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自粛期間の中で、
継続と改革の取り組みの議論を
「自粛生活」が１年半になります。この間、多くの

方に生活習慣の変化があったのではないでしょう
か。個人的なことでは「体重の４kgもの増加」と「テ

く科学軽視が、感染減少につながらない原因の一つ
と考えられます。

自粛の中でも、展望を持った論議を

レビ視聴時間の増加」です。体重増加は、自粛の中で
もこれまでと同じように食べていたため、“運動量と

コロナ禍と東京五輪の行方は不透明ですが、私た

食事量のアンバランス” というシンプルなことです。

ちは、今考えられる取り組みを積み上げ、
「継続と変

因です。それは、昨年の「緊急事態宣言発出」から考

えていきたいと思います。

一方の「テレビ視聴時間の増加」も体重増加の一

えてみると、
「感染状況」
「専門家からの発信」
「オリ

ンピック関連（ＩＯＣ、世論調査含め）
」
「ジェンダー

革」につなげるために少し長期的な内容も含めて考
１、持続可能な組織をめざした変革を

ワクチン普及などで毎年あるとは考えられません

問題」
「ワクチン確保・接種」など、国民の関心が大

が、今後また新型ウイルス感染拡大が起こったとし

うのは、コロナ関連報道では「なぜその措置をとる

種目組織の体制を検討しましょう。

きな事ばかりだからです。そして中でも大事だと思

か」という説明がないことを指摘していることです。

科学的知見の尊重を
安倍前首相も、その後の菅首相も「人流の抑制」
「飲

食店の自粛要請」は言うのですが、感染拡大の原因
や何を目指すかには何の発言もありません。

ＰＣＲ検査が増えないことについては、政府はＰ

ＣＲ精度が100％でないことをとらえて「広範な検

査の実施には問題がある」とする文書を配布し、検
査を抑制しているのです。

政府の感染症対策分科会の尾身会長は３日、参院

厚生労働委員会で東京五輪について「感染のリスク

あるいは医療ひっ迫への影響について、評価するの

ても、事務所や専従職員を維持できる都道府県連盟、
２、新たな取り組みとして、大阪府連盟の関戸弘充
さんから “SDGsをスポーツ連盟で” と提案されてい
ます。SDGsの大きな17目標の中には、
「すべての人

に健康と福祉を」
「質の高い教育をみんなに」
「ジェ

ンダー平等を実現しよう」
「人や国の不平等をなく
そう」
「平和と公正をすべての人に」など、既にスポ

ーツ連盟が長年活動してきた内容等が入っており、
スポーツ団体での取り組みも重要です。

３、水泳、卓球、テニスなどで女性会員の比率が高く

なっていますが、そのほかの種目でも、ソフトボー

ル、軟式野球、サッカーなどでの女子リーグを追求
してはどうでしょうか。もちろん、他の種目でも。

スポーツ権の実現への継続した取り組みと、
「自

は、われわれのプロフェッショナルの責任だ」とし、

粛期間」でも変革にむけた検討を行い、２回目の「ス

とめると発言しました。
「感染リスク評価」は「自主

など、
「スポーツは不急ではないが、必要だ！」の声

開催に伴う感染リスク評価などを、近く専門家でま
的な研究の成果の発表」だとして、耳を傾けようと
しません。
「日本科学者会議会員任命拒否」
、から続

ポーツ活動継続事業（補助金）
」をスポーツ庁に要請
を上げましょう。
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（新日本スポーツ連盟会長

石川正三）

東京オリンピック中止を求める声明を発表
「今の状況で（東京オリンピックを）やるのは、普

「オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ、

は違う。当然、人の流れが生まれる。スタジアムの

努力する喜び、良い模範であることの教育的価値、

通はない」
（６月２日）「五輪は普通のイベントと
中だけを考えてもしっかりとした感染対策はできな
い」
（６月２日）。

これは、政府の新型コロナウイルス感染症対策分

生き方の創造を探求するものである。その生き方は
社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の
尊重を基盤とする」
（オリンピズムの根本原則１．）

連盟員のみなさんの一人ひとりが東京オリンピッ

科会の尾身茂会長の言ですが、科学的なエビデンス

クについて様々な思い、多くは複雑な思いをお持ち

けてひた走る政府や五輪関係者に対し、強い懸念を

のです。しかしながら、全国連盟は、国内のコロナ禍

も国民への情報公開もなくオリンピックの開催に向
示すものとなっています。

他方、
「復興五輪」や「コロナに打ち勝った証」と東

京オリンピックの目的を説明してきた政府ですが、
今では「コロナ対策を最優先に安心安全な大会を開

催したい」というばかりで、オリンピックの意義や
目的を語ることさえ放棄するようになってきていま
す。

であることは重々承知していますし、尊重されるも

の状況、参加予定競技者の公平性、オリンピックの
意義の観点などを重視せずに東京大会が開催されれ

ばオリンピック運動の歴史に禍根を残すだろうこ
と、そのことをスポーツ団体として傍観しているわ
けにはいかないとの立場を明確にしなければならな
いと判断しました。

評議員会での議論を経て、理事の方々からの意見

ＩＯＣ委員らに至っては、日本の医療現場をはじ

も踏まえ、東京都連盟と連名で５月17日に声明を発

ったく知らないのではないかと疑いたくなるような

機感はますます深まるばかりです。今後の経過を注

めコロナ禍の様々な影響で苦しむ人たちの状況をま
言動が続いています。

本声明でも引用していますが、
「オリンピック憲

章」には次のとおりその意義が謳われています。

出しましたが、上記のとおり「大義なき大会」への危

視しながらさらに対応を検討していきたいと考えて
いますので、引き続きご意見等お寄せください。
（新日本スポーツ連盟理事長

長井健治）

四角はバブルの外にな
り、バブルの外側から
感染を広げてしまう

スポンサーファミリー、
ＩＯＣ役員など、バブル
の外から参加

運転手はバブルの外か
ら参加

ボランティア、警備員、
競技関係運転手などは
バブルの外から参加

ボランティア、警備員な

どはバブルの外から参
加
ボランティア、警備員、

バブルの外側でのパブリック
ビューイング会場や競技会
場、選手村、練習会場などに見
物客があつまり、そこで感染
を広げてしまうことが大きな
懸念とされています。

配送業者などがバブル
の外から参加
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組織委員会、東京都、JOCはIOCに対して
東京オリンピック中止を決議するよう求めます
2021年５月17日
新日本スポーツ連盟は「スポーツ組織の自律」を重視する

新日本スポーツ連盟全国連盟
新日本スポーツ連盟東京都連盟

ほど遠い状況にあります。

スポーツ団体として、３月20日に「東京オリンピックは“開

参加競技者の公平性が保てない

催ありき”の準備ではなく、国民の声に応えうる方針への再

さらに、オリンピックに向けたテスト大会も満足に開催

考を求める」との声明を発表し、ＩＯＣ、組織委員会、東京都、
ＪＯＣは国民の声に応えることを求めました。しかし私た

できないだけではなく、感染拡大状況の違いによる各国競

ちは、その後の日本および世界各国での新型コロナウイル

技者の練習環境の不平等、競技者やチーム役員のワクチン

ス感染状況、さらに聖火リレーもテスト大会も満足に開催

接種での格差が明らかに存在しており、フェアな条件が確

できず、しかも大会期間中の感染予防対策についての科学

保できているとは思えません。今後、ワクチン接種の遅れか

的で責任ある説明もない現状を熟慮したとき、東京オリン

ら不参加を表明する国、選手が現れることも想定されます。

ピックを開催することはあまりに無責任であると考え、組

こうした状況はフェアではなく、アスリートファーストと

織委員会、東京都、ＪＯＣがＩＯＣに対して今夏の東京オリ

はとても言える状況にありません。

ンピック中止を決議するよう求める必要がある、という判
ック運動の歴史に禍根を残すことになると考えてのことで

参加競技者の決意とオリンピックの意義を
重視すべき

す。

日本国内で「再延長」と「中止すべき」が、70％を超える世

断に至りました。このまま大会を開催することは、オリンピ

論が高まる中で、参加競技者は以下のような発言をしてい

感染拡大と医療体制不備の現状では
安心・安全な大会は開けない

ます。新谷仁美さん（陸上長距離）は「アスリートだけがや
りたいというのは私の中で違うと思う。国民の皆さんがや

４月末現在、日本ではイギリス型の変異ウイルスが感染

りたくないと言っていたら、開催する意味がなくなってし

拡大の主要因となって第４波が到来しており、大阪では医

まう」、奥原希望さん（バドミントン）は「開催、中止どちら

療崩壊が起きています。世界に目を向けてもブラジルとイ

の可能性もあると覚悟しています。後ろ向きな気持ちにな

ンドが過去最多の感染者を出しており、感染拡大は収まる

りがちな今だからこそ、さまざまな立場の人に寄り添いな

気配を見せません。組織委員会の資料（2019年７月30日） がらポジティブに考えることが大切だと思います」と述べ
では、海外からの入国者（競技者、チーム役員、スポンサー

ています。
新谷さんや奥原さんの決意は、４年に一度のオリンピッ

の招待客や関係者等）に対する感染予防対策のために１万

クに向けて全精力を傾けて練習・トレーニングをしてきた

人の医療従事者が必要とされています。
加えて、第４波が到来している感染状況のもとでは判断
ができないとして、組織委員会の橋本会長は国内観客の入

中での苦渋の選択だったと思いますが、しかし彼女らの言
葉にはオリンピックの意義が集約されていると考えます。

場制限についての判断を６月まで先送りし、さらに「ギリギ 「オリンピック憲章」にも「オリンピズムはスポーツを文化、
リの判断として無観客という覚悟を持っている」ことも示

教育と融合させ、生き方の創造を探求するものである。その

唆しました。大会開催の１ヶ月前に国内観客の入場者数を

生き方は努力する喜び、良い模範であることの教育的価値、

決めた場合に、それに対応した感染予防対策をどうするの

社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を

でしょうか。海外からの入国者９万人の他に膨大な数に上

基盤とする」
（オリンピズムの根本原則1．）とあるように、

る国内観客への感染予防対策とその体制を整備することが

オリンピックは競技者の成果発表の場というだけではなく、

必須の条件となりますが、組織委員会からその説明はまっ

競技者、大会関係者、その他すべての人々との教育的で倫理

たくなされていません。仮に、
「バブル方式」や無観客での

的な国際平和実現のための共同事業なのです。
私たち新日本スポーツ連盟は、参加競技者の努力とパフ

開催をしたとしても感染の危険性は排除できませんし、実

ォーマンスに対して、スポーツ団体として最大限の敬意を

際「バブル方式」での感染者も出ています。
政府、東京都、組織委員会は、新型コロナウイルス対策を
一元的に担う「感染症対策センター」を設置することを決め

表するものですが、オリンピックにあっては、安全・安心、
平和な社会の中でこそ競技者が輝き、感動を生むのです。

ていますが、上記のような競技者、大会関係者、国内観客へ

以上の諸点を考慮した上で、私たち新日本スポーツ連盟

の感染予防対策のための医療関係者の配置が、現在の日本

と東京都連盟は、組織委員会、東京都、ＪＯＣが国内外の市

のコロナ感染拡大の中で可能なのでしょうか。現在、２度の

民の声、競技者の声に耳を傾け、人類の生命を第一として、

ワクチン接種を終えた医療従事者が24％程度で、国民全体

今夏の東京オリンピックの中止決定をＩＯＣに対して要請

では４％です。あまりに遅れた日本でのワクチン接種状況

するよう求めます。オリンピック運動に取り返しのつかな

をしっかりと理解すべきです。安全、安心な大会の開催とは

い傷跡を残さないために必要だと考えます。
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各地の大会行事から

コロナ対策しながらスポーツやってます
SOCCER

選手、役員の理解と協力のおかげで
歴史ある大会を継続できた
第24回全国シニアサッカー大会

2020.11.21 ～ 22

全国サッカー協議会の感染対策
●３面グラウンドでの充分な試合間隔を設ける

●主催者側で備品（消毒液、画像認識体温測定器）
を準備

●キックオフ前のセレモニーでの握手は「エアー」

一人ずつの「パラパラスタート」で
密集を回避
よこはま月例マラソン
月例川崎マラソン
月例湘南マラソン

RUNNING

毎月第３日曜日

毎月最終日曜日
毎月第１日曜日

神奈川３月例マラソンの感染対策
●一斉スタートではなく、一人ずつバラバラにスタ
ート。スタートタイムとゴールタイムとの差を計
算して記録発表する。

●参加者はマスク等着用。ただし、ランニング中は

通行人等と２ｍ以内に接近しない限り、取り外し
ても良い。３歳未満はマスク不要。

●おおきな声で会話、応援等をしない。
●レース後は密集せずにすぐに撤収。

例年より静かに（？）楽しくスイム
第17回東京水泳フェスティバル

2021.2.11

東京水泳協議会の感染対策
●招集所など十分な対人距離をとる。

●可能な限り水着を着用して来場する。

●通常の半分以下の時間（3時間程）で終了。
●レース後は密集せずにすぐに撤収。

SWIMMING
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TABLE TENNIS

大会再開に選手は笑顔！
大阪卓球協議会の感染対策
●前半と後半に分けて、それぞれ人数制限をする。
●ダブルスをせず、すべてシングルスの団体戦

●検温・受付のところにテープを貼り、間隔をとっ
てもらう。応援、客席の間隔も開ける。

●会場のあちこちに消毒液を置く（コート２つに１
個の割合くらい）
。

●得点板を持つときや、記録をするときは、ビニー
ル手袋をしてもらう。

●パンフレットに感染対策を載せ全員に配布、開会
式で説明し、拡大コピーをして会場に張り出す。
●試合後の握手なし、台に触ることを禁止に。

●台の汗は、各自のタオルではなく、台に備え付け
のタオルで拭く。

できるだけ接触を避けて試合を実施
東京・板橋区バレーボール協議会の感染対策
●本部前のビニールシート設置

●アリーナ・トイレ入口での消毒液や使い捨てペー
パータオルの設置

●電子ホイッスルの使用

●スタッフのマスク・手袋・フェイスガードの着用

●セット間の入れ替え時や試合終了時にベンチのア
ルコール消毒をする

VOLLEYBALL

●
「できるだけ密集・接触を避ける」
「握手やハイタ
ッチをしない」
「大声での声援を極力控える」など
の注意事項のもと競技を実施

フェイスカバーやマスク着用でプレイ
大阪年間リーグ団体戦

2021.4.8 ～ START

大阪テニス協会の感染対策
●受付はフェイスマスク着用

●ハイタッチでなくラケットタッチ
●マスクの着用

●自動体温計を設置し、手のひらで検温

TENNIS
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感染拡大
収束までの 行事・大会開催方法の再検討を
新型コロナウイルスの感染拡大で、10 都道府県

が「緊急事態宣言」の実施区域に、また５県が「ま
ん延防止等重点措置」の実施区域とされています。
全国連盟には 5 月 15 日、練習会参加後の懇親会

を行った３名のうち２人の会員感染と、家族での感
染１件の報告がありました。私たちの周りでも感染
が出ていると考えることもできます。

これらの感染拡大や病床ひっ迫は、従来のウイル

スからの変異株の影響で、感染力もこれまで以上に

高く、感染の年齢層が広がっていることも特徴です。
こうした中、新日本スポーツ連盟各都道府県、全

国種目組織での大会や取り組みで感染者を出すこと
があると、その地域の医療体制への圧迫となること
が想定されることとなり、あらためて、次の内容を
都道府県連盟、全国種目組織に要請するものです。

要請事項

討していただくことを要請します。

２、まん延防止等措置法が適用されている地域での

「大会、練習会」などの取り組みについても開催方

法の工夫（県をまたぐ参加の制限、互いの距離の保
持、これまで以上の換気回数、給水以外のマスク着
用）の検討を要請します。

３、緊急事態宣言やまん延防止等措置法適応地域以
外の地域での取り組みについては、当該自治体、施
設と対応内容について協議し、ガイドラインに沿っ
た判断をしていただくよう要請します。

４、
「大会、練習会」などの開催を判断する場合、

悩む場合には躊躇なく「中止」や「開催延期」の判
断をすることを選択肢に入れることを要請します。
５、参加者の感染があった場合は、主催者への報告
を周知し、種目組織、都道府県連盟、保健所との連
携を要請します。

２年続けての感染拡大のなかでの、取り組みへの

１、緊急事態宣言の発出地域では公共施設が使用で

負担があり組織運営での困難が生ずることに

すが、宣言が解除されても開催については県をまた

と、ご理解をいただきますようお願いいたします。

きないので「大会、練習会」開催が限定されていま
いだ参加の制限をするなど、開催方法などを十分検

会場入場前に
必ず体温 を
計ってください

なりますが、会員、参加者の健康を守るための対応
（新日本スポーツ連盟 感染症対策本部）

参加者は
体調チェック
シート を提出
するようにしてください

大声で会話
応援等をしないで
ください

隣県

運動時以外
選手・スタッフはマスクを
着用してください

規模縮小
参加者の制限を
検討してください

県をまたぐ
移動をともなう参加は
控えてください

感染防止対策の
アナウンスを
十分に行ってください
大会後２週間以内に
新型コロナを
発症した参加者は
主催者に速やかに報告する
ことを周知徹底してください

できるだけ２ｍ

人との距離を置いてください

参加者の感染があった場合は、主催者への報告を周知し、種目
組織、都道府県連盟、保健所との連携を要請します。
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第１回・第２回評議員会 報告
「分担金の減額措置」
決算・予算が承認される

第 1 回評議員会

今年２月20日に「第１回評議員会」がオンライン

会議で行われました。22名の評議員、19名の理事が
出席し、主要な議題の「2020年度決算・2021年度補
正予算案」が承認されました。

2020年12月末時点での現勢報告を集計した結果、

「コロナ前に比べて、全体的に約８割の加盟数となっ
ている」と報告。今年度も各組織の財政状況が厳し

くなると想定されるため、前年同様、
「分担金の減額

かたち」について話し合われました。
「大会を再開し

また、今回の評議員会では、７グループに分かれ

の決勝戦をライブ配信したらよいのでは」
「加盟員の

措置」を行うことになりました。

てディスカッションが行われ、
「コロナ禍のスポーツ
活動の展望～悩み、工夫、これからのスポーツ活動の

コロナ禍での活動にチャレンジ

第２回評議員会

４月 29 日に、オンラインで「第２回評議員会」

が行われ、26 名の評議員、19 名の理事が出席しま
した。まず、第 34 期中間活動報告と、今後の計画

「コロナ禍だからこそ、スポーツの楽しみを広げて

いく運動にチャレンジしよう」の提案があり、採決
の結果、承認されました。

続いて、東京オリンピックの開催可否についての

討論を行い、開催中止を求めることを含めた意見表

た際には、待ちわびていたという声があった」
「大会

気持ちが離れないようにする必要がある」
「オンライ
ン会議の定着が難しい」などの意見がありました。

明をスポーツ連盟として発表することを確認（10

頁の声明を参照）
。その後、コロナ禍での要求実現

に向けた活動を各地域・種目組織からレポートされ
ました。

最後に、長井健治理事長が、
「今後の活

動は、コロナ感染状況によって思ったような形で実
施できないとしても、オンラインやバーチャルを駆
使しながら工夫してできるようにしたい。ホーム

ページ、
ＳＮＳの活用など、種目間・地域間の交流で、
知恵を出し合っていくことで、全体の底上げにつな
がると思う」との挨拶を行い、終了しました。

募金のご協力
ありがとうございました
昨年末の「支援募金」に徳島県連盟、三重ラ
ンニングセンター、岡山卓球協議会、静岡西
部地区連盟、大平原スキークラブ、広島県連
盟、のおがた新春マラソン、他個人68名の方
からご協力をいただき、60万6,300円が集ま
りました。ありがとうございます。スポーツ
連盟の活動・活性化のために活用させてい
ただきます。
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第 34 期 主要事業予定一覧
2021 年 6 月

20日

三重県連盟総会

27日

愛知県連盟クラブ代表者会議

26日
28日

7月

4日
6日

8月

第 8 回三役会議

池袋・事務所移転（予定）

29日

第 6 回理事会

16日

石川県連盟総会

全国バドミントン大会団体戦（愛知）
スポーツ科学研究所オンライン研究会

６日

第 8 回西日本ソフトボール大会（香川）

13～14日

全国テニス大会（愛知）

13～14日

第 55 回全国軟式野球大会（静岡）

13～14日

全国卓球選手権大会 一般の部（秋田）

20日～21日

12 月

2022 年 2 月

第 15 回東日本ソフトボール大会（埼玉）

5日

11～12日
12日

4～6日

12～13日

3 月 12～13日

東海ブロック会議

全国テニス協代表者会議

14日
14日

11 月

兵庫県連盟種目代表者会議

富山県連盟総会

全国ミックスバレーボール大会（静岡）

第 7 回理事会（予定）
第 3 回評議員会（予定）

全国卓球選手権大会 年代別の部（群馬）

第 35 回定期全国総会（予定）

６月19日に予定されていた「プログレス
se c ond（組 織 拡 大 交 流 会）」は 中 止（延
期）となりました。秋以降、各所の協力体
制も万全の状態での開催を検討します。
全国連盟のスケジュー
ルは、PCやスマホから

見ることができます

（googleカレンダー）。

右記のQRコードから。

国のスポーツ事業補助金
37 団体に 2194 万円交付
昨年度のスポーツ庁による「スポーツ事業補助金（スポーツ活

動継続サポート事業）」で、スポーツ連盟関連で37団体に交付が決
定しました。交付額は、総計24,599,000円です。

〈補助金の給付を受けた団体〉

大阪府野球協議会、大阪バレーボール協会、大阪府連盟、大阪テニ
ス協会、全国連盟、神奈川ウォーキングクラブ、全国サッカー協議

増加してます！

競技中でのケガ

会、神奈川県連盟、よこはま月例マラソン運営委員会、岡山県卓球
協議会、月例湘南マラソン運営委員会、練馬区連盟、大阪卓球協議

会、神奈川県バレーボール協議会、兵庫テニス協議会、三多摩連盟、
東京都連盟、東京・北区連盟、月例川崎マラソン実行委員会、月例

運動前のウォーミングアップ
運動後のクーリングダウンを

赤羽マラソン実行委員会、全国ランニングセンター、東京卓球協

最近、大会行事でのケガの報告が多くなっ
ています。コロナの影響で、練習（運動）不
足となり、急に競技をしたことで、ケガにつ
ながっているのかも
しれません。チームや
選 手 に、
「ケ ガ 防 止 の
ためのウォーミング
アップ、クーリングダ
ウンの実施」を呼びか
けましょう。

ッカー協議会、東京都テニス協会、東京水泳協議会、千葉県卓球協

議会、兵庫県軟式野球協議会、兵庫県卓球協議会、徳島卓球協議会、
福岡ランニングセンター、新日本スポーツ連盟兵庫、神奈川県サ

議会、宮城県連盟、徳島バレーボール協議会、和歌山県連盟、日本
勤労者山岳連盟、愛知県連盟、愛知卓球協会

今年も新型コロナの感染状況は思わしくなく、各地でスポーツ

活動ができなくなる事態に陥っている団体が見受けられています。
国や自治体は、スポーツ事業の継続が困難となっている団体に対
して引き続きサポートをすべきであり、全国連盟ではスポーツ事
業補助金の継続を求める要望を提出したいと考えています。
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