点で、今後のスポーツ

連盟の国際交流の力点もクラブや種目組織、都道府県連盟のレベルでの交流活動の条件を

作っていくことを重視します。また、国際交流活動の課題と内容の点では、「スポーツを

通じた平和と人権」を共通のテーマとすること、交流の地域的対象として、アジアに力点



をおいた取り組みを促進します。さらにラテンアメリカなどの新興国の情報の収集に努め

ます。以上を前提に以下の取り組みを行います。 

①クラブ、種目、都道府県連盟の国際交流活動を応援するために、各国のスポーツフォア

オール運動情報の提供や国際交流運営細則の普及と拡充。 

②2015 年の創立 50 周年記念国際シンポジウムの準備と運営、東京～広島～長崎反核平和

マラソンの海外代表の招待と交流。 

③在日外国人のスポーツ交流活動の継続 

④2014 年は以下の交流活動をすすめる。 

・全国卓球協が５月に準備をすすめている FSGT の卓球代表団招待の活動を支援する。 

・FSGT・コーマラソンの第 30 回の記念大会が５月に開催され、全国ランニングセンターが

招待されており、全国 RC の派遣基準と記念大会にふさわしい代表団の派遣を支援する。  

・FSGT より、障害者陸上競技大会及び障害者と健常者がともにプレイする活動への招待が

あり、該当するクラブメンバーの派遣を支援する。  

・2014 年 11 月、広島で行われるアジア山岳連盟の総会の成功をめざす日本勤労者山岳連

盟の活動を支援します。  

⑤前回総会で提起した CSIT への「加盟に向けた検討」を行ってきたが、主として財政上、

体制上の条件がいまだ整わずとの結論となり加盟は当面見送ることとする。 

 

７．女性と若い役員を登用し、世代の継承に全連盟をあげて取り組む 

①スポーツ連盟の組織構成の実態から見ても女性の役員の構成比率はきわめて低い状況に

あります。こうした中で、卓球やウォーキングを始め女性が元気な種目は新たなエネルギ

ーを発揮していることは間違いありません。各種目、都道府県連盟の女性の活動実態とそ

の役割などをよく調査し、女性が生き生きと活躍できる組織にする努力を急ぐ必要があり

ます。そのため、連盟組織の理事会や運営委員会の女性比率 40％を目標に取り組みます。 

②若い世代の役員を確保することは特別に重要であることはいうまでもありません。20

代、30 代の世代は、仕事の面でも子育てや経済的にも多くの困難を抱えており、こうした

若い会員が力を発揮出来る工夫と配慮が求められています。全国連盟は１月 18 日、はじめ

て「若手懇談会」をおこない、8 都府県、8 種目から 22 人が参加し、悩みや経験を語り合

い、励まし合う場として歓迎されました。出された意見を今後の活動に生かすとともに、

取り組みを継続します。また、各種目や都道府県連盟においても可能な取り組みを行うこ

とを要請します。 

 

８．新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所を設立する 

 新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所（スポーツ科学研究所）を 2014 年 11 月

に設立し本格的な活動を開始します。スポーツ科学研究所の設立準備は、2008 年 11 月

21 日の第 1 回設立準備委員会開催以来 5 年余にわたって準備してきました。そして、昨

年 12 月、趣意書（案）と会員の募集、そして、設立募金 500 万円（今後 2 年間の運営経

費含む）への協力のよびかけを開始しました。設立募金は 2014 年 1 月 20 日現在、連盟

内外の方々から 1６５万円が寄せられるとともに期待と激励の声が届けられています。 

スポーツ連盟は創立以来半世紀にわたって「スポーツは万人の権利」の理念を実現す

るために活動してきました。スポーツ科学研究所は、この 50 年間のスポーツ連盟の多様

な活動と運動と結びついた理論的な蓄積と到達点に立って設立されるものです。とりわ

け、スポーツ権論、スポーツの社会的文化的価値の解明、スポーツクラブやスポーツ団



体の自主性と自治の確立、選手が主人公のスポーツ・競技観と実践、スポーツを通じた

平和と社会進歩への貢献、公共スポーツ施設のあり方などを解明してきました。もちろ

んこれらは、多くの体育･スポーツ関係者、研究者の協力･共同によって解明し生み出さ

れたものです。今日、スポーツ基本法が施行された時代のわが国のスポーツの民主主義

的で科学的な発展をはかる課題を解明する多面的な研究活動が必要とされています。創

立 50 周年を期に設立されるスポーツ科学研究所は、スポーツの実践団体であるスポーツ

連盟のリーダーが、広い視野にたった理論研究活動においても大いに力を発揮する新た

な可能性をひらくものとなるでしょう。そして何よりも体育･スポーツの理論研究分野に

おいて新たな共同を発展させる画期となるでしょう。 

 

９．創立５０周年記念事業の成功のために 

 新日本スポーツ連盟は、1965 年 11 月 12 日「新日本体育連盟」の名称で創立され、2015

年 11 月 12 日、50 周年を迎えます。この歴史的な記念すべき日に向けて、運動と組織の強

化と 50 年間の多面的で豊かな活動の教訓を連盟内外に広くアピールすることを目的に以

下の 7 つの記念事業を取り組み成功させることをよびかけます。取り組みに当たっては、

多くの連盟組織と構成員の方々はもちろん、これまで物心両面でご支援頂いた関係者・協

力者の方々に最大限参加いただくようにします。 

①事業の執行に当たっては以下の点を重視します。 

・記念事業は、50 年間の歴史的到達点をすべての連盟組織の共通の確信とし、新たな前進

の展望と意欲を引き出すものとする。 

・可能な限り、クラブ・チーム、地方連盟、種目組織などが「参画する」事業と取り組み

にする。 

・財政的に絶対に「赤字」を出さない収支予算を立て執行する。 

②創 立 50 周 年 ７大 記 念 事 業  

①「新日本スポーツ連盟 50 年史（仮称）」を発刊する。 

②国際シンポジウムを、フランス、韓国の代表を招待し開催する。 

③被爆 70 年東京～広島～長崎反核平和マラソンを開催する（韓・仏代表団を招待する）。 

④スポーツ連盟附属スポーツ科学研究所を設立する。 

⑤功労者、功労クラブ・連盟組織を表彰する。 

⑥記念レセプションを 2015 年 11 月 7 日（土）に開催する。 

⑦記念グッズの作成・販売する。 

 

10．総務局および財政活動について 

①財政活動について 

・ランク別分担金制度は基本的に継続します。しかし、活動の広がりにともない経費が増

える一方、分担金収入は増えておらず、2,500 人以上の会員の増加が不可欠です。 

・前期実行できなかった「連盟組織分担金検討委員会」を 2014 年度に立ち上げ、組織拡大

にも結びつく柔軟な分担金制度の可能性を探究します。 

②諸課題 

・傷害見舞金制度は、給付額の一部修正を行い「一時会員」のみの制度として継続します。 

・規約・規定類について、現状に即したものとするため部分的な見直しを進めます。 

・セミナーについては、2015 年は創立記念事業などもあることから、開催しないこととし

ます。なお、その後のあり方について 31 期中に検討します。 


