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令和元年度 第１回豊田市スポーツ推進審議会 会議録 

 

【日 時】 令和２年１月３１日(金) 午前１０時～正午 

【場 所】 豊田市役所 教育委員会会議室（大） 

【出席者】 （委 員） 菊池 秀夫  （中京大学スポーツ科学部 教授）《会長》 

福岡 信明  （（公財）豊田市体育協会 常務理事）《副会長》 

岩月 富士雄 （（一社）豊田市身障協会 理事） 

岩月 幸雄  （豊田市健康づくり協議会 会長） 

梅村 郁仁  （（株）名古屋グランパスエイト 広報コミュニケーション部 部長） 

加藤 恵美子 （豊田市スポーツ推進委員協議会 会長） 

加藤 康人  （中小学校体育連盟豊田支所 副支所長） 

岸田 多加司 （トヨタ自動車（株）総務・人事本部 グループ長） 

黒川 悠   （公募委員） 

千賀 啓三  （豊田市サッカー協会 会長） 

手嶋 道雄  （豊田市スポーツ少年団 本部長） 

安江 与志幸 （豊田市ラグビーフットボール協会 理事）  

【欠席者】 （委 員） 板倉 武彦  （豊田市区長会 副会長） 

谷山 由香利 （豊田市女性スポーツ団体協議会 会長） 

徳増 年彦  （（株）豊田スタジアム 取締役事業推進部長） 

【事務局】       田中 茂樹（生涯活躍部長）    清水 章 （生涯活躍部副部長） 

大橋 史幸（スポーツ課長）    畔柳 隆二（スポーツ課副課長）   

都築 保裕（スポーツ課担当長）  太田 信人（スポーツ課担当長） 

岩月 克文（スポーツ課担当長）  小石 拓也（スポーツ課主査） 

 

【傍聴人】  なし 

 

【次 第】  １ 委嘱状交付 

２ 生涯活躍部あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 会長あいさつ 

５ 会長・副会長選出 

６ 会長・副会長あいさつ 

７ 議題 

  （１）第３次豊田市生涯スポーツプラン・行動計画 2019 年度の主な取組について 

  （２）スポーツ施設整備基本方針について（案） 
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【会議録（議題部分のみ）】 

■議題（１）第３次豊田市生涯スポーツプラン・行動計画 2019年度の主な取組について 

 事務局：資料１、1－１のうち、スポーツを「する」機会の拡充の取組と成果の説明 

 会 長：ここまでについて、ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

 委 員：フットサルの普及は、子ども会を活用してうまくいった。タグラグビーの普及については、

ラグビーワールドカップ 2019™（以下、「RWC2019」という。）の終了を踏まえて、今後ど

のように考えているか。 

 事務局：JC（豊田青年会議所）が、JC フレンドリーカップと銘打ったタグラグビー大会を今年度で終

了することとしている。また、ここ２年は、タグラグビー教室や大会をヴェルブリッツやス

ポーツ推進委員（以下、「スポ推」という。）と協力し開催している。JC フレンドリーカップ

の後継となるイベントや教室を継続できる仕組み作りを関係者と協議しているところである。 

 会 長：ラグビーフットボール協会の役員である安江委員、いかがでしょうか。 

 委 員：これまでは、RWC2019 の推進という名目で、多くの方に協力をいただき普及に努めてきた。

今後は協力が減る中でも、ボランティアを確保して、市とも連携しながら、小規模な協会と

してどう継続していくかが課題と認識している。 

 会 長：大学のチームなどとも連携して、ボランティアの確保を進めてはどうか。 

 委 員：市内でチーム数自体が少ないのが悩みだが、もちろん中京大学や愛知工業大学をはじめ、た

くさんの方々と連携していきたいと考えている。 

 委 員：健康づくり協議会としては、コグニサイズを重点的に進めているが、330人のボランティア

会員の高齢化が進んでいるので、指導者としてのスキルアップが難しい。各自治区を中心に

200 近い自主グループができ、取組自体は増えてきているが、楽しく継続するためにレベル

の高い指導者の確保が課題である。 

 会 長：楽しい雰囲気づくりができるような指導者を養成する研修会の実施状況はいかがでしょうか。 

 委 員：ヘルスサポートリーダー（以下、「ヘルサポ」という。）研修の中でやってはいるものの、高

齢を理由に卒業される人も多い。協議会としても、レベルアップが図りやすい現役世代の参

加者が増えることを望んでいる。 

 委 員：学校でも RWC2019 に向けて小学校を中心にタグラグビーを体育の授業で実施し、一定の成

果を得ている。家庭環境もあるが、スポーツをする子としない子の二極化も進み、しない子

にいかにラグビーに興味を持ってもらえるか、底辺の拡大がラグビーを一過性のものに終わ

らせないポイントだと思う。そういう意味でも、夢の教室などのトップアスリート派遣事業

を地道に継続することが必要だと思う。残念ながら、全国的に豊田市は小学校の体力テスト

の結果も悪いが、中学校は上がっている。部活動の効果だと感じているので、今後も子ども

たちの体力アップに努めたい。 

 委 員：現在、市内の中学校にラグビー部がないため、弊社として、ラグビー部 OB による豊田スポ

ーツアカデミーを昨年 31 回実施した。また週末には、豊田ラグビースクールも実施してい

る。小学校で経験したタグラグビーからの発展という形で、ラグビー部としてこういった事

業への協力はぜひ今後も実施していきたい。 

 委 員：教員の働き方改革もあり、市内の中学校にラグビー部を作ることはない。最近は、文化部に

所属しながらグランパスジュニアユースなどのクラブチームで活躍している生徒もいる。こ

のようなクラブチームで活躍した生徒を学校でも表彰するなど、部活動だけの枠にとらわれ
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ない形を推進している。これだけ小学校でタグラグビーが普及した今、ラグビーの更なる発

展を考慮すると、クラブチームのような受け皿が必要不可欠である。 

 委 員：大学生の力も借りながら部活動の支援をしているとのことだが、部活動は縮小傾向で、かつ、

先生の情熱によっても学校間で差が出ているのが実情だと感じている。市として今後、民間

の力を入れながら公立の小中学校の部活動を強化していくのか、それとも、部活動を縮小し、

クラブチームを強化していく形に移行していくのかどちらか。 

 委 員：例えば、教員志望の大学生がボランティアで体育の授業や部活動に入るなど、教育委員会と

しても指導者育成には力を入れており、その取組も広がってきている。 

 委 員：ラグビーの普及を考えた場合、参考までに、サッカー協会はフットサルを子ども会に普及さ

せた実績がある。当時も、市高連役員及び JC が 24 時間フットサル大会といった事業を行っ

たが、JCは単年度制で継続するのが難しい団体である。ラグビー協会にはボランティアを増

やすなどして頑張ってもらいたい。サッカーの世界で、若者にｅスポーツが人気だが、スポ

ーツの枠組みの中でどう位置付けているか、大変興味がある。また、過去の反省から、中心

となるのは組織でなく人であると感じている。遊びや楽しさを大切にしながら、地域に根差

していく必要性も感じているので、地域の中で人間関係により指導者が繋がっていくのも継

続のポイントだと思う。いろいろ失敗談もあるので参考にしてほしい。 

  

 

事務局：資料１、1－１のうち、スポーツを楽しむ風土の醸成の取組と成果の説明 

会 長：ただ今の説明について、ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

委 員：楽しむのは大切だが、楽しんだ上で「する」スポーツに繋げ、習慣化していくのが大切だと

思う。今後、そういう観点からも考えていってもらいたい。 

委 員：運動部が地方に遠征した場合は、試合後に自治体と協力しながら体験会を実施している事例

がある。試合を見た延長線上に、実際に体験することでファンになってもらい、競技の更な

る発展があると考えている。 

委 員：学校にトップアスリートが来て授業をする機会がある。それが面白ければ、子ども達は興味

を持つ。スポーツを楽しむきっかけになる良い取組なので、今後も継続していただきたい。 

委 員：グランパスとして、ここ３年は豊田スタジアムのイベントにも力を入れている。サッカーを

軸にして、１日中楽しめる事業をやっているので、サッカーに興味がない人も楽しめる工夫

をしており、RWC2019の際にみられた豊田市駅前と一体化した盛り上がりは、今後の課題

と考えている。また、Jリーグは社会連携活動を推進しているので、グランパスを使ってこ

んなことができないかという提案をいただけると、スポーツを楽しむことにも繋がると考え

ている。 

事務局：スポーツツーリズムという観点で、豊田市の場合はグランパスをはじめ、ヴェルブリッツ、

スカイホールでの大きなスポーツイベントを開催している。この機会を、まちの活性化に生

かさない手はないという思いはある。また、副会長のご指摘のとおり、スポーツを見て感動

して終わりではなく、自分もやってみようかなと思わせる取組も必要であると考えており、

この考え方の中では、タグラグビーの継続は大切だと感じている。市としてこういう取組が

必要だという意見があれば、個別で良いのでいただきたい。 

委 員：先日の豊田スタジアムのトップリーグで、過去最高の 37,050 人という観客動員があった。
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その際、駅前の活性化について、まちづくり㈱と協議し、チラシを持っていけば割引という

取組をしたら、かなり効果があった。 

 

 

  事務局：資料１、1－１のうち、スポーツを「支える」人材の育成の取組と成果の説明 

会 長：ただ今の説明について、ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

委 員：我々がやっているコグニサイズは、衰えてきた脳細胞の再活性化を重点に置いており、子

ども向けのコーディネーショントレーニング（以下、「COT」という。）とかなり共通点も

あり参考にすることも多い。COT の普及実績と、それを担う人材育成は計画的に進んでい

るのか伺いたい。 

事務局：配布した資料の COT の推進の欄にも記載したが、スポ推や地域スポーツクラブ（以下、「地

域 SC」という。）、学校でも COT を推進している。今年度の実績は、年度末に集計する予

定だが、昨年度と大きな違いはないのかなと認識している。コグニサイズについても、ス

ポ推への研修を実施しており、COT とも通じるものがあるので、今後も協力しながら実施

していきたい。 

委 員：自分が小学校の頃、足は遅いし、レギュラー選手にはなれなかった。そういう子どもたち

にもできるスポーツは非常に大事だなと思う。COT は成長途中の子ども達には、非常に効

果が高いと思うが、昨年から今年の実績が伸びていないのが問題だと思う。是非、指導者

を育成して、COT を推進していってほしい。 

委 員：スポ推は、子ども達に体を動かすことの楽しさを伝えるため、交流館で未就学児を対象に

COT をやっている。母親から離れない子をいかに皆の場へ連れていくかが一番のポイント

である。最近では、15 人の募集に対して 20 人くらい来たり、母親だけでなく両親が参加

して楽しさを感じて帰ってもらえる場合もある。コグニサイズについては、スポ推も力を

入れており、先日、交流館長にも話したが、今後もヘルサポとも協力し、地域に持って帰

ってみんなで地域を盛り上げていきませんかという提案をした。是非、健康づくり協議会

やスポーツ課とも連携して、地域の子どもから高齢者まで健康づくりに邁進していきたい。 

      また、学校からも授業参観時に COT をやってくれないかと依頼が来るので、すべての地域 

でどんどん進めていきたいと考えている。 

   委 員：COT という言葉がだいぶ広がってきたなと感じている。教員の世界では、体育が専門でな 

い小学校の先生向けに、パソコンで準備運動の動作解析が見れるようになっている。実績 

を見ても、小学校での COT の実施校が増えているのですごいなと思った。小さい子になれ

ばなるほど面白さも分かってくるので、こども園も実績が増えればいいなと感じた。一方、

コグニサイズという言葉を初めて聞いたが、高齢者・子ども・PTA が連携して学校で事業を

やりながら広げていくのもありかなと思った。 

    

 

会 長：議題１全体について、ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

委 員：資料１を見て、今後ますます地域 SC に頼ることが多くなると感じている。審議会条例には

臨時委員を置くことができるという記載があるので、臨時委員として地域 SC 関係者を入れ

ることを検討していただきたい。 
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   事務局：条例第 4条にしっかり記載があるので、今後、第 4 次豊田市生涯スポーツプランの策定も

見据えながら、前向きに検討していきたい。 

委 員：地域に障がい者も入れてほしい思いがある。今年の 5 月 23 日、24 日に運動公園で県障が

い者スポーツ大会がある。視覚障がい者が、音に向かって競争する競技もあり、運営の観

点からも多くの人に見ていただき、障がい者の実情を肌で感じてほしい。トップアスリー

トではないが、こういう大会を実際に見て、支援の仕方など何かつかんでいただきたい。

また、トイレや階段などの施設面も意識して見てほしい。昨年の 10月、障がい者 120 人、

スタッフがその半分くらいの規模で、障がい者ふれあい交流軽スポーツフェスティバルを

実施した。 

会 長：千賀委員から、先ほど紹介のあった「ｅスポーツ」については、障がい者と健常者が対等

に戦えるという点でも十分意義があると考えている。 

事務局：施設面については、議題 2 でまた説明させていただくが、障がい者の行事を行う運動公園

陸上競技場について、昨年度末から今年度の 8 月末にかけてトイレをすべて洋式にし、車

いすでも入りやすいように改修した。今後も運動公園だけでなく、障がい者のニーズを聞

きながら、必要に応じて改修をしていきたい。 

委 員：必ずしも、車いす対応のトイレが必要な障がい者ばかりでなく、洋式トイレにするだけで

助かる障がい者もたくさんいる。具体的に、運動公園陸上競技場の周辺に洋式トイレはど

のくらいあるのか。 

事務局：トイレは１か所につき 5～6 つのかたまりであると思うが、その半数以上を洋式にしようと

改修した。今年 5 月の障がい者大会の時には、前回よりも増えた形でご利用いただけるよ

うになる。 

委 員：入場時の集合場所になる北ゲート外のトイレは、完全につくり直さないと障がい者は使え

ないと思う。 

事務局：そのような個別事案について、すぐに分からない部分もあるが、場合によってトイレの個

室の形も変えるなど対応している。また意見を聴きながら進めていきたい。 

 

 

■議題（２）スポーツ施設整備基本方針について（案） 

会 長：続きまして、議題 2 をお願いします。 

事務局：資料２の「１ スポーツ施設を取り巻く現状」を説明 

会 長：ご意見、ご質問がある方はいらっしゃいますか。 

委 員：市内に施設は豊富にあるが、それを運営し、うまく活用する人材・組織も重要であると考え

る。自身が関わる五ケ丘運動広場は、サッカー協会が主体的に運営しながら使用し、うまく

いっている。第三セクターに 5 年間維持管理を任せると、除草すら利用者任せになる。ぜひ

多くの施設運営を、体育協会の加盟団体でうまくできないかと思っている。 

委 員：足りない種目の施設や使われていない施設など、市民のニーズはどのように把握されるのか。 

事務局：TOSS システムにより、抽選になる施設・時間・種目や稼働率などの情報、ニーズは捉えら

れる一方で、地域バランスを考慮した場合には稼働率が低くなりやすい旧町村部の施設も残

していく必要がある。こういった様々な事情や、市民の声を聴きながらニーズの把握に努め

ていきたいと考えている。 
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会 長：それでは、次の項目の説明をお願いします。 

事務局：資料２の「２ 基本方針（案）」の説明 

会 長：ありがとうございます。それでは、全体を通して、ご意見・ご質問があればお願いしま 

す。 

 委 員：スカイホールは、興行に必要な照明の LED化と駐車場整備を進めていただきたい。 

 事務局：LED 化は全体育館の課題でもあるが、スカイホールは特に優先して進めたい。駐車場不足も、

中心市街地駐車場利用の実証実験の結果を含めて検討したい。 

 委 員：今まで以上に、スカイホールに大規模イベントを誘致していくという考えだと思うが、週末

利用のうち、約 50％が全国・東海レベルの大会、約 25％が市民レベルの大会であり、体協

加盟団体から不満があるのが現状である。興行場化により、さらに市民利用が圧迫されるの

が懸念される。松平に体育館を新築しているが、必要に応じて挙母地区にもう一つ体育館を

増やすことも検討してみてはどうか。 

 事務局：スカイホールの興行場化を進めれば、魅力ある大会も増える。数なのか質なのかの結論が今

あるわけではないが、今後どういったものを市として誘致していくべきなのかを検討しなが

ら進めていきたい。また、体育館の増設については、スカイホール体育館の稼働率が高い現

状を鑑みて、新たなスポーツニーズやニーズへの変化も捉え、また、松平の利用状況もみな

がら、今後検討していきたい。 

 委 員：今後のスケジュールの説明がなかったが、加盟団体の代表が集まる機会や理事会で事務局か

ら説明していただき、ここでの意見も踏まえて、今後の計画に反映するなど進めていっても

らいたい。 

 事務局：加盟団体の意見の取り方など、今後相談させていただく。 

 

会 長：ありがとうございました。それでは、これをもちまして審議を終了いたします。事務局にお    

    返しします。 

 

以上 

  


