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新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会にあたってのメッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会にあたり、心からお祝い申し上げます。また、核戦争阻

止、核兵器全面禁止・廃絶、被爆者援護・連帯の基本三目標の実現に奮闘されていることに敬意を表

します。 

いま、私たちの前には核兵器の問題や気候変動など、人類の生存に関わる重大な問題が相次いで

立ち現れています。年明けには、アメリカがイラクの首都バグダードで他の主権国家の要人を標的

に武力攻撃を加え、殺りくする事件が起こりました。本来、国連安保理の常任理事国として、「紛争

問題の平和解決」という国際関係の鉄則をだれよりも尊重すべき大国がこういう蛮行を行う－まさ

に現在の国際関係の病巣を見る思いです。 

広島・長崎の被爆から 75 年、「命あるうちに核兵器の廃絶を」との被爆者の願いが、いま、世界

を大きく動かしています。2017 年に国連会議で採択された核兵器禁止条約の調印国は 80 に、批准

国は 35 に達しました。アメリカをはじめ、核大国は確かに条約を敵視しています。しかし核兵器廃

絶の流れは逆流に屈するものではありません。 

核兵器禁止条約の発効は、まさに時間の問題です。しかし焦点はそれだけではありません。大事

なことは、たとえ彼らが禁止条約に反対しても、核軍拡競争を停止し、核軍備を撤廃し、全面完全軍

縮を交渉することはすでに合意された NPT6 条の義務であり、それを履行し、核兵器を禁止・廃絶

することは、核保有国・依存国でも圧倒的な世論だということです。 

ことし 4 月、第 10 回 NPT 再検討会議の開催に先立って、原水爆禁止世界大会 in ニューヨークの

開催を共同でよびかけたのも、まさにそれが大きな理由です。 

そのグローバルな挑戦をリードする被爆国日本の役割は重要です。先月の NHK の調査でも、「核

兵器禁止条約に参加すべき」という意見は国民の 3 分の 2、65.9%に達していました。戦争と戦力放

棄の憲法を持ち、非核三原則を国会決議とし、1 千万を超える国民が被爆者の訴えに署名し、全国 7

割の首長がそれを支持し、400 を超える議会が政府に禁止条約調印を求め、禁止条約への参加が野

党の共通政策になろうとしているいま、私たちはさらに共同を広げ、日本が禁止条約に参加し、世

界をリードする国になるよう全力を挙げるべきです。 

被爆 75 年のことし、その変化の年とするために奮闘することをお誓いし、メッセージとします。 

 

２０２０年３月１４日 原水爆禁止日本協議会 



メッセージ 

 
 新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会、おめでとうございます。「スポーツは万人の権利」の

基本理念のもと、スポーツの魅力と価値をすべての人に広げるとともに、スポーツを通して平和な

世界の実現と、健康で文化的な生活を築くことをめざし活動されている皆さまに、心より敬意を表

します。 

安倍政権のウソとごまかし、政治、税金の私物化と腐敗は極限に達しています。新型コロナウイル

ス感染が日々拡大し、先が見えない不安が高まるなか、突然の全小中高への休校要請など安倍首相

の場当たり的な対応は現場を混乱させ、暮らしや経済にかつて経験したことのない深刻な影響を与

えています。  

「桜をみる会」やカジノ疑惑に対する国民の不信感や、新型コロナウイルスに対する政府対応への

不満を背景に、各紙の世論調査でも内閣「支持率」が軒並み急落するなど、安倍政権は追いつめられ

ています。 

  国会では野党が結束して、安倍改憲に反対し、疑惑の徹底究明や、コロナウイルスの感染拡大を

防ぐ抜本対策を求めるなどの活動を強めています。市民と野党共闘の発展で、平和憲法を壊す自民

党改憲案の国会提出を４度にわたって阻んできたことも、この間の大きな成果です。 

新日本婦人の会は、「安倍９条改憲ＮＯ！改憲発議に反対する全国緊急署名」と「ヒバクシャ国際署

名」を草の根で広げ、安倍９条改憲を何としてもくいとめ、憲法がいかされるあたりまえの政治を

取り戻すために活動を強めてまいります。 

 新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会が活発な討論・交流で成功することを祈願しますととも

に、スポーツを享受できる平和で民主的な社会、だれもが自分らしく生きられる社会の実現へ、み

なさまとご一緒にあゆみをすすめていくことを決意し、連帯のメッセージとさせていただきます。 

 

   2020 年３月 14 日 

                      新日本婦人の会中央本部 

 

 

  





 

 

  



メッセージ 
 

 新日本スポーツ連盟第３４回定期総会の開催にあたり、お祝いと連帯の挨拶を申し上げます。 

 貴組織が、「スポーツは権利」の実現に向けてスポーツ基本法に即した施策の具体化にむけて奮

闘されていることに、全教を代表して敬意を表するものです。 

 

 安倍政権は軍拡路線をいっそう強め、憲法改悪に突き進んでいます。しかし、昨年 7 月の参院選

では市民と野党の共闘で改憲勢力の３分の２を割らせ、憲法を守り民主主義をとりもどしたいと願

う人々の思いが結集し、その声はいっそう高まっています。相次いで 2 人の閣僚が公職選挙法違反

を問われ辞任に追い込まれ、「身の丈発言」で批判を浴びた萩生田文科大臣は大学入学共通テスト

の民間英語検定利用の延期に続き、国語と数学の記述式問題についても見送りを表明しました。首

相主催の「桜を見る会」に象徴されるウソとごまかしを繰り返す安倍政権に対し、安倍政権退陣を

求める声は日増しに高まっています。 

 

 子どもたちの学ぶ権利や子どもたちの実態よりも、未来社会の構想を一方的に描いて、その社会

を支える人材を育成しようという教育政策が、改訂学習指導要領が本格実施もしないうちから展開

されています。安倍「教育再生」は、首相官邸に置かれた教育再生実行会議が方向性を示し、文科省

と中教審はそれを後追いして、具体化を図るというかたちで進行しています。 

 また、安倍政権は「働き方改革」と称して、人を増やすことはしないばかりか、「１年単位の変形

労働時間制」導入により、長時間過密労働の見せかけだけの改善・解消を図ろうとしています。労基

法をこわし、教職員のいのちと健康をこわす「１年単位の変形労働時間制」導入は、子どもたちの成

長・発達を保障する教育という人間として大切な営みを、そして日々の私たち教職員の願いと努力

を、あまりにも無責任で無法なやり方で打ち砕くものです。 

 

全教は「教え子を再び戦場に送るな」の旗を掲げ続けてきた教職員組合として、安倍 9 条改憲を許

さないたたかいに全力をあげる決意です。手を携えてともに頑張りましょう。 

 

 激動する情勢のなか、貴組織の定期総会が国民的共同を強め、組織勢力を前進させる大きな跳躍

台となることを願い、メッセージといたします。 

 

2020 年 3 月 14 日 

全日本教職員組合 

中央執行委員長 小畑 雅子 

  



メッセージ 
 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会の開催、おめでとうございます。 

安倍政権はこの間、秘密保護法、戦争法、共謀罪法などの悪法を次々と成立させ、改憲への意欲

を繰り返し表明するなど、「戦争する国づくり」へと突き進んできました。最近では、国会審議を

経ないまま、アメリカの軍事攻撃等で緊迫する中東への自衛隊派遣を決めました。安倍政権のもと

で、国会軽視と行政の私物化がすすんでおり、公文書の改ざんや隠ぺいも横行しています。 

医療・介護・年金など、社会保障は改悪が相次ぐ一方で、社会保障を口実とした消費税の１０％

への増税だけは強行されました。地域の実情を無視した病院再編の動きも強まっています。 

しかし国民のたたかいも広がっています。昨年７ 月の参議院選挙では 改憲派の議席を減らし、

改憲発議に必要な議席３分の２を割りこま せることができ、野党共闘も前進して、安倍政権によ

る改憲をおしとどめた１年となりました。 

消費税増税ストップや、最低賃金制度の抜本的改善、誰もが安心して学べる奨学金制度、平和と

民主主義を求める運動なども 大きく 広がって きました 。市民と野党の共同 をさらに進め、誰

もが安心してくらしていける 社会 を実現していきましょう。 

近年、豪雨・台風・地震など、自然災害が相次いでいます。被害にあわれた皆さんに心からお見

舞い申し上げます。 毎年のように起こる自然災害への対策、 被災者の実情や要望に寄り添った国

と自治体の政策も求められています。 

全日本民医連は、国民のいのちと健康を守るため、戦争する国づくりや、医療・社会保障の市場

化を許さず、 「 新しい福祉国家 」 を展望して 、 消費税に頼らない社会保障の充実、原発再稼

働反対 、 日本の医・食・住・環境を守るとりくみを進めます。そして、健康権・生存権保障 を

求める大きな共同を広げ、 幅広く連帯し奮闘する決意です。 

 貴総会が活発な議論と交流で成功し、これまで以上に発展されますよう祈念しメッセージとさせ

ていただきます。 

2020 年 3 月吉日 

新日本スポーツ連盟 御中 

全日本民主医療機関連合会 

会長 増田 剛 

 

 

 

 

 

 

 



メッセージ 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会の開催おめでとうございます。貴組織の日頃のご奮闘に敬意を

表します。あわせて、私たち国公労連の活動に対する日頃のご支援・ご協力に心から感謝を申し上げます。 

 

第 201回通常国会が 1月 20日に開会しました。史上最長となった安倍政権は、一昨年のモリ・カケ問題以

来、繰り返される一連の疑惑、隠蔽、改ざん、不正に続き、｢桜を見る会｣で国政と権力の私物化が極まって

います。｢丁寧に説明する｣と言いながら、嘘と誤魔化し、行政文書の廃棄などで逃げ切りを目論み、改憲を

｢私の手で成し遂げる｣と繰り返し、成長戦略の柱と頼む IR カジノ誘致をめぐる事件は一大疑獄の様相を呈

しています。 

また、安倍首相はオリンピック憲章を無視し、オリンピック・パラリンピックを契機に「国民一丸となっ

て新しい時代に踏み出していこう」と憲法改正のためにオリンピックをも政治利用する演説を行い、自らの

野望実現にむけなりふり構わない態度を示しています。このような、大企業言いなり、アメリカ追随、国民

不在、行政の私物化を行う政治を変革しようではありませんか。 

 

国家公務の職場では、総定員法と定員削減計画によって一方的な定員削減が強行され、人員不足から行政

サービスの低下を招くという矛盾を年々深刻化させています。にもかかわらず、政府は新たな「定員合理化

目標数」を課していっそうの定員削減を推しすすめ、恒常的な超過勤務などで心身ともに健康が蝕まれる職

員が急増するなど職場はもはや限界に達しています。各行政機関は需要に対応するために非常勤職員を採用

し、外部委託などもすすめており、実際、非常勤職員や委託労働者が、正規職員と同じように働かなければ

安定した公務・公共サービスが提供できない実態です。 

国公労連は、国民のセーフティーネットの役割にふさわしい公務・公共サービス機関の実施体制の確立を

めざすとともに、それを阻害する総人件費削減方針の対抗軸として「国民の権利と安心・安全をまもる運動」

にとりくみ、国民のみなさんと幅広い共同で運動をすすめてまいります。 

 

2009年 12月末の分限免職処分から 10年となる社会保険庁不当解雇撤回闘争は、秋田事案が昨年 10月 17

日に最高裁で上告棄却・不受理の不当な決定が出され、法廷闘争は終了しました。日本のうたごえ全国協議

会のみなさまには、全厚生闘争団を歌で勇気づけていただき、たたかう元気をいただき大変感謝しておりま

す。引き続き国公労連は、国民の年金をまもるためにも、年金機構で働く職員の雇用の安定と、年金業務運

営を国の責任で直接行うことと合わせて、不当に解雇された職員の処分取消と名誉回復のために、全国各地

で労働者・国民のみなさんの理解と共同をより一層ひろげてまいります。 

 

モリ・カケ問題や統計不正、「桜を見る会」の名簿廃棄など「歪められた行政」のもとで、行政への信頼が

揺らいでいる今こそ、「全体の奉仕者」であり「憲法尊重擁護義務」を負う国公労働者として、憲法をまもり

憲法を国民の暮らしや行財政・司法にいかす世論を職場・地域から広げ、憲法改悪を許さず、安倍暴走政治

にストップをかけるたたかいに全力をあげ、皆さんとともに奮闘していく決意です。 

誰もがスポーツを楽しめるよう、スポーツを国民の基本的な権利として確立させるとりくみと「スポーツ

は平和とともに」をスローガンに、平和のとりくみに奮闘されている貴組織の総会のご盛会を祈念し、連帯

のメッセージとします。 

 

2020年 3月 14日 

新日本スポーツ連盟 

理事長 石 川 正 三 殿 

日本国家公務員労働組合連合会 

中央執行委員長  岡 部 勘 市 



 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会へのメッセージ 

 

 本日ここに、新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会が盛大に開催されますこと

を心よりお慶び申し上げます。全国の青年団を代表しメッセージをお送りいたしま

す。 

 オリンピック・パラリンピックを目前に控え、様々な協議が続いております。オリ

ンピックは、平和な社会を築き推進することを目的とした大会であるが故に、戦争中

の国同士でさえ休戦し、参加した経緯から「平和の祭典」とも呼ばれております。昨

今のように世界情勢が大きく揺れ動く中、私たちはあらためて「平和とは何か」を一

人ひとりに問い直すことが求められています。 

私ども日本青年団協議会は、平和を希求する大会として、全国青年大会を毎年開催

しており、今年で６９回目をむかえます。本大会は１９５２年にサンフランシスコ講

和条約の発効を記念して始まりました。第二次世界大戦後の荒れ果てた地域を目の

当たりにし、当時の先輩たちが胸に刻んだ「青年は二度と銃を取らない」という誓い

は、平和でなければスポーツも文化も花ひらかないとの強い思いがあります。 

日頃地域で取り組むスポーツや芸能文化活動を競技・発表し合い、青年一人ひとり

が主人公となり、地域でスポーツ、芸能文化活動の裾野を広げるとともに、普段の生

活では体験できない他地域の青年と競技を通じて心を通わせ合う場でもあります。 

地域に暮らす人々が自分らしく、いきいきと、豊かに生きていける社会をつくる努

力は、青年団運動の基本理念として、今もなお連綿と受け継がれており、スポーツを

している方々にも通ずる部分が多々あるかと存じます。スポーツの楽しさや素晴ら

しさを通じて、各世代の人々が相互理解と友好を促進し、貴連盟とともに手をたずさ

え、平和な社会の実現をめざしていきましょう。 

終わりに、新日本スポーツ連盟の更なる発展と、活動に携わる皆様のご健康とご多

幸を心よりお祈りし、地域青年団を代表してのメッセージといたします。 

 

 ２０２０年３月３日 

                        日本青年団協議会 

                         会 長  福 永 晃 仁 



メッセージ 
 

第 34 回定期全国総会の開催を心からお祝い申し上げます。 

貴団体が、「スポーツは万人の権利」を掲げ、多面的なスポーツの魅力と価値を広げ、人権、フ

ェアプレイ、平和を基調とするスポーツの価値を継承・発展させること等の活動を進めていること

に、あらためて敬意を表します。 

安倍首相は自民党の仕事始めで「改憲は歴史的使命」とよびかけ、「必ずや私の手で成し遂げた

い」と改憲への強い執念を示しました。 

改憲をめぐるたたかいは、総裁任期の 2021 年 9 月までの改憲スケジュールからみて、本年から

来年にかけた通常・臨時国会会期中に「改憲発議」と「国民投票」を許すかどうかの最大の山場を

迎えています。 

私たち日本のうたごえは、創立以来 72 年間、一貫して｢うたごえは平和の力｣｢うたごえは生きる

力｣｢うたは闘いとともに｣を合い言葉に、人々の幸福と戦争のない平和な社会を願い、人間の尊厳

と誇りを胸に歌い続けてまいりました。 

今年も一年「歌う日本国憲法請負人」として、国民のいのちに直結する「五つの止」(戦争法廃

止、辺野古新基地建設阻止、原発停止、核兵器禁止、9 条改憲安倍政権に止め)実現のため国民的た

たかいと結んで、生活向上、民主主義、平和を守るうたごえを全国津々浦々で展開していく所存で

す。 

今総会の成功と、貴団体のさらなる運動の発展を祈念して、連帯のメッセージとさせていただき

ます。 

 

           

日本のうたごえ全国協議会 会長 田中 嘉治 

 

  



新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会へのメッセージ 

 

 新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会の開催にあたり、心からのお祝いを申し上げます。ス

ポーツの魅力をすべての人々に広げる活動を通じて、人権、フェアプレイ、平和などの社会的価値

の継承・発展と、社会的経済的な貧困と格差をなくすことを目指して活動されている皆さんの活動

に、心より敬意を表します。 

 

 いま世界では、市民の声と行動が社会を動かしています。日本の被爆者運動から大きく広がった

核兵器廃絶を求める声は、世界中の市民と政府を動かし、核兵器禁止条約に結実しつつあります。

17 歳の活動家グレタ・トゥーンベリさんの思いは世界中へと伝播し、今や世界中に気候正義を求

める声が広がっています。ジェンダー平等を求める声は、世界に連帯して日本国内でも大きなムー

ブメントを起こし、「＃ＭｅＴоо」運動やフラワーデモとして全国に広がっています。日本国内

でも、英語民間試験導入の問題では当事者の高校生が声を上げたことが、政府を導入延期へと追い

込みました。 

 こうした、自由と民主主義を求めて声を上げ始めた世界の動きと逆行するように、安倍自民党政

権は「アメリカいいなり」「大企業優先」「歴史逆行」の政治を推し進め、戦争する国づくりへと

邁進しています。そうした自民党政治は青年の願いとの矛盾をさらに深め、多くの青年はこれから

の社会と自分の将来に対して深い模索を抱えています。 

 民青同盟は、11 月に行った全国大会で、「運動広げ、展望語る中で、生き方を問いかけて、強

く大きな民青を」つくっていこうと提起しました。大学の高学費やバイト漬けの生活、入社したは

いいもののブラックな働き方の実態など、多くの青年が「何かおかしい」と感じながらも、その先

の展望を見出せずにいます。しかしそんな青年たちに、市民と野党の共闘が切り開く展望を語り、

「あなたの願いを実現できる」と伝えると、表情を変え、あたたかい共感が広がります。民青は、

こうした青年たちに生き方を問いかけて、「一緒に社会を変える主人公になろう」と呼びかけてき

ました。今、科学的社会主義と日本共産党綱領を学び行動する民青が、その役割を発揮することが

ますます求められていると日々感じています。 

 

 安倍自民党政権の行き詰まりの下、野党連合政権の実現を目指す動きが、いよいよ現実の政治課

題になっています。世界の流れを後押しし、憲法に基づいた政治を実現させる力を持っているのは

私たちです。民青同盟としても、全国でたたかいを広げ、連帯を築き、成長を励まし合いながら、

野党連合政権と青年の要求実現へ、力を合わせる決意です。 

 本総会が大きく成功されることを祈念し、激励と連帯の挨拶とします。 

 

                               ２０２０年３月６日 

                           日本民主青年同盟中央委員会 

 

 

 



メッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会の開催、おめでとうございます。スポーツの魅力を広

げることを通じて、人権の尊重、平和と民主主義の擁護に 貢献しようと奮闘する貴連盟の活動

に、心からの連帯と敬意を表します。また、私たち農民連に対する日頃からのご指導、ご支援にあ

らためて感謝いたします。 

 政権に返り咲いてから 7 年以上もその地位にある安倍晋三首相は、「森友・加計疑惑」、「桜を

見る会疑惑 」などさまざまなスキャンダルが明らかになりました 。首相は、そのたびにウソやゴ

マカシで責任を逃れようとする一方、憲法改悪に対する執念だけは忘れることがなく、日本の民主

主義にとっていよいよ危険な存在になっています。 農業をめぐっても、アメリカの言いなりに貿

易の「自由化」を進め、農産物の輸入関税を削減・撤廃するなど、農民の経営とくらしを危機に陥

れています。 安倍政治を終わらせるたたかいに、 い まこそ力を合わせましょう 。 

 一方、今日の国際社会では、SDGs など公正で持続可能な経済・社会のあり方をめざす新しい潮

流 も 力を増し、地球温暖化にストップをかけようと世界の若者が立ち上がっています。農業分野

では、昨年から国連「家族農業の 10 年」が始まり、食料生産の主役として家族農業・小規模農民

が再評価されています。 

 結成以来 30 年、大規模化・企業化を強引に押し進める自民党農政に抗し、家族農業を守るたた

かいを続けてきた私たち農民連も、農林漁業の再生に全力を挙げる決意をあらためて固めていると

ころです。 

 それぞれの活動分野で創意と工夫に満ちた運動を旺盛に展開しながら、豊かな未来の展望を共有

して、大きな国民的共同をつくりあげましょう。 

 今総会 が参加者のみなさんの英知を結集して、貴 連盟 のいっそうのご発展の契機となります

ことを祈念して、メッセージとさせていただきます。 

 

2020 年 3 月 14 日 

農民運動全国連合会 

会長 笹渡 義夫 

 

 

  



ご挨拶 

石田智巳（学校体育研究同志会全国常任委員長） 

 

新日本連盟第 34 回定期全国総会の開催に際しまして、連帯のご挨拶を申し上げます。 

まずは 1965 年の発足当時から、国民のスポーツ権を前面に打ち出して今日まで活動してこられた

ことに敬意を表します。 

2012 年には大阪・桜宮高校での体罰による生徒の自殺という痛ましい事件がありました。これを

機に、スポーツ界のコンプライアンスが見直されてきたのですが、とりわけ一昨年に起こった一連

のスポーツに関わったハラスメント指導は、相変わらずの親分－子分関係が改善されていないこと

を物語っています。しかしながら、このことはスポーツ指導に限ったことではなく、この間の安倍

政権が行ってきた様々な疑惑と同じような構図をしているといえるでしょう。この政権がすすめる

オリンピック・パラリンピックが本当に国民のスポーツの発展につながっているのか、スポーツの

主体者を育てようとしているのか、あるいは国の意向に沿う国民を作ろうとしているのかは、しっ

かりと見極めていく必要があります。 

学校教育に目を向けてみますと、2017 年 3 月に学習指導要領が改訂され、体育、保健体育では「豊

かなスポーツライフ」やスポーツを「する、みる、支える、知る」ことが謳われました。しかしなが

ら、スポーツ権に関わった実践の考え方や有り様の追求については等閑視されています。 

連盟は、この「スポーツは権利である」ことを、広く全国各地域でのスポーツ実践、スポーツ運動

として展開し、またスポーツ行政への働きかけなど、真の国民のスポーツ権の実現へ向けて取り組

んでこられました。これからも多くのスポーツ愛好家と繋がってこれらの諸活動を進めていかれる

ことを期待しております。 

私たち学校体育研究同志会では、すべての子どもと教師がともに運動文化の継承・発展と変革・

創造の活動に参加すべく、これまで実践研究を展開してきました。そこでは、プレイ場面に矮小化

せずに、すべての子どもを権利主体として参加する実践の有り様を追求してきました。 

体育同志会もみなさんと基本的な課題意識を共有し、とりわけ学校体育を中心に実践研究を進め

ていく決意をもって、連帯のご挨拶とさせていただきます。 

今総会の成功と貴連盟のますますのご発展を願っております。 

 

 

 

 

 

  



メッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第３４回全国総会おめでとうございます。 

貴連盟が、５０年を超えてどのスポーツ団体にも先駆けてスポーツは国民の権利との

理念をかかげ、その実現にむけて首尾一貫して活動してこられたことに心から敬意を表

します。 

日本共産党も共同提案者となって成立したスポーツ基本法ができて７年半となりま

した。このスポーツ基本法を生かし、スポーツ権を実現するために貴連盟がその先進性

を発揮して奮闘していただくことを期待するとともに、日本共産党はみなさんと協力・

共同してスポーツの発展に力を尽くす決意です。 

新型コロナの収束が見通せないなか、新日本スポーツ連盟は３月から５００以上の大

会や行事が中止、延期に追い込まれました。私は２月２６日の安倍首相によるスポーツ

のイベント自粛要請に対し、「自粛と補償はセットで」と国会でスポーツの支援を求め、

政府の第２次補正予算でスポーツ活動継続支援金４８億円が盛り込まれました。その活

用について、スポーツ連盟としてスポーツ庁に要望書を提出し、詳しい説明を受けた席

に私も同席しました。支援金が出るまで積極的に国会内外でとりくみたいと思います。 

新型コロナの影響で２０２０東京五輪・パラリンピックは１年間延期になりましたが、

開催の可否は、世界的なコロナ感染の状況を踏まえ、専門家の知見や国民の意見を聞い

てＩＯＣ、東京都、組織委員会、ＪＯＣなどで最終判断されるべきものです。酷暑での

東京五輪開催は、コロナのＰＣＲ検査や熱中症予防など課題が山積みです。国会と都議

団で連携しながら、しっかりと対応していきたいと考えています。 

新日本スポーツ連盟がかかげる「スポーツは平和とともに」のスローガンは、ますま

す重要になってきています。現在、戦争法を廃止し、立憲主義を取り戻すために野党が

共同して選挙協力する話し合いをしています。「憲法９条を守る」ためにスポーツ分野

で大きく発展されることを期待してやみません。 

また、消費税大増税はスポーツに経済格差を持ち込み、コロナ感染と合わせて国民の

スポーツに親しむ機会を奪っています。消費税大増税に反対し、消費税５％への減税の

声を上げていこうではありませんか。さらに国会ではサッカーくじをバスケットボール

Ｂリーグに拡大する動きが出ていることは許せません。あらゆる団体と共同して反対し

ていきましょう。 

日本共産党は、｢国民が主人公｣を創立の精神として、平和な社会の実現のために一貫

して奮闘してきた政党です。今年は党創立９８周年を迎えました。この機会に、スポー

ツを愛好されるみなさんに、わが党にいっそうのご理解をいただき、ともにスポーツの

多面的な発展、日本社会の民主的な改革にお力をいただきますよう心より訴えたいと思

います。貴連盟と共同をすすめ、国民の切実なスポーツ要求の実現、スポーツの権利の

保障をめざして、政治の力をそそぐ決意です。 

最後に、貴連盟の総会が歴史的な役割を立派に果たされることを期待してあいさつと

します。 

２０２０年８月２３日 

日本共産党スポーツ委員会責任者 衆議院議員 畑野 君枝 
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新日本スポーツ連盟へのメッセージ 

                                            一橋大学・広島経済大学名誉教授 

                                              内海 和雄 

 

 スポーツは原始共同体の狩猟労働、戦闘のトレーニングとして生まれた。古代奴隷制時代には競

技会が誕生し、オリンピックのように奴隷階級を排除したが貴族内では公共性を持ち、国家行事と

して発展した。宗教世界の封建社会では競技会は消失した。しかし資本主義社会の生産と消費の体

制は国民のすべてに体育・スポーツを必須とする。世界の生産、貿易、植民地、海軍、海外投資のす

べてに一番を極めた大英帝国の資本家たち（ブルジョアジー）はこれまでの個人スポーツに加えて

新たにチームスポーツ（サッカーやラグビーなど）を産み、それを自分たちに独占するためにアマ

チュアリズムを作って労働者階級、女性を排除した。その根拠は「他者（国家を含む）からの援助を

受けるものはアマチュアではない」というブルジョア個人主義であった。これがスポーツ界全体に

蔓延し、スポーツは個人で行うものだというイデオロギーが普及した。しかし第二次世界大戦後の

高度経済成長は国民のスポーツ参加は心身両面からさらに差し迫ったものとなった。西欧・北欧の

福祉国家ではスポーツの個人主義を克服し、国民のスポーツ権を保障し、そのための条件整備を国

家の義務とする「スポーツ・フォー・オール政策」を採用した。人類史の到達点である。 

 1980 年代から始まった新自由主義に依拠した諸政策によって、国家間でも諸国内でも貧富の格差

が拡大している。その中でこれまでやや進みつつあった公共化に抗してスポーツの個人責任化が進

められ、国・自治体のスポーツ普及政策は貧困の極みである。 

 今やスポーツ権の思想は国連や IOC 等、国際標準である。日本のスポーツ基本法もスポーツ権を

認めた。しかしそれは参加するかしないかの自由の範囲（自由権）である。問題はその参加を保障す

る条件整備を国が保障することである（社会権）。いま世界的なスポーツ界は、その個人主義（商業

化）かスポーツ権保障・国家の責任義務かが鋭く対立している。 

 新日本スポーツ連盟の進める運動は、スポーツの個人主義を克服し、個々人の要求を満たす課題

であると同時に、それは国際的な課題を推進する一環であり、人類史的課題の推進である。 

 以上の視点から、私は皆さんの運動に賛意し、期待します。(2020.1.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 



メッセージ 
 

 東京五輪・パラリンピック開催を機に、国民スポーツ運動を大いに高めましょう。 

メダル獲得至上主義の国や都は、国民スポーツの条件整備を忘れ、トップ競技者に 

圧力をかけるばかりです。 

スポーツ基本法の歪曲を許してはなりません。 

スポーツを気軽に楽しむ生活基盤の確立を目指しましょう。 

 

スポーツジャーナリスト 大野 晃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新日本スポーツ連盟第 34 会定期全国総会の開催を熱烈にお祝いします。 

77 年の駒沢でのスポーツ祭典に参加して以来、日本だけでなく、欧州各地でともに活動させて

いただいたことは、今も自分の誇りです。 

伊藤理事長（当時）がパリで FSGT やオリンピック委員会と会談する時に同席させてもらい、オ

リンピック精神など多くを学びました。新体連の卓球選手団の来仏やベルギーでの試合を取材する

ことができ、楽しい思い出ばかりです。 

新日本スポーツ連盟がスポーツの愛好者をひろげ、発展のために尽力され、全国総会を迎えられ

ることを、自分のことのように嬉しく思っています。今後のますますの発展を願っています。 

    日本共産党副委員長 緒方靖夫 

 

 

 

 

 



新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会へのメッセージ 

 

新日本スポーツ連盟宮城県連盟顧問 

尾崎 吉彦 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会の開催に当たり、心からお祝い申し上げます。 

この間、全国連盟は、各都道府県への援助や組織の拡大とともに連盟発展のために昼夜を分かた

ず尽力されてきたことに、敬意を表するものです。 

全国連盟の活動が各都道府県の活動を励まし、確実に発展していることに喜びを感じるものです。 

全国連盟の益々のご発展を願うものです。 

簡単ではありますが、メッセージといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新日本スポーツ連盟第 34 回全国総会へのメッセージ 

 

34 回総会の開催おめでとうございます 

盛会を祈念しております 

 

スポーツ活動に競争は不可欠な要素であり、「競争」無くして、スポーツ文化の成立はありませ

ん。どのような技術・技能を創意工夫し、学習・錬磨の努力によって身に付け、そして競技の場にお

いて表現するか、このことが互いに求められているのです。まさに、スポーツ活動は技を競い合う

ことによって人間が人間らしく生き、豊かな人生を得るための一つの大切な過程であり、仲間たち

との間の友情を育む場であると言えるでしょう。 

近年スポーツに商業主義的視点が横溢しているように見受けられますが、これはスポーツの勝敗

によって人間に社会的・経済的格差が付けられることにつながり、真のスポーツ精神に反するもの

であると思います。 

貴連盟が本当に豊かな人間を生み出す活動に向かって日夜奮闘されていることに敬意を表し、ま

すますの発展を遂げられることを祈念しております。     川口智久 

  



新日本スポーツ連盟第３４回定期全国への総会メッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第３４回定期全国総会開催おめでとうございます。 

「スポーツは万人の権利」のスローガンは、少年時代は経済的に恵まれず、就職し社会人になっ

てからは仕事に追われ、スポーツをする機会・時間がなかった私にとって、たいへん衝撃を受けま

した。４０数年前に初めて知った「スポーツは万人の権利」の主張は心躍るスローガンでした。 

４０数年経った現在、大勢の人たちがスポーツを楽しむようになりましたが、私の周囲を見回す

と日常的に楽しんでいる方は残念ながらまだ少数です。 

「スポーツは万人の権利」を実現するための基盤・条件づくりは多方面に及びますが、新日本ス

ポーツ連盟（以下「新スポーツ連盟」）の運動は、スポーツを行うことに直結します。スポーツ連盟

組織は、日本のスポーツ文化発展の牽引者です。 

「新日本スポーツ連盟」結成５５年、「スポーツ基本法」（２０１１年）から９年、「新日本スポ

ーツ連盟」はスポーツの普及、各種競技会開催で実績を重ね、各種競技場・体育館等の整備、オリン

ピック開催問題、スポーツ界の不祥事問題等、スポーツ権確立とスポーツ文化発展の目線で取り組

んできた財産は大きいです。 

２０２０年は東京でオリンピック開催です。オリンピックが時の政治権力者や財界・大企業の不

当な利益獲得に利用されない、世界の人々が心からその開催を歓迎できる社会になることを願い、

またそのための運動と闘いを前進させる決意を込めて大会へのメッセージとします。 

 

２０２０年３月吉日 

「スポーツのひろば」元編集長 高巣 博文 

 

 

  



新⽇本スポーツ連盟第 34 回全国総会 御中 
 

メッセージ 
 

「スポーツは国⺠の権利」として、その実現に奮闘されている連盟の全国総会にあたり、その粘
り強い活動に深い敬意をはらうとともに活動のさらなる前進を切望し、総会の成功をと⼼から願っ
ています。 

今回の総会は、東京オリンピックもまじかに迫り、国⺠のスポーツへの関⼼と要求の⼤きな⾼ま
りのなかで開かれます。それは国⺠ひとりひとりがスポーツを楽しみ、その要求を満たすことので
きる社会的条件を整え、確⽴するチャンスでもあります。 

しかし現状は、『⽇本再興戦略 2016-第 4 次産業⾰命にむけて』(2016 年)に基づき「スポーツの
産業化」を押し進める政府、財界によって、国⺠のスポーツ要求は「儲かるスポーツ」の構築へと
動員され(その掲げる数値⽬標はスポーツ市場規模で、2015 年 5.5 兆円→2025 年 15 兆円とも)、歪
められてきています。そのため⾝近な公共スポーツ施設や教育現場での部活の在りようも改編され
ようとしています。国⺠スポーツの危機とも⾔える状況ではないでしょうか。それだけに貴連盟の
活動の⼤きな前進への期待は膨らむばかりです。 

スポーツの真の発展をめざし、その実現にむけてともにがんばりましょう! 
2020 年 3 ⽉ 3 ⽇ 
福岡市 深野⼀郎 

 
 
 

  



新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会へのメッセージ 
 

新日本スポーツ連盟第 34 回定期全国総会の開催をお祝い申し上げます。 

2020 東京オリンピック・パラリンピックの開催を目前に控え、人々のスポーツへの関心、オリン

ピックの理念である民族交流と世界平和、そしてインクルーシブ社会の実現に向けての期待はかつ

てなく高まっています。しかし、世界各地では相変わらず紛争が続き、人々の貧困と格差が拡大し、

強権的政治を進める多くのリーダー達が自身の利権を維持しようと様々な民族や自国民間での「分

断」と「対立」を進めようとしていることは憂慮すべき事態であるといわざるを得ません。現在の日

本でも、多くの人々の健康や文化・スポーツをめぐる状況は、新自由主義の旗印のもと拡大されて

きた「格差社会」と「自己責任論」そして「公共性の破壊」により極めて深刻な状況にあるものと考

えられます。 

このような状況であるからこそ、今、私たちは社会進歩を進める確かな抵抗勢力として、文化や

スポーツの持つ人間的価値の実現に向け、様々な分野と地域で一歩一歩努力を進める必要があるの

だと思います。 

新日本スポーツ連盟附属スポーツ科学研究所は、2014 年 11 月「多くのスポーツ愛好者のための

科学的研究の推進」を目指して発足しました。しかし、未だにその目的を十分に果たすための組織

的体制が確立しているとはいい難い状況が続いています。 

新自由主義につながる「勝利至上主義」「経験主義」「管理主義」といった“妖怪”が、選手の競技

力向上につながらないこと、そして選手自身の人間性すら否定してしまうことはこの間の選手強化

の取り組みやスポーツ科学の研究の中で明らかになってきています。 

そして、このことはトップアスリートにとどまらず、多様な要求を持つ多くのスポーツ愛好者に

も共通の課題であると思うのです。トップアスリートには競技団体やスポーツ科学研究施設からの

サポートがありますが、一般のスポーツ愛好者からのスポーツ科学的サポート（クラブ運営や運動

施設利用状況改善、パフォーマンスの改善やスポーツ障害の予防等々）への要求にどう答えてゆく

のかがスポーツ科学研究所のこれからの課題であると考えています。 

ともに模索しながら前進してゆきましょう。 

（研究所所長・山崎 健） 

 

 

 

 

 

 

  



新日本スポーツ連盟総会へのメッセージ 
 

総会おめでとうございます。 

日頃のご活躍に心から敬意を表します。 

今年は東京オリンピック・パラリンピックの年、スポーツの在り方が多様に論議され注目される

こととなります。このような中で、新日本スポーツ連盟の役割は格別大切になるといえます。 

いま人類社会は、地球環境、核と平和、格差など世紀的な課題に直面しています。 

このような中で連盟の理念と活動をもとに、内外に多様な発信することはとても大切だといえま

す。皆様のますますのご活躍を祈念し、総会が実り多い成果を上げられますようはるかに期待して

います。 

2020 年春 

長野市 和田蔵次 

 




