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 新日本スポーツ連盟の仲間の皆さん 

 皆さんの定期総会に当たり、日本勤労者山岳連盟は心からお祝いのメッセージを 

お送りいたします。 

 全国労山は２月 19～20日、東京都府中市で、第 35回総会を開催しました。29地方

連盟から 52名の代議員が参加（オンラインを含む）し、議案は全て賛成多数で可決、

新役員も信任されました。 

一昨年からのコロナ感染拡大の影響で各種スポーツ行事が開催できず、その活動に

は大きな影響が出ています。世界的なパンデミックは終わりの見えない状況が続いて

いて、先行きの不安は払拭できていません。 

また、ロシアによるウクライナ侵攻、核兵器による威嚇という、世界平和を希求し

核兵器の廃絶を求めている私たちには、全く受け入れることができない事態となって

います。戦火が収まり、平和的な解決がなされることを望んでやみません。 

多くの困難が立ちはだかっていますが、免疫力を高め健康寿命を長くし、精神的な

ストレスを解消するためにも適度な運動は推奨されています。社会生活に無くてはな

らないものとして、スポーツの価値を広めていきたいと考えています。共に手を携え

て、誰でも安心してスポーツのできる環境を作っていきましょう。 

今回の皆さんの総会が盛会となり、新しい仲間を迎え入れ活動が大きく広がること

を期待しています。 

 

  2022年 ３月 13日                日本勤労者山岳連盟 

理事長 川嶋 髙志 



 

連帯のメッセージ 

                               学 校 体 育 研 究 同 志 会                                                     

全国常任委員長 澤 豊治 

 

 新日本スポーツ連盟第３５回定期全国総会の開催、おめでとうございます。開催にあた

り、連帯のメッセージを送ります。 

  １９６５年新日本体育連盟として発足以来「スポーツは万人の権利」「スポーツは平和

とともに」の理念を掲げ我が国のスポーツ界に寄与されてこられた貴連盟に先ずは心より

敬意を表します。 

  さて、昨年の東京オリンピック・パラリンピック、現在行われている北京冬季オリンピ

ック・パラリンピック、選手達は素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。世界中

の多くの人達が感動し、また青少年は憧れたことと思います。私自身改めてスポーツの素

晴らしさと感動を再確認したところです。 

 しかし、この世界的なスポーツイベントを見たとき現代のスポーツの在りようが大きく

問われてきています。まさに商業主義的なスポーツイベントに成り下がってしまっていな

いか？オリンピックムーブメントの精神（スポーツを通じて、友情、連帯、フェアプレー

の精神を培い相互に理解し合うことにより世界の人々が手をつなぎ、世界平和を目指す運

動）を継承・発展させているのか、大いに疑問に感じる大会でした。ある中学校でオリン

ピックの授業をされた先生が、生徒の授業後の感想の中で「オリンピック開催のため多く

の医療従事者が動員され、他方でコロナ感染者の方が苦しんでおられる現状が在るのを知

り、素直に喜べなかったし、メダリストもインタビューで一言でいいからそのことに触れ

てくれる人がいて欲しかった」という感想があり、改めて体育の授業のあり方を考えさせ

られたとおっしゃっていました。どのような大会にするのか、どのようなスポーツ愛好家

を育てるのか。今その方向を指し示す事が大変重要になっています。そして我が国でその

羅針盤になるのが新スポーツ連盟であり、学校体育研究同志会の私たちだと思います。 

 コロナ禍の中、社会情勢は厳しいものがあり私たちの運動も平坦な道のりではありませ

ん。しかし、社会発展の法則は決して崩壊するものではありません。「自由・平等・平和。

すべての人々が生きるって素晴らしい、スポーツをすることって素晴らしい！」そう心か

ら感じることの出来る社会の実現に向け今後もともに頑張りましょう。 

 そのためにも貴連盟の益々のご活躍ご発展を祈念し定期総会成功お祝いのメッセージ

といたします。 



新日本スポーツ連盟第３５回定期全国総会へのメッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第３５回定期全国総会の開催にあたり、心からお祝い申

し上げます。 

人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が 2021 年 1 月 22 日に発

効し、現在批准国が 59 カ国に達しています。2021 年、国連総会で採択された

禁止条約を支持する決議は 128 カ国が賛成することに見られるように、圧倒的

な国々で核兵器禁止の世論が広がっています。同時に、核兵器廃絶へと前進する

ためには、禁止条約に反対している核保有国の妨害を打ち破らねばなりません。 

アメリカ、ロシアなど核大国は、口では核兵器廃絶を言いながら、実際には核

兵器を「安全の保証」として手放そうとはしていません。互いに経済や軍事で対

抗しながらも、核兵器禁止条約にはそろって反対の態度をとっています。 

核保有国に対してもっともインパクトを与えることができるのは、広島、長崎、

ビキニと三度核の惨禍を体験した唯一の被爆国の日本です。ところが岸田首相

は、「被爆地の首相として核兵器廃絶に全力をつくす」といいながら、アメリカ

に「忖度」して核兵器禁止条約に背を向け続けています。これは被爆者をはじめ

国民多数の願いを踏みにじり、被爆国の役割を放棄するものです。 

「世論調査」では、「核兵器禁止条約に参加すべき」という意見は国民の 7 割

から 8 割が支持しています。全国 7 割の首長がそれを支持し、628 地方自治体

（2022 年１月 27 日現在）が政府に禁止条約調印を求めているいま、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

力を挙げなければなりません。 

ロシア軍のウクライナ侵略の暴挙に断固抗議し、プーチン大統領は直ちに軍

事作戦を中止し、撤退させよの声をあげましょう。 

新日本スポーツ連盟のみなさまが、地域にしっかり根差しながら、原水爆禁止

世界大会、国民平和大行進をはじめとした原水爆禁止運動を展開されているこ

とに対し、深く敬意を表します。 

原水爆禁止日本協議会（日本原水協）は、核兵器禁止・廃絶をめざし、核兵器

禁止条約を力に、みなさまの先頭にたって奮闘することをお誓いし、メッセージ

とします。 

 

２０２２年３月１３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 35回定期全国総会の開催、おめでとうございます。 

国民のためのスポーツの発展と平和な社会の実現をめざし、奮闘しておられるみ

なさんの活動に心から敬意を表します。 

また、子ども全国センターの活動にご支援ご協力をいただき、ありがとうござい

ます。 

コロナウイルス感染症の広がりの中、昨年の東京オリンピック・パラリオンピッ

クでは、選手をはじめ関係者のみなさんが多大な困難を乗り越え、奮闘されたこと

に敬意を表します。また今、ロシアによる国際法を無視したウクライナ侵略のさな

か、北京パラリンピックをめぐっても、平和、人権、平等、そして安全が問われる

事態を前に、スポーツの本来の意義や価値をどう高めていくか、重要な課題にとり

くまれていることと思います。 

 

2年に及ぶコロナ感染症のひろがりの中、多くの人々がいのちを落とし、仕事を

失い廃業に追い込まれるなど、痛ましい事態が引きおこされました。 

 家庭の貧困や競争と管理の教育、未来への不安などにより、2020年度の小・中・

高校生の自殺は 499人で過去最多、不登校の児童生徒は 20万人、学業が続けられ

ず、退学・休学に追い込まれた学生は 12万 5000人に至っています。 

コロナ感染症対策や貧困と格差の拡大に対する政治の責任を棚上げする一方で、

岸田政権は、“コロナ”を利用した「緊急事態条項の創設」や、米中の緊張関係など

を口実に「9 条に自衛隊の明記」をかかげ、「憲法改正」を声高に叫んでいます。

ロシアのウクライナ侵略も利用して新たな 9条攻撃が行われ、安倍元首相は「核共

有」まで口にしました。 

しかし国民の要求は、コロナ感染症の終息と医療・福祉の充実や生活の保障であ

り、「改憲」ではありません。 

今夏の参議院選挙に向けて、市民と立憲野党の共同を広げ、憲法と平和、民主主

義を大切にする政治に変えていきましょう。 

 

子ども全国センターは、今後ともみなさんをはじめ、子どもに関わるさまざまな

分野のとりくみや地域の教育共同組織の活動を交流しあい連携を深め、子育て・教

育の共同の運動を全国にひろげていきたいと考えております。 

総会のご盛会を祈念し、ごあいさつといたします。 

 

                        2022年 3月 13日 

           子どもの権利・教育・文化 全国センター 

 

新日本スポーツ連盟第 35回定期全国総会 御中 

 



2022年 3月 7日 

新日本スポーツ連盟第 35回定期全国総会の 

ご盛会おめでとうございます 

全国商工団体連合会 

会長 太田義郎 

 

新日本スポーツ連盟第 35 回定期全国総会のご盛会を心からお慶び申し上げます。ま

た、日頃の私どもの運動へのご理解・ご協力にあつくお礼申し上げます。 

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻にあたり、私たち全商連は2月25日、事務局長談

話を発表・ロシア大使館に送付し、武力による侵攻を即刻中止し、ウクライナ東部の「独立」

承認を撤回するよう強く要求しました。「平和でこそ商売繁盛」を信条としてきた民商・全商

連は、岸田政権が紛争の速やかな解決に向けて尽力するよう強く要望します。 

国内では、新型コロナ感染症の爆発的まん延は、格差と貧困を拡大し、感染症の危機に

対応できないぜい弱な政治と自己責任押しつけの日本社会の矛盾を明らかにしました。し

かし、安倍・菅政権を引き継ぐ岸田首相は、従来の破綻した新自由主義政策をおし進め、

大企業優先の政治を加速させようとしています。 

コロナ禍が収束しても、消費税率 10％のままでは景気回復は望めません。感染防止対

策として税率引下げを実施・検討しているのは 76カ国・地域になりました。富裕層優遇税

制ではなく、景気を底上げし、全国民に恩恵が及ぶ消費税率引下げこそ急務です。 

国会では、予算審議と並行で憲法審査会が開かれ、改憲策動が強まっています。軍事

力では平和が守れないこと、また憲法 9条が権力の暴走に対する歯止めとなることはロシ

アのウクライナ侵攻を見ても明らかです。 

夏には参議院選挙を控えています。市民と野党の共闘をさらにさらに発展させ、大企業

と富裕層、アメリカに忠誠を誓い、国民を押さえつける政治を進める自民党政権を退場さ

せようではありませんか。コロナ対策をはじめ、経済、雇用、社会保障、税制、環境、ジェン

ダー、あらゆる分野で憲法の理念が息づく社会をご一緒につくりましょう。 

スポーツには平和を作り出す力があります。平和を愛するスポーツ連盟のみなさんの力

に大きく期待します。情勢を切り開く豊かな活動方針を確立し、全国の民主団体を励ます

総会となりますようお祈りいたします。 





 





メッセージ 

 

 新日本スポーツ連盟第３５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。 

 

 2月 24日、ロシア軍がウクライナに侵攻しました。ミサイル攻撃や地上軍を投入し、首都

キエフをはじめウクライナ全土を攻撃しています。この侵略行為により子どもたちを含む多

数のウクライナの市民が死傷し、国外への避難を余儀なくされるなど重大な人権侵害が起き

ています。プーチン大統領は侵攻のねらいがウクライナ政府の転覆であると述べており、国

際法違反の主権国家への軍事的侵略であることは明らかで、20 世紀の 2 度の世界大戦の惨

禍の経験を通じて国際社会が築いてきた平和秩序を破壊する暴挙です。さらにプーチン大統

領が、ロシアは核保有大国であると繰り返し述べ、その先制使用にまで言及していることは

核兵器廃絶にむかう歴史の潮流を無視する許しがたい行為です。 

 日本は国際紛争を解決する手段として武力による威嚇や行使を明確に否定する憲法 9条を

持ち、唯一の戦争被爆国です。日本政府は、ロシアの侵略行為と核兵器による威嚇を厳しく

批判するとともに、「軍事力では紛争は解決しない」「核兵器を使用するな」と広く発信し、

平和を構築するために国際社会の団結と連帯を図るべきです。 

  

 オミクロン株に置き換わった新型コロナウイルス感染が全世界を襲っています。日本では

在日米軍由来での感染が広がり、瞬く間に「第 6 波」の感染拡大が始まりました。2 月末に

は感染が確認された人の数は、累計で480万人を超えています。子どもたちの感染も急増し、

多くの学校が、学級閉鎖や学年閉鎖、臨時休校などの対応を迫られています。いまある検査

能力を高齢者施設、医療機関、保育園、学校などリスクの高い場所へ重点的に投入すること

と同時に検査能力そのものを思い切って拡大させること、そして 3回目のワクチン接種を前

倒しし、早急に広げることが必要です。 

 

先の総選挙で改憲勢力が 3分の 2をこす議席を獲得したことを背景に、岸田首相は憲法改

悪に向けた前のめりの姿勢を強めています。とりわけ、岸田首相が憲法違反の「敵基地攻撃

能力」の保有について検討すると表明していることは重大です。新しくとりくまれている「憲

法改悪を許さない全国署名」を大きく広げなくてはなりません。 

 全教は 2 月 19 日、20 日に第 39 回定期大会を開催し、2022 年度運動方針を確立しまし

た。「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。 

 

 

2022年 3月 13日 

全日本教職員組合 

中央執行委員長 宮下 直樹 



メッセージ 

新日本スポーツ連盟 第 35 回定期全国総会の開催、おめでとうございます。 

過去最大の感染拡大となった新型コロナウイルス感染症の第６波においても、政府の対

応の不備が露呈しました。第５波以後に準備期間があったにも拘わらず、やるべきことが

行われず、ブースター接種の遅れや検査試薬や検査キットの不足などを招いています。保

健所によるフォローがほぼ不可能となり、誰が濃厚接触者なのか分からない事態となって

います。 

２月１０日、予算審議中という異例な状況下で憲法審査会が開催されました。改憲勢力

は新型コロナウイルスパンデミックという非常時を利用して、オンラインでの国会開催な

どを口実にして改憲に道を開こうとしています。改憲勢力の策動を許さない運動が求めら

れています。 

核兵器禁止条約が発効し１年が経過しました。一周年となった１月２２日現在の批准

国・地域は５９となり、条約への理解と共感が世界で広がっています。国内においても条

約の支持率は７割以上と高く、１月２７日現在６２８自治体が政府に条約への参加を求め

る意見表明を行っています。 

２月２４日、ロシア軍がウクライナへの侵攻を開始しました。親ロシア派が支配するウ

クライナ東部の「独立」を一方的に承認し、集団的自衛権の行使を口実にしていますが、

同意なき他国の領土への侵攻に他なりません。国際秩序、国際平和を根本から揺るがす暴

挙であり、軍事侵攻を即時中止すべきです。プーチン大統領が核兵器に言及したことは重

大です。核兵器を使って他国を威嚇するのは核兵器禁止条約違反であり、断じて許される

ことではありません。 

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。 

本年２月に全日本民医連は第４５回定期総会を開き、９条改憲阻止、核廃絶と脱炭素の

運動をすすめ、人権と公正の視点で共同のいとなみとしての医療・介護活動を実践し、個

人の尊厳、ジェンダー平等が貫かれた、いのちとケアが大切にされる社会の実現を目指す

ことを掲げた方針を決定しました。

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。 

2022 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







新日本スポーツ連盟第３５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３５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、全国の青年団を代表しメッセージをお送りいたします。 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会が昨夏に終了し、そして記憶に新しい

北京冬季オリンピックが幕を閉じました。コロナ禍でありながらスポーツの価値を全世界

に伝えているものの、時同じくして北東アジアやアフガニスタン、ウクライナをはじめ、

世界各地で情勢不安が絶えません。今こそクーベルタン男爵の言葉にならい、スポーツや

文化を通した人間づくり、そしてこれらへの参画をとおして他者と付き合い、世界平和を

めざすことが、私たち世界に住む一人ひとりに求められています。 

私たち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７０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た私

たちの先輩が、神宮外苑の地で青年の手によるスポーツと文化の祭典を開催した背景には、

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。そしてこの大会

は、戦争から立ち直っていく当時から今日にいたるまで、スポーツと文化の裾野を拡げる

一大大会として、脈々と継承されています。昨今のコロナ禍により昨年の第６９回大会は、

やむなく体育の部を中止し芸能文化の部の大部分をオンライン化する決断をせざるを得ま

せんでした。しかしながら、私たちがスポーツと文化の場を守るという固い決意は、微塵

も揺らぐことはありません。 

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ことと存じます。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、平和な社会の実現をめざしていきましょう。微

力ながら私どもも貴連盟と手を携え、スポーツと文化の発展および世界平和の実現に向け

て邁進していく所存です。 

終わりに、貴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。 

 

 ２０２２年３月１３日 

                        日本青年団協議会 

                         会 長 中 園 謙 二 



新日本スポーツ連盟第 35 回定期全国総会へのメッセージ 

第 35 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。 

ロシアによる軍事侵略によって幼い子どもを含む大勢の銃後の人々や、スポ

ーツ選手までもが犠牲になっています。 

貴団体がスローガンにかかげる「スポーツは平和とともに」の理念と同じく

私たちうたごえも「うたごえは平和の力」を合言葉に、｢歌う日本国憲法請負人｣

として、国民のいのちの危機に直結する「人災」をストップさせる「６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、コロナ感染防止、

9 条改憲政権に止
とど

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るところです。 

“ウクライナへの武力侵攻を許さない”の声を共に上げるとともに、今定期全国

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三十五回定期全国総会へのメッセージ 

 

 新日本スポーツ連盟第三十五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。皆様が、人権、フェアプレイ、平和を基調とするスポーツ活動の前進のため

に日々奮闘されていることに心より敬意を表します。 

 ロシア・プーチン政権によるウクライナ侵略戦争に、全世界で抗議の声があがってい

ます。先日国連総会緊急特別会合で、ロシア政府によるウクライナ侵略を国連憲章違反

だと断定し、ウクライナでの武力行使停止、軍の「即時、完全、無条件撤退」をロシア

政府に求める決議が一四一ヵ国もの賛成で採択されました。国際社会の構造変化のもと、

この侵略戦争を許さないという連帯が作られています。罪のない人々がこれ以上犠牲に

ならないよう、国際社会が連帯し、声を上げ続けていくことが大切です。 

 世界中に広がった新型コロナ危機は、いまだ終息のめどが立っていません。この危機

は、世界でも日本でも、新自由主義社会の矛盾を鮮明に映し出しました。環境破壊、格

差と貧困の広がりなど、誰もが、この根本にある新自由主義的な政治そのものの転換を

真剣に考えています。 

 こうした問題に、岸田政権はどう取り組んでいるでしょうか。今、平和な国際秩序の

構築が求められています。しかし、岸田政権は「敵基地攻撃能力」保有の必要性に触れ、

自民・公明政権の補完勢力である日本維新の会は「核共有」が必要だと言い始めました。

また、新自由主義からの転換にも、岸田政権は背を向けています。本当に新自由主義的

な政治を転換しようと思えば、まずは自民党政権が新自由主義政策を進めてきたことを

認め、そこからの転換を目指すことが必要です。しかし、自民党が新自由主義を進めて

きたことについて、岸田首相は国会で問われても正面から答えようとしていません。そ

れどころか、新自由主義的な政治をいっそう進める政策を打ち出しています。 

 なぜ自民党政権が戦争する国づくりにまい進するのか、なぜ新自由主義から転換でき

ないのか、おおもとには「アメリカ言いなり」「大企業優遇」という自民党政治の「二

つの異常」があります。この自民党政治に切り込んでこそ、憲法九条を生かして平和な

国際秩序をつくり、新自由主義を転換した新しい社会を実現することができます。 

 今年は参院選挙がたたかわれます。私たちは、市民と野党の共闘を発展させ、新自由

主義的な政治に終止符を打つために、皆様と力を合わせ、たたかいを広げる決意です。

総会が大きく成功されることを期待して、連帯のメッセージとします。 

 

  二〇二二年三月十三日 

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 35回定期全国総会の開催、おめでとうございます。ロ

シア軍の侵略に罪のないウクライナの人々が傷つき、世界の人々が心を痛める

なかで、スポーツを通じて人間の尊厳と平和の大切さを示す貴連盟の活動は、

ますます輝きを増しています。ご奮闘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。 

新型コロナウィルスの感染拡大は、多くのスポーツイベントが中止になるな

ど、市民がスポーツに親しむことに大きな制約をもたらしています。一方で、

コロナ禍のもとでも強行された東京五輪は、行き過ぎた商業主義や組織委員会

の権威主義的な運営など、国民の期待するものとはかけ離れた姿を露呈してし

まいました。心身の健全な発達や、友情と相互尊重の精神の涵養など、スポー

ツが本来持っている魅力を多くの人たちが享受できるよう、協力・共同の輪を

大きく広げましょう。 

いま農村では、コロナ禍による外食需要の激減がもとで、未曽有の米価暴落

が農家を苦しめています。このままでは農家の経営が立ち行かなくなり、食料

生産と農村社会が崩壊しかねません。農民連は、関係諸団体や国会議員などと

共同を広げながら、過剰になった米を政府が買い入れて生活困窮者の支援に回

し、米価を安定させるよう求めていますが、政府は農業者の自助努力に任せる

冷淡な態度に終始しています。 

安定した食料供給は、健康で文化的な生活の基盤です。私たちは、安全・安

心な食生活を願う多くのみなさんとの連帯を強め、農政の転換を求めて行動し

ます。引き続きご支援をお願いいたします。 

そして、今年は参議院議員選挙があります。私たちの願いを阻む冷たい政治

を終わらせ、いのちと健康、暮らしの安心が大切にされるやさしい経済社会を

つくるため、力を合わせてがんばりましょう。 

 

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。 

 

2022年 3月 13日 

農民運動全国連合会 会長 長谷川 敏郎 



メッセージ 2022.3.7  

スポーツと平和―オリンピック休戦 

第 35 回新日本スポーツ連盟全国総会の成功を期待します。3 月 1 日、スポー

ツ連盟が「声明」を発表、ロシアのウクライナ侵略に抗議し、即時撤退を求めた。

関連して学術関係・研究機関も急速に全国で戦争反対、ロシアの撤退を求める意

見表明を行った。戦争を阻止し、現実の飢餓、貧困、疾病、人種差別、女性蔑視、

環境破壊をなくし、改善していくことが求められている。 

スポーツに取り組む分野別、地域の人々が、コロナ・オミクロン禍のもとで、

地道に、旺盛な活動が紹介されている（『スポーツのひろば』）。総会を起点に、

スポーツを愛好する国内外の関係する団体と連帯し、共同する大きなうねりを

作り出してほしい。 

         伊藤高弘（新日本スポーツ連盟顧問）   



 メッセージ 

 

1969年に初めて調査された文部省による全国のスポーツ施設数は約 15万であった。1972

年に提起された保健体育審議会（文部大臣の諮問機関）答申「体育スポーツの普及振興に関

する基本方策について」は対人口比でのスポーツ施設数を提起し、国や自治体の建設の目安

とした。参照した西欧のスポーツ・フォー・オール政策と比べて少ないものだったが、それ

でも 15 年後の 1985 年には約 30 万に増加した。しかし当時から採用された中曽根行革とい

う新自由主義政策によって公共政策は削減され続けて来た。約 5 年ごとの調査の度に減少

し続け、直近の 2016 年調査では約 20 万に減少した。学校や自治体施設の減少ばかりでな

く、新自由主義者の頼みとする民間の営利スポーツ施設の減少も激しい。これは国民の消費

能力が減少したからである。つまり、スポーツ参加の前提である余暇（可処分時間、可処分

所得）が減少し、さらに国民のスポーツ参加の条件であるスポーツ施設の建設、スポーツ指

導者の養成、クラブの育成・支援が削減されてきたからである。こうして国民のスポーツ権

が無視され、国家の義務が怠慢化されたのである。2020 年の東京オリパラを迎えても国民

スポーツの貧困さはまさに危機的である。スポーツに参加するかしないかは個人の自由（自

由権）であるが、その参加を保障するためには国家の条件整備が不可欠であり、義務である

（社会権）。ここにスポーツの公共性が存在する。 

 日本でも 1970 年代初頭には福祉元年が主張され、若干の福祉向上策が採られた。先の答

申はその一環である。しかし西欧・北欧で採用された政府のスポーツ条件整備の義務、「ス

ポーツ・フォー・オール政策」が日本では採用されることなく、新自由主義政策によってス

ポーツ政策もまた削減されつつ現在に至っている。  

 しかし人類史は高度経済成長を経験し、労働と生活の省力化と一方では栄養の高度化に

よって生活習慣病が文明病として立ちはだかっている。こうした身体的要請に立ち向かう

にはスポーツ以外に無く、さらに友人関係の形成、向上心の達成、競争心の享受、ストレス

の発散等々、今後の社会はますますスポーツを必要とする。スポーツ参加の前提と条件整備

の公共的責任はますます必須の傾向である。 

 スポーツは個人の営みであるとするアマチュアリズム依頼続く個人主義イデオロギーは

新自由主義のもとで復活しているが、それはスポーツの本質に照らして誤りであり、歴史の

発展の中で克服されるであろう。 

新日本スポーツ連盟の理論と運動が歴史の発展方向に叶ったものであり、一層の発展を

期待したい。 

（内海和雄：一橋大学・広島経済大学 名誉教授） 



新日本スポーツ連盟第 35回定期全国総会の開催を 

熱烈にお祝いします。 

 

 1977 年の駒沢でのスポーツ祭典に、当時党スポーツ委員会責任者だった西沢富

夫さんに同行して参加して以来のおつきあいになります。日本でのスポーツ祭典、

諸行事だけでなく、欧州各地でも、同行しともに活動させていただきました。 

 フランスやベルギーでの新体連チームの受け入れ、同行、伊藤理事長（当時）の

FSGTやオリンピック委員会との会談にも同席させてもらい、多くを学ぶ機会を得

てきました。 

 新日本スポーツ連盟の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 35回定期全国総会へのメッセージ 

 

 第 35回定期全国総会の開催、おめでとうございます。35回という数字は、新日本ス

ポーツ連盟のかけがえのない歩みの歴史を示すものであり、敬意を表します。 

 今回の総会は北京パラリンピックのさなかに行われます。 

 スポーツを愛する私たちは、東京オリンピック・パラリンピックでも、北京冬季オリ

ンピックでも、競技中継を観ると、最高レベルの選手が全力を発揮してのプレーに感動

するばかりです。日本選手が出場すれば思わず声援します。それは素晴らしい体験で

す。 

 しかし、オリンピックは最高レベルのスポーツ競技会であるだけではありません。オ

リンピック憲章では、「オリンピズムの根本原則」を定め、オリンピズムとは「スポー

ツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するもの」であり、その目的は「人間

の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発

展にスポーツを役立てること」だとしています。さらに、「スポーツをすることは人権

の 1 つである」「友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる」

「スポーツ団体は自律の権利と義務を持つ」「憲章の定める権利および自由は人種、肌

の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な

出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けること

なく、確実に享受されなければならない」と、極めて重要な宣言をしています。 

 東京や北京の大会をみると、選手の尊重は二の次で、商業主義が徹底され、また開催

国や参加国の「国家の威信」の場にされています。たとえば、コロナ禍の中で、また、

真夏や厳冬期の悪条件下で競技が強行されたり、わずか 16歳の女性選手にまでドーピ

ングが強いられたりしています。競技会場の建設が自然環境や地域社会に悪影響を及

ぼす、開催国の国家財政に重い負担を残すなどの問題も起こっています。強豪国・選手

のみが注目され、一部選手・チームのスーパープレーのみがスポーツの醍醐味であるか

のように扱われています。 

 こうしたオリンピックの否定的な面は、スポーツ界全体の問題を象徴しているとも

いえます。それを克服してオリンピック憲章に書かれた美しい根本原則を実現するた

めには、誰もが安心してスポーツをすることができ、そのなかで心身の能力を高め、互

いに尊重され合うような社会をつくっていくことが必要です。それは、まさに新日本ス

ポーツ連盟が永年実践してきた活動にぴたりと重なります。 

 こうした最も根本的なところでスポーツを支え、広げ発展させる活動をしているこ

とは、新日本スポーツ連盟ならではの魅力です。コロナ禍、地球温暖化、ロシアのウク

ライナ侵攻など厳しい条件の中にあっても、本総会を機にその素晴らしい活動を継続

発展させてくださいますよう、心より期待します。 

 

亀山 統一（琉球大学農学部助教） 

「スキーメイト」連載執筆者、 

沖縄県 0-50サッカーリーグ登録選手 



プロボクシング・元日本ウェルター級チャンピオン 小林秀一 

 

 新日本スポーツ連盟、第 35 回定期全国総会開催おめでとうございます。いまはなか

なかスポーツをする機会を持てませんが、すべての人にスポーツを楽しんでもらうとい

う皆さんの活動には日頃より敬意を表しております。 

 この１年もずっとコロナ禍でしたが、この中で２度もオリンピック・パラリンピック

が開催されました。この状況下でも練習を重ねて出場した選手は大変立派でしたし、メ

ダルを獲得した選手はもちろん、不本意な結果に終わった選手も素晴らしかったと思い

ます。しかし、いまほとんど全てのスポーツが中止、または延期をしている中でなんで

オリパラをやるのかという全世界共通の疑問は何も解決しないままです。この問題はこ

れからも問い続けたいと思います。 

 いまロシアによるウクライナの侵攻が続いています。この現代において大国による侵

略戦争が行われるとは夢にも思いませんでした。ウクライナはボクシングの名選手を多

く輩出している国です。パウンド・フォー・パウンド、全階級を通じて最高のボクサー

と称賛されるロマチェンコ選手、そして世界ヘビー級３団体統一チャンピオンのウシク

選手は母国防衛のためと言って入隊して軍服を着て武器を手にしました。世界のトップ

選手たちがグローブを置いて武器を手にするのは本当に哀しいことです。そしていま、

世界中のボクシング関係者、そしてスポーツ関係者が 1 日も早い停戦を訴えています。

スポーツは平和とともに。私たちも停戦を訴えていきましょう。 

 最後に、この総会が成功し、すべての人が平和にスポーツができることを願いつつ、

私の挨拶とさせていただきます。 



新日本スポーツ連盟第３５回定期総会へのメッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第３５回定期総会の開催おめでとうございます。 

新型コロナ禍の総会はオンライン会議で開催となり困難もありますが、連盟員・

代議員の皆様方のご協力で成功することを心からお祈りいたします。 

今年の総会は、ロシアのウクライナ侵略戦争勃発やスポーツ界をとってたく

さん問題・課題が持ち上がっている中で開催されます。ロシアのウクライナ侵略

に反対の声をあげましょう。 

 新日本スポーツ連盟はオリンピック運動、日本のスポーツ界の課題、国や地方

自治体のスポーツ政策に発言されています。 

 IOC,JOC,日本政府の腹立たしい動きに対する適切な批判・提言は溜飲を下げ

ています。「スポーツのひろば」で全国の仲間が生き生きとスポーツを楽しんで

いる様子を知り、嬉しく思っています。 

 簡単に先は見えない社会ですが、スポーツは平和とともに、スポーツ君が主人

公、フエアプレイ君が輝く時、を掲げ未来を拓く運動にともに行動しましょう。 

 

「スポーツのひろば」元編集長 高巣博文 

                ２０２２年３月４日 



諺どおり、１月は行き、２月は逃げるように、あっという間に過ぎ去りました。 

ただ、とても嫌な２月後半でしたし、それは今も続いています。 

ロシア、プーチンによるウクライナ侵略です。 

ぼくの友達がみな理解しているとおり、明らかに国連憲章違反の暴挙です。 

ただ、これに対する反応、対応は友達の間でも分かれています。 

  

有力な見解は、だからこそ日米安保体制を強化すべし。 

あるいは、日本の軍事力をもっと増強すべし。 

さらに、核による恫喝に対応し、日本も核保有につき議論すべし（最終的には持つべし）。 

  

直接聞いていないのですが、安倍元首相や橋下徹さんらは、 

今こそ憲法９条改正と力んでいるとか。 

しかしぼくは、上の考えには反対です。 

もちろん、プーチンの暴挙は許せません。 

そして、アメリカが、ロシアに対し、対抗的に力むのは、 

賛成ではありませんが、立場上、理解できます。 

ただ、対抗して日本が、「軍備増強」「核には核を」の世界に踏み込むのは、愚の骨頂です。 

それに道を開く憲法９条改正にも、断固反対です！ 

  

確かに、 

９条の改正自体は、異常ではなく、国際社会ではむしろ普通かも知れません。 

なぜなら、日本のような徹底した平和主義の憲法は、これまで世界に無かったからです。 

  

しかし、ぼくは、日本には、そんな「普通の国」に戻って欲しくないのです。 

むしろ理想を掲げる「あるべき国」になって欲しい。 

あるべき国というのは、平和の秩序を「本当の意味の国連軍」に支えられる、そんな国です。 

  

その世界では、ロシアやアメリカの軍事力は、 

今の日本で言えば、さしずめ東西の反社・大型組織的暴力団でしょう。 

今回調子に乗って、ミサイルを発射した北朝鮮などは、さしずめチンピラですね。 

  

日本の家庭が、現在、武器も持たずに平穏に生活できるのは、 

警察が、きちんと我々を守ってくれているからです。そうですよね。 

  

国際社会にも、無法な国、輩はいますから、「力」は必要です。 

ただ、一方の陣営に寄りかかったり、独り軍事力を増強するなどは「愚」です。 

  

現在、国際社会では、正義の力がありません。 



残念ながら日本での警察のような、国連軍がないのです。 

つまり、国際連合が頼りないんです。 

  

しかし、ぼくは、諦めません。 

しんどくても、苦しくても、今の日本での警察と同様なパワーを持つ、 

「本当の意味の国連軍」を、国際社会の中で、これからの若者に創って欲しいのです。 

  

それが、そんなに簡単にできるとは、全く思っていません。 

楽観的なぼくでも、300~500 年位はかかると考えています。 

ただ、そのための努力を、これまで日本政府は、あなたはやりましたか？ 

  

ぼくが、平和とスポーツを関係づけ、 

「平和学としてのスポーツ法入門」を書いた理由です。 

持っておられる方、276ｐ「本当の意味の国連軍」を読んで、批判等をお願いします。 

  

前回の Facebook は、2 月 22 日、200 年後を想像し、 

2222222 で書いてみました。 

160 もの、いいね！などの反応、大変ありがとうございました。 

  

ここで、一言！ 

ＪＯＣ会長の山下泰裕君、何してるの？ 

有段者プーチンとは柔道を通じての友人ですよね。 

世界最強と言われた君が、柔道で磨いた思いを伝えなさい。 

  

磨いたのは、フィジカルとしての技だけではないでしょう！ 

もちろん国際政治の場だから、具体的に結論が変わるわけではありません。 

しかし、柔道界では格上の君が、プーチンを諫めるのは、無意味ではありません。 

それどころか、アスリートとして大変有意義な活動です。 

  

講道館柔道の創始者であり、東洋初のＩＯＣ委員、嘉納治五郎先生も喜ばれます。 

「スポーツの平和創造機能」の旗手として、大いに戦って欲しいのです。 

多くの Facebook 友達も、それを期待していると思います。 

  

いつものように長い、メッセージ、最後まで目を通していただき、 

本当に、ありがとうございました。 

  

２０２２０３０１ 

スポーツ弁護士のぶさん 



メッセージ 

 

新日本スポーツ連盟第３５回全国総会おめでとうございます。 

貴連盟が、新型コロナ感染が拡大している中、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１０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多くの大会や行事が中止、

延期に追い込まれました。昨年、日本共産党は文化・スポーツイベント中止への支援を

国に求め、政府の第２次補正予算にスポーツ活動継続補助金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、国会質問でも改善を求めました。この補助金をスポーツ連盟

の都道府県・種目組織は苦労しながら申請して受けることができましたが、今年はあり

ません。新型コロナは継続しているのですから、スポーツ活動継続補助金は出すべきで

す。 

昨年、２０２０東京五輪・パラリンピックは強行されましたが、日本共産党は、何よ

りも命を大切にするため、オリンピックは中止し、コロナ収束に集中するためにＩＯＣ

などとの協議を開始するよう政府に求めました。酷暑での東京五輪開催や医療従事者の

ひっ迫、開閉会式の責任者の辞任など多くの課題が残されました。ＩＯＣの改革を含め

て考えなければいけません。 

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。ロシアのウクライナ侵略は許されません。新日本スポーツ

連盟は３月１日に「ロシアへの武力侵攻について」の声明文を出しました。平和を願う

スポーツ団体として奮闘される貴連盟に日本共産党も連帯するものです。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条を守り、核廃絶の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リーグに拡大することまで決まりました。あらゆる団体と共同して撤回していくこと

が必要です。 

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１００周年を迎えます。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。 

２０２２年３月１３日 

日本共産党スポーツ委員会責任者 前衆議院議員 畑野 君枝 





新日本スポーツ連盟第 35回定期総会へのメッセージ 

                  

 

第 35回定期全国総会おめでとうございます。 

 

創立以来、「スポーツ権」を掲げてその実現に努力されてきた貴連盟の活動に心からの敬

意を表します。 

 さて、2 年前のメッセージで（2020 東京）オリンピックが終われば後は「野となれ山と

なれ」「ポスト東京五輪の憂鬱」についてふれながら、ますます国民の「スポーツを楽しむ

権利」は風前の灯火ですと申し上げました。未だ最近の国民の健康・スポーツ状況は、き

びしい長引くコロナ禍のなかで多くの国民は「自粛生活」を強いられ、ウイルス感染拡大

とりわけ地域における公共スポーツ施設の減少をはじめとして、スポーツの客観的条件は

悪化するばかりです。最新の「スポーツ実施状況等に関する世論調査」でも「運動・スポ

ーツの実施状況の変化」でみると、「増えた」１６％に対し、「減った」は 23～24％、とり

わけ 10 代では５０％前後、20代（３０代も同様）では 20～30％が「減った」と答えてい

ます。しかもその運動実施率はいかにもあがっているように見せていますが、その実施内

容は圧倒的に多いのが、「（散歩をふくむ）ウオーキング」（62.1％）、次いで「踏み台昇降」

（16.0％）、さらに第三位が「トレーニング」と「体操」（15.4％）です。お手軽で一人でも

でき、特定の場所も必要としない、いうなれば健康のための運動です。野球やサッカー、

バレーボール、バスケットボール、テニス、卓球などは一桁以下であり、辛うじて「水泳」

が 6.2％です。 

 コロナ禍にもかかわらず政府は、国民の生命・健康を守るどころか、医療・福祉予算の

抑制に政府に躍起になっています。国民が心からスポーツを楽しむための「かね・ひま・

ばしょ」というスポーツの客観的な条件の確保こそが今もっとも重要ではないでしょうか。

貴連盟が多くのスポーツ愛好者とともにさらに運動の輪を広げて国民の命と暮らしを守り、

「スポーツを楽しむ権利」の獲得のためにいっそう発展されますことを期待して私のささ

やかなメッセージの「結び」とします。 

 

            2022年 3月４日   広島国際大学客員教授 森川 貞夫 

 




