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　新年を迎えても、減少傾向にあったコロナ感染者
数が年末年始にじわじわと増え、広がりを見せてい
ます。昨年は各地の努力で、集団感染を出さない取
り組みができました。気が抜けない状況にあり、引
き続き感染防止への取り組みに傾注しましょう。
　今年は３月に定期全国総会を開催します。一昨年
同様、オンラインでの開催となりますが、この２年
間を振り返り、新たな２年間の活動方針を、都道府
県連盟、全国種目組織のみなさんの取り組み目標と
なるよう練り上げたいと思います。都道府県連盟、
全国種目組織全会員での論議を進め、意見をお寄せ
ください。
　前回の総会で私は「今、社会を支える“公共”が壊
されつつある」と開会あいさつで述べました。こう
した状況を改善するためには、「声をあげる」ことが
必要だと思います。とりわけ、次の３点について考
えたいと思います。
１、「公共スポーツ施設」「スポーツ環境」状況改善に、
　  自治体要請に力をいれましょう
　全国連盟では、昨年末（２１年１２月２０日）に全
国労山とともに、スポーツ庁「令和４年度概算要求」
への『質問事項４項目』と『要望事項８項目と登山分
野４項目』について申し入れを行いました。
　スポーツ庁の質問事項への回答は、施設増への公
的助成は「自治体から要望された」ものに限られ、地
域スポーツ活性化については「補助の制度はない」、
指定管理者制度やＰＰＰ／ＰＦＩで利用しにくくな
っている実態は「調査していない」「議会に諮られ、
適切」として自治体の問題との回答でした。公共施
設統廃合でのマイナス面については「定量調査で、

質の調査は漏れている」と認めています。
　こうした回答を見ると、継続した国への要請はも
ちろん、地方での要求活動が、地方自治体を通じて
国を動かすことにもつながるため、共同して取り組
みましょう。
２、新たな取り組みを全国各地で
　神奈川・月例マラソンの「パラパラスタート」や、
オンラインを活用したバーチャルウォーキング、各
地の平和ランを集計する「オンライン反核平和マラ
ソン」などは、全面的とはいきませんでしたが、活動
を止めない決意が現れた取り組みとなりました。
　また、宮城県連盟では新たなクラブが設立され、
北海道では10数名のランニングクラブが１００名
以上の行事を実施、卓球協やテニス協、野球協など
では施設使用可能なかぎり、行事開催を行ってきま
した。もちろん参加者の協力があってのことです。
大会も平和の取り組みも、工夫をしたことで実施で
きました。
これらの活動から学び、全ての種目組織、都道府県
連盟で、新たな工夫を加えた取り組みが考えられな
いでしょうか。知恵をお貸しください。
３、「女性役員を増やさなければ前進はない」という
　  認識で
　これまで連盟内の女性役員数は圧倒的に少数です。
役員になっても１人や２人では孤立感があり、声を
出しづらいからではないでしょうか。２桁の女性役
員を各組織の協力で選出し、一気に状況を変えるた
めに、力を貸してくださいませんか。
　これらの取り組みの実現に向けて呼びかけるもの
です。　　　　　　　　 （全国連盟会長　石川正三）

全国各地でスポーツ活動をとりもどし
　 スポーツ要求実現の取り組みを

総会の年にあたって、スポーツ連盟が社会的存在として



2022全国スポ祭 中国・四国ブロックで

　2022年秋から第34回全国スポーツ祭典を中国・四
国ブロックを主管として開催します。前回2020年の
第33回大会は関東ブロック主管で準備をしており
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から中止としました。スローガンは中止となった第
33回大会の「スポーツは かきねを越えて」を引き続
き使用し、ポスターも同様に引き継いで使用します。
会場確保については、高知県（軟式野球、テニス）、岡
山県（ソフトボール、卓球、バレーボール）等、中国・
四国を中心に決まっており、会場準備は、最終段階
に入っています。
　各都道府県代表の競技大会としてお互い切磋琢磨
し、頂点を極める大会としての位置付けもあります
が、そのほかにもだれもが参加できる開かれたスポ
ーツの祭典として、またスポーツ連盟の魅力が参加
者の皆さんに伝わるような大会を目指しています。
この全国スポーツ祭典は、開催地域のスポーツ振興
という役割や、大会開催を通して人との出会いを大
切にして、新しい種目や県連盟立ち上げへの起爆剤

としての役割も担っ
ています。中国・四国
地 域 は、新 日 本 ス ポ
ーツ連盟の空白県や
空白組織がまだまだ
多 く あ り ま す。第34
回大会は新日本スポ
ーツ連盟が進める組
織拡大とリンクさせ
主 管 地 域 の 活 性 化、
空 白 地 域、組 織 の 克
服も目指しています。
　新型コロナウイルス感染拡大状況は、依然として
明るい見通しとは言えませんが、新日本スポーツ連
盟の運動の根幹ともいえる全国スポーツ祭典を皆さ
んと一緒に成功させましょう。またこの祭典を機会
に中国・四国から全国へスポーツ愛好者の輪をつな
げていき、仲間づくりを促進させていきましょう。

（スポーツ活動・組織局長　宮内泰明）

2022-23年 第34回全国スポーツ祭典〈中国・四国ブロック〉　開催一覧

陸上競技

水泳

軟式野球

バレーボール

ミックスバレーボール

卓球

テニス

バドミントン

サッカー

サッカーシニア

ソフトボール

ウォーキング

スキー

バスケットボール

ゴルフ

登山

空手演舞

未定

未定

11月19 ～ 20日

11月19 ～ 20日

12月10 ～ 11日

一般の部　未定

年代別の部　未定

未定

未定

未定

11月

9月24 ～ 25日

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

高知県　

岡山県　岡山市総合文化体育館 他

静岡県　浜松アリーナ

岡山県　ジップアリーナ

岡山県　岡山ジップアリーナ

高知県

未定

未定

宮城県（予定）

岡山県

未定

未定

未定

未定

未定

未定



REPORT 全国各地でピースラン！ アピールしました!!全国各地でピースラン！ アピールしました!!

ステップ１
LINE・facebook・Twitterのいず
れかを追加またはフォローします。

ステップ2
各自（もちろん走る仲間と共に）
平和を訴えて自由に走ります。

ステップ3
アピールランの様子を可能な方法
で投稿します。

反核平和マラソン2021オンライン交流会
コロナ禍でのピースラン 各地で

　2021年12月18日、「反核平和マラソン2021オンラ
イン交流会」がZoomで行われ、各地から38名が参加
しました。この交流会では、昨年同様、個人のピース
ランを報告するスタイルで実施した「反核平和マラ
ソン2021」を総括。１人で参加したランナーでも、
オンラインを通じて、他地域のランナーと交流でき
る場をつくるために行われました。
　開会では、山本和道さん（全国ランニングセンター
会長）が「コロナ禍でも平和の声をあげようと、各地
で工夫して取り組まれてきた。このようにリモート
を活用して、実施することができてよかった」と挨
拶。各地の取り組みでは、千葉、大阪、三重、神奈川、
滋賀、京都、広島、和歌山、愛知、奈良から「コロナ禍
でのピースラン」報告がありました。

　「核兵器禁止条約に日本は署名を！」「この間にこ
れまでの反核平和マラソンの歴史をまとめてみた」

「1982年に始まり、40回目の節目の年に感染対策を
徹底して行った」などの声が寄せられました。また、

「平和マラソンクイズ」も行われ、参加者は平和に関
する豆知識を問う○×クイズに挑戦していました。

Zoom で各地ピースランを発表

●有志ピースラン
京都　6名　大阪・河内長野Walk&Run　8名　
東京　1名　鹿児島　2名　　愛知　1名　　
大阪・泉北ランニングクラブ　5名　宮城　3名
愛知　1名　　神奈川　1名　　千葉　1名
神 奈 川　1名　　奈 良　15名　　大 阪　5名　　
わかやまランニングクラブ　6名
大阪・有志ランナー　8名

●各地平和マラソン行事参加者
あいち反核・平和マラソン＆ジョギング　9名
広島・第35回平和マラソン・ウォーキング　20名
反核平和マラソンヒロシマ　8名
福岡・北九州にこにこペースの平和マラソン 17名
千葉・反核平和マラソン　7名
神奈川・反核平和マラソン　20名
三重・反核平和マラソン　37名

参加者：182名（有志ラン64名・行事参加118名）
地域：15都府県



国に「施設増・振興策の充実」などを要望
新スポ・労山がスポーツ庁と懇談

　2021年12月20日、新日本スポーツ連盟（新スポ）
と日本勤労者山岳連盟（労山）は連名で「2022年度ス
ポーツ関連予算案と国のスポーツ振興策への質問と
要望」をスポーツ庁に提出しました。今回、衆議院第
一議員会館・第５会議室で懇談が行われ、新スポ・
労山から役員・関係者11名、スポーツ庁をはじめ関
連省庁（環境省、林野庁、警察庁）から担当者11名が
集まりました。
　この要請文書では、「公共スポーツ施設の新設、改
修への予算増額」「任意のスポーツ団体の活動を活
性化させるための制度の構築」「公共スポーツ施設
を請け負う民間団体の権限の抑制と、地方自治体に
よる運営の促進」「統廃合により取り壊しが予定さ
れる公共施設の存続」「山小屋への支援や山岳環境

（登山道など）の整備」などを要望しました。
　これに対して担当者からの回答があり、それに対
して新スポ・労山からいくつか再質問を行うなどし
て、約１時間、意見交換が行われました。

　スポーツ庁が実施している「スポーツに関する世
論調査」では、どんなスポーツがされているかとい
う量的な調査だが、スポーツ実施者と面談をしてニ
ーズを聞き取る質的な調査が欠けている、と指摘。
そのようなリサーチは、自治体ではなかなか実施す
ることは難しいので、スポーツ庁が指導性をもっと
発揮してほしいと訴えました。
　また、2020年度にコロナ対策で国が行った「スポ
ーツ活動継続サポート事業」で約4000の団体・個人
が補助金の交付を受けたことを挙げ、「地域スポー
ツを担っているこれだけの団体・個人に、どう依拠
していくかを考えるべき」と提案しました。

2022年度スポーツ関連予算案と国のスポーツ振興策
への質問と要望 2021年12月14日　新日本スポーツ連盟　理事長　長井　健治

日本勤労者山岳連盟　理事長　浦添　嘉徳

り、そして採算の取れない地域スポーツ振興が地方自治体

任せになっていることは憂慮すべき事態だと考えます。

スポーツ庁の予算自体があまりに少額であり、この予算額

では、競技力向上とともに地域スポーツ振興策を推進させ

るにはあまりに不十分です。スポーツ基本法の理念を実現

するための姿勢を示すべきでしょう。

　この間のスポーツ庁関連の諸施策や予算案を検討し、私

たちは以上のような現状認識に至りました。その上で、以

下にいくつかの質問と要望を提出させて頂きます。ご回答

をよろしくお願い致します。

第１に、地域スポーツ振興の観点から、「Ｓport in Ｌife推

進プロジェクト」に記されたＳＩＬコンソーシアムの図で、

多くの任意スポーツ団体はどのような位置づけになるので

しょうか。資料には「民間団体に委託」とありますが、スポ

ーツ団体の意見はどのように反映されるのでしょうか。こ

こでいうスポーツ団体とはどのような団体なのでしょうか。

第２に、「運動・スポーツ習慣化促進事業」については「地方

自治体へ補助」とありますが、この事業は地方自治体主導の

事業への使用が可能になるということでしょうか。実施ス

ポーツ団体の例として総合型地域スポーツクラブが挙げら

れていますが、その他多くの任意スポーツ団体は対象とな

るのでしょうか。この事業は、圧倒的多数のスポーツクラ

ブが定期的に活動しやすいものとすべきです。

第３に、概算要求に示された公共スポーツ施設の新築・改

築への公的助成は予算規模からみて限定的とならざるを得

ないと思われますが、助成金は具体的にどのような事業に

交付されるのでしょうか。

第４に、「運動・スポーツ実施調査」からウォーキング、階段

昇降が上位にきていますが、「階段昇降」は日常生活での動

きであり「運動・スポーツ実施調査」の調査項目としてはふ

さわしくないのではありませんか。また、実施率と関連して、

社会人の間でのチームスポーツ活動の継続が困難になって

いる状況にありますが、調査には表れていません。詳しく

調査すべきではないですか。

１、「体育・スポーツ施設整備（学校施設環境改善交付金）」

に含まれている公共スポーツ施設の新設、改修への予算増

額をするよう要望します。

２、地域スポーツを活性化するという目的で、民間団体や地

方自治体がスポーツ事業を組織するというだけでなく、任

意のスポーツ団体の活動を活性化させるための制度を構築

すべきです。スポーツ庁予算ではこの点での思い切った予

算増額を望むとともに、地方自治体がこの方向での施策を

推進できるようにスポーツ政策を構想・実施することを要

望します。

３、公共スポーツ施設の建設、維持管理、運営の契約をする

ＰＰＰ/ＰＦＩの推進は、請け負う民間団体の権限を飛躍

的に高め、そしてそうした団体が自由に独自運営を進め、利

用料金の値上げなどで、地域住民やスポーツクラブが利用

しにくくなる事態を招き、さらには地方行政と議会の権限

を低下させることになるでしょう。地域スポーツ振興のた

めには、地方自治体の運営に戻すべきです。

４、「スポーツ施設の個別施設計画策定を通じた集約・複合

化等推進事業」の「集約・複合化」は、「個別施設毎の長寿命

化計画」のもとで、採算の上がらないスポーツ施設を廃止し

て、都市部にある利用率の高いスポーツ施設への統廃合を

進めています。地域スポーツ振興の点からはマイナス面が

強く表れるのではないでしょうか。学校、スポーツ施設な

どの統廃合による施設数の減少を防ぐために、統廃合によ

って「廃止」されることになる公共施設を地域の文化・スポ

ーツ施設として存続させ、それらの施設の運営・利用方法

を地域住民やスポーツクラブの代表とともに考えていくべ

きです。

５、「地域スポーツ連携再構築推進プロジェクト」には、「一

つ一つの地域スポーツ関係団体の基盤は脆弱」と記されて

いますが、脆弱である原因はどこにあるのか。そして、とり

わけ競技スポーツの実施率が停滞している原因がどこにあ

るのか。調査・分析し改善策を検討するよう要望します。

６、全国的な組織でスポーツ団体のガバナンスとコンプラ

イアンスが明確であるスポーツ組織への補助を要望します。

７、地方自治体での取り組み（神奈川県連盟に対する神奈川

県の対応）が、地域のスポーツ活動の活性化に結びつくもの

ではなく、改善への対応をすべきです。

８、2022年度実施の新日本スポーツ連盟が主催する「第34

回全国スポーツ祭典」への名義後援と激励メッセージ、補助

金の交付を要望します。

９、登山分野についての要望は以下の通りです。

・コロナ禍で経営が厳しくなっている「山小屋」への支援

　山の中で宿泊することは登山活動の幅を広げ、登山の内

容を充実させるために必要なことです。この宿泊を安全で

快適なものにするためには、山小屋の存在が不可欠です。

経営状況を調査していただき、支援できる方法の検討をお

願いします。

・山岳環境（登山道など）の整備

　国内の登山道は所有者や管理者が明確でないところもあ

り、指導標や水場・トイレなどを含めて整備する一定の基

準が必要です。国民が登山を安全に楽しむための、指標の

作成を要望します。

・登山者の教育システムの確立

　国立登山研修所は全国で富山県に一か所あるだけです。

スポーツクライミングの普及も視野に、東京や大阪など大

都市圏での設置も要望します。

・山岳遭難救助組織の設置

　山岳遭難救助は全国にある警察署と消防署が担当し、ほ

とんどが通常業務に追加し　

　て山岳救助活動をおこなっています。日常的に山岳救助

活動をおこなっていないため、専門の人材や装備・技術が

不足しています。また、山岳地帯が国土の多くを占める日

本では、山岳救助専門の組織が不可欠です。救助活動の安

全と税金の効率的な使い方のためにも、海上保安庁のよう

な組織を山岳地帯専門に設立するべきだと考えます。是非、

ご検討をお願いします。

　以　上

スポーツ予算全体の増額を

スポーツ庁長官 室伏広治 殿

　コロナ禍でも体を動かすことやスポーツ活動が、「不要・

不急」でもなく重要な活動であることが明らかになりまし

た。スポーツ庁の調査「令和２年度スポーツの実施状況等

に関する世論調査」や、国民の運動・スポーツ実施状況とそ

こで形成されるスポーツ意識からもわかるように、国や自

治体が気軽にスポーツに親しめる条件を整備することが求

められています。

　発表されているスポーツ庁「令和４年度概算要求」では、

スポーツ庁がどのようなスポーツ振興策を目標に掲げて進

めようとしているかが見えてきません。昨年度記述されて

いた「1000万人のスポーツ実施者増」の目標さえありませ

ん。いくつか新規項目や増額された項目もありますが、基

本的には項目の優先順位の入れ替えにとどまっているよう

です。

　国土のグランドデザイン（＝国土形成計画の見直し）のも

とでのスマート自治体の形成と施設の統廃合と縮減策によ

って、公共スポーツ施設が1996年をピークとして2008年

には約 12,000箇所も減少しています。総務省の施策で、

「インフラの老朽化が急速に進展する中、『新しく造ること』

から『賢く使うこと』への重点化と強調され、「公共施設等

の総合的かつ計画的な管理の推進」という名目での公共ス

ポーツ施設の統廃合、縮減が進んでいます。その結果、スポ

ーツを実施する場所も道路、自宅と自宅敷地内などにとど

まる傾向が高まっています。

　「社会体育施設整備費補助金」が 1982年の118億円をピ

ークとして減り続け、2006年度以降は「安全・安心な学校

づくり交付金」に含まれて予算項目としては消滅していま

す。「地方におけるスポーツ振興財源」も1996年以降減り続

けており、2007年からは横ばいのままです。また、経済産

業省の主導のもとで、本来は公共サービスであるスポーツ

が福祉・介護、健康、教育などとともに産業化の一部分とな

公共スポーツ施設の統廃合で
　　　　スポーツ環境が悪化している



り、そして採算の取れない地域スポーツ振興が地方自治体

任せになっていることは憂慮すべき事態だと考えます。

スポーツ庁の予算自体があまりに少額であり、この予算額

では、競技力向上とともに地域スポーツ振興策を推進させ

るにはあまりに不十分です。スポーツ基本法の理念を実現

するための姿勢を示すべきでしょう。

　この間のスポーツ庁関連の諸施策や予算案を検討し、私

たちは以上のような現状認識に至りました。その上で、以

下にいくつかの質問と要望を提出させて頂きます。ご回答

をよろしくお願い致します。

第１に、地域スポーツ振興の観点から、「Ｓport in Ｌife推

進プロジェクト」に記されたＳＩＬコンソーシアムの図で、

多くの任意スポーツ団体はどのような位置づけになるので

しょうか。資料には「民間団体に委託」とありますが、スポ

ーツ団体の意見はどのように反映されるのでしょうか。こ

こでいうスポーツ団体とはどのような団体なのでしょうか。

第２に、「運動・スポーツ習慣化促進事業」については「地方

自治体へ補助」とありますが、この事業は地方自治体主導の

事業への使用が可能になるということでしょうか。実施ス

ポーツ団体の例として総合型地域スポーツクラブが挙げら

れていますが、その他多くの任意スポーツ団体は対象とな

るのでしょうか。この事業は、圧倒的多数のスポーツクラ

ブが定期的に活動しやすいものとすべきです。

第３に、概算要求に示された公共スポーツ施設の新築・改

築への公的助成は予算規模からみて限定的とならざるを得

ないと思われますが、助成金は具体的にどのような事業に

交付されるのでしょうか。

第４に、「運動・スポーツ実施調査」からウォーキング、階段

昇降が上位にきていますが、「階段昇降」は日常生活での動

きであり「運動・スポーツ実施調査」の調査項目としてはふ

さわしくないのではありませんか。また、実施率と関連して、

社会人の間でのチームスポーツ活動の継続が困難になって

いる状況にありますが、調査には表れていません。詳しく

調査すべきではないですか。

１、「体育・スポーツ施設整備（学校施設環境改善交付金）」

に含まれている公共スポーツ施設の新設、改修への予算増

額をするよう要望します。

２、地域スポーツを活性化するという目的で、民間団体や地

方自治体がスポーツ事業を組織するというだけでなく、任

意のスポーツ団体の活動を活性化させるための制度を構築

すべきです。スポーツ庁予算ではこの点での思い切った予

算増額を望むとともに、地方自治体がこの方向での施策を

推進できるようにスポーツ政策を構想・実施することを要

望します。

３、公共スポーツ施設の建設、維持管理、運営の契約をする

ＰＰＰ/ＰＦＩの推進は、請け負う民間団体の権限を飛躍

的に高め、そしてそうした団体が自由に独自運営を進め、利

用料金の値上げなどで、地域住民やスポーツクラブが利用

しにくくなる事態を招き、さらには地方行政と議会の権限

を低下させることになるでしょう。地域スポーツ振興のた

めには、地方自治体の運営に戻すべきです。

４、「スポーツ施設の個別施設計画策定を通じた集約・複合

化等推進事業」の「集約・複合化」は、「個別施設毎の長寿命

化計画」のもとで、採算の上がらないスポーツ施設を廃止し

て、都市部にある利用率の高いスポーツ施設への統廃合を

進めています。地域スポーツ振興の点からはマイナス面が

強く表れるのではないでしょうか。学校、スポーツ施設な

どの統廃合による施設数の減少を防ぐために、統廃合によ

って「廃止」されることになる公共施設を地域の文化・スポ

ーツ施設として存続させ、それらの施設の運営・利用方法

を地域住民やスポーツクラブの代表とともに考えていくべ

きです。

５、「地域スポーツ連携再構築推進プロジェクト」には、「一

つ一つの地域スポーツ関係団体の基盤は脆弱」と記されて

いますが、脆弱である原因はどこにあるのか。そして、とり

わけ競技スポーツの実施率が停滞している原因がどこにあ

るのか。調査・分析し改善策を検討するよう要望します。

６、全国的な組織でスポーツ団体のガバナンスとコンプラ

イアンスが明確であるスポーツ組織への補助を要望します。

７、地方自治体での取り組み（神奈川県連盟に対する神奈川

県の対応）が、地域のスポーツ活動の活性化に結びつくもの

ではなく、改善への対応をすべきです。

８、2022年度実施の新日本スポーツ連盟が主催する「第34

回全国スポーツ祭典」への名義後援と激励メッセージ、補助

金の交付を要望します。

９、登山分野についての要望は以下の通りです。

・コロナ禍で経営が厳しくなっている「山小屋」への支援

　山の中で宿泊することは登山活動の幅を広げ、登山の内

容を充実させるために必要なことです。この宿泊を安全で

快適なものにするためには、山小屋の存在が不可欠です。

経営状況を調査していただき、支援できる方法の検討をお

願いします。
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準が必要です。国民が登山を安全に楽しむための、指標の
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・登山者の教育システムの確立

　国立登山研修所は全国で富山県に一か所あるだけです。

スポーツクライミングの普及も視野に、東京や大阪など大
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・山岳遭難救助組織の設置

　山岳遭難救助は全国にある警察署と消防署が担当し、ほ

とんどが通常業務に追加し　
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　2021年12月12日、Zoomにて第34期第7回理事会
が開催されました（26名参加）。開会にあたり、石川
正三会長から「コロナ禍の中、活動をやめることな
く進めてきた。スポーツ大会で、コロナ感染者がで
たものの、クラスターにならなかったのは、それぞ
れの努力が実を結んだのではないか。この２年間の
経験がこれからのスポーツ活動にどう役立つかを議
論していきたい」との挨拶がありました。その後、第
35回全国総会議案の提案があり、その内容について
討論がされました。
　総会議案に関して、各局・委員会の分野で出され
た主な意見は以下の通りです。

●スポーツ活動・組織局

・各都道府県連盟の活動での前進面があれば、載せ
ていきたい。
・ボッチャについては、福岡と東京で体験会をして
いるが、各地域でスポーツ推進委員の方に協力して
もらいながら、普及活動を進めてほしい。
●スポーツ権・平和運動局

・各都道府県での自治体への要求運動がどうなって
いるか、状況把握しよう。
・各地で、学校の統廃合がされ、その後の施設がどう
使用されているかは把握しきれない。学校開放の情
報等をもっとつかむことが必要。
・反核平和マラソンで各地域でやっているものは、
きちんとまとめて報告することが大切。
・2025年1800km反核平和マラソンは再検討が必要。
・韓国体育市民連帯は毎週ニュースを出して、韓国
でのスポーツ界と暴力・政治に関する情報をよく発
信しているが、日本でももっと勉強するべき。
●国際活動局

・小さな交流会を年に何回かは行いたい。
・韓国とは「スポーツと暴力の問題」、フランスとは
「オリンピック」をテーマに交流イベントを検討し
ている。
●広報局

・「スポーツのひろば」を読んでない人にどうアク
ションしていくか、活字が苦手な人たちにいかにア
ピールするかが大切なのではないか。
・読者プレゼントの内容に魅力がないので、内容を

考えなおす必要がある（各地の美味しいもの、SDG
ｓや災害復興につながるものなど）。
●総務局

・世代継承なども、理念を検討していき、仕事を分散
させることにより女性や理事を増やすことに繋がる
のではないか。
・女性が参加しやすい小さい大会から色んな企画を
してみて、女性参加を増やす。
●スポーツ科学研究所

・コロナ禍でも、研究に関してはそれほど支障はな
く、年報「現代スポーツ研究」を発行できて良かった。
・第14回オンラインシンポジウム（3/26）を「オリン
ピック遺産の課題を考える」というテーマで検討中。
●組織検討委員会

・規約改正案の各局の名称を、正式なものに修正し
た方がよい。
●全国スポーツ祭典

・2月に第34回全国スポ祭実行委員会を実施する。
・第35回（2024年）は、九州・沖縄ブロックで開催予
定。
・当 面 の ス ケ ジ ュ ー ル は、2026年 東 海 ブ ロ ッ ク、
2028年近畿ブロック、2030年東北ブロックを予定。

　規約改正案と総会日程案については採決により確
認されました。閉会あいさつでは、長井理事長が「ま
だコロナ禍であるが、リスタートという意味もこめ
て進めていきたい」とコメント。その後、総務局の置
田さんによるプレゼンテーションで、「リーダー養
成講座2021（案）」が発表があり、講座の内容につい
ての意見交換がされました。

第７回理事会 報告

リーダー養成講座2021（案）のひとコマ



第35回定期全国総会 準備に関するお願い

　新日本スポーツ連盟の第35回定期全国総会は、３
月13日にオンライン会議で開催されます。
　2021年12月に、各組織に対し、「2022年分担金基
準現勢報告用紙」、「代議員登録用紙」、「第35期役員
の推薦・立候補用紙」を送付し、総会準備のスタート
をきりました。

　また総会議案（第２次案）は、昨年末に、都道府県
連盟、全国種目組織、評議員、連盟理事・役員へ送り、
意見集約を行っているところです。ぜひ各組織で論
議いただき、ご意見をお寄せください（締切１月20
日）。各提出資料の期限は下記の通りです。期限まで
の提出をよろしくお願いします。

第 35 回定期全国総会（オンライン）
全国総会議案 第 35 期の方針のポイント

第35回定期全国総会までのスケジュール

 

第35回定期全国総会

    

  

役員推薦・立候補、評議員推薦、総会代議員受付開始

組織現勢調査、活動報告の提出期限

 

全国総会議案 第二次案への意見受付 〆切

評議員会資料発送予定  

第34期第３回評議員会  

第35回全国総会代議員及び代議員交通費申請 〆切

第35期スポーツ連盟役員推薦受付 〆切

 第35回全国総会分担金納入期限

 第34期スポーツ連盟役員立候補受付 〆切

 「第34回定期全国総会議案・資料」発送予定

 

１月12日

１月22日

１月20日

１月30日  

２月13日

２月22日

２月26日

３月１日

 ３月13日

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（金）

（日）

（日）

日時：2022年3月13日（日）
会場：代議員自宅または各地会場
代議員選出基準

（１）都道府県連盟代議員の選出基準数は、
1000人以下＝１人   1001人～ 2500人＝２人
2501人～5000人＝３人    5001人～7500人＝４人
7501人以上＝５人 

（２）全国種目組織代議員の選出基準数は、
1000人以下＝２人   1001人～ 5000人＝３人
5001人以上＝４人
＊各組織の代議員数（2021度分担金基準構成
員数による）
  〈全国種目組織〉30人
  〈都道府県連盟〉38人
＊代議員総数　68人
＊役員 37人 　　総会構成員総数  　105人

●スポーツ活動をとりもどし、前進に向けてふみだそう
・競技スポーツ以外の人も楽しめるスポーツ（ボッチャ、トレー
ニング、健康体操、ウォーキング等）の実践を
・沖縄県連盟づくり、空白県での県連盟づくりに挑戦
●国民のスポーツ環境改善、平和な社会を実現しよう
・スポーツ庁との要請・交渉の実施
・ジェンダー平等、環境問題、ＳＤＧｓ等の課題に向き合って
●相互理解と友好を、スポーツを通じて築こう
・海外の情報配信と身近な情報交換を活発化
・パリ五輪に向けた取り組みを開始
●いきいきと多彩に、深く、広く、各地、各種目の取り組みを発
　信しよう
・「お得感」のある「ひろば」誌面　Line版「ひろば」の発行
・ＳＮＳ広告で大会行事（特に新規事業）の宣伝・集客を
●財政の立て直しとともに、働きやすい環境、活動しやすい環
　境を整備しよう
・コロナ禍による活動縮小を考慮し分担金の減額を検討
・リーダー養成講座（パワーポイント資料）を発展
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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。

「ひろばポイント」

で

プレゼントをもらおう！

　「ひろば」に投稿して、たまったポイントで
プレゼントをＧＥＴ！　現在のポイント数の
確認やプレゼントの応募は、こちらから↓

http://hiroba.njsf.net

平和マスクはおかげさまで
３００セット完売しました
売上金300,100円を「平和運動基金積

立」に 充 当 し ま し
た。ご 協 力 い た だ
き、あ り が と う ご
ざいます。

特別PRESENT
・プロ野球の折れたバット
   リサイクル箸
・北海道 夕張メロンゼリー など

「スポーツのひろば」11月号発行
第14回三役会議

総会議案第2次案意見締切
現勢調査締切
評議員会資料の発送

「スポーツのひろば」3月号発行

第3回評議員会
総会参加者登録、総会分担金納入締切

総会資料集発送（予定）
「スポーツのひろば」４月号発行
第35回定期全国総会

「スポーツのひろば」５月号発行

新春マラソン（愛知・大阪・兵庫）

講演会「福島をわすれない」（東京）

全国卓球選手権大会 年代別の部（群馬）

全国スキー・スノーボード競技大会

9日
11日
15日
20日
21日
31日
1日

4～6日
13日
17日

26~27日
28日
2日

13日
1日

1月

2月

3月

4月

2022年


