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武蔵野市スポーツ振興計画
一部改定について

　　　　　　　　武蔵野市教育委員会教育長　宮崎　活志

「武蔵野市スポーツ振興計画」が策定された平
成 21 年４月以降、スポーツを取り巻く状況に大
きな変化がありました。
一つは、平成 23 年のスポーツ基本法制定が挙
げられます。この法律では、「スポーツを通じて
幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権
利」と規定され、スポーツに関する基本理念が示
されました。もう一つは、平成 32 年（2020 年）
にオリンピック・パラリンピック競技大会の東京
開催が決まり、またその前年の平成 31 年（2019
年）には、世界３大大会の一つであるラグビーワー
ルドカップの日本開催が決まったことが挙げられ
ます。
この度、教育委員会ではこれらの環境の変化に
伴うスポーツの気運の高まりを活かすとともに、
大会以降も着実な取り組みを続けていくことがで
きるよう、「武蔵野市スポーツ振興計画」の計画
期間を平成 33 年度まで延長し、計画内容を一部
改定いたしました。
改定にあたり、教育委員会の取組みの方向性を
まとめましたので、以下に紹介します。
（１）スポーツの振興・啓発
市民がスポーツをより身近に感じ、気軽に楽し
むことができるよう、また、市民の日常生活の中
に一層溶け込んでいけるように、体育協会加盟団

体の方々やスポーツ推
進委員の皆さんとの連
携を深めながら、ス
ポーツの振興や啓発に
取り組んでいきたいと
思っております。
（２）学校教育との

連携
スポーツ振興と学校
教育との連携を深め、
子どもたちの運動習慣
の定着と体力向上の取
組みを強化いたします。また、オリンピック・パ
ラリンピック教育を通して国際理解や障害者理解
を深め、進んで平和な社会の実現に貢献できる力
を育てていきます。
（３）生涯学習事業との連携
オリンピックは、スポーツを学ぶことや支える
ことへの関心も高めます。選手の技術や心の持ち
よう、また、大会の歴史とその時代背景など、生
涯学習事業として様々な視点から学ぶ機会を提供
するとともに、ボランティア活動への参加につい
ても促進していきます。
（４）障害者スポーツの推進
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大会の開催は、障害者スポーツの理解と普及、共
生社会の実現に向けた大きな機会です。本市でも
障害者スポーツの体験や観戦する機会を増やして
いきます。これらの取組みを通じて、誰もが一緒
にスポーツを楽しめる機会の充実についても図っ
ていきます。
（５）体育施設の改修・整備
施設の改修や整備については、市全体の方向性

を確認しながら、スポーツ施設の整備や充実を求
める市民の声への対応、施設の老朽化等への適切
な整備を総合的に勘案し、取り組んでいきます。

2015 年５月５日（祝）に第 35 回全国少年柔道
大会が講道館にて開催されました。
本塾は、東京都代表として４年連続９度目の出
場で、25 年振り２度目の３位入賞を果たしまし
た。予選リーグから厳しい戦いになりましたが、
選手はよく戦ってくれました。
準々決勝の有朋柔道塾（広島県代表）戦では、
代表戦にもつれる接戦でしたが「最後まで攻め切
る柔道」が勝利に繋がりました。準決勝は、優勝
した二見少年柔道クラブ（兵庫県代表）に惜敗し
ましたが、素晴らしい試合内容でした。 武蔵野市代表チームは毎年東京都青年大会に出

場していますが、女子は平成 14 年に初めて全国
大会に出場してベスト８に、平成 22 年には見事
全国優勝を果たしました。
しかし、それ以降あと一歩で東京都を突破でき
ず、特に昨年度は１点差で涙を飲み、今年はその
リベンジに燃えて東京都大会に臨みました。
その結果、今年は見事に東京都で優勝すること

選手個々の力だけでなく、チームの総合力や
チームワークが勝因でした。また、選手の試合に
対する日々の練習内容や研究の成果が出せた大会
でした。
東京都代表として、全国大会で成績を残せたこ

改修や整備にあたっては、市民の皆様や体育協会
の皆様にご不便をかける期間も生じてしまうこと
があろうかと思いますが、ご理解とご協力をお願
いいたします。
（６）他部門との連携
オリンピック・パラリンピック競技大会は、ス

ポーツのみならず様々な国の人々や文化に多く触
れる機会であり、国や東京都も幅広い分野での取
組みを進めています。先日、国が進めているホス
トタウン構想に市の取組みが認定され、本市と
ルーマニア国との交流を促進していくこととなり
ました。教育委員会としてもこれに協力するとと
もに、スポーツ施策での他部門連携や文化施策と
の連動を図り、広く市民文化の醸成につながるよ
う取り組んで参ります。
今、スポーツを取巻く環境は大きな変化の渦中

にあると言えます。この変化を好機と捉え、市と
協力しながら本市のスポーツ振興を一層促進して
まいります。河上会長をはじめ体育協会のみなさ
まにおかれましては、本計画の趣旨をご理解いた
だき、より一層のご協力をいただきますよう、お
願いいたします。

とは、選手たちにとって良い経験となりました。
応援していただいた多くの方々に感謝申し上げま
す。今後も、松前柔道塾が地域に根ざした生涯教
育の場として、積極的な活動を展開し、皆様から
応援される柔道塾となるために日々精進していき
ます。 ができ、５年ぶりに全国大会に出場することがで

きました。
全国大会では１回戦、２回戦と順調に勝ち上が

りました。
迎えた準決勝は昨年準優勝の福岡県を破った埼

玉県との試合になりました。それまでの試合のよ
うにはシュートが入らなくなり、第１ピリオドで
11 点差をつけられてしまいました。
しかし、そこから追い上げて残りの３ピリオド

は全てに勝っていましたが、最終的には３点差で
負けてしまいました。
成績的には第３位ということで立派な成績とは

思いますが、来年は全国優勝をご報告できるよう
に頑張りたいと思います。



武蔵野市体育協会

体育功労賞

この度、表彰をしていただ
き誠にありがとうございまし
た。陸上に携わって、早や
45 年が過ぎようとしており
ます。「走る」「跳ぶ」「投げる」
はスポーツの原点です。
各種目で自分の目標を高く

掲げ、努力すればオリンピッ

表彰をしていただき有り難
うございます。
33 才の時に初めて市民ス
キー教室に参加。以来２級、
１級、準指導員、指導員の資
格を取得するのには時間を要
しましたが、これからも市民
のスキー技術指導においてお

　今回、表彰していただきあ
りがとうございました。ソフ
トボール協会理事長との出会
いがあり、早 20 年余り生涯
スポーツとしてソフトボール
を皆様とともに楽しめて幸せ
です。
　微力ですが、理事としてお

この度は、表彰していただ
き誠にありがとうございま
す。これまでご支援、ご協力
いただいた皆様のおかげです。
これからも、サッカーを楽

しむお手伝いをしながら、プ
レイを楽しみながらサッカー
を続けていきたいと思います。

田村　勲	 陸上競技協会

ク選手になることも可能となります。
武蔵野市は、このほど、五輪ホストタウンとし
て登録されました。これからなお一層、国際交流
が実施されていきます。
今後とも、皆様のお力をお借りして、幅広く陸
上競技が発展していくことを願っております。

望月	一三	 スキー連盟

役に立てるよう精進して参りたいと存じます。

和久井　修	 サッカー協会

中村	元治	 ソフトボール連盟

都民生涯スポーツ大会
　　　テニス団体３位 優良賞！

武蔵野市テニス連盟 会長　土田　達第 48 回東京都市町村総合体育大会
陸上競技　100Ｍ・200Ｍ優勝

陸上競技協会　長尾　守 

2015 年７月市町村総合体育大会においては、
３大会連続での 100・200 メートル優勝と２冠を
達成することができました。
今後の目標は仲間を増やし、「ＴＥＡＭ武蔵野
市」として 4× 100 Ｍリレー優勝、総合優勝を
みんなの力を結集し達成したいと思っております。

平成 27 年 8 月 29 日～ 30 日、有明テニスの森
で開催された「都民生涯スポーツ大会団体戦（年
代別 3組のミックスダブルス）」において、予選
リーグを 1位通過し、決勝トーナメントに進出し
ました。準決勝で品川区に１対２で惜敗しました
が、35 才代の若手が全勝の大活躍で近年にない
好成績で３位入賞となりました。

手伝いさせていただきます。
　小学生、女性、シニアその他幅広い人たちがグ
ランド狭しとボールを追い走っています。
　一人でも多くの方々が楽しめる場であれと、こ
れからも連盟の発展に貢献できるようがんばって
まいります。

2015 年 11 月 8日、邑上武蔵野市長や河上体育
協会会長をはじめとする来賓の方々をお招きし、
武蔵野市サッカー協会所属 27 チームの代表者と
ともに横河武蔵野 FCクラブハウスにて創立 30
周年記念祝賀会を開催しました。
会は市指定無形文化財の「むさしのばやし」に
お迎えしてもらいながら入場。来賓の方々からの
ご祝辞を頂戴し、懐かしいDVDが放映される中、
いつもは別々に活動している一般部・少年部・女
子部・壮年部が互いに近況を報告しあい、なごや
かに歓談しました。
記念写真を撮影後、タヒチアンダンスチーム「オ

武蔵野市柔道連盟に加入し
てから、多くの方々に支えら
れ、40 歳を超えた今も試合
に出場させて頂いています。
今後も子どもたちの育成を
しつつ、「精力善用・自他共栄」
の精神で、柔道を通して体育
の発展に貢献できればと思い

久保	尚士	 柔道連盟

ます。

この度は、表彰していただ
きありがとうございました。
剣道では子ども達や成人の多
くの仲間達と師弟同行で稽古
を行い、連盟の役員として
二十数年間、微力ながら携
わってきました。これからも
剣友と共に連盟の発展に尽く

池津　武	 剣道連盟

したいと思います。

この度は、表彰をしていた
だきありがとうございまし
た。先日、都のママさんバレー
ボールシニア大会に参加した
ところ、80 歳を超えた選手
が 50 余名もいらっしゃいま
した。
これこそ生涯スポーツと実

後藤	圭子	 バレーボール連盟

感し、私も無理せず長く続けたいと思っています。

　昨年秋に、表彰をしていた
だき感謝と充実感でいっぱい
でした。
　高齢者にできる太極拳、よ
い環境と指導者のもと、今日
まで 25 年継続できて幸せに
思います。これからも正しい
技を習得し、健康生活を目指

石川	ふみ子	 武術太極拳連盟

してまいります。

この度は表彰していただき
ありがとうございました。
ソフトテニスを通じていつ

も温かく応援・激励してくだ
さる周りの方々に深く感謝い
たします。生涯現役を目指し、
微力ですがソフトテニスの普
及や連盟の発展に貢献できれ

成島	厚子	 ソフトテニス連盟

ばと思います。

武蔵野市サッカー協会
創立 30 周年記念祝賀会

リハウ」ショー。男性が多い会場が一瞬で華やか
になりました。あっという間にお開きの時間とな
り、再び「むさしのばやし」の送り囃子が流れる
中、武蔵野市のサッカーの繁栄を願いながら会場
を後にしました。
このたびの武蔵野市サッカー協会 30 周年記念

行事の開催にあたり、全面協力していただいた横
河武蔵野FCにあらためて感謝するとともに、地
域のサッカー愛好家が増えることを祈願します。

体育協会のメールアドレスが変更になりました。
e-mail:m-taikyo@jcom.zaq.ne.jp です。


