
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆発言通告 

１．石川友好（全国労山）「コロナ禍が登山界に与えた影響」 

２．佐々木鉄人（滋賀県連盟）「種目を越えた活動家をどう育てるのか」 

３．近藤彰（愛知県連盟）「スポーツ連盟のこれから」 

４．鈴木義弘（全国卓球協）「全国連盟への、都道府県、種目分担金のフローチャートの変更案」 

５．田中和也（石川県連盟）「スポーツができる、やりたくなる運営も選手も安心して取り組める環境作り

のために」 

６．永谷祐一（全国テニス協）「全国テニス協会からの要望と活動報告」 

７．佐藤静雄（岩手県連盟）「岩手県連盟活動報告」 

８．上野幹生（和歌山県連盟）「新型コロナ禍のもとでの和歌山県連盟、各種目協議会・クラブの活動報告」 

９．本田満（千葉県連盟）「命を守る立場の人がスポーツをできる環境は」 

10．伊藤健司（神奈川県連盟）「神奈川県の登山現状と2021年度対県要求」 

11．大田哲也（兵庫県連盟）「兵庫県卓球協議会“40年の歩み”について」 

12．安達正明（京都府連盟）「コロナ禍における登山活動と登山を取り巻く状況 

13．植山良和（全国サッカー協）「リモート会議と全国大会 

14．山田慎一郎（宮城県連盟）「スポーツ連盟宮城ハイキングクラブ結成プレ企画」 

15．吉越悦子（全国ウォーキング協）「スポーツ庁の世論調査について思う事」 

16．山本和道（全国ＲＣ）「チャレンジ1800㎞反核平和マラソン」 

 

◆文書発言 

・青木謙一（岡山卓球協）「岡山卓球協議会の活動」 

・西村文男（福岡県連盟）「ズンバ教室の活動について」 

・増田博樹（京都府連盟）「人間らしい文化的な暮らし希求して」 

第34回定期全国総会 
発⾔⽂書集 



 

新日本スポーツ連盟と協力・共同の賛助団体である「日本勤労者山岳連盟」を代表して、一言、ごあいさ

つ申し上げます。日本勤労者山岳連盟＝労山の副理事長をつとめています石川と申します。  

 皆さんの所でも、今年の春以来の新型コロナ・ウィルスによる影響は多大なものがあると思いますが、

労山をはじめ、日本の登山界でも、きわめて大きな影響が出ています。しかし、その影響の現われ方は、ス

ポーツ団体の場合とは、やや異なっています。 

 私たち労山でも、この３月以来、各所属団体で登山を自粛したり、定例会や運営委員会などを中止する

か、Ｗｅｂ会議に切り替えるなど、活動を大幅に制限せざるをえない事態となっています。また、今年の夏

は富士山や南アルプスが入山できなくなったり、山小屋が営業中止したり、宿泊人数を大幅に制限したりで、

せっかくの夏山シーズンなのに登山を十分に楽しめない状況となっています。しかし。山岳会やハイキング

クラブ自体は、特に会の存続に関わるような打撃を受けたわけではありません。  

 問題は、登山客を受け入れる登山環境、特に山小屋の存続が危機にさらされていることにあります。山

小屋は、国や自治体が登山道の整備や登山客の安全確保などの対策をおこたっている中で、自分たちの費用

と努力でそうした役割を担ってきました。しかし、このコロナ禍で宿泊客が大幅に減るなかで、山小屋自体

の存続や、それが支えてきた登山環境を整備・保全する機能も危うくなっています。まさに、「国民の登山

する権利」を実現する保障が危うくなっているのです。これは、今までも、いろいろと指摘されてきました

が、ここにきて大きく深刻さを増しています。 

 そうしたこともあり、登山界では「山と渓谷社」や長野県など、いくつかの団体が「山小屋支援募金」

を一般公募し、ものによっては目標を上回って一般登山者から資金が寄せられているようです。労山も、こ

れらに協力するよう、会員に呼びかけています。しかし問題は、国や自治体に本来はたすべき責務、日本の

登山文化を存続・発展させ、国民の「登山する権利」を守るための方策を、きちんと持たせることでしょう。

こんどのコロナ騒動は、こうした課題を浮かび上がらせたと言えるでしょう。 

 労山は、他の山岳団体とも協力しながら、こうした課題の解決に向けて、取り組んでいきたいと思いま

す。  
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テーマ 

 

コロナ禍が登山界に 

与えた影響 
 

氏名 石川友好 

県名 東京都 

種目 登山 

役職 日本勤労者山岳連盟 副理事長 
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組織的に基礎的な学習を理論的に学べる場所を作ってほしい。 

滋賀県連盟は今年で創立５０周年を迎えました。いまだに次につながる県連盟を支えて行く新しい幹部を

育てられず苦労をしている。クラブの世話をする活動家は生まれてくるが種目の枠を超えて滋賀県民全体の

スポーツを発展させるという気概のある幹部に育てるために私たち県連盟だけでなく全国連盟とかブロッ

クなどの知恵をお借りしたく発言します。 

 

滋賀県連盟副理事長星利三からの話です。 

私が新スポ連に関わるようになったのは長野県軽井沢で行われた「第５回中央スポーツ学校」でした。そ

こで学んだ「人間生きてゆく上で何故スポーツが必要か」でした。つぎに学んだのは組織論でした。がむし

ゃらにスポーツが好きだというだけで私にとってとても新鮮に強烈に印象が残っています。是非全国連盟に

お願いしたいのは、形はどうでも組織的に基礎的な学習を理論的に学べる場所を作ってほしいと思います。 

せっかくスポーツ科学研究所なるものが出来たので期待しているのですが、・・・  

全国の学ぶ制度を定期的に全国の費用で、特に空白県の活動家を育てる制度が欲しい。一泊二日ぐらいで

育てられたらいいなーと思っています。今、スポーツ界はスポーツ系の大学スポーツ系の高校などが出来て

います。その卒業生などの若いスポーツ活動家を育てる時期に来ているのではないでしょうか。  

星 利三 
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テーマ 

 

種目を越えた活動家を 

どう育てるのか 
 

氏名 佐々木鉄人 

県名 滋賀県 

種目 スキー 

役職 滋賀県連盟事務局長 
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 連盟員が減っている現実をみると、言っていることは良いことだが、やっていることが良くないのではな

いか？ 

「スポーツ きみが主人公」の要求にそった活動が必要。たとえば参加費を安くするために、地域連盟、

全国連盟は身を削った活動を。 

「スポーツのひろば」がなかなか増えない。安くしても増えない。それは主人公の要求に合っていないか

らだ。上層部が良い記事と思っても売れない物は売れない。 

８月に行われる５年に１回の１８００ｋｍ平和マラソンも本当に要求しているものか？ どう見ても上

層部がインパクトのある事業だと思ってやっているとしか思えない。 

各地域連盟の総括と展望を見てもかなり問題が多い。その問題に全国連盟はどのように取り組むのか。取

り組まなければ全国連盟の存在が意味しない。 

地域連盟は参加者の、全国連盟は地域連盟の声をもう一度聞くべき時期に来ているのではないか？  
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テーマ 

 

スポーツ連盟のこれから 

氏名 近藤彰 

県名 愛知県 

種目 バスケットボール 

役職 愛知県連盟常任理事 
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いつの総会でも県連盟の発表する人数チーム数と種目のそれが一致しないのは調査時期の差異を含んだ

としても数値の差がありすぎます。県連盟不要論の打開や、より一層の県連盟の確立の増加、種目さえ有れ

ば登録費が安くていいという考えから県連盟があってこそできる行政とのやり取り、施設改善、使用料金の

値下げ、後援名義などをアピールする大切な機会と考えます。変更による業務量は減ります。 

全国連盟への、都道府県、種目分担金のフローチャート 課題 

1.県連盟、全国種目組織からそれぞれ分担金を徴収（人数が違う場合が多々あり）  

2.全国種目の存在の県数の基準の数値はあるのか。例：10県以上 

3.全国種目があっても全国協議会に入っていない種目あり 

4.全国種目があっても県連盟費を県に払っていなかった事例があった 

 

全国連盟への、都道府県、種目分担金のフローチャートの変更案 
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テーマ 

全国連盟への、都道府県、 

種目分担金の 

フローチャートの変更案 

氏名 鈴木義弘 

県名 愛知県 

種目 卓球 

役職 愛知県連盟事務局長 

全国連盟

卓球：480円×人数

バスケ：360円×人数

全国卓球協議会 愛知県連盟 全国バスケットボール協議会

200円×人数 360円+愛知県連盟経

費）×人数

愛知卓球協会 愛知バスケットボール協議会

（200円+360円+愛知

県連盟経費及び卓球協

会経費）×人数

360円×人数（係数6

人）+愛知県連盟経費

及び愛知バスケット

ボール協議会経費）

個人・クラブ 団体

Ａ.都道府県連盟・

全国種目あり

全国連盟

卓球：480円×人数

バスケ：360円×人数

全国卓球協議会 県連盟なし 全国バスケットボール協議会

200円×人数

〇〇卓球協議会 〇〇バスケットボール協議会

（200円+480円+〇〇

卓球協会経費）×人数

360円×人数（係数6

人）+愛知バスケット

ボール協議会経費）

個人・クラブ 団体

Ｂ.都道府県連盟な

し全国種目あり
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課題・特徴 

1.金額の大小の問題でなく、2ルートからお金が流れるという違和感は一般の人からいうと不自然 

2.Ａ～Ｄ以外に全国連盟に直接個人加盟もありえる。 

3.ルートの1本化により県連盟の存在意義がより明確になる 

4.それぞれの単価については、全国種目や県連盟や各県の協議会の判断にまかせるが、全国連盟への県：360

円、種目分担金：120円については便宜的にベース金額を用いた。現在はランキング制単価は財政状況を鑑

みて見直すこともあってよい。 

5.県連盟と全国種目のクラブ数、人数が統一される 

6.県連盟としての取り組みの強化と並行して行えば、県連盟の存在意義が高まる。  

 

全国連盟への要望 

1.地域や種目が抱える問題、施設確保、財政、後継者、加盟の減、いまでいえばコロナのように緊急事態に

対応するための準備 

2.全国縦断マラソンの取り組みなど地域からの盛り上がりのないまま、様々な取り組みが全国主導でおこな

われれば主体性のないものになりかねないし、地域の様々な要望や改善案（例：時期）が検討されなければ

ますます地域から、かけ離れたものになりかねない。 

 

全国連盟

360円×人数

〇〇全国協議会なし 〇〇県連盟

（360円+〇〇県連

盟経費）×人数

〇〇協議会 〇〇バスケットボール協議会

（360円+〇〇県連盟経

費及び協議会経費）×

人数

360円×人数（係数6

人）+〇〇県連盟経費

及び〇〇バスケット

ボール協議会経費）

個人・クラブ 団体

Ｃ.都道府県連盟あ

り全国種目なし

全国連盟

360円×人数

〇〇全国協議会なし 〇〇県連盟なし

〇〇協議会 〇〇バスケットボール協議会

360円+〇〇協議会経

費）×人数

360円×人数（係数6

人）+愛知バスケット

ボール協議会経費）

個人・クラブ 団体

Ｄ.都道府県連盟・

全国種目なし
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現在、北陸では卓球協議会の発足、試合そのものの開催がしづらい状況が何年も続いてたおります。  

北陸3県(富山･石川･福井)の卓球大会の開催状況(新型コロナウイルス全国拡大以前)ですが、1年間で最大2

回開催、加盟されてる方は北陸3県で私(田中)だけ、試合を開催しても、参加者は北陸3県合わせて100人程

度…。 

アピール不足かもしれませんが、これが現状です。 

試合に出てくれた方の意見は、｢全国大会に出たいから｣、｢タイトルほしいだけ｣と言いつつも、｢新日本

の試合は出たいけど加盟や協力はする気はない｣、｢加盟したり試合に出たりすると日本卓球協会(JTTA)に

登録している側(地元の卓球協会や協会系列のクラブチーム)から[試合に出るな！協力するな！協力したら

登録抹消]と圧力がかかるから、チーム名を変えて試合は出るけど、協力はできない｣という事もあり、運営

側だけじゃなく、選手側も苦しんでます。 

私(田中)が初めて試合に出させてもらった約10年前ぐらいの第1回以降、ずっとそのような状況が続いて

ます。 

先日、石川県卓球連盟(日本卓球協会)の副会長に知人を通じてお会いすることができ、挨拶と現状と今後

について話してきたのですが、 

「貴殿方は10年近く試合を石川県で開催してるのに、今さら挨拶に来たのか？」と出だしできつく言われ、

そのあとは一言も話されず、無言の圧力も感じ、ものすごくつらかったです。  

 

石川県卓球連盟から直接の妨害は今のところありませんが、個人同士での妨害は、年々増えてます。  

北陸3県だけじゃなく、協議会のあるところでも、日本卓球協会側の妨害や新日本加盟員数の減少が起き

ているのは、全国卓球協議会の運営委員会会議でも、明らかになっています。  

「すべての人が参加できる大会」とは、確かになっていますが、非加盟の方が全国出場権を取る…加盟さ

れてる方々がおもしろくなくなる…加盟しない又は辞める…連鎖的な状況になっていっていると思います。 

都道府県別の協議会では、一部の協議会のある地域の予選会は｢参加資格は加盟されてる方のみ｣とできてる

ところもありますが、全国予選会とは別に、リーグ戦やオープン戦ができてますが、協議会のないところで

は、試合回数が持てないだけじゃなく、体育館の確保も厳しく、とても手詰まりな状態も出てます。  

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、試合開催も加盟登録の呼び掛けも出来ず、まさに危機的状況

でもあります。 

そこで、卓球以外の競技の方々は、どのような運営、環境の確保、連盟加入等をされているのか、ぜひと

もご意見を頂きたいです。スポーツができる、やりたくなる、｢運営も選手も安心して取り組める環境作り｣

の為の知恵を貸してください。 
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テーマ 

スポーツができる、やりたくなる 

｢運営も選手も安心して取り組める 

環境作り｣のために 

氏名 田中和也 

県名 石川県 

種目 卓球 

役職 石川県連盟 理事 
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要望 

全国スポーツ祭典の開催地域を３回先（６年）まで決定して欲しい。これが決まれば間に開催する選手権

大会の会場を５～7年先まで決定していくことが出来るようになる。開催県の準備が早い段階から開始する

ことが出来るようになるので、受け入れやすくなる。 

 

活動報告 

本年度は２月に理事会を開催できましたが、６月に計画していました理事会は新型コロナウイルス感染防

止から中止となりました。また、11月に千葉で予定していた全国スポーツ祭典テニス大会も同様の理由から

中止となりました。現在はオンラインで話し合いが出来る常任理事で、来年度開催予定の定期総会に向けて

話し合いを開始し始めたところです。 
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テーマ 

全国テニス協会からの要望と 

活動報告 

氏名 永谷祐一 

県名 静岡県 

種目 テニス 

役職 全国テニス協事務局長 
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2019年度活動について 

①スポーツ交流会 6/15（土）北上川河川敷 7名参加 

雨模様でもあり参加者が少なく残念でした。 

②結成10周年記念祝賀会 6/15（土）盛岡市中川町公民館 

講演を全国連盟和食会長よりいただき和やかに開催しました。記念誌の発行も行いました。 

③第6回被災地訪問ウォーク 10/8（火）大船渡市 

 36名の参加をいただき雨の中を出発、現地についたら晴れてｦｰｷﾝｸﾞができて良かったです。大船渡の津波

伝承館では齊藤館長が自ら撮影した当時の生々しいビデオで解説をいただき凄まじい津波の光景を見な

がら声も出ませんでした。昼食は美味しい海の幸を食べて無事帰ってきました。  

 

④第5回北上川サイクリングロード・マラソン記録会 11/3（日） 

天候に恵まれ絶好のマラソン日和でした。2K、5K、10Kの3部門で開催し、選手49名、スタッフ20名で行

いました。参加者は年々増えていますが、もっと増やしたいと考えております。 

⑤盛岡市への「スポーツ関連要望」活動 

盛岡市長宛の「盛岡市におけるスポーツ環境整備についての要望」を12/25に提出し、2/10に回答書に基

づく懇談を約2時間行いました。なかなか満足のいく回答は得られておりません。 

 

 

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑦ 
       

テーマ 

岩手県連盟活動報告 

氏名 佐藤静雄 

県名 岩手県 

種目 スキー 

役職 岩手県連盟副理事長 
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⑥スポーツいわての発行 

2か月に1回の発行としており今年度は55号～60号を発行しました。 

55号、56号を白黒印刷で行いましたが、不評でしたのでカラー印刷に戻しました。  

⑦常任理事会、理事会の開催について 

常任理事会は毎月行っております。また、理事会は年に2回行いました。 

 

以上が昨年度の活動についてですが、今年度は新型コロナウィルス感染症の影響でいろいろな行事がその

都度開催検討を行い慎重な取組が求められると思います。みんなで知恵を出し合い取り組んでいきたいと考

えております。 

 

第１２回定期総会を終えて 

新日本スポーツ連盟岩手県連盟 理事長 村山 正三 

 

定期総会は例年4 月初めに開催してきまし

たが、今年は新型コロナウイルス戚染の問題

があって、ようやく6/21 に開催することがで

きました。年初のコロナ憾染の発生以降、社

会活動のあらゆる分野で、従釆どおりにはこ

とが運ばない事態が続いています。経済･教

育･文化、そしてスポーツ活動も例外ではあり

ません。 

東京オリンピックの１年延期をはじめ、プ

ロスポーツ、各競技大会の中止が余儀なくさ

れました。5 月末の、緊急車態宣言の全面的

な解除の後は、コロナ対策を前提とするある

程度の活勤は許容されるようになりました。私たちの定期総会も、そうした状況の変化をふまえて開催する

ことができました。 

2020 年度の活動方針では、基本的にはこれまで行ってきた内容で取り組むことになりました。コロナ問

題というこれまでになかった事態に即応した活動を、創意と工夫をこらしながら、行っていくことになりま

す。今年度は、2 年に一度の県知事に対する「スポーツ関連要望書」の提出と懇談を行う年にあたります。

コロナ後の社会、行動様式ということが言われています。スポーツのあり方、スポーツ政策のあり方を国や

自治体にも、真剣に向かい合ってもらうチヤンスでもあります。 

スポーツ基本法に盛られた「スポーツは国民の権利」の理念に、一歩でも近づけるような取り組みにした

いものです。会員の知恵を結集して、活動を進めていきたいと思っています。（スポーツいわて 62号より） 
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 ２０２０年に入り全世界で新型コロナウィルスが蔓延し、感染者と死者数が増え続けています。４月７日、

日本でも緊急事態宣言が発令され、「外出自粛」「休業要請」などでテレワークや三密を回避する日常が求

められました。各地のクラブの例会も中止や延期が相次ぎました。また、２０２０年東京オリンピックは来

年に延期となり、第３３回全国スポーツ祭典も中止となりました。 

そうした中、和歌山でも各種目の中止が相次ぎました。 

 

①卓球協議会は昨年５回開催できるようになり会員も増えてきていましたが、今年の大会は３月から中止が

続いています。 

②テニス協議会は屋外にて４月、６月は大会を実施しましたが、９月については未定です。  

③ランニングセンターは７月５日に開催予定の平和大好きマラソン大会を1年延期することにしました。ス

ポーツ連盟と全国ランニングセンターが主催した「＃チャレンジ１８００ｋｍ反核平和マラソン」に取り

組み、それぞれが走った写真や動画を送り、統一Ｔシャツを７０着普及しました。  

④野球協議会は３月から大会を中止していましたが「スポーツ行事における感染予防のガイドライン」に添

って８月１６日に大会を開催します。 

⑤ウォーキングは、3月１日に行われたクラブ総会は、全国事務局から2月28日に送られてきた「各種行事で

の新型コロナウィルス対応について」を参考に当日の運営に反映しました。4月6日に「新型コロナウィル

ス感染拡大とスポーツ連盟の活動について」は翌日緊急事態宣言前の指針となり屋外で歩くウォーキング

にとっては非常に参考となり、毎週日曜日に紀ノ川河川敷で行ってるリフレッシュウォークは、休まず続

けることが出来ました。月１回の例会は場所を和歌山市内周辺の近場に変更し、参加者は去年に比べて７

割ぐらいになりましたが、『歩けていなかったが久しぶりに歩けて良かった。』『みんなと一緒に歩けて

良かった』等の声が聞けました。 

 

このようにコロナ禍での状況ではありますが、各種目協議会は知恵を出しあい、特徴を生かした活動を続

けています。 

県連盟は、新日本スポーツ連盟全国事務局から送られてきたガイドライン等についてタイムリーに各種目

に伝達していき、安全・安心してスポーツができるよう取組みを進めていきます。 

 

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑧ 
       

テーマ 

新型コロナ禍のもとでの 

和歌山県連盟、各種目協議

会・クラブの活動報告 

氏名 上野 幹生 

県名 和歌山県 

種目 ウォーキング 

役職 和歌山県連盟常任理事 
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私は都内の医療団体で働いている。その現状から。 

 医療従事者の現状は大変厳しいものがある。コロナ感染者からの感染を防ぐこと、そして自分が感染源か

もしれないことをふまえて、日々緊張した生活を送っている。 

 東京都内の医療機関では飲み会にとどまらず、サークル活動を禁止しているところもある。都内の医療を

守るために、厳しすぎると思われるほどに感染予防対策を講じている。 

 このような状況でスポーツを行うのは容易ではない。職場の大会(フットサル、バレーボール、野球、ボ

ウリング、スキー)はすべて中止した。正直、展望が見えない。 

 

 一般的には、スポーツ庁を中心に出されている感染予防ガイドラインに基づく感染防止対策を徹底するこ

とだろう。感染者数が伸び続け、薬やワクチンが未開発の状況では、自粛や規制が解禁されたとしても、ガ

イドラインを守ることが必須である。 

 

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑨ 
       

テーマ 

命を守る立場の人が 

スポーツをできる環境は 

氏名 本田 満 

県名 千葉県 

種目 スキー 

役職 千葉県連盟副理事長 
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新型コロナ禍により、山岳団体として、「感染防止・防御のため山岳スポーツの自粛」を3月末から行っ

てきました。毎年5月に、200人規模で実施してきました“2020年第43回丹沢クリーンハイク”の活動も、初

めて中止せざるを得ませんでした。 

7月に入り、徐々に感染を避け、細心の注意を払いながら、個別会では山岳活動をゆっくりと再開してい

ますが、県労山レベルでの活動は「コロナ禍」の制約を受けて、全体会議、講習会等に影響を受けています。  

 

①組織の強化・拡大をめざす取り組み 

今年度も全国労山の会員数の減少は歯止めがかからず、総会ではその原因として、 

①会員の高齢化により、会運営が困難になり会を解散する、 

②40～90名のハイキングクラブの会が労山の理念を共有できずに脱退する、 

③連盟費の支払いの割にはメリットを感じられずに去っていく、 

④労山山岳事故対策基金より他の山岳保険に魅力を感じて抜けていく者、 

などが指摘されています。神奈川県労山も例外なく同じ問題に直面しています。労山の魅力を、HPの充実、

県労山リーフレットの作成、登山学校、技術講習会等でさらにアッピールしていくことが求められています。 

②山岳環境整備 

この3年間、新スポ神奈川県連を通じて、丹沢大山国定公園の公衆トイレ（ヤビツ峠等）の整備、改修等

を行政サイドに要望しています。そんな中で、昨年度に要望致しました山岳公衆トイレでの利用料（トイレ

チップ）の収容場所の明確化が実現でき、会員から、ヤビツ峠、菩提峠等で、新しい利用料収納（ポール）

場所が出来ていた、との報告を受けております。登山者のみならず、利用者の意識の向上、利用料の収容が

より一層進みますように、当会でも機会があるごとに、HP等により、宣伝に努めています。 

一方、登山者のベース（基点）となる山小屋経営が厳しくなり、山岳界では「クラウド・ファンディング」

等の募金活動も始まっており、長野県では山小屋に30万円の支援金を給付・決定しています。登山道も人が

入らず、荒廃しているとの情報も耳にしておりますので、行政サイドからの公共財としての山小屋への財政

支援、登山道の実態のタイムリーな情報発信を要望しています。 

③重大事故をなくす安全登山 

山岳遭難は毎年右肩上がりに増え続け、社会問題にもなっています。都道府県によっては、条例で登山届

の義務化や警察署や消防署で山岳救助隊を編成し、山岳遭難対策に力を入れているところがあります。 

昨年、日本勤労者山岳連盟では、「ココヘリ」（遭難者の携帯するID付き発信機を探知する捜索ヘリを出

動することにより遭難者を早期発見するサービス）通報による労山会員の救助3件について、すべてここへ

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑩ 
       

テーマ 

神奈川県の登山現状と 

2021年度対県要求 

氏名 伊藤 健司 

県名 神奈川県 

種目 登山 

役職 神奈川県連盟常任理事 
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リ親機搭載のヘリにより素早く発見され、救助することができました。 

日本勤労者山岳連盟と県労山では、遭難事故を悪化させないこと、救助者の二重遭難を避けることを念頭

に「ココヘリ労山捜索隊」の組織つくりに取り組んでいます。具体的には、現地の捜索隊へ、ココへリ親機

を届けること、もしくは現地の捜索隊とともに、ココへリ親機で地上から捜索を手伝うことを考えています。 

④登山者教育 

自然の中に入るには一定の知識と技術、ルールを身に付ける必要があります。  

自主的スポーツ団体である神奈川県勤労者山岳連盟が計画・主催する神奈川登山学校、クリーンハイク、

教育事業（渡渉訓練、セルフレスキュー講習会、山岳教育セミナー）等、広く未組織登山者含めての教育が

必要あります。行政からの財政援助・協力を要望しながら、県連労山としての活動の充実に取り組んでいま

す。 

 

- 13 -



 

兵庫県卓球協議会発足：１９８０年２月１日 スタートは６クラブ １６名の代議員が出席、結成総会がも

たれ、兵庫県卓球協議会が結成された。(誕生起源：１９７７年新体連卓球教室からツエンティワンが誕生。

⇒メンバー２１名で出発したクラブチーム) 

発足時の活動の柱は４つ ①魅力ある活動方針を展開  

②加盟クラブ団体の技術向上と交流  

③全加盟クラブの協力で運営を  

④加盟クラブを増やし、協議会を大きくしよう。 

総会終了後、すぐに運営委員会を開き、役員と結成記念大会の確認を行った。大会は総会時オブザーバー

の４チームも加盟され、１０クラブ１２８名でスタート。 

１９８０年３月、協議会ニュース第１号を発行し、活動内容をアピール。合同練習第１回も開催。  

１９８３年５月、第１回加盟クラブ大会を実施。参加資格を会員に限定し、会員数が徐々に増加。  

１９８６年６月、事務局ニュース第１号を発行し、行事予定や大会案内情報を発行  

１９８５年９月～、地域大会へ踏み出す。 

１９８６年９月、第１回淡路大会を開催し、地方大会へも活動拠点を広げた。現地のクラブチームの加盟も

あり、会場確保・地元チームの参加にもつながった。淡路大会の成功により、以降、東播・阪神・丹波・但

馬・西播 ５大会の地方大会開催を実現。 

１９８９年１１月、会員５００名達成。１９９０年３月、１０周年記念大会１００チーム達成。  

１９９１年８月、但馬へ宣伝隊を派遣。同年９月、第１回但馬大会開催。  

１９９２年４月、丹波へ宣伝隊を派遣。同年６月～宣伝隊を西へ東へ。スポーツ祭典７地域で８大会  

この年、宣伝活動の相乗効果で、団体戦３６０チーム、個人戦１８００人参加。 

１９９５年１０月第１回 平日大会開催。初の試み大成功(本来は１月開催予定だが震災で延期) 

１９９５年１０月８日：新体連臨時全国総会で、新日本体育連盟より新日本スポーツ連盟へ改名。  

１９９６年１０月、第１回 近代式卓球講習会開催。講師：李 一鳴氏(ﾘｰ・ｲｰﾐﾝ)・布袋裕彦氏 

１９９８年７月、第１０回 小中学生大会開催。同年１２月、１５０クラブ・１０００名達成。 

(小中学生大会のきっかけ：会員様のお子さんが応援に来て、空き時間に親子で練習しているのを見て、子

供の大会を開催できたら良いのになぁとの思いから。 

１９９９年６月１日念願の卓球協 独自の事務所を開設(谷垣ビル３階) 

２０００年１月、２０周年記念大会５００名参加(個人戦としては最多記録)新春行事は大賑わい 

２００２年７月から会員応対のため、女性役員による事務所当番体制を開始し、現在も継続中。  

２００２年 １０月、ホームページを開設。 

２００５年（２５周年）には、会員数１３６０名。同年の小学生・中学生大会では初めて1000名を超える参

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑪ 
       

テーマ 

兵庫県卓球協議会 

 “40年の歩み”について 

氏名 大田 哲也 

県名 兵庫県 

種目 卓球 

役職 兵庫県連盟常任理事 
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加者、２０００年～２００５年、５年間で合同練習会１７３回を実施、テーマ別実施も取り入れた。平日大

会５０回を突破。 

２００５年 １月開催の新春大会は、県下全域から４４５チーム９７０名参加 

２００６年 ＨＰ５００，０００アクセス突破。現在は６２０，０００アクセス。 

２００８年 ８月２２日 卓球協議会 事務所移転  現在のセントアベニューへ。 

２００９年 第１８回全国卓球選手権大会、分離開催：第１回年代別の部を兵庫：ＧＡ神戸で開催  

２０１０年 ２月、３０周年記念大会を実施。卓球プロ第１号松下浩二氏を招き、講習会を実施。  

２０１４年 ８月、小・中学生大会：約９００名参加 当日警報により中止。翌日の大会も中止。 

２０１５年 役員の世代継承を考え、若手役員を事務局へ投入。（２名） 

２０１６年 兵庫県神戸市で全国卓球選手権大会（一般の部）ＧＡ神戸で開催。 

２０１７年より、ＴＳＰ(現ＶＩＣＴＡＳ)より、協賛品として試合球の支給を受ける。 

２０１９年 ８月、５年ぶりに小中学生大会開催を実現。日程・会場確保の調整に尽力。  

２０１９年 役員の世代継承を考え、若手女性役員を投入。（１名） 

２０２０年 ２月、４０周年記念大会を実施。現役選手の松平賢二氏を招き、講習会を実施。  

２０１６年～現在の役員体制となり、ベテラン役員の勇退・現役世代の役員主導へ。 

 

ベテラン役員の助言を受けながら思考錯誤をしながらやってきました。 

ここ数年、女性会員数が減少しており、女性に参加して頂ける様、混合を含んだ２人団体戦(男性・女性・

混合）の企画増加、新企画(混合団体戦等)の実施等を進め”マンネリからの脱却”を図りたい。 

そして、次の５０周年に向けて卓球愛好者の為のより楽しい卓球大会の企画運営、  

信頼される組織体制作りを実現し、結果として会員増・新たな発展につながればと考えています。  

 

▼兵庫卓球協40周年記念大会・講習会 松平賢二氏を招いて 
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新型コロナの感染が拡大し、非常事態宣言が出されると、ほとんどの山行を中止せざるを得なくなった。

登山口までの公共交通機関が３密になるからである。インドアクライミング施設が閉鎖されたところもあっ

た。多くの山小屋が休業し、営業しているところも定員を大幅に縮小し、食事や寝具の提供を取りやめたと

ころもある。 

非常事態宣言解除後、次のような対策をとって登山活動を再開している。 

1.できるだけ公共交通機関を使わない近場の日帰り登山から始める。 

2.密を避けるためにできるだけ少人数のパーティーで行う。 

3.歩行時はできるだけ間隔をあける。 

4.休憩時や昼食時もできるだけ間隔をあけ、対面しない。 

5.交通機関利用時はマスクを着用する。 

6.体調管理を万全に整え、少しでも不安があるときは参加を控える。 

登山開始前には無症状でも山中で発症すれば救助には困難を極める。日頃から感染しないように細心の注

意を払おう。労山京都府連盟は、労山全国連盟に対して、政府に対して山小屋救済緊急対策を求めるよう要

請書を出した。（別紙資料参照） 

 

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑫ 
       

テーマ 

コロナ禍における登山活動と 

登山を取り巻く状況 

氏名 安達 正明 

県名 京都府 

種目 労山・ウォーキング 

役職 京都府連盟副理事長 
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２０２０年４月７日 

日本勤労者山岳連盟 

理事長 浦添 嘉徳様 

京都府勤労者山岳連盟 

常任理事会 

 

登山文化の発展と登山者の安全確保のため 政府に山小屋救済緊急対

策を求めるための要請書 

 

日本の登山文化の発展と登山者の安全を守るため、ご努力をされていることに敬意を表し

ます。 

最近の新型コロナウイルスの感染拡大に関連し、日本のみならず全世界の人々が脅威に陥

っています。私たち、登山者にとって、この新型コロナウイルスの脅威は、今後の登山文化

の発展のみならず、自然の恵みを享受することを奪われかねない事態となっています。 

登山は自然と共生してきた私たちにとっては、掛け替えのない人生の大きな伴侶であり、「健

康で文化的な生活を送る権利」としても極めて重要な人類の到達点です。 

この大切な登山文化が最近の新型コロナウイルス禍によって、奪われかねない事態となって

います。 

 特に、私たちの登山を安全に楽しむために不可欠な山小屋の存続が重大な危機に直面しよ

うとしています。感染の拡大を防ぐための自粛により、山小屋の閉鎖、定員の縮小、相次ぐ

キャンセルなどによる収入減により、従業員への賃金支払いができないなど、重大な経営危

機に直面しようとしています。 

 山小屋は、登山者が快適に登山をするための拠点であるとともに、登山道の整備や遭難時

の対応など登山者の安全確保にとっても欠かせないものです。 

 素晴らしい日本の自然を享受し、人間の生活と発達にとって欠かすことができない登山文

化の発展のため、日本勤労者山岳連盟が他の山岳組織と共同し、政府に対しての山小屋救済

の緊急の要請を行われることを要請します。緊急な事態であることから、山岳団体の賛同を

求めながらも日本勤労者山岳連盟として、先駆的な取り組みをなされることを要望します。 

 政府への要望にあたっては全国連盟の豊富な経験と知識に基づき求めていただけたら幸

いです。 

 新型コロナウイルスへの対応は緊急の課題であり、機敏な対応が求められています。日本

勤労者山岳連盟が今日までの登山文化の発展と登山者の安全確保のために果たしてきた大

きな役割を生かし、今日の緊急事態の打開のため先駆的役割を果たしていただくことを期待

し、要請を行います。 
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新型コロナウィルス拡大防止のため、自粛要請があり、試合のみならず各種会議も中止となりました。  

全国サッカー協議会におきましては毎年「運営委員会」「定期総会」を全国から集まってひとつの会議室で

行っていたのですが、１月末に神奈川での「運営委員会」はなんとか開催できましたが、３月の「定期総会」

は中止としました。 

年に１，２回メンバーと会う事が楽しみでしたが今年は止む無し。 

しかし「LINEグループビデオ会話」「Zoom」によるリモート会議でコミュニケーションは取れました。 

メンバーはそのあたりのスキルもＵＰできたのではないでしょうか。 

11月15日には「全国スポーツ祭典サッカー大会」を大阪府堺市のJ-GREEN堺で、11月21,22日には「全国

シニアサッカー大会」を兵庫県淡路島の佐野運動公園で開催いたします。それまでにコロナが落ち着く事を

切に願っております。 
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テーマ 

リモート会議と全国大会 

氏名 植山良和 

県名 大阪府 

種目 サッカー 

役職 全国サッカー協運営委員長 
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宮城県連盟の動きですが、10月～12月を目標に結成を目指している、スポーツ連盟宮城ハイキングクラブ

結成プレ企画として、6月12日(金)、宮城蔵王刈田岳周辺を歩きました。(大黒天駐車場～刈田岳～熊野岳) 

連盟員６人、連盟員外３人の計９人の参加で、労山県連盟から赤間さん、橋田さんにコースの案内をお願い

しました。 

この日、仙台市内出発時は32℃の季節外れの猛暑でしたが、刈田岳周辺は時折風と霧で20℃以下と長袖・

防寒着が必要なほどに。 

途中、霧が取れて、エメラルドグリーンの水をたたえた雄大なお釜が現れると一同に歓声が。爽やかな風

を受けて、約４時間の稜線歩きを楽しみました。帰る途中、駒草平に寄り、咲き始めた可憐なコマクサを愛

でました。 

クラブ発足に向けての準備ですが、 

①10月～12月を目標に結成する。現在会員は６名で、当面、８人～10人の会員を目指す。 

②クラブ名は、「仙台ハイキングクラブ」か「仙台トレッキングクラブ」のどちらかにする。 

③クラブ運営は４名で、事務局は宮城県連盟理事の大友さんと日下さんが担当。  

④12月までの山行例会計画を決めた。 

⑤全国総会が終わった直後に、クラブの規約と山行レベルを検討・作成をする。  

⑥会費700円(スポ連会費100円・クラブ費200円・労山会費400円)、他に労山安全基金１口以上(1000円)加

入。 

スポーツ連盟と労山に加入することで、スポーツ文化の発展と安全で楽しい山歩きを目指すという動きが

ありました。 
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テーマ 

スポーツ連盟宮城ハイキング

クラブ結成プレ企画 

氏名 山田慎一郎 

県名 宮城県 

種目 ウォーキング（青年クラブ） 

役職 宮城県連盟理事 
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ウォークの実施場所に危惧感じる 協議会の現状 「Hitori de walk みんなでリモート」 

(1)スポーツ庁が平成29年度に行った｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣では「この１ 年間に行った

運動・スポーツの種目」については、「ウォーキング」が62.1％でトップ(対前年18.3ポイント増)、次に階

段昇降、トレーニング、体操の順。また、ウォーキングの実施場所の1位は道路、自宅と自宅敷地内、公園

でした。後者については危惧を感じました。「階段昇降」は生活習慣として大事なことですが満足いくもの

ではありません。国はそれだけで終わらせないように、自然保護の取り組みと合わせ自然豊かな専用コース

を増やしていく、都市部でも安全なコースなど、国民の「歩く権利」を守っていく必要があります。つまり

ウォーキング人口に見合うだけの予算編成で、国や自治体は多様な楽しみ方ができるように方針転換をして

いくべきです。 

 

(2)総会のサブタイトル「スポーツの楽しみをすべての人に広げよう」は素晴らしいと思います。この言葉

を忘れずに頑張りたいと思います。新聞などで「新日本スポーツ連盟」を知っている、あるいは昔から「新

体連」を知っているが、自分とは縁がない世界と思っている人は少なくないと思います。誰でもがスポーツ

をできるようにするスポーツ連盟の出番です。 

 

(3)全国連盟のホームぺージに定期全国総会の各種資料、特に会計報告が掲載され、より開かれた組織と感

じました。 

 

(4)協議会所属クラブの多彩な活動と現状 

①兵庫県連盟に2つ目のクラブ、名前もオシャレな「神戸ウォーカーズ」が2019年12月に誕生しました。一

方、空白組織に呼びかけもしてきましたが、全体では高齢で歩けなくなったからと退会者も多く顕著な組

織拡大にはつながりませんでした。 

②クラブは会員の要求にあった多彩な活動を取り入れてきました。 

お楽しみ例会(北海道) バスを使った遠出の企画(アオーレ 盛岡 びわこ) 青春１８きっぷの企画(大阪・

兵庫) 山城訪問や歴史につながる企画(京都) パソコン・スマホ教室(神戸 和歌山健脚) シリーズもの

(福岡 神奈川)など。 

③高齢化により足腰が弱くなってきて退会、その一方、山の会からウォーキングに切り替える人も少しずつ

でてきました。登山経験者に入会してもらえると活動の幅が広がります。(いしかわ・神奈川) 

④２０２０年度は東西２か所で「ホームぺージ勉強会」を成功させ、更新維持していく人たちを増やしてい

きます。 

新日本スポーツ連盟第34回定期全国総会  2020年8月23日  発言通告 ⑮ 
       

テーマ 

スポーツ庁の世論調査について

思う事 
「このご時世みんな頑張っているんだから私たち
も頑張ろうよ」のひと言から始まった、神奈川ウ
ォーキングクラブのコロナ禍の様々な取り組み 

氏名 吉越悦子 

県名 神奈川県 

種目 ウォーキング 

役職 全国ウォーキング協顧問 
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(5)コロナ禍での神奈川ウォーキングクラブの取り組み 

3月末から6月まで22回の企画を中止にしました。「こ

のご時世みんな頑張っているんだから、私たちも頑張ろ

うよ」の発言に運営委員一同奮起、会員がバラバラにな

らないようにするにはどうしたら良いのか、毎週Zoom

会議を開き「様々な新しいウォーキングスタイルに取り

組んできました。 

 

【Zoom】運営委員会７回、書面とオンライン総会、HP

担当者打ち合わせ２回 懇親会＆二次会1回 

 

【伝助】「自由書き込みサロン」 4月 ４１本の書込み 

・家での様子、体調、散歩、楽しかったことなど 

「お元気確認/今週も皆さんお元気でお過ごしでしょうか？」 

・高齢者、一人住を心配して、5月～6月週1回確認と書き込み  

     ・書き込み者５４人、延べ２１６人、コメント書き込み者は３３人 

    「自由書き込みサロン」８月 

・7月見合わせるも第2波により会員のバラバラ感が出てきた為再開 

 

【Hitori de walk みんなでリモート】  

予行練習5/23 (６人) 本番1回目6/14(15人) 2回目7/5(11人)  

ひとりではなくてクラブとつながったと大変好評でした。 

 

 

 

※ウォーキング協議会での取り組み決定！ ウォーク期間９/８～9/21 リモート9/21日16時 

 

【海外ウォーク】 

「コロナ禍ではもう生きている内に海外ウォークには行けないね、それがとても残念」という声がありま

す。仕方がない海外ウォークは若い人に譲ることにして、仮想の海外ウォークをやろう！幸い神奈川県連盟

には海外旅行のプロのガイド経験者が複数います。ひと役かってもらい、ウキウキするような企画にチャレ

ンジしていきたいです。みなさんもご一緒にいかがですか！ 

 

 

Hitori de walk みんなでリモート 

・自由書き込みサロン4月 
・お元気確認5月・6月 
・クイズ 

別紙チラシ添付 
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❶社会的距離を保って、家の近くでひ

とりウォークを楽しみ、オンラインで

仲間ともふれあえる新しい形のウォ

ーキングスタイルをご一緒に！ 
  
➋伝助へ申込期間 8/22～9/19  

 

 

 
名前を新規登録し、コメント欄にコース記入 

例)自宅➝△公園➝〇神社➝喫茶店➝自宅 

❸ウォーク期間 9/8～9/21 

 

 

 

 

 

 

❹ゴールしたら伝助に入力 

 

 

何歩・約何㎞・感想 

これで終了です。リモートアフターに
参加される方には、前日(9/20)メール
で招待を送ります。つまみと飲み物を
持ってパソコン・スマホの前に集合！ 

全国の皆さんお元気ですか💛ひとりウォークへのお誘い  
主催：全国ウォーキング協議会 主管：神奈川ウォーキングクラブ 

    

          

お約束  

①一人でも歩きたくなる企画です。一人で歩いているだけだっ
たウォークが情報共有で全国の仲間とつながります。複数で
誘い合ってのウォークはご遠慮ください(ご夫婦の場合可) 

②公共交通機関を使わず自宅～自宅厳守でお願いします。 
③伝助にはお名前(姓)の前にクラブ略称を入力お願いします。
入力方法は伝助本文参照ください。難しい方には代理入力
してあげてください。 

④ウォーク中に撮影した写真は数枚選んでおき、みなさんと共
有していただければうれしいです。  

⑤問い合わせは伝助画面上又は神奈川ウォークの webサイト 
 問い合わせから:http://k-walk.main.jp/contact/contact.html 

 

リモートアフター 

ただいまー 

伝助の URLは別途お知らせ ひとりウォーク参照／神奈川ウォーキングクラブホームぺージ http://k-walk.main.jp/ 

全国一斉 

9 月 21 日(月・祭) 

16 時 
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福島～東京～広島～長崎1800㎞反核平和マラソンが、新型コロナウイルス感染症拡大により中止となるな

か、全国ＲＣは何かできることはないか？ 大阪ＲＣのメンバーから、「統一したＴシャツを着て走れば」

との提案があり、全国連盟と協議するなか、連帯のＴシャツを作り普及し、２０２０年７月５日から各地で

反核平和を願いながら走っている。和歌山ＲＣではＴシャツ６０着を普及し、練習会やグループで走って、

写真や動画で全国に発信しています。 
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テーマ 

チャレンジ1800㎞ 
反核平和マラソン 

氏名 山本和道 

県名 和歌山県 

種目 ランニング 

役職 全国ＲＣ会長 
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岡山卓球協議会では5市に分けて一年間20大会(笠岡市・倉敷市・総社市・玉野市・備前市)開催していま

す。大会の種目は、1D2S団体戦・3D団体戦・ミックス団体戦・2D3S団体戦・ペアマッチなど団体戦を主

に行って楽しめる大会を目的としています。どの大会も人気がありますが、子供からシニアまでどの年代も

楽しめる1D2S・3D戦が特に人気が高いです。 

主にリーグ戦で行っており、トーナメントは予選会で部分的に行っていますが主にリーグ戦のみです。工

夫には2つあり、リーグ戦で行っている事、賞品に工夫している事、賞品は大会地区(市)の名物・特産品を

目玉にして参加者に大会以外でも楽しみにして頂いています。 

岡山県では加盟数1500人を超えました。現在は県南でしか大会開催をしていませんが今年か来年には県北

(美作・津山方面)での大会開催を目指し検討中です。 

更なる会員数増加が期待出来そうです。尚、岡山が管轄している県外オープン(出前)大会は年8大会(香

川・愛媛・高知・山口・鳥取・島根)も開催していて大変ですが奮闘して新日本スポーツ連盟を盛り上げて

活動しています。発言します。 
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テーマ 

 

岡山卓球協議会の活動 
 

氏名 青木謙一 

県名 岡山県 

種目 卓球 

役職 岡山卓球協運営委員長 
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「ズンバ教室」は2011年4月に「全身エクササイズ教室」として、毎週水曜日18:30～20:30に北九州市立

八幡東生涯学習センター講堂で始めました。新春マラソンの準備運動をお願いしたインストラクターを見て、

女性スタッフが「あのインストラクターから習いたい。」と要望が出たからです。 

インストラクターは、私が市主催のスポーツ指導者研修会に参加した時、向こうから私に自己紹介をして

来ました。そこで、こちらも新春マラソン開会式後の準備運動の指導者を探していた時だったので、お願い

すると快く引き受けてくれました。 

謝礼は2時間で1万円位が相場ですが、20名以上受講者が集まれば1万円にすることを条件に、それまでは

謝礼5千円でお願いしました。 

会費については、会場使用料は無料なので、日会費1回600円+保険料70円、月会費2,200円+保険料140円、

3ヵ月会費6,000円+保険料420円として当面3ヵ月で計画した訳です。 

4月に7名でスタートして、3ヵ月後の6月には15名になったので、7月からはクラブとして会費も月額2,400

円（月4回で保険料込み）にして運営することにしました。 

2011年度は17名まで増え、2012年度は15名で運営していましたが、2013年度から会員の一部がインスト

ラクターと直接交渉して、自分達の近所でエクササイズ教室を立ち上げ脱退して行きました。そのため会員

は減り運営できないので、2014年度は会費を3,000円に上げました。でも、11名と回復したため2015年度か

ら会費を2,000円に下げました。ところが会員が増えないため、新春マラソンにスタッフとして派遣した人

数によって新春マラソンの収益をクラブに還元する制度をつくり財源を支えました。  

2016年度は11名、2017年度は9名と運営してきましたが、インストラクターが8月から辞退を申し出たた

め、会員に相談したところ、「ズンバ」のインストラクターを紹介してくれて、現在の「ズンバ教室」に至

っています。 

2018年度は10名、2019年度の現在11名と採算スレスレの運営をしています。教室の運営は出来るだけ民

主的な運営に努めようと思っています。そのため、会計報告を年一回必ずするとともに、その報告を会員が

希望する会場近くの居酒屋で開催し、懇親を図っています。 

また、私の携帯に会員の携帯番号とアドレスを送信してもらって、Cc/Bccで水曜日に会員全員に「今日

はズンバ！」とお知らせしています。 

現在、スポーツジムやフィトネス教室等が花盛りです。しかし、どれもが高額な負担を強いられています。

自分たちでやれば、安く出来ます。 

 旧八幡市の守田市長の時代に「教育は無償」の公約を掲げて、中学校校区単位に公民館を建てて、係長

と社会教育主事の資格を持った職員を配置しました。そして、公民館を無料にして社会教育活動を実践して

いきました。これが北九州市にも受け継がれて「公民館発祥の地」と呼ばれました。  

 ところが、私が小倉北中央公民館体育係にいた時に、公民館を教育文化事業団に下請けするとの提案が
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なされ、私は「教育文化事業団反対」闘争の事務局長として公民館下請け反対に取り組みました。  

市民から選ばれた社会教育審議会も下請け反対を決議しましたが、「公民館無料」を条件に下請けを容認

しました。現在、北九州市には公民館は無く、市民センターに変質しましたが、「公民館無料」の精神は受

け継がれています。 

 戦後出来た教育基本法には「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられ

なければならない」とあります。しかし、今の現実は「受益者負担」がまかり通り、商業主義がはびこり、

教育基本法が形骸化されています。 

 新日本スポーツ連盟のスローガン「いつでも、どこでも、誰でもがスポーツ！」の実現を目指して粘り

強く活動をして行きたいと思います。 
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5月下旬に緊急事態宣言は解除されました。各種目とも徐々にではありますが再開に向かっています。再

開にあたり、府連盟として非接触温度計を10本購入しました。 

6月から施設利用が可能(定員の50%使用)となりましたが、府立の施設は6月以降も当面の間、大会・競技

会・イベントでの利用は不可となっています。 

京都市立の施設を中心にしてきた種目は何とか工夫しながら再開しつつありますが、卓球は府立を中心と

しているため、地元での再開の目途が立ちにくい状況です。 

府連盟として申し入れ等を検討する必要があります。さらに人数制限などに合わせた施設利用料の減額措

置の申し入れが決定的に必要です。府連盟事務所の毎月の家貨は全て各種目からの分担金で賄っています。

専従者を置いていないこともあり、現時点で組織の屋台骨が揺らぐようなことはおきていません。しかし、

今後、各種目の取り組みが進まず、会員が減るような事態になれば財政的な問題がおきない保証はどこにも

ないからです。 

最後に言いたいのは、コロナにより「自己責任」の上に成り立つ「新自由主義」は世界的に完全に崩壊し

たことです。これは、緊急事態宣言解除後も同じです。私たちは、スポーツを通じて人間らしい文化的な暮

らしを希求しています。今回 「公共政策」の重要性が決定的になりました。私たちは、スポーツを通じて

そのことを強く求めていきたいと思います。 
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