
第３５回定期全国総会議案（第二次案） 

２０２１年１２月２７日 議案起草委員会 

第１章 スポーツをめぐる情勢とスポーツ連盟 

１．コロナ禍でもふんばったスポーツ連盟 

 ２０１９年末、新型ウイルスの存在、影響が世界に発信されました。そのウイルスは、２０２０

年１月に日本に入り、２月末には感染が急速に広がり、対応に追われる日々が続くことになりまし

た。コロナ感染状況のニュースは、感染予防の難しさとともに、感染拡大が及ぼす影響が世界的規

模のものであることを浮き彫りにしました。 

コロナ感染拡大の影響は、スポーツ連盟に限らず他の地域スポーツ団体にも同様に表れていま

す。「しんぶん赤旗」は、５月～７月にかけて「地域スポーツの苦悩」と、緊急事態宣言下でのス

ポーツ界の影響を伝え、毎日新聞には「地域スポーツの危機」と題する記事（４月１８日付）を掲

載し、各地の「総合型地域スポーツクラブ」が活動中断に追い込まれていることを伝えました。も

ちろんプロ野球も、Ｊリーグなども含めたすべてのスポーツが影響をうけました。 

こうした中でも、国際的な人権をめぐる動きとして、大坂なおみさんや試合開始前に膝をつき人

種差別に対する抗議の意志を表明する姿に代表されるように、ブラック・ライブズ・マター（ＢＬ

Ｍ）運動は、スポーツ界からも人権を守る動きとして広がり、世界中の共感を得ました。 

４月７日の「緊急事態宣言」発出から５月２５日の解除後もスポーツ活動は影響を受け、その後

も第５波へと、連続して感染拡大が現れました。都道府県連盟、全国種目組織の各地の取り組み

は、自治体での施設使用制限措置などと相まって、計画した事業を中止せざるを得なくなった事業

は約５００にもなりました。 

スポーツ連盟全国連盟では、３月に予定した第３４回定期全国総会を延期し、オンライン総会で

の開催としました。そのため、理事会において都道府県連盟、全国種目組織からの代議員をそれぞ

れ１名とすること、コロナ感染拡大前に提起されていた総会議案の「補足の議案」を決定し、８月

２３日に実施しました。 

フランス、韓国からも招待・参加する国際交流行事「福島－東京－広島－長崎１８００ｋｍ反核

平和マラソン」（７月２４日～８月８日）の中止と、２年に一度のスポーツ連盟の最大の行事であ

る第３４回全国スポーツ祭典（９～１１月）は各地での予選大会が実施できず、本大会時の感染状

況も見通せないことから中止としました。 

約半年もの間、練習会、競技会などの取り組みができないことから、多くの団体でチーム、クラ

ブ、個人の加盟や登録が大幅に減少しました。兵庫県連盟では、会員が５０％減少し、大幅な減収
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となり、急遽、家賃の安い事務所への移転を余儀なくされました。東京卓球協では、４月～７月に

予定していた前期の競技大会２６事業がすべて中止となり、地域の種目組織によっては、大会を開

催するまで登録会員がゼロという団体も生まれ、今年度は活動をしない、と決めている組織も少な

からずありました。こうした結果、とくに、事務所を借り、専従職員（アルバイト職員含）を抱え

る組織での財政状況は深刻でした。 

各分野で大きな打撃を受けている地域スポーツ組織への支援施策が第二次補正予算で「スポーツ

活動継続サポート事業（スポーツ活動継続支援給付金）」が打ち出され、全国連盟では事業の内容

を加盟組織に知らせ、申請補助などに努力し、申請を行った結果スポーツ連盟関連では３７団体・

種目に２１９４万円が交付されました（資料参照）。 

しかし、その後も感染の波は続いたことで全国連盟をはじめ、兵庫県連盟、大阪府連盟、東京都

連盟では組織活動、運営の拠点を維持するために事務所移転という決断をし、埼玉県連盟では来年

１月に事務所閉鎖を決めています。 

全てのスポーツ活動で感染防止対策が必要となり、施設貸し出し制限や参加者数制限、３密対策

の実施、必要器具の確保など、新たな取り組みが求められ、スポーツ連盟でのコロナ感染への対策

では「感染症対策本部」を発足させました。 

感染状況と対応策について各都道府県連盟、全国種目組織での協力を得るために、各種目での感

染防止ガイドライン、感染者の発生時の対応、各地での公共施設との協力、地域の感染状況による

大会や会議の開催方法などについてスポーツ連盟での取り組み方について発信してきました。 

 各都道府県連盟、種目組織では、コロナ禍での困難な中で参加者の協力を得ながら、各種目役員

が工夫を重ねた取り組みに努力してきました。卓球協では施設が使用できる限りは大会を開催しよ

うと取り組み、参加者のスポーツができる喜びに接してきました。北海道では、設立間もないラン

ニングクラブが１００名以上もの参加者を得るなど、主催者が驚くようなこともできました。参加

者同士の交流、参加者が主催者に喜びを伝えるなど、これまでにない共感が得られる取り組みにな

りました。施設の制限や感染への不安などからコロナ前のようにはできませんでしたが、苦労があ

りながらも活動継続できたことは重要なことでした。   

来期は、都道府県連盟、各種目組織が「種目組織維持、前進に向けた活動」などを含めた、新た

な活動の検討が求められるのではないでしょうか。組織前進に向けた取り組みをすべての都道府県

連盟、全国種目組織で行いましょう。 

２．日本の地域スポーツ振興策の現状と課題 

（１）スポーツの成長産業化のなかで、重要な地域スポーツ 

 地域スポーツは、長く続いている自由民主党政権下で、２方向から弱体化されてきています。一

つは、スポーツの成長産業化であり、収益の上がるスポーツイベントやスポーツ施設運用には民間

企業の活力を利用し、採算の取れない地域スポーツ振興は地方自治体に丸投げされ、ＮＰＯや自主
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的クラブの運営に任されるのです。スポーツの成長産業化は経済産業省を中心に、スポーツ庁が福

祉・介護、健康、教育などの公共サービスの産業化の一部分として進めることとなっています。 

もう一つは、国土交通省のもとで総務省による「自治体戦略２０４０構想」として、スマート自

治体の形成の中で進めるもので、地方の中核都市にあらゆる主要な公共施設を集めて、外側の地域

と交通・情報ネットワークで結ぶというもので、当然のことながら地域の公共スポーツ施設は統廃

合・縮減されることになります。 

 以上のような国の政策のもとで、スポーツ庁は、東京オリンピック・パラリンピック（以下、東

京オリパラと表記）やラグビー・ワールドカップ等の国際スポーツイベントを通じてアスリートの

競技力向上施策を重視し、さらに、経済産業省の意向を受けてスポーツの成長産業化（プロスポー

ツリーグの活性化、スタジアム・アリーナへの投資、健康・体力づくり志向の産業拡大、スポーツ

ツーリズム等）に力を入れることが、地域スポーツ振興にも寄与できるとしています。 

しかし、競技力向上策は東京オリパラ開催を起爆剤として展開されており、地域スポーツ振興

は、財政面でも具体的な計画面でも国民のスポーツ要求に応えるためには極めて不十分です。競技

力向上施策と地域スポーツ振興策との関係はほとんどなく、そこは乖離していると言えるでしょう。 

そのため現状では、国の地域スポーツ振興策での、行政の“公助”はおこなわれず、地方自治体や

地域住民の“自助”と総合型地域スポーツクラブ、ＮＰＯなどの“共助”による地域スポーツ振興推進

に頼らざるを得なくなります。今後の地方自治体の政策がどのように展開されていくかが極めて重

要な課題となっています。 

（２）スポーツ庁予算案と第 3 期スポーツ基本計画案から地域スポーツの検討を 

以上のような国家戦略のもとでの「スポーツ庁の政策と予算」を見る必要があります。スポーツ

庁『令和 4 年度概算要求主要事項』（以下、スポーツ庁概算要求と表記）のトップ項目に国際競技

大会のための競技力向上策ではなく、「１、Sport in Life（＊注１）の実現に向けたスポーツ環境

整備の促進・地方創生」ですが昨年度と名称、内容ともにほとんど変更はありません。その中の

「Sport in Life 推進プロジェクト」は、中央からトップダウンで地域スポーツ振興に対応しようと

意図しており、各地域での実情に見合った地域スポーツ振興策を実現する方向とは異なっています。

しかも、「民間団体へ委任」から見て、スポーツ庁がこの施策に本気で取り組む意志は感じられま

せん。 

この項目では、「一つひとつの地域スポーツ関係団体の基盤は脆弱」との認識が記されており、

この課題での議論を深めて「第 3 期スポーツ基本計画」の作成が必要です。 

昨年度より８億円多い予算額で「体育・スポーツ施設整備」が記されたことは評価したいですが、

あまりに額が少なすぎます。今後、より深く分析し、スポーツ庁に申し入れをしていくことが必要

でしょう。 

現在、スポーツ庁のスポーツ審議会スポーツ基本計画部会で「第 3 期スポーツ基本計画」の策定

に向けて議論が進められています。今年１２月中に中間答申へのパブリックコメント（公募意見）

を受けて３月末に文部科学大臣決定となる運びです。室伏広治スポーツ庁長官からは、２０３０年
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以降のスポーツ政策のあり方」を提示するよう諮問されており、地域スポーツの現状がリアルに捉

えられて、その課題解決に向けた施策が記されるか、きちんと見ていく必要があります。 

＊注１「Sport in Life」：自治体・スポーツ団体・経済団体・企業などが一体となり、国民のス

ポーツ参画を促進するプロジェクト。（スポーツ庁の予算項目解説文から） 

（３）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 

スポーツ連盟の日常活動の中では、スポーツ大会などの会場確保が難しく、これ以上参加希望者

を受け入れられないという状況もあり、従来の大会を実施する施設でさえ難しいとの声が上がって

います。 

 

文部科学省「我が国における体育・スポーツ施設について」（図１）を見ると、公共スポーツ施

設が１９９６年６５，５２８箇所をピークとして２００８年には５３，７３２箇所と約１２，００

０箇所も減少しています。この状況を悪化させているのは総務省の施策で、「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』への重点化が課題である」ことが強

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、縮減が求められていることです。 さらに、公共スポーツ施設の新・改築のために交付されて

いた「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、２００５

年には１０億２千万円となり、２００６年度以降は「安全・安心な学校づくり交付金」に含まれて

予算項目自体が消滅しています。 この影響も含めて、下図（図２）に見られるように、「地方に

おけるスポーツ振興財源」が１９９６年以降減り続けており、２００７年からは横ばいのままです。 

このような状況に対して文部科学省とスポーツ庁の政策は、東京オリパラやラグビー・ワールド

カップ等の国際スポーツイベントを通じてアスリートの競技力向上を支援しスポーツの成長産業化

に力を入れることで、地域スポーツ振興にもなるとしています。しかし、財政面でも具体的施策面

図１ 
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でも、国民の要求に応えるには極めて不十分なのです。それは、スポーツ庁の予算自体があまりに

少額であるとともに、設置されて以降ずっと横ばい状態に改善がないからです。 

 

（４）コロナ禍で“運動”に目を向いたことは好条件。スポーツ連盟を広げよう  

スポーツ庁が作成した「２０２０年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」（図３）による

「この 1 年間に行った運動・スポーツの日数、運動実施率」（括弧内は２０１８年度調査結果）で

は、全体で、週に 5 日以上が 18.0％（12.8％）、週に 3 日以上が 19.8％（15.1％）、週に 2 日以上

が 17.5％（13.3％）、週に 1 日以上が 18.1％（14.1％）、月に 1～3 日が 12.7％（14.1％）、運動

しなかった、わからないが 18.2％（19.9％）となっており、若干実施率が上がっています。しか

し、依然としてすべての年齢層で二極化が存在しており、この面での変化はありません。下図に見

られるこの数年の実施率上昇には、階段昇降などを運動実施に入れるなどの統計の取り方を変えた

ことが影響しています。 

「この 1 年間に行った運動・スポーツの種目」については、ウォーキングの実施率が圧倒的に高

く、階段昇降、トレーニング、ランニング、自転車の順になっており、「この 1 年間に行った運

動・スポーツの実施場所」は道路 48.0％（49.2％）で以下、自宅と自宅敷地内、公園、森林・海・

川等の自然環境で、公共体育・スポーツ施設は 15.6％（19.6％）と、圧倒的に施設ではありません。 

「運動・スポーツの実施阻害要因」としては、相変わらず「仕事や家事が忙しいから」「面倒く

さいから」が飛び抜けて多く、以下、「運動・スポーツが嫌いだから」「コロナウイルス感染症対

策による日常生活の変化」「病気や怪我をしているから」「年をとったから」「お金に余裕がない

図２ 
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から」等が続いています。今回の調査からは、コロナ対策による日常生活の変化として、年齢、費

用等の理由で運動・スポーツを実施しない層が減っているのが見て取れます。 

 

 

６０～７０代では運動・スポーツ実施率が高まる傾向があるにもかかわらず、一方で「年をとっ

たから」運動しないという人々もおり、健康年齢なども言われている中で、依然として実施率の向

上が求められているのです。  

調査では、国民の運動・スポーツ実施状況はほとんど変化が見られず、あまりお金を使わずに身

近な環境でできるウォーキング、体操等が、「健康のため」79.6％（77.9％）、「体力増進・維持

のため」 57.7％（58.3％）の理由から、手軽な「運動」を行っていることがわかります。このこと

は、潜在的層があることを意味しており、スポーツ連盟の目標にもなるでしょう。 

また、スポーツ庁は、２０１９年末に小中学生の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（全

国体力テスト）結果を発表し、小中学校の男女とも前年度よりも低下し、小学校男子では２００８

年度の調査開始以降過去最低の記録でした。  

このような国民の運動・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、スポーツ連盟

がよりいっそう、気軽にスポーツに親しめる条件を国や自治体への整備・要求運動や、取り組みを

広げたスポーツ要求実現の活動が求められています。 

図３ 
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３．ＩＯＣ憲章と乖離した東京オリンピック・パラリンピック開催とその検

証に向けて 

２０２０年春からのコロナ感染の世界的流行（パンデミック）のために東京オリパラは、1 年開

催延期されましたが、パンデミックは収まる気配がなく、さらに変異ウイルスの感染拡大によって

世界各国で予断を許さない状況が続きました。とりわけ日本の医療体制の逼迫した状態は危機的で

した。「東京オリパラを開催すべき」なのか、「延期もしくは中止」すべきなのか、が国民的関心

事となり、多くの団体から東京・中止の声明と行動が起こりました。 

 さらに、世界的なコロナ禍が引き金となって、現在のオリンピック運動が抱え込んでいる多くの

矛盾や課題が国民に見えることになりました。 

加えて、東京オリパラ競技会場の改修のために都民のスポーツ活動が制限される事態も生じまし

た。東京辰巳国際水泳場、東京体育館、有明テニスの森などが改修のために制限され、それに対し

て東京都連盟の対都交渉によって代替施設が提供されることになりました。 

 以上のような状況を前にして、東京都連盟も構成団体の一つとなっている「２０２０オリンピッ

ク･パラリンピックを考える都民の会」（以下、オリパラ都民の会と表記）は、東京オリパラに向

けて、ＩＯＣ調整委員会へ要望書を提出するとともに、東京都知事、大会組織委員会会長宛に「オ

リンピック競技施設の整備と開催時期の変更に関する要望書」を提出し、２０１４年１２月にＩＯ

Ｃ臨時総会で採択された「アジェンダ２０２０」（＊注２）を重視して、国立競技場は改修を基本

とすること、駒沢オリンピック公園等の既存施設を活用すること、競技施設建設のために都民のス

ポーツ機会が奪われることのないよう代替施設を準備すること、出場選手や観客の熱中症対策とし

て日程や競技開催地を変更すること等を求めてきました。文部科学大臣、スポーツ庁長官、日本ス

ポーツ振興センター理事長に対しても、「アジェンダ２０２０」に則った簡素で国民負担の少ない

計画に改めるよう要請してきました。 

オリパラ都民の会の再三の要請の甲斐もあって、都民やスポーツ愛好者の利益とならない競技会

場の変更や代替施設の確保が実現しました。 

 スポーツ連盟は２０２１年３月２０日にスポーツ組織の自律を重視するスポーツ団体として、

「東京オリンピックは“開催ありき”の準備ではなく、国民の声に応えうる方針への再考を求める」

との声明を発表し、ＩＯＣ、大会組織委員会、東京都、ＪＯＣは国民の声に応えるようことを求め

ました。 

 しかし、その後の日本および世界各国でのコロナ感染状況、さらに聖火リレーもテスト大会も満

足に開催できず、しかも大会期間中の感染予防対策についての科学的で責任ある説明もない現状で

は、 東京オリンピックを開催することはあまりに無責任であると考え、大会組織委員会、東京都、

ＪＯＣがＩＯＣに対して今夏の東京オリ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断

に至り、５月１７日にスポーツ連盟全国連盟は東京都連盟とともに、「大会組織委員会、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」という２回目の声明を

発表しました。（２つの声明は資料参照） 
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 ＩＯＣ、東京都、組織委員会は、７０～８０％にもなった世論調査の「延期・中止すべき」の声

を聞かず、強行実施しました。こうしたことが誤ったメッセージとなり、感染爆発との状況をうみ

だし、感染者が入院できず“自宅放置”状態が生まれるなかで、多くの命が失われる事態となりまし

た。ＩＯＣ、東京都、組織委員会をはじめ菅首相は、感染拡大の中でも開催する理由を最後まで話

すことはしませんでした。こうした東京オリパラについては、「招致運動」から、肥大化した開催

経費、組織委員長の女性蔑視発言からの辞任やＩＯＣ役員の高圧的な発言や対応、選手第一から離

れた運営など、オリンピック憲章から見た矛盾は「検証」をされなければなりません。 

さらに、更地の「単一の地権者」で、かつ「施行者」で、同時に「許認可権者」という「１人３

役」という手法で、都有地が相場地価の１/１０で投げ売りされた「選手村都有地投げ売り」裁判

も注視しなければなりません。 

東京オリパラは終了しましたが、財政処理などのため組織委員会は存続しており、オリパラ都民

の会の今後については都連盟と協議をしていきます。 

 

＊注２「アジェンダ２０２０」：第１２７次ＩＯＣ総会（２０１４年）で採択されたオリンピ

ックの中長期改革計画。開催都市のコスト軽減や実施競技選定の見直しなど、40 の提言が含ま

れている。 
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第２章 第 34 期の活動のまとめ 

＜スポーツ活動・組織局＞  

コロナ感染が依然拡大と収束を繰り返す状況で、スポーツ活動においても、この 2 年間、自粛を

余儀なくされ、日常的にスポーツをする状況ではありませんでした。様々な困難に直面し、行事を

はじめとして多くの活動が休止したり、会員数が減ってしまったりと、厳しい 2 年間であったと思

います。こうしたなかでも、宮城県連盟では新たにトレッキングクラブが誕生したことや神奈川県

連盟がヴァーチャルツアーを３回実施するなどは、止まらずに前進に向けた教訓的取り組みでし

た。全国卓球協では、各地で可能な限り大会を開催しテニス協、バドミントン協、野球協でも大会

を開催、ランニングセンターでは継続できるように“パラパラスタート”を考案し、スポーツ活動を

継続する努力を行ってきました。 

３４期は新しい行事や組織作りにチャレンジをとの目標を掲げましたが、活動自体がコロナ感染

拡大の影響で思うようにできず、大きく前進することはできませんでした。そのような中、沖縄の

組織づくりへの足がかりができたこと、ボッチャ組織への準備等で前進面がありました。 

１．以下の活動について、コロナ感染拡大により 34 期は中止（保留）としま

した。 

（１）プログレス（組織拡大交流会） 

組織づくりや新たなクラブづくり、組織間交流、新しい人材の発掘を目的として２０２１年６月

に「プログレスⅡ～組織拡大交流会～」を企画しました。引き続き新協議会設立に向け取り組む課

題とします。 

（２）新たな県連盟、種目組織づくり 

沖縄県連盟再結成に向け準備をしておりましたが、今期は県をまたぐ移動の自粛等により足がか

りを次に進める動きは停止しています。２０２２年１月以降、沖縄へ再訪問し関係者と再度協議を

行い再結成に向け準備を行います。 

東京パラリンピックでも日本人メダリストが誕生し、注目を集めている競技でもある「ボッチ

ャ」の設立に向けて、福岡県連盟での体験会が実施されるとともに、東京でも地域で普及をされて

いる方にご協力いただき、１２月１４日「体験会」を実施しました。 

（３）第 33 回全国スポーツ祭典、全国競技大会 

全国スポーツ祭典は関東ブロック主管で準備を行いましたが中止としました。２０２２年に第３

４回全国スポーツ祭典として３３回大会のスローガンやポスター図案を引き継いで使用し、中四国

ブロック主管で開催します。 

２０２１年の全国競技大会は、サッカー（大阪府）、テニス（愛知県）の２組織で開催し、ソフ

トボールは西日本大会と東日本大会を開催しました。 
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２．種目組織・地域組織との懇談会開催 

第３４期は全国卓球協議会と全国ソフトボール協議会との懇談を実施しました。種目組織と全国

連盟の意見交換、意思疎通の場として引き続き種目懇談会の実施を行います。 

また２０２１年４月３０日に地域組織交流懇談会を実施しました。この懇談会は三重県連盟から

同規模の県連盟との懇談をしたいとの要望から実現し、近県の滋賀県連盟、大阪府連盟、和歌山県

連盟などが参加し県連盟運営の話を中心とした意見交換を行いました。 

３．日本勤労者山岳連盟との定期協議の実施 

コロナ禍で見合わせていた日本勤労者山岳連盟と新日本スポーツ連盟との定期協議を１１月１６

日実施しました。移転したスポーツ連盟の事務所で労山から浦添会長はじめ６名が参加し、全国連

盟から長井理事長はじめ５名が参加して、見合わせていた期間のそれぞれの活動状況報告、賛助会

員、今後の共同した取り組み内容（震災復興支援、環境問題、国への予算要請）などについて協議

しました。 

 

＜スポーツ権・平和運動局＞ 

スポーツ権・平和運動局（以下、権局と表記）の第 34 期活動は、「国民のスポーツ環境改善、

平和な社会の実現に向けて取り組む」ことであり、この活動方針に準じて具体化を検討し、行動

し、教訓と課題を抽出し、取りまとめをして次期の活動へ繋げることでした。「公共スポーツ施設

情報センター」（施設情報の収集と提供を含む）は取り組みが明確にできませんでした。 

１．スポーツ活動を支える要求の実現にむけて 

（１）国へのスポーツ予算要請について 

・国の第二次補正でのスポーツ庁「スポーツ活動継続サポート事業（７月８日～１１月３０日）へ

の申請と事業改善への要望書（９月２５日）を提出しました。全国連盟と各地の協力で、国から

の事業給付がされたことは初めてでもあり、重要な取り組みでした。（資料参照） 

・スポーツ庁の２２年度概算要求について、１２月２０日「質問・要望書」を労山と共同で提出し

ました。（資料参照） 

・国の地域スポーツ振興の問題に関するオンライン勉強会を開催し、スポーツ庁要請（２０２１年

１２月２０日）に生かすことができました。 

 

（２）都道府県連盟の自治体交渉について 

全国連盟としては要請に応じた支援をすることにとどまっています。都道府県連盟の自治体交渉

やスポーツ庁への要請ついては、適切な助言、文書は、都道県連盟としスピード感をもって要請で

きるようにしました。 
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・今年１１月２６日付で神奈川県連盟がスポーツ庁に「要請書」を提出（２０２０年１１月２６

日）し、神奈川県スポーツ振興課へも申し入れを行いました。神奈川県スポーツ課との面談（２

１年６月２５日）、要望書提出（２１年７月）を行いました。面談では、神奈川県は神奈川県連

盟の神奈川県立スポーツセンター利用にあたって、明らかな不利益変更を行っていることは、県

民の公共性、公平性を尊重すべき県行政が団体種別に差別待遇をしていることになり、是正を求

めました。また、神奈川県立スポーツセンターのリニューアルオープンに併せて利用料金が１.５

倍程度値上げされ、県民のスポーツ振興に逆効果になります。 

・千葉県連盟、兵庫県連盟、神奈川県連盟、東京都連盟、石川スキー協が要望書を提出し、新潟・

魚沼スキークラブは「須原スキー場存続」署名に取り組み、存続が実現しました。スポーツ環境

整備に向けて、各地に広げるために集約していきます。 

２．「福島～東京～広島～長崎 1800km 反核・平和マラソン」 

２０２０年夏の予定はコロナ感染拡大のため中止とし、海外招待も中止としました。５年毎の節

目に開催してきた流れを尊重して、５年後の開催に向けて体制を整えるかを検討し、次回は２０２

５年としました。 

３．スポーツ施設情報センター 

【スポーツ施設に関して、各地のスポーツ施設の規模や利用料金、手続きなどの状況をリストア

ップして、現況を調査。「公共スポーツ施設情報センター」の運営体制改善に取り組み、調査活動

を展開します】と総会決議しましたが、イ、情報収集に相当な労力と時間を要する。（２０１５年

データによれば、公共施設、民間・職場・学校施設は約２０万カ所）ロ、情報は時系列的に変化す

るため、継続的な収集が必要である。ハ、必要な部門（組織）が必要な時に必要な情報をＨＰから

検索すれば良い。ニ、「スポーツ施設情報センター」開設の目的とその活動が共通認識となってい

ない等の重大課題があり、「スポーツ施設情報センター」については、施設状況のリストアップ調

査を保留し、センター開設の目的とその活動、費用やスケジュールも含めて再検討していくことと

なりました。 

４．５つの重点取組について 

  下記の５つを重点項目として取り組む予定でしたが、コロナ過の中で全国的行事の中止を決定

し、十分な活動は出来ませんでした。 

①各地での「反核平和マラソン」は、神奈川、三重、千葉などで取り組まれましたが、コロナ感染

状況を考慮し、限定的な取り組みでした。そのほか、ランニングセンターの呼びかけで、各地・

各人の平和マラソンの取り組みを「Ｌｉｎｅ、ＦａｃｅＢｏｏｋ」で発信する取り組みを行いま
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した。今後も工夫をし、各地の平和マラソンを推進・応援し核兵器廃絶と平和への大きな流れ

を、スポーツ界から広げます。 

②「国民平和大行進」は、主催団体での通し行進は中止となりましたが、誰もが気軽に参加できる

平和運動として「スポーツは平和とともに」の旗をつなげるよう参加を推進します。 

③「反核平和スポーツのつどい in 広島」は中止しました。 

④ジェンダー平等問題について、スポーツ科学研究所からの講師派遣を得てＺＯＯＭ学習会を開催

しました。 

⑤環境保護の課題では、労山でリニアトンネル掘削の残土調査（＊注３）、太陽光発電の景観問題

などについて取り組まれました。今後、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）については、「登録」

することをめざし、関心を持っていく課題です。 

５．コロナ禍での新たな活動について 

コロナ感染リスク軽減（都道府県をまたいだ会合・行事への移動自粛等）を重要視して、次回

（来年）の総会までは、「バーチャル・オンライン・テレワーク」を基本として活動しました。 

 また、反核平和マラソン等の平和運動への財政基盤の確立（局活動費の軽減化や事業創出）、そ

して、これからの新たな活動形態を創り上げていくチャレンジの年度として取り組みました。 

平和運動への理解を広めるためのグッズ販売や資金協力を求める募金、そのための組織のあり方を

検討し、資金準備を行いました。 

①各種準備金に「平和運動基金積立」を新設（決算資料参照）し、２０２０年度貸借対照表にある

資本「平和マラソン１２０,８７７円」を充当しました。 

②「２０２１年平和マスク」等の企画・販売し、売上金３０万円（予定）を「平和運動基金積立」

に充当しました。 

＜国際活動局＞ 

第３４期活動方針では「相互理解と友好を、スポーツを通じて」を大きなテーマに掲げ、スポー

ツを通じて世界の人々との相互理解と友好を促進し、社会の調和のとれた発展に寄与していくこと

を国際活動の原点とし、（１）ＦＳＧＴ（＊注４）との交流、（２）韓国体育市民連帯（＊注５）

との交流、（３）オリンピックに関する国際シンポジウムの開催、（４）海外情報配信と共有、

（５）クラブ、地方連盟や種目組織への支援、の５項目を柱として、これまでのスポーツ連盟の国

際交流の取組みをさらに推進していくことを目標としました。 

＊注４「FSGT」（フランス勤労者スポーツ・体操連盟）：スポーツ連盟と４０年以上友好関

係にある市民スポーツ団体。約 4000 クラブ、25 万人。活動の基本理念は、「勝つことだけで

なく、みんなのためのスポーツ」。 
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＊注５「韓国体育市民連帯」：２００２年に「万人が楽しむスポーツ世界」をモットーに、韓

国社会スポーツ分野初の市民団体として創立された。健全な体育文化定着のための政策代案を

提示するため、以下３つの核心事業を定めている。⑴勉強する学生選手像の確立、⑵スポーツ

人権侵害の予防および保護、⑶政府の体育政策監視および牽制。 

１．ＦＳＧＴ・韓国体育市民連帯との交流 

 ２０２０年夏の「福島～東京～広島～長崎１８００ｋｍ反核・平和マラソン」への両組織の招待

は、コロナ禍により事業が中止しました。同時期に、ＦＳＧＴのセーヌサンドニ県委員会より若者

数十名の代表団が来日した際の交流事業も中止の連絡があり、実現しませんでした。また、ＦＳＧ

Ｔから全国スキー協への招待も見送られ、収束してからの取り組みにすることとなりました。 

 韓国体育市民連帯との交流では、毎年６月から８月の国民平和大行進・国際青年リレー参加の韓

国の学生１、２名の招待もコロナの影響により中断となりました。今後も、ＺＯＯＭを活用した交

流の実現に向けてとりくむ予定です。 

２．国際シンポジウム 

今期、「オリンピックと平和」をテーマとした国際シンポジウムを実施する計画でしたが、コロ

ナ感染拡大の中、計画段階で中止とせざるを得なくなりました。次期の開催に向けて準備します。 

３．情報配信と共有 

（１）韓国体育市民連帯のニュースレター 

 市民連帯が毎週配信するニュースレターを、局員の佐藤好行さんが定期的に翻訳しメーリングリ

スト登録者に配信しています。同局員がホームページも作成し、アーカイブを見ることも可能とな

り、韓国の現在のスポーツ事情が理解できる貴重な資料となっています。 

 韓国体育市民連帯が、韓国の「世界人権宣言７３周年人権の日記念式」（２０２１年１２月１０

日）において、国家人権委員長表彰で『大韓民国人権賞』を受賞したことは、これまでの取り組み

が評価されたものとして喜ばしい事です。 

（２）反核平和マラソン 

局員の薮並さんが参加要項を英訳してくれたものを、ホームページ等に掲載しました。世界のど

こからでも参加できるので、ＳＮＳを活用して反核平和マラソンの普及に努めました。 

（３）フランス・オリンピック委員会の会長選挙 

 ＦＳＧＴ会長のエマニュエルさんがフランス・オリンピック委員会の会長選挙（２０２１年６月

２９日）に立候補し、１６％を獲得し善戦しました。そうしたＦＳＧＴからの情報や立候補した際

の公約パンフレットを翻訳し、理事会等で報告しています。 
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４．日本で暮らす外国人を応援する活動 

  国際活動局から都道府県連盟・地域組織及び全国種目組織・都道府県種目組織に対し、コロナ

禍だからこそ、日本で暮らす外国人を励ます取り組みを要請しました。 

要請内容は、オープンの各種スポーツ事業の中に事業予算の許す範囲で、一定枠の無料の「国際交

流枠の設定」と募集要項の一角に「国際交流」枠の英文宣伝です。外国人交流に関心ある方々の協

力や公募です。 

 この趣旨に賛同いただいた神奈川県ＲＣでは、神奈川の第２８３回よこはま月例マラソン（５月

１６日）にて外国籍のランナーを無料招待しました（ひろば９月号に参加者のインタビュー記事が

掲載）。 

 

＜広報局＞ 

１．機関誌「スポーツのひろば」の普及 

（１）より気軽に読める誌面づくり 

編集委員会では、「手に取って読んでもらうためにはどのような工夫が必要か」を毎月議論し努

力してきました。多様な意見やタイムリーな記事を掲載し、「読者の声欄」を拡張するなど、誌面

づくりに関わる人が以前よりも増えています。また、投稿してくれた人に、カタログギフトのよう

な形でのプレゼントを行い、読者だけのお得な特典ができるよう心掛けてきました。 

（２）普及活動－２５００部の購読をめざして 

  購読者数は２年前（２０２０年１-２月号）に比べて、１９７部の減少という結果となりまし

た。その原因としては、加盟クラブの減少に伴う購読数の減少、普及活動の停滞などが挙げられま

す。前期に引き続き、「ひろば」普及の機運をあげるための全国的な対策ができなかったことが反

省点です。このような状況から、今後の「ひろば」発行のあり方について、根本的なところから検

討することを始めました。 

２．インターネットの活用、ニュース発行 

（１）ホームページ・ＳＮＳからの情報発信 

全国連盟のホイッターでは投稿に対する反響があまりない状態です。Ｆａｃｅｂｏｏｋに関して

は、単に投稿するだけではなく、居住地や興味のあるスポーツを限定したユーザーに対して広告を

出すことで、その反響が大きく変わってくることがわかりました。 

各加盟団体のホームページについては、依頼や相談のあったところに対して積極的にサポートし

てきました。全国の加盟団体のホームページは、２年前に比べて約２０件増加しています。 

 

 

- 14 -



（２）Ｗｅｂからの参加申込システム 

 インターネットを使って、パソコンやスマホから参加申込ができるシステムを試作版として実際

に活用してもらうなかで、各加盟団体の要望に沿ったものに改良を重ねてきました。２０２２年１

月から本格運用を開始し、ランニング、バドミントン、卓球などの大会で使われています。 

（３）ニュースの発行 

「全国連盟通信」を年に数回発行し、メールニュースを２～３週間に１度の頻度で配信してきまし

た。 

 

＜総務局＞ 

延期した２０２０年８月の第３４回定期全国総会後も、世界的なコロナパンデミックによりスポ

ーツ連盟は活動停止状態となりました。そのため各組織の継続的活動を考慮して補正予算を組み、

分担金を半額減免にする措置を行いました。 

１．事務所関係 

全国連盟事務所の引っ越しに伴い、アナログ資料を削減し書類のデジタル化を進めました。過去

の貴重な資料の保管については友誼団体でもある体育研究同志会の事務所を借り、大会運営の備品

は都連盟理事・須山氏の事務所を借りました。今後も書類のデジタル化を進め有効な事務所活用を

進めます。 

２．リーダー養成・役員育成 

リーダー養成講座テキストの内容を動画で提供できるよう取り組み、１２月全国理事会で「リー

ダー養成講座」を開催しました。 

３．永年顕彰制度 

 ３０年以上または５０年以上スポーツ連盟に加盟しているクラブを２０２２年の全国総会で表彰

するため、各都道府県、種目組織に推薦の呼びかけをおこないました。 

４．災害支援活動 

（１）東北復興支援「義援金」 

 コロナ感染症のため、東北復興支援事業の行事・競技会・ボランティア活動は実施されませんで

した。（募金残高：５００，８５１円） 
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（２）台風 19 号災害「義援金」 

２０２０年４月２７日、多くの会員から総額９１万８５００円の義援金が集まりました。千葉県

連盟と川崎市連盟、大きな被害をうけた長野県、宮城県、福島県の各自治体に送りました。 

５．その他 

（１）ブロックセミナー 

 ２０２１年１０月に岐阜県で東海ブロックセミナーが予定されていましたが、コロナの影響により中

止となりました。 

（２）新日本スポーツ連盟の略称について 

  理事会アンケートの結果、「新スポ」と「新スポ連」が 1 票差で「新スポ」となりました。名

称は普及することが大切なのでその方法を議論し、広く拡散することが求められます。 

 

＜スポーツ科学研究所＞ 

１．スポーツ情勢の分析に傾注した研究運動 

新日本スポーツ連盟附属スポーツ科学研究所（スポーツ科学研究所）は、「『基本的人権として

のスポーツ』の実現に向けて研究を進めるとともに、一般市民のためのスポーツ科学とその体制の

創造・発展に寄与する」という目的を掲げて、２０１４年１１月８日に設立されました。それ以

降、年に２回の研究会の開催（３月は関東地域、９月は関西地域で開催）と研究年報『現代スポー

ツ研究』の発行、そうした活動のための運営委員会と編集委員会の開催、不定期ではありますが

『通信』の発行を継続してきました。ただ、『通信』は２０２０年２月２６日発行の第１６号以降

発行できませんでした。 

 ２０２０年春よりコロナ感染症の流行の中で、研究会と会議はすべてオンライン開催となりまし

た。 

第１１回研究会（２０２１年１月１５日）は、「オリパラ都民の会」と共催で開催しました。オ

ンライン・シンポジウムのみとし、テーマを「これからのオリンピック・パラリンピックのあり方

を問う―コロナ禍、人権問題とスポーツ―」と設定し、多くの矛盾や課題を抱え込んでいる現在の

オリンピック運動の現状をリアルに捉え、その解決策を探っていくことを課題としました。 

第１２回オンライン・シンポジウム（２０２１年３月２０日）は、「革新自治体の誕生と地域ス

ポーツ運動の発展」をテーマとして開催しました。地方自治体行政と自主的な地域スポーツ運動と

が連動して地域スポーツ振興を進めようとした１９６０・７０年代に焦点を当てて、そこから成果

と課題を探り、現代のスポーツ運動に生かそうということがシンポジウムの趣旨でした。 
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第１３回オンライン研究会・シンポジウム（２０２１年１０月１６日）は、午前の個人報告で、

冨田幸祐（日本体育大学）氏が「アジアＧＡＮＥＦＯ（１９６６）開催と日本からの参加」、内海

和雄 (一橋大学・広島経済大学名誉教授)氏が「ラグビーとイギリス資本主義－スポーツと歴史・社

会－」の報告と質疑討論でした。午後は、全体テーマを「オリンピック・パラリンピックをあらた

めて原理的・構造的に考える－オリンピック、パラリンピックとは何か、いま資本主義のどのよう

な局面に位置しているのか、そしてその将来をどのように考えていくべきか」としてシンポジウム

を開催しました。東京オリパラがコロナの世界的な蔓延という中で行われたことから、オリンピッ

クをそこまでして行う意味は何なのか、という根本にまで遡り、今日のオリンピックが資本主義の

どのような局面の中に位置しているのか、歴史的、構造的な見地から捉え返そうという深い議論が

現われたことが特徴的でした。 

  ＺＯＯＭでの研究会・シンポジウムによって研究活動が止まらなかっただけでなく、他で取り

上げられないテーマだったことで、新たなつながりができ、参加者が増える結果となりました。 

２．研究活動の発信 

研究誌『現代スポーツ研究』第４号（２０２０年３月末）、第５号（２０２１年９月末）を発行

し、研究会で発表された内容や論考、研究ノートや書籍紹介などを掲載しました。今期課題として

いた会費納入は停滞してしまいましたが、通信発行担当が決まったことやホームページは山崎所長

が担当し、随時更新され改善されるなど、次につながる取り組みができました。 

３. WEB 配信スポーツセミナー 

オンラインによるスポーツセミナーをスポーツ科学研究所と全国連盟が協力をし、２０２０年１

０月から１２月にかけて５回開催しました。コロナ感染症の収束が見通せない中、オンラインによ

る学習と連盟員がつながる場となりました。スポーツのひろば誌にもセミナーの内容が掲載され好

評を得ました。 
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第３章 第 35 期の方針 

１、スポーツ活動をとりもどし、前進に向けてふみだそう 

世界的なコロナ感染拡大によってスポーツ活動も日常的に出来ない状況が長く続いてきました。

コロナ禍で多くの制約がある中で培った各地の経験も生かし、気持ちを新たに、反転に切り換え、

活動を 1 つ 1 つつなげていき、楽しいスポーツの輪を作っていきましょう。 

（１）新しい行事や工夫で組織づくり、人材の発掘を進めよう 

・それぞれの組織では日々の大会や行事をこなすことで手一杯の組織も多いと思います。そのよう

な中で更に行事を増やすことは容易ではありません。既存の行事の再点検や行事に参加している

新しい人の声を聞いてより魅力的な組織づくりを目指します。 

・スポーツ愛好者の要求を分析し、時代に合った活動を行い組織の拡大を促進します。 

・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）も実践し、愛好者の要求に応えクラブづくりや加盟、登録を広げる活動を行います。特にボ

ッチャについては各地域でのスポーツ推進委員や既に活動しているクラブ等と連携し、全ての都

道府県連盟、全ブロックで「体験会」を開催し、新組織結成への準備を進めましょう。 

・新しい仲間へも、組織運営の小さなことから大きなものまで積極的に関わりもってもらい、次世

代を担う人材の発掘、育成を行います。 

・新しい人材の発掘を目的とした行事を開催し、スポーツ連盟で活動する若手からベテランまで楽

しく交流し、楽しめる企画を実施し、組織の活性化や仲間づくりを推進ます。 

・２０２２年を前進の年への参加促進にむけ、新企画「年間ポイントランキング」を実施します。 

各地で開催されているマラソンや自転車、水泳などあらゆる大会・レースや練習会（順位がつく

もの）などへの参加数をポイント化して２０２２年の“年間ランキング”企画です。ランキングは

総合のポイントの他、参加回数、年代、地域対抗、幸運度、星座対抗、干支対抗など楽しめるラ

ンキングを企画します(他に、他主催団体のポイントの集計連携なども可能)。 

（２）新たな県連盟づくり 

・沖縄県連盟づくりに挑戦します。２０１９年秋からつながりのある連盟関係者と面会や連絡を取

り合い、新しいつながりの構築も始まっています。３５期は卓球交流会をはじめとして、沖縄県

のスポーツ愛好者にスポーツ連盟を知ってもらう企画を実施し、実際に沖縄でスポーツ連盟とし

ての組織を担う人材を確保し、活動を行うことを目指します。また２０２４年開催予定の第３５

回全国スポーツ祭典で 沖縄県を会場とした競技大会が実施できるような環境づくりを目指しま

す。（主管予定は九州・沖縄ブロック） 

・各ブロック会議で種目組織と連携をはかり、県連盟組織の無い地域での県連盟設立を目指しま

す。 
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・「空白組織対策事業助成」の積極的な活用をそれぞれの組織で行い、新たな組織設立に向け多角

的なアプローチで空白組織や地域を克服するよう取り組みを推進します。 

（３）プログレスⅡ（組織拡大交流会）の開催 

・スポーツ連盟で活動している仲間同士の交流は、組織間のかきねを越えて繋がりをより強化する

ことやスポーツ連盟の活動を支える新たな人材発見に必要不可欠なものです。２０１９年に行っ

た「プログレス」を発展させてスポーツ連盟の魅力を語り仲間づくりの輪がさらに広がるような

楽しい企画で開催します。 

（４）第 34 回全国スポーツ祭典、全国競技大会の開催に向けて 

・第３４回全国スポーツ祭典は四国・中国ブロックで開催します。誰もが参加できる開かれたスポ

ーツの祭典として全国種目組織と共同して取り組みます。スポーツ連盟の魅力が伝わるような大

会を開催し、その中で新たな出会いや新しい種目組織や県連盟立ち上げの足掛かりとなるような

大会を目指します。スポーツ祭典を通してスポーツの楽しさ、素晴らしさが共有できるよう取り

組みます。 

・２０２４年の第３５回全国スポーツ祭典は九州・沖縄ブロック（仮称）での開催に向け準備を進

めます。第３５回スポーツ祭典は沖縄県連盟結成の最終着地点として位置づけ、沖縄県連盟づく

りと一体となって推進していきます。 

・２０２６年第３６回スポーツ祭典は東海ブロックでの開催を検討します。２０２８年は近畿ブロ

ック、２０３０年は東北ブロックを主管とした開催予定です。 

・スポーツ祭典との間に開催される２０２３年全国競技大会は、スポーツの楽しさ、素晴らしさが

共有できる大会となるよう取り組みます。 

（５）日本勤労者山岳連盟との協力・協同の取組み 

 賛助団体である日本勤労者山岳連盟と定期協議を行いながら、協力・協同して、国や自治体への

要求運動、平和の取組み、環境保全活動、セミナーの開催を推進していきます。 

２、国民のスポーツ環境改善、平和な社会を実現しよう 

（１）スポーツ活動を支える要求の実現に向けて 

いま、全国各地での施設利用の課題が山積しています。「スポーツ基本法」にもとづく「スポー

ツ基本計画」について国民のスポーツ環境が改善となるよう、スポーツ庁との要請・交渉を行いま

す。スポーツ実施率の伸び悩み、施設数の減少の中で、スポーツ連盟が多様なスポーツ活動をつく

り、スポーツの楽しさを広げることが求められており、すべての都道府県連盟が地域スポーツ振興

にむけたスポーツ要求に関する自治体交渉を定期的にできるよう、連盟活動、種目活動のなかから

要求を汲み上げる取り組みを促進します。 

① 神奈川県では、「神奈川県立スポーツセンター」のオープンにあわせて神奈川県連盟は、施設へ

の第２優先団体とは認めても、利用規則・事務処理要綱のなかで「スポーツ団体」でなく「公共

的団体」と位置づけ変更が一方的にされました。その結果「大会開催日の調整会議の案内はな
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い」「施設利用料減免の対象から外す」「サッカーで年間２０日の利用がゼロ」という対応にな

っています。公正、公平でもなく、スポーツ振興に逆行する事態となっており、共同して取り組

んでいきます。 

② 東京都では、学校統廃合によって施設を使えなくなっている現状があり、「公共スポーツ施設の

増改築」「学校施設の開放」などに関する“条例の制定”の取り組みにつなげます。  

③ 京都府の施設使用料の高さは以前からの問題であり、施設使用料金の高い地域については、使用

料の引き下げを要求する運動に取り組みます。 

④ 全国スポーツ祭典や全国競技大会などの会場として、東京オリパラで整備された施設の利用の要

望をします。 

（２）スポーツ基本法に基づく柔軟な支援策を求める運動 

緊急事態宣言の中で自粛した活動の再開・継続のために、「スポーツ活動継続サポート事業」

（スポーツ庁）が実施されたことは歓迎されますが、今後、政府・スポーツ庁にスポーツ基本法に

基づく柔軟な支援策を求める運動を都道府県連盟・全国種目組織と連携していきます。 

（３）スポーツのすぐれた価値を発展させる活動 

 スポーツ界での「暴力」や不正行為、スポーツの価値を根底から否定する不祥事などに対して、

スポーツ界が自律的に問題の解決に取り組むよう提起をし、広く討論を進めることをよびかけま

す。「フェアプレイ宣言－スポーツの真の発展のために」を活用して、スポーツ界から暴力、不正

をなくすためのアピールを行います。 

（４）新たな課題について 

スポーツ界での社会的な課題となっているジェンダー(生物学的性差に付与される社会的意味)平

等、環境・気候変動危機などの新たな課題、平和な社会の実現に向けてスポーツ団体としての取り

組みを行っていきます。 

（５）「スポーツは平和とともに」を広げる運動を 

２０１７年７月に国連で「核兵器禁止条約」が１２２ヵ国の賛成で採択され、２０２０年１０月

に条約発効に必要な５０か国が批准し、２０２１年１月２２日に「核兵器禁止条約」が発効となり

ました。現在（２０２１年１２月２７日）５９ヶ国の批准へとさらに広がっています。 

日本での“批准”への取り組み促進に向けて、次の取り組みを通じてスポーツ界から平和に向けた取

り組みを推進していきます。 

①核兵器廃絶への大きな流れを、スポーツ界から広げられるよう各地での「反核平和マラソン」の

実施を推進し、応援します。各地の反核平和マラソンを集約し、ピースランナーを激励する「反

核平和スポーツのつどい in 広島」を、各種目の平和活動と連動して取り組みます。 

②誰もが気軽に参加できる平和運動、「国民平和大行進」に積極的に参加促進し、「スポーツは平

和とともに」の旗をつなげます。 

③「東京～広島～長崎１５００ｋｍ反核・平和マラソン」は５年毎の節目に開催してきた流れを尊

重して、２０２５年の開催に向けて体制を整え、さらに、夏の高気温化に遭遇している中で、開
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催の内容については、２０２１年１２月１８日の「反核・平和マラソン」オンライン会議の論

議、今後の各ブロック会議などから２０２３年度には企画案を提示できるよう取り組みます。 

２０２０年「被爆 75 年福島～東京～広島～長崎１８００ｋｍ反核・平和マラソン」の中止に代

わる取り組み“＃チャレンジ１８００ｋｍ反核平和マラソン”は、コロナ禍でも３密をさけた「自分

の走った距離を集計し、広島、長崎までつなげる」という新たな工夫と企画で成功を収めました。

海外代表も参加でき、それぞれの国で取り組みを広げることも可能です。今後も平和な世界に向け

た活動に取り組みます。 

（６）「２０２０東京オリンピック・パラリンピック」の今後の課題 

 コロナ感染が世界で広がる中、開催された中で浮き彫りとなった課題、今後のオリンピック運動

の改革などについて、「２０２０東京オリンピック・パラリンピックの検証」を進めることをよび

かけます。 

①今後のオリンピック・パラリンピック開催について、オリンピック・パラリンピック憲章から乖

離し、メディアに左右された競技時間や開催経費拡大などの点について、ＩＯＣに要請を届ける

よう取り組みます。 

②国連での「オリンピック休戦決議」など、平和な社会を築くオリンピック憲章の実現に向けて取

り組みを進めます。 

③札幌オリパラ招致については、北海道連盟と情報を共有しながら取り組みます。 

（７）スポーツ施設情報センターについて 

第３５期は、神奈川・東京・兵庫、京都などの具体的な施設問題などにおいて、運動の事例を共

有し支援できるような活動とその全国的な組織づくりを目指して、検討をします。 

（８）ジェンダー平等、環境・気候変動危機問題、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）などの課題に

向き合って 

ＳＤＧｓのゴール目標に向けた取り組みは、スポーツ連盟の活動の内容にもあり、そのことをア

ピールし、組織的前進にもつなげよう。ジェンダー平等問題、環境・気候変動危機問題へのより深

い理解に向けて、学習会の開催を継続し、何ができるかを考え行動に結びつける努力をすすめま

す。 

３、相互理解と友好を、スポーツを通じて築こう 

以前のような国際交流が再開するまでには、もうしばらく日本や世界の状況を注視した上でな

いと方針を立てられないのが実態です。そこで当面、国際活動局の活動をより充実させていくため

に検討すべき課題は次のとおりとなります。 

（１）情報配信と身近な情報交換を活発化します 

ＦＳＧＴや韓国体育市民連帯の活動などの情報を収集し配信を今後もしていきますが、代表団を

派遣したり招待したりといった大掛かりな交流は、もうしばらく計画を立てることは困難な状況で

す。そこで、ＺＯＯＭなどのツールを活用して、ＦＳＧＴや韓国体育市民連帯といった海外の組織
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との少人数での気軽なオンライン交流会（近況報告や挨拶など）であれば準備や費用をかけずに実

施できる可能性があります。そうした「小さな国際交流」を定期的に企画して、組織間の日常的な

活動の情報交換を進めていくことを検討します。２０２２年２月に、オンラインで韓国体育市民連

帯と国際活動局とのミーティングを実施する予定でいます。 

（２）日本で暮らす外国人が参加しやすいスポーツ・文化交流を促進します 

 ３４期に取り組んだ在日外国人の応援事業への参加呼びかけを継続しつつも、日本で暮らす外国

人がより参加しやすく、また交流を深める観点から、スポーツだけでなく、文化的な催しも織り交

ぜていくことで相互の理解を促進するようなスポーツ・文化の交流イベントの実施を検討し、実施

していきます。 

（３）パリ五輪に向けた取り組みを開始します 

東京オリパラで可視化された多くの課題とスポーツ連盟の活動の教訓を活かすべく、ＦＳＧＴと

も情報を共有していきます。また、パリ五輪に向けた現地の準備状況やＦＳＧＴの見解などの情報

を収集し、２０２４年にはＦＳＧＴとのオリンピックをテーマとした交流事業の一環としてフラン

スツアーを組めるよう、準備を開始していきます。 

（４）国際交流に関わる担い手の緩やかなネットワークを構築します 

これまでも交流事業の際には連盟会員の個人的なつながりなどを駆使して通訳や翻訳に協力して

くれる（連盟外の）方がいましたが、年に１、２回程度の拡大国際活動局会議（交流会）を開催し

て関係者を集め、連盟の活動を知ってもらったり親睦を深めたりするなどなど継続的で緩やかなネ

ットワークを構築していきます。 

 

４、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 

（１）機関誌「ひろば」の普及 

①スポーツ連盟への理解を深めるための機関誌として、より多くの人に読まれることを目指し、読

んでいない人への取り組みを工夫します。 

②読者に「お得感」を感じてもらえるような誌面を追求します。 

③紙版「ひろば」に加えて、Ｌｉｎｅ版「ひろば」発行の実現に向けて取り組み、紙版とＬｉｎｅ

版あわせて２５００部普及することを目標とします。 

④各組織の役員、協力者、加盟クラブ代表者への情報発信力を強めます。 

⑤加盟クラブ（代表者）に１部無料配布できるような発行のあり方を検討します。 

（２）ソーシャルメディア等の活用 

①全国連盟のホームページやＳＮＳを週に２～３回は更新できる体制をつくります。 

②Ｗｅｂからの参加申込システムを各組織で活用してもらえるよう宣伝します。 

③ＳＮＳ広告を使って、大会行事（特に新規事業）の宣伝・集客を効果的に行います。 

④各加盟団体のホームページ作成について積極的に支援します。 

⑤アフィリエイト広告（＊注６）の効果的な運用を検討します。 
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⑥全国理事会後に「全国連盟通信」を発行します。 

⑦スポーツ連盟の活動（過去のもの・最近のもの）を伝える動画を配信します。 

⑧メールニュースを各組織の役員にむけて１週間にほぼ１回配信します。 

⑨各地の大会要項やプログラムに、「ひろば」やＳＮＳにつながるＱＲコードやバナー（宣伝）を

つけてもらえるよう取り組みます。 

 

＊注６「アフィリエイト広告」：インターネット広告の種類のひとつ。連盟員がスポーツ連盟

HP にある「Amazon や 楽天」のバナーから商品を購入すると、その報酬がスポーツ連盟に還

元される。 

５．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 

（１）財政の堅実な執行と立て直し 

都道府県連盟と全国種目組織で支えられる全国連盟は、スポーツ権の実現と平和な世界に向けた

取り組みを行う唯一の組織です。そのために専従職員、機関誌の発行は欠かせません。この組織を

維持するための中心は会員からの会費であり、会員拡大による財政確保が基本となます。 

①ランク別分担金制度を継続して適応するとともに、コロナ禍で活動が縮小したことを考慮して分

担金の減額を検討します。 

②新たな組織、新たな種目・クラブの加盟促進など会員の拡大に取り組みましょう。新しい組織の

支援活動を促進します。 

（２）セミナー・リーダー養成 

①３４期で作成したリーダー養成講座（パワーポイント資料）を発展させて、全国理事だけでなく

地域組織、種目組織で活用する育成システムを検討します。 

②ブロックセミナーの活性化にむけた検討をします。 

（３）各組織、各局の情報の共有化 

①会員のデータベース化を図り、連盟員が地域を超えて、スポーツ連盟が主催する行事ならどの大

会でも割引できるシステムを検討します。 

②スポーツ要求をこまめにつかみ、全国連盟と地域組織の情報共有を図ります。 

③書類のデジタル化を推進します。 

（４）災害復興支援活動 

①全国卓球協議会が２０１２年～実施している福島復興支援卓球大会（２０２０、２０２１年はコ

ロナ禍で中止）などの復興支援事業を継続します。 

②労山の復興支援事業（セミナー）と共同して復興支援事業を継続します。 
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６．スポーツ科学研究所 

スポーツ科学研究所は、次の取り組みを進め、幅広い研究者との共同、発信力を強めていきま

す。 

①年 2 回の研究会の開催、年報『現代スポーツ研究』の定期発行、定期的な通信の発行を進めま

す。 

②研究会のシンポジウムとして、「札幌市へのオリンピック・パラリンピック招致問題を含めたオ

リンピック・パラリンピック運動の現状分析と課題・対案の提示」、「国や地方自治体のスポー

ツ政策・行財政の分析」、さらには、「人間にとってスポーツとは何なのか、どのような文化的

特質をもっているのか」の解明を進めていきます。 

③『現代スポーツ研究』第６号、第７号の刊行を目指します。 

④研究所の研究運動を活発に進めるために、会員拡大と継続的な活動と広がりを追求します。 

⑤『通信』の定期発行を目指します。 

⑥事務局員体制を確立し、会計、研究年報の郵送等の活動を安定させていきます。  
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