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「２０２０年東京
オリンピック・パ
ラリンピック競技
大会のレガシー
に向けて ～
Sport in Life（ス
ポーツ・イン・ラ
イフ）～」

-

トークセッション「みんなで一緒に Sport in Life で生き生きとした
人生を！」
＜ファシリテーター＞
福田 光男 （ＮＨＫ松江放送局 アナウンサー）
＜スピーカー＞
鈴木 大地 （スポーツ庁長官、ソウル五輪 金メダリスト）
原 久美子 （循環器中町クリニック院長、マーラポノ(株)代表取締
役）
ペナルティ ワッキー （吉本興業(株)所属タレント）

「女性が健やかに、美しく、生活を楽しむためのスポーツ環境づく
りを考える」
＜コーディネーター＞
  川原 貴（一般社団法人女性アスリート健康支援委員会 会長）
＜パネリスト＞
 中村 寛江（東京大学医学部附属病院女性診療科・産科）
 高峰 修   （明治大学政治経済学部 教授）
 藤丸 真世（TBSテレビ、アテネ五輪銀メダリスト）

「人生100年時代！「楽しさ」を重視したスポーツ・レクリエーショ
ンの可能性」
＜コーディネーター＞
  松尾 哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部 教授）
＜パネリスト＞
 井上 成美 （一般社団法人日本ウォーキング協会 専務理事）
 岩本 冷子 （島根県レクリエーション協会 事業委員長）
 城野 和則（熊本県南関町教育委員会 係長）
ペナルティ ワッキー （前掲）

「Sport in Lifeを環境から仕掛けてみる～スポーツで健康な街づ
くり～」
＜コーディネーター＞
  藤原 佳典（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究所 社会参加と地域保健研究チームチームリーダー（研究部
長） ）
＜パネリスト＞
 辻  大士（千葉大学予防医学センター 特任助教、健康運動指
導士）
 上代 圭子（東京国際大学人間社会学部 准教授）
 北湯口 純（身体教育医学研究所うんなん主任研究員（主幹技
師）、健康運動指導士）
 近藤 尚己（東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学分
野 准教授）

「Sport in Lifeの実現に向けた、スポーツ現場でのリスクマネジメ
ントを考える〜いつでも、どこでも、誰でも安心・安全にスポーツが
できる環境をめざして〜」
＜コーディネーター＞
  増田 和茂（公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会 専門
員）
＜パネリスト＞
 猪飼 聡　（京都市障害者スポーツセンター次長 上級障がい者
スポーツ指導員）
 中山 育美（NPO法人しいだコミュニティ倶楽部クラブマネ
ジャー）
 岩﨑 満男（元車いすテニス日本代表選手）
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# 31.2.1 徳島県

JRホテ
ルクレメ
ント徳
島

「スポーツ・イ
ン・ライフ」

-

トークセッション「スポーツ・イン・ライフを目指して～今、私たちに
できること～」
＜ファシリテーター＞
高山 大吾 （ＮＨＫ徳島放送局 アナウンサー）
＜スピーカー＞
鈴木 大地 （スポーツ庁長官、ソウル五輪 金メダリスト）
武井 正子 （順天堂大学名誉教授）
中野 智紀 （東埼玉総合病院 地域糖尿病センター センター長）
源  純夏 （徳島ライフセービングクラブ代表、シドニー五輪 銅メダ
リスト）

「「スポーツ・イン・ライフ」に向けた女性のスポーツ環境整備」
＜コーディネーター＞
  ヨーコ ゼッターランド（公益財団法人日本スポーツ協会常務理
事）
＜パネリスト＞
 川原 貴 （一般社団法人女性アスリート健康支援委員会会長）
 佐々木玲子 （慶應義塾大学教授）
 増子 恵美（公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会）

「スポレク活動で人生が変わる、社会が変わる～高齢者の健康増
進を進め、 地域のきずなを生み出す～」
＜コーディネーター ＞
 石井 直方 （東京大学大学院総合文化研究科・新領域創成科
学研究科 教授）
＜パネリスト＞
 河原塚 達樹 （公益財団法人日本レクリエーション協会 常務理
事）
 佐藤 喜也  （NPO 法人福島県レクリエーション協会 事務局長）
 牧迫 飛雄馬 （ 国立学校法人鹿児島大学医学部保健学科 教
授）

「誰でも参画できる地域スポーツと豊かなスポーツライフを目指し
て ～スポーツによる共生社会を目指すスポーツ推進委員の役割
～」
＜コーディネーター＞
 行實 鉄平 氏（久留米大学人間健康学部 准教授）
＜パネリスト＞
 佐藤 和子（NPO法人うだつコミュニティースポーツクラブ（徳島
県美馬市） ）
 長尾 香織 氏（NPO法人みわスポーツクラブ（広島県三次市））
 奥田 睦子（京都産業大学現代社会学部健康スポーツ社会学科
教授）

「動きたくなる街づくり＝アクティブシティへのチャレンジ」
＜コーディネーター＞
 山口 泰雄（神戸大学名誉教授 ／ ＴＡＦＩＳＡ理事／ＴＡＦＩＳＡ
－ＪＡＰＡＮ理事）
＜パネリスト＞
  岡田 真平（公益財団法人身体教育医学研究所所長）
 玉澤 正徳（公益財団法人笹川スポーツ財団研究調査グループ
長 ＴＡＦＩＳＡ－ＪＡＰＡＮ理事）
 石毛 雅之（千葉県柏市保健福祉部福祉政策課課長）
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9 30.2.2 広島市

グランド
プリンス
ホテル
広島

「スポーツが変
える。未来を創
る。～Enjoy
Sports,Enjoy
Life～」

-

「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ～スポーツ立国の
実現に向けて～」
＜コーディネーター＞
 萩 裕美子 氏（東海大学大学院体育学研究科長、東海大学体
育学部教授）
＜パネリスト＞
 鈴木 大地（スポーツ庁長官）
 中村 和彦（山梨大学教育学部長、山梨大学大学院教育学研
究科長）
 後山 礼（株式会社博報堂テーマビジネス開発局アカウントディ
レク ター/ビジネスプロデューサー）
 佐藤 安彦（熊本県南関町長）

「スポーツを通じた社会の発展や課題解決を考える ～スポーツ
団体等と企業との連携・協働から～」
＜ コーディネーター＞
 仲澤 眞（筑波大学体育系准教授）
＜パネリスト＞
 福田 哲郎（公益財団法人日本サッカー協会グラスルーツ推進
部）
 村雲 辰善（NPO 法人青空見聞塾理事長）
 大内 康隆（オタフクホールディングス株式会社広報部部長）

「全ての国民が生活の中でスポーツを豊かに楽しむための指導と
は ～オリンピック・パラリンピックレガシーとしての指導者の在り方
を考える～】」
＜コーディネーター＞
 松尾 哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
＜パネリスト＞
 ヨーコ・ゼッターランド（公益財団法人日本体育協会指導者育成
専門委員会委員長）
 福田 和子（山口市スポーツ推進委員、スポーツ・レクリエーショ
ン指導者）
 河原塚達樹（公益財団法人日本レクリエーション協会常務理
事）

「第２期スポーツ基本計画とスポーツ推進委員」
＜コーディネーター＞
 柳沢 和雄 氏（筑波大学体育系教授）
＜パネリスト＞
 谷畑 英吾（滋賀県湖南市長）
 新島 二三彦（一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会会
長）
 工藤 保子（大東文化大学スポーツ・健康科学部スポーツ科学
科准教授）

「障がい者の運動・スポーツ環境を支える   ～スポーツ活動の日
常化へ向けた支援者の連携を考える～」
＜ コーディネーター＞
 大槻 洋也 氏（至学館大学健康科学部健康スポーツ科学科教
授）     ＜パネリスト＞
 前田 慶明（広島大学大学院医歯薬保健学研究科講師）
 黒瀬 聖司（武田総合病院疾病予防センター科長代理）
 常見 恭子（埼玉県総合リハビリテーションセンター健康増進担
当主任）
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8 29.2.3 宮城県
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「スポーツの更
なる発展に向け
て～スポーツの
力を生かす～」

-

「スポーツの力を伝えるために～融合と多様性～」
＜コーディネーター＞
 友添 秀則 （早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
＜パネリスト＞
 朝原 宣治 （大阪ガス株式会社近畿圏部地域活力創造チーム
マネジャー、 一般社団法人アスリートネットワーク副理事長）
 澤田 智洋 （世界ゆるスポーツ協会代表理事）
 高崎 尚樹 （株式会社ルネサンス取締役専務執行役員ヘルスケ
ア事業担当 新業態・新規事業担当）
 村松 淳司 （東北大学多元物質科学研究所所長・教授）

「地方スポーツ推進計画の成果とスポーツ推進委員のこれからの
役割や課題」
＜コーディネーター＞
 園山 和夫（公益社団法人全国スポーツ推進委員連合専務理
事）
＜パネリスト＞
 飯坂 尚登（秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課長）
 土谷 忠昭（大分県スポーツ推進委員協議会会長）
 松永 敬子（龍谷大学経営学部スポーツサイエンスコース教授）

「高齢者のスポーツ未実施者をいかに誘うか ～掘り起こし、継続
させる新たな試み～」
＜コーディネーター＞
 河原塚 達樹（公益財団法人日本レクリエーション協会スポーツ・
レクリ エーション推進部部長）
＜パネリスト＞
 舘岡 百合子（しちがはまレクリエーション協会会長）
 久保 徳 允（氷見市市長政策・都市経営戦略部スポーツ・オリン
ピック 誘致マネジメント室主任）
 村野 みどり（北杜市立塩川病院介護老人保健施設しおかわ福
寿の里介護 職員）

「地域包括ケアシステムにおけるスポーツ・運動の活用とソーシャ
ル・キャピ タルの醸成」
＜コーディネーター＞
 萩 裕美子（東海大学教授、スポーツ審議会スポーツ基本計画
部会委員）
＜パネリスト＞
 藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地
域保健研究 チーム研究部長（チームリーダー））
 小針 臣子（埼玉県川口市中央地域包括支援センター介護支援
専門員）
 矢貫 卓博（ 今帰仁村総合型地域スポーツクラブ NPO 法人ナ
スク代表理事）

「障がい者のスポーツ施設利用の拡大に向けて」
＜コーディネーター＞
 澁谷 茂樹（ 公益財団法人笹川スポーツ財団スポーツ政策研究
所主任研究員）
  ＜パネリスト＞
 鈴木 克徳（ 武蔵野市教育委員会教育部生涯学習スポーツ課
オリンピック・ パラリンピック担当主査）
 井手 浩（久留米市総合型地域スポーツクラブ桜花台クラブクラ
ブマネ ジャー）
 三浦 雄高（ 長野県障がい者福祉センターサンアップルスポー
ツ課指導員）
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7 28.2.5 福島県

郡山
市・ホテ
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「スポーツ立国
の実現に向け
て～スポーツ庁
の設置を契機と
して～」

【スポーツ庁の ビジョン】
 鈴木 大地 氏（スポーツ庁長官
）

【スポーツ庁 に期待すること】
＜コーディネーター＞
 山口 泰雄（神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授）
＜パネリスト＞
 久野 譜也（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）
 小出 隆道（和歌山県上富田町長）
 渡邊 守成（イオンリテール株式会社スポーツ＆レジャー事業部
事業部長）

【「スポーツの価値」について考える】
＜ コーディネーター＞
 菊 幸一（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）
＜パネリスト＞
 中西 純司（立命館大学産業社会学部教授 ）
 斎藤 陽子（NPO法人クラブおおづゼネラルマネジャー）
 森丘 保典（公益財団法人日本体育協会スポーツ科学研究室室
長代理）

【健康長寿社会の実現に果たすスポーツ推進委員の役割】
＜コーディネーター＞
 久野 譜也（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）
＜パネリスト＞
 上村 伯人（日本体育協会公認スポーツドクター、NPO法人エン
ジョイスポーツクラブ魚沼理事長）
 鈴木 秀雄（関東学院大学人間環境学部教授、小田原市スポー
ツ推進審議会副会長、NPOライフサポート機構理事長）
 小谷 恵美子（大阪府スポーツ推進委員協議会理事長、高石市
スポーツ推進委員協議会会長）

【スポーツボランティアの今後の方向性について考える～2020年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて～】
＜コーディネーター＞
 二宮 雅也（文教大学人間科部准教授）
＜パネリスト＞
 雜賀 真（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会総務局長）
 泉田 和雄（市民スポーツボランティアSV2004代表理事）
 鈴木 勇人（株式会社AC福島ユナイテッド代表取締役）

【今後の障がい者スポーツの推進に向けた組織連携と協働～身
近なスポーツ環境づくりに向けて～】
＜コーディネーター＞
 澁谷 茂樹（公益財団法人笹川スポーツ財団スポーツ政策研究
所主任研究員）
＜パネリスト＞
 増子 恵美（公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会）
 小峯 淳也（葛飾区教育委員会生涯スポーツ課事業係長）
 戸沼 智貴（NPO法人高津総合型スポーツクラブSELF 企画広
報部）

【みんなのスポーツと健康増進】
＜コーディネーター＞
 宮地 元彦（ 国立健康・栄養研究所健康増進研究部長 ）
＜パネリスト＞
 松尾 哲矢 氏（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
 長沢 弘美（福島県伊達市健康福祉部健幸都市づくり課健康都
市推進係主幹 兼健幸都市推進係長 ）
 岡島 幸子（健康運動実践指導者、 NPO 法人こすぎ総合ス
ポーツクラブきらり 貯筋ステーション指導者 ）
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6 27.2.6 岩手県

盛岡
市・ホテ
ルメトロ
ポリタン
盛岡

「持続可能なス
ポーツ環境の
創出に向けて」

【スポーツの未来を考える―オリ
ンピック・パラリンピックを越えて
―】
 為末 大（一般社団法人アスリー
トソサエティ代表理事）

【スポーツレガシーの創出に向けて】
＜コーディネーター＞
 山本 浩 （法政大学スポーツ健康学部学部長／教授）
＜パネリスト＞
 石井 理恵（リ・ボーンはすだ総合型地域スポーツクラブ副会長
／クラブマネジャー）
 為末 大 （一般社団法人アスリートソサエティ代表理事）
 間野 義之（早稲田大学スポーツ科学学術院教授、一般財団法
人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会参与）

【スポーツの高潔性について考える】
＜コーディネーター＞
 佐伯 年詩雄（筑波大学名誉教授、日本ウェルネススポーツ大学
教授）
＜パネリスト＞
 深澤 浩洋（筑波大学体育系准教授）
 岡 達生（公益財団法人日本体育協会スポーツ指導者育成部部
長）
 溝口 紀子（静岡文化芸術大学文化政策学部准教授）

【今、東日本大震災復興のためにスポーツができることを考える】
＜コーディネーター＞
 小島 光洋（宮城県成人病予防協会学術・研究開発室長）
＜パネリスト＞
 藤野 恵美（NPO 法人日本健康運動指導士会岩手県支部指導
部長）
 須永 浩一（ヤフー株式会社社会貢献本部スポーツ事業推進室
ツール・ド・東北実行委員会事務局長）
 永富 良一（東北大学大学院医工学研究科副研究科長／教授）

【2020 東京大会への気運の高まりを生かす取組】
＜コーディネーター＞
 松尾 哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
＜パネリスト＞
 茶城 啓二（長野県教育委員会事務局スポーツ課体育スポーツ
振興係係長）
 斎藤 道子（NPO 法人うつくしまスポーツルーターズ理事／事務
局長）
 松縄 宏（東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会準備部
連絡調整担当課長）

【障がい者スポーツへの理解・啓発について考える～障がい者ス
ポーツを理解してもらうために～】
＜コーディネーター＞
 藤田 紀昭（同志社大学スポーツ健康科学部教授、（公財）日本
障がい者スポーツ協会技術委員会副委員長、障がい者スポーツ
指導者協議会研修部会部会長）
＜パネリスト＞
 森山 徹（むさしの発達支援センター所長、東京都市大学講師）
 佐藤 敬広（東北文化学園大学医療福祉学部准教授）
 山﨑 珠美（長野県障がい者福祉センタースポーツ課係長）
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「次世代につな
ぐ新たなスポー
ツ環境の創出
に向けて」 ～私
たちは未来から
スポーツを託さ
れている～

【スポーツの力～コーチングの意
義と可能性～】
 山口 香 （第24回ソウルオリン
ピック競技大会柔道女子銅メダリ
スト）

【スポーツの力～新しい 時代にふさわコーチングの実現に向け
て ～】
＜コーディネーター＞
 勝田 隆 （（独）日本スポーツ振興センタースポーツ開発推進部
長／筑波大学客員教授 ）
＜パネリスト＞
 竹井 早葉子 （NPO法人かなざわ総合スポーツクラブ指導者／
クラブマネジャー）
 東海林 祐子 （慶應義塾大学総合政策部専任講師）
 ヨーコ・ゼッタランド（嘉悦大学准教授／ 女子バレーボール部監
督）

【スポーツが地域を、日本元気にするためは～ スポーツ指導者
が体現すべきの真価値とは何なか】
＜コーディネーター＞
 森丘 保典 （(公財 )日本体育協会スポーツ科学研究室室長代
理）
＜パネリスト＞
 伊藤 和男（NPO法人石巻市体育協会会長）
 萩原 武久 （(株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック取締役GM
／筑波大学名誉教授）
 來田 享子（中京大学スポーツ科学部教授）

【ライフステージに応じたスポーツ・レクリエーション活動の支援に
ついて】
＜コーディネーター＞
 河原塚 達樹 （(公財)日本レクリエーション協会スポーツ振興政
策関連事業チームマネージャー）
＜パネリスト＞
 松澤 淳子 （早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員）
 武井 正子 （順天堂大学名誉教授）
 小川 素直 （(株)博報堂カスタマーマーケティングディレクター）

【熱意と能力のあるスポーツ推進委員の確保と研修機会の充実】
＜コーディネーター＞
 中西 純司（立命館大学教授）
＜パネリスト＞
 山本 浩（法政大学教授／スポーツ評論家）
 曾根 幹子（広島市立大学教授）
 森 千佳子（香川県高松市スポーツ推進委員連絡協議会理事）

【地域のスポーツ現場で生かせる障害者のスポーツ指導】
＜コーディネーター＞
 大久保 春美（（公財）日本障害者スポーツ協会技術委員長／
上級障害者スポーツ指導員）
＜パネリスト＞
 阿部 正幸 （（公社）全国スポーツ推進委員連合副会長 ／（一
社）東京都スポーツ推進委員協議会長）
 古谷 久代 （ＨＡＴ-Ｒｏｂｉｃｓ ＪＡＰＡＮ副会長／加古郡稲美町ス
ポーツ推進委員会副長）
 井上 登代子（菊川スポーツクラブマネ ジャー／山口県スポーツ
推進審議会委員生涯スポーツ担当）

【地域のスポーツ指導者・運動指導者の資質～指導はサービス
か、指導者の自己実現か～】
＜コーディネーター＞
 山口 泰雄（神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授）
＜パネリスト＞
 有吉 与志恵（健康運動指導士／NPO法人日本体調改善運動
普及協会会長）
 岩﨑 由純 （アスレティックトーナ／財団法人日本コアコンディ
ショニグ協会長）
 太田 敬介（コーチ（陸上競技）／NPO法人SCC理事長）

【「スポーツ施設の経年変化と安全確保」の在り方～安全・安心
な施設づくりを目指して～】
＜コーディネーター＞
 石原 智也（(株)NTTファシリティーズ／(公財)日本体育施設協会
理事）
＜パネリスト＞
 梅原 宏 （セノー (株)／(公財 )日本体育施設協会施設用器具
部事務局長）
 佐藤 民夫 （日本床工事業 (株) ／(公財 )日本体育施設協会屋
内フロアー部会事務局長）
 森 徳幸（(公財 )浦安市施設利用振興公社経営企画課営繕担
当主幹）
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「次世代につな
ぐ新たなスポー
ツ環境の創出
に向けて」～地
域におけるス
ポーツの推進
～

【アスリートの育成とスポーツを
通した社会貢献】
 平井伯昌（第30回ロンドンオリ
ンピック競技大会競泳ヘッドコー
チ、東京スイミングセンター指導
部長ヘッドコーチ）

【スポーツ界における好循環の創出】
＜コーディネーター＞
 内山俊哉（ＮＨＫチーフアナウンサー）
＜パネリスト＞
 菊山直幸（公益財団法人日本中学校体育連盟事務局長）
 桑田健秀（ＮＰＯ法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフ理事
長）
 萩原智子（山梨学院カレッジスポーツセンタ－研究員／第27回
シドニーオリンピック競技大会泳代表）

【求められるスポーツ環境～魅力あるスポーツの場とは～】
＜コーディネーター＞
 勝田 隆 （筑波大学 スポーツＲ＆Ｄコア主幹研究員（客員教授
）／仙台大学体育学部教授）
＜パネリスト＞
 木村 和彦 （早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科教授）
 平野 一成 （公益財団法人日本オリンピック委員会エリートアカ
デミーディレクター）
 木間 奈津子 （ＮＰＯ法人アクアゆめクラブ理事／宮城県総合型
地域スポーツクラブ連絡協議会常任委員）
 大沼 良介 （仙台市立郡山中学校主幹教諭／宮城県スポーツ
少年団常任委員長／日本スポーツ少年団活動開発部会員）

【地域のスポーツ環境の整備に果たすスポーツ推進委員の役割
～年齢、性別、障害等を問わずスポーツを楽しめる社会を目指し
て～】
＜コーディネーター＞
 赤松 喜久 （大阪教育大学教育学部教授）
＜パネリスト＞
 阿部 正幸 （全国スポーツ推進委員連合副会長／東京都ス
ポーツ推進委員協議会会長）
 杉元 雅代 （宮崎市スポーツ推進委員協議会副会長）
 石渡 敏温 （全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長
協議会幹事長／千葉県教育庁教育振興部体育課長）

【プールを安全に楽しく利用するために～「遊泳プールの安全・
衛生管理と運営・監視法」の在り方～】
＜コーディネーター＞
 白木 俊郎 （シンコースポーツ株式会社/公益財団法人日本体
育施設協会専門委員）
＜パネリスト＞
 久木田 謙介 （公益財団法人世田谷区スポ―ツ振興財団／公
益財団法人日本体育施設協会専門委員 ）
 小田川 栄喜 （株式会社日本水泳振興会／公益財団法人日本
体育施設協会「体育施設運営士・水泳指導管理士」養成講習会
講師）
 金子 健 （株式会社 株式会社協栄／公益財団法人日本体育施
設協会「体育施設運営士」養成講習会講師）
 中村 靖弘 （株式会社 フクシ・エンタープライズ ／公益財団法
人日本体育施設協会水泳プール部副部会長）

【ライフステージに応じた体力向上・元気アップ支援の在り方～運
動習慣を身に付けるための取組～】
＜コーディネーター＞
 谷口 勇一 （大分大学教育福祉学部スポーツ・健康分野准教
授）
＜パネリスト＞
 荒井 弘和 （法政大学文学部心理学科専任講師）
 佐々木玲子 （慶應義塾大学体育研究所教授）
 水口 高志 （体育の家庭教師「スポーティーワン」代表取締役）

【スポーツと健康づくりを一緒に行うアクションプラン～スポーツ・
運動開始へ誘導する環境づくり～】
＜コーディネーター＞
 下光 輝一 （公益財団法人健康・体力づくり事業財団理事長）
＜パネリスト＞
 宮地 元彦 （独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研
究部部長）
 大久保春美 （公益財団法人日本障害者スポーツ協会技術委員
会委員長）
 斎藤 尚美 （東京都 杉並区教育委員会事務局スポーツ振興課
事業係係長（社会教育主事））
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「新たなスポー
ツ環境の創出
に向けて」～ス
ポーツに関わる
当事者の責務・
努力～

【「スポーツ宣言日本 ～２１世紀におけるスポーツの使命～」へ
の取組 】
＜コーディネーター＞
 佐伯 年詩雄 （日本ウェルネススポーツ大学教授 ）
＜パネリスト＞
 菊 幸一 （筑波大学人間総合科学研究科教授）
 伊藤 みどり （第16回冬季オリンピック競技大会（1992/アルベー
ルビル）女子フィギュアースケート銀メダリスト）
 滝口 隆司 （（株）毎日新聞社編集局運動部副部長）
 清水 諭 （筑波大学人間総合科学研究科教授）

【 スポーツ基本法の成立とスポーツ推進委員の新たな役割 】
＜コーディネーター＞
 柳沢 和雄 （筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学系
教授）
＜パネリスト＞
 野中 歌子 （秋田県スポーツ推進委員協議会会長）
 小野 力 （全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協
議会幹事長）
 中村 祐司 （宇都宮大学国際学部 教授）

【スポーツ施設のリスクマネジメント】
＜コーディネーター＞
 菅原 哲朗 (キーストン法律事務所代表 弁護士 )
＜パネリスト＞
 菅原 哲朗 (キーストン法律事務所代表 弁護士 )
 濱 精孝 (東京海上日動ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ(株)健康プロモーション事
業部部長)
 保科 直美 (東京海上日動火災保険(株)公務第二部公務第一
課課長代理 )

【被災地域の復興に向けた笑顔を育む取組～健康促進や体力
つくりに役立つレクリエーション活動の紹介～】
＜コーディネーター＞
 小田原 一記 （(公財)日本レクリエーション協会 企画・広報チー
ムマネージャー）
＜パネリスト＞
 山内 直子 （NPO法人宮城県レクリエーション協会 事務局長）
 小池 和幸 （仙台大学 健康福祉学科長 教授）
 高橋 昌樹 （青森県レクリエーション協会副会長）
 佐々木 高弘 （遠野市レクリエーション協会事務局長）

【スポーツ基本法を具現化する地方公共団体の運動・スポーツ
推進計画】
 ＜コーディネーター＞
 間野 義之 （早稲田大学スポーツ科学術院教授）
＜パネリスト＞
 髙﨑 尚樹 （（株）ルネサンス取締役常務執行役員）
 長ヶ原 誠 （神戸大学大学院 准教授）
 飯坂 尚登 （秋田県企画振興部スポーツ振興監）
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「生涯スポーツ
の新たな時代
に向けて」～ス
ポーツ立国戦
略 スタート！～

【総合型地域スポーツクラブ―教育機関等との連携が生み出す
「自立」への可能性―】
＜コーディネーター＞
 谷口 勇一 （大分大学准教授／元（財）日本体育協会総合型地
域スポーツクラブ育成委員会中央企画班員 ・九州ブロック地方
企画班員）
＜パネリスト＞
 中平 稔人 （福岡県福津市立福間中学校教頭／元福岡県立ス
ポーツ科学情報センタースポーツ振興課長／元（財）日本体育
協会総合型地域スポーツクラブ育成委員会九州ブロック地方企
画班員）
 阿部 篤志 （仙台大学講師／（財）日本体育協会公認コーチ養
成講習会講師）
 井上 規之 （北海道びふかスポーツクラブコーディネーター）

【地域におけるスポーツ活動の今と未来（将来展望）】
＜コーディネーター＞
 土谷 忠昭 （社団法人全国体育指導委員連合副会長／大分県
体育指導委員協議会会長）
＜パネリスト＞
 石田 信夫 （神奈川県体育指導委員連合会常任理事／秦野市
体育指導委員連絡協議会会長）
 後藤 美恵 （ほなみふれあいスポーツクラブマネジャー）
 松永 敬子 （龍谷大学経営学部スポーツサイエンスコース准教
授）

【利用者に親しまれるスポーツ施設の整備と充実】
＜コーディネーター＞
 石原 智也 （(株)NTTファシリティーズ建築事業本部都市建築設
計事務所プロジ ェクト設計部設計部長／(財)日本体育施設協会
計監理部会部会長）
＜パネリスト＞
 石原 智也 （同上）
 中桐 俊男 （日本フットサル連盟副会長／ＪＦＡ施設委員会委
員）
 梅原 宏 （セノー（株）営業本部室室長／(財)日本体育施設協会
施設用器具部会事務局長）

【子どもの体力を向上させる効果的なスポーツ・運動遊び】
＜コーディネーター＞
 中村 和彦 （山梨大学准教授）
＜パネリスト＞
 河合 陽児 （日本カバディ協会事務局長）
 柴田 久美子（ (社)日本3B体操協会神奈川県支部指導員）
 古田 洋一 （(財)日本レクリエーション協会）

【地域における健康・体力つくり～貯筋運動プロジェクト】
＜コーディネーター＞
 川西 正志 （鹿屋体育大学生涯スポーツ実践センター教授／学
長補佐 ）
＜パネリスト＞
 福永 哲夫 （鹿屋体育大学学長）
 松本 弘志 （NPO法人高津総合型スポーツクラブSELF理事）
 梅田 陽子 （健康運動指導士／トータルフィット株式会社代表取
締役 ）

－ ###

2

0

1

0

1 22.2.4 埼玉県

さいた
ま市・
浦和ロ
イヤル
パイン
ズホテ
ル

 生涯スポーツ
の新たな時代
に向けて～育
成期から充実
期へ～

【総合型クラブの設立効果と今後の課題】
 ＜コーディネーター＞
 黒須 充 （福島大学人間発達文化学類教授）
＜パネリスト＞
 若藤 美紀 （清流クラブ池川ゼネラルマネジャー）
 小倉 弐郎 （総合型地域スポーツクラブ全国協議会幹事長）
 上村 伯人 （NPO法人エンジョイスポーツクラブ魚沼理事長／
(財)日本体育協会公認スポーツドクター）

【人々のスポーツ機会の拡大に果たす体育指導委員の役割】
 ＜コーディネーター＞
 柳沢 和雄 （筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）
＜パネリスト＞
 今井 進 （埼玉県春日部市体育指導委員）
 岩本 とみ代 （川添なのはなクラブ　クラブマネジャー）
 北村 大河 （高知チャレンジドクラブ運営委員）
 藤井 和彦 （白鴎大学教育学部発達科学科教授）

【スポーツ環境の整備とスポーツ施設の活性化】
 ＜コーディネーター＞
 野川 春夫 （順天堂大学スポーツ健康科学部学部長）
＜パネリスト＞
 河井 良輔 （(財)さっぽろ健康スポーツ財団企画開発課長／(財)
日本体育施設協会専門委員）
 坂田 公一 （セノー(株)中央研究所所長／(財)日本体育施設協
会主任専門委員）
 宮田 多津夫 （(株)松田平田設計プロジェクト推進室執行役員
副室長／(財)日本体育施設協会専門委員）

【スポーツ実施率の向上につながる楽しさを重視した指導法】
 ＜コーディネーター＞
 野村 一路 （日本体育大学准教授）
＜パネリスト＞
 師岡 文男 （上智大学教授／NPO法人日本フライングディスク協
会会長）
 先光 吉伸 （日本ブーメラン協会代表理事）
 後藤 篤志 （ジャパンタッチ協会常任理事）
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# 21.2.4 東京都

新宿
区・京
王プラ
ザホテ
ル

スポーツの感動
を地域へ！未
来へ！

【中高年のための運動プログラム】
＜座長＞
 田中 喜代司 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 田中 喜代司 （筑波大学教授）
 中垣内 真樹（長崎大学准教授）
 牧田 茂 （埼玉医科大学国際医療センター准教授）

【子どもの体力向上を図るための地域の関係者の連携と協力】
＜座長＞
 萩 裕美子 （鹿屋体育大学教授）
＜発表者＞
 山中 善道 （NPO法人くちくまのクラブSEACA理事長）
 内藤 信（東京都世田谷区立用賀小学校校長）
 亀山 みはる （愛知県体育指導委員連絡協議会副会長）

【より親しまれるスポーツ施設を目指して】
＜座長＞
 野川 春夫 （順天堂大学教授）
＜発表者＞
 白木 俊郎 （シンコースポーツ株式会社常務取締役／財団法人
日本体育施設協会専門委員）
 武井 正子（順天堂大学名誉教授）
 寺山 まり （JALアカデミー　コミュニケーション事業部シニア・イン
ストラクター）

【子どもの体力向上を促進する効果的な保護者の意識啓発事業
のあり方】
＜座長＞
 瀧井 宏臣 （ルポライター／大南サポートクラブ事務局長）
＜発表者＞
 木村 正男 （埼玉県八潮市立大曽根小学校校長）
 赤木 善弘 （心の東京革命推進協議会(青少年育成協会)事務
局事業課長）
 塩沢 一夫 （山梨県レクリエーション協会専務理事）
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20.2.1
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広島県

広島
市・リー
ガロイ
ヤルホ
テル広
島

次世代につな
ぐ豊かなスポー
ツ環境づくり

【子どもの体力につながるプログラムを探る】
＜座長＞
 佐々木玲子 （慶應義塾大学教授）
＜発表者＞
 松戸良一 （日本レクリエーション協会レク・コーディネーター）
 小嶋信之 （運動遊び指導者）
 鮫田晋 （いすみ市教育委員会社会教育課主事）
 浅野祥雄 （いすみ市教育委員会社会教育課社会教育指導員）

【トップスポーツと連携した地域スポーツのあり方】
＜座長＞
 東川安雄 （国立大学法人広島大学大学院教育学研究科准教
授）
＜発表者＞
 高田豊治 （NPO法人広島トップスポーツクラブネットワーク事務
局、(株)サンフレッチェ広島ホームタウン推進本部長）
 関口昌和 （どんぐりクラブ屋台村理事）
 白雲克宏 （(財)広島市スポーツ協会主任体育主事）

【総合型地域スポーツクラブ等を中心とした子どもの遊びやス
ポーツ活動の定着】
＜座長＞
 長積仁 （国立大学法人徳島大学総合科学部准教授）
＜発表者＞
 森野巧 （NPO法人やまつみスポーツクラブ専務理事）
 白倉香理 （富山県広域スポーツセンター専任指導者）
 中村芳美 （春日あそびの城レクリエーションコーディネーター）

【スポーツのさらなる飛躍はスポーツ施設の整備と充実から】
＜座長＞
 野川春夫 （順天堂大学スポーツ健康科学部教授）
＜発表者＞
 後藤正臣（ (財)日本体育施設協会専門委員）
 三宅弘展 (財)日本体育施設協会専門委員
 中村恭平 （特定非営利活動法人府中アスレティックフットボール
クラブ副理事長）

【現場に生かす行動変容の知恵 ～スポーツ・運動を始めさせ、
続けさせ、逆戻りさせないための働きかけ～】
＜座長＞
 竹中晃二 （早稲田大学人間科学学術院教授）
＜発表者＞
 植野恵美子 （ヨネックス(株)所属アドバイザー、元バドミントン世
界選手権ダブルスチャンピオン）
 桂千惠子 （(財)大阪府スポーツ・教育振興財団大阪府立門真ス
ポーツセンター館長）
 藤田紀昭 （日本福祉大学社会福祉学部教授）
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福島県

郡山
市・ホテ
ルハマ
ツ

次世代につな
ぐ豊かなスポー
ツ環境づくり

【子どもの体力の向上や健康増進に資するスポーツ環境の整備
充実について】
＜座長＞
 東根明人 （順天堂大学スポーツ健康科学部助教授）
＜発表者＞
 大森眞一 （茨城県常陸太田市体育指導委員協議会）
 北村敏子（秋田県秋田市桜・遊クラブ主宰代表者）
 情野正 （山形県米沢市教育委員会教育指導部学校教育課指
導主事）

【対象に合わせたスポーツ環境の充実策～プログラムサービスを
中心に～】
＜座長＞
 山口泰雄 （国立大学法人神戸大学発達科学部教授）
＜発表者＞
 有本征世 （NPO法人けんこうのわ碧の木会長）
 杉本晴夫 （卒サラヒューマンネットワーク船橋市時活村村長）
 近藤和夫 （(社)東京都障害者スポーツ協会スポーツ振興室長）

【地域住民が主役となったスポーツ環境づくりについて】
＜座長＞
 黒須充 （国立大学法人福島大学人間発達文化学類教授）
＜発表者＞
 アクセル・ベッカー （ドイツ連邦共和国ノイス郡スポーツ相談課
長）
 佐藤克男 （あだちスポーツクラブ理事長）
 齋藤道子 （うつくしまスポーツルーターズ事務局員）

【スポーツ指導者が一層活躍できるスポーツ環境づくりについて】
＜座長＞
 間野義之 （早稲田大学スポーツ科学学術院助教授）
＜発表者＞
 鎌田博子 （山形県鶴岡市民健康スポーツクラブクラブマネ
ジャー）
 野田昭義 （神奈川県城下町スポーツクラブ副会長）
 平谷昌樹 （岡山県広域スポーツセンター主任）

【豊かなスポーツ環境を創り出すための今後のスポーツ施設の在
り方について】
＜座長＞
 野川春夫 （順天堂大学スポーツ健康科学部教授）
＜発表者＞
 白木俊郎 （（財）日本体育施設協会専門委員、シンコースポー
ツ（株）常務取締役
 三宅豊 （（財）日本体育施設協会専門委員／セノー（株）理事・
営業本部室長
 菅原哲朗 （キーストーン法律事務所代表・弁護士）
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#
18.2.3
～3

熊本県

熊本
市・ホテ
ル日航
熊本ほ
か

豊かなスポーツ
環境の創出に
向けて

【スポーツの持つ可能性】
 田嶋 幸三（(財)日本サッカー協
会技術委員会委員長）

【地域で創る豊かなスポーツ環境】
 ＜コーディネーター＞
 杉山 茂（スポーツプロデューサー）
 ＜シンポジスト＞
 黒須 充（福島大学人間発達文化学類教授）
 佐々木秀幸（(財)日本体育協会指導者育成専門委員会委員）
 中村 和彦（山梨大学教育人間科学部助教授）
 柳沢 和雄（筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授）

【総合型地域スポーツクラブ創設への取組】
＜座長＞
 中西純司 （福岡教育大学教育学部助教授）
＜発表者＞
 星香里 （福島県うつくしま広域スポーツセンタープロジェクトマネ
ジャー）
 飯田忠子 （山梨県ホワイトウォーターランド白州クラブマネ
ジャー）
 片岡康行 （三重県橋南スポーツクラブマネジャー）

【「元気の出るクラブ」づくりを目指して】
＜座長＞
 中川保敬 （熊本大学教育学部教授）
＜発表者＞
 日田匠 （玉南コミュニティクラブクラブマネジャー）
 陶山えつ子 （みかわだっでんクラブ副会長）
 島田正博 （くぎのクラブTRYクラブマネジャー）
 後藤貴浩 （熊本大学教育学部助教授）

【スポーツに対する意識を変える取組～子どものスポーツ活動を
通して、保護者もスポーツが好きになる～】
＜座長＞
 松尾哲矢 （立教大学コミュニティ福祉学部教授）
＜発表者＞
 萩原美樹子 （元バスケットボール女子日本代表／（株）ジャパン
エナジーCSR推進部JOMOバスケットボールクリニックコーチ）
 並河研 （オービックシーガルズゼネラルマネージャー）
 杉沢幹生 （NPO法人杉並アヤックスサッカークラブ理事長）

【今後のスポーツ指導者の養成と活動促進のあり方について】
 ＜座長＞
 佐々木秀幸 （（財）日本体育協会指導者育成専門委員会委員）
＜発表者＞
 廣﨑正彰 （（財）日本体育協会スポーツ指導者育成部長代理）
 金哲彦 （NPO法人ニッポンランナーズ理事長）
 中松秀夫 （（財）滋賀県体育協会生涯スポーツ担当）

【指定管理者制度の実施とモニタリングに至るまで】
＜座長＞
 桂川保彦 （東亜大学サービス産業学部教授）
＜発表者＞
 坂田公一 （セノー(株)中央研究所所長）
 石脇茂 （(株)NTTファシリティーズFM事業本部部長）
 柊巌 （(財)日本体育施設協会常務理事）
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#
17.2.3
～4

富山県

富山
市・富
山国際
会議場
ほか

豊かなスポーツ
環境の創出に
向けて

【スポーツの多様性を探る】
 山本 浩（NHK放送局アナウン
ス室エグゼクティブ・アナウン
サー）

【豊かな生涯スポーツ社会構築に向けた取り組み】
 ＜コーディネーター＞
 山本 浩（前掲）
 ＜シンポジスト＞
 山口泰雄（神戸大学発達科学部教授）
 池崎和頼（富山県教育委員会スポーツ課長）
 山田明仁（NPO法人神戸アスリートタウンクラブ副理事長）
 大仁邦彌（株）日本フットボールヴィレッジ代表取締役副社長）

【みんなで創ろう総合型地域スポーツクラブ】
＜座長＞
 柳沢和雄 （筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授）
＜発表者＞
 松田雅彦 （（財）日本体育協会地域スポーツクラブ育成委員会
中央企画班員）
 宮良俊行 （（財）熊本県体育協会クラブ育成アドバイザー）
 小金井寛 （東京都足立区体育指導委員会会長／KITクラブ21
ゼネラルマネジャー）

【総合型地域スポーツクラブの育成支援及び自主運営】
＜座長＞
 菊幸一 （筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授）
＜発表者＞
 南木恵一 （富山県広域スポーツセンター専任指導者）
 熊谷明子 （富山県おやべスポーツクラブ副会長）
 菅岡克則 （山口県ＮＰＯ法人ゆうスポーツクラブクラブマネ
ジャー）

【子どもが体を動かすことが「好き」になる指導の在り方とその環
境づくり】
＜座長＞
 浮田千枝子 （群馬松嶺福祉短期大学教授）
＜発表者＞
 西川佳克 （NHKテレビ・ラジオ体操指導者）
 山口良治 （京都市立伏見工業高等学校ラグビー部総監督）
 稲葉淑乃 （三重県朝日町レクリエーション協会理事長／三重県
ペタンク協会副理事長）

【公共スポーツ施設の新しい管理運営制度と今後の課題】
＜座長＞
 桂川保彦 （東亜大学サービス産業学部教授）
＜発表者＞
 坂田公一 （セノー(株)中央研究所所長）
 野々下恵介 （神戸市行財政局行政部主幹）
 浅井亮一 （コナミスポーツ(株)施設開発本部受託開発部長）

【スポーツ活動における危機管理】
＜座長＞
 菅原哲朗 （弁護士／日本スポーツ法学会会長）
＜発表者＞
 三宅豊 （（財）日本体育施設協会施設用器具部会幹事長）
 武井正子 （順天堂大学名誉教授）
 福林徹 （早稲田大学スポーツ科学部教授）
 有村大二 （（財）スポーツ安全協会事務局次長）
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北海道

札幌
市・札
幌コン
ベン
ション
セン
ター

豊かなスポーツ
環境の創出に
向けて

【スポーツ文化として親しまれて
いくための諸条件】
 平尾 誠二（神戸製鋼ラグビー
部ゼネラルマネージャー）

【地域住民が主体的に創る豊かなスポーツ環境】
 ＜コーディネーター＞
 宮嶋 泰子（テレビ朝日編成制作局アナウンス部）
 ＜シンポジスト＞
 南木 恵一（富山県広域スポーツセンター専任クラブマネー
ジャー）
 三屋 裕子（筑波大学スポーツ科学研究所副所長）
 大木 昭一郎（(社)全国社会体育指導委員連合専務理事）
 山中 裕文（中国新聞社北広島支局長）

【総合型地域スポーツクラブの活動支援について考える】
＜座長＞
 黒須充 （福島大学教育学部教授）
＜発表者＞
 為末大 （2001世界陸上選手権400ｍハードル銅メダリスト）
 佐々木清一 （ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ副理事長兼ゼネラ
ルマネジャー）
 塚野真樹 （ＮＰＯ法人やまつみスポーツクラブクラブマネ
ジャー）

【学校運動部活動と地域スポーツクラブ】
＜座長＞
 山本理人 （北海道教育大学岩見沢校助教授）
＜発表者＞
 清水修 （北海道中学校体育連盟事務局長）
 田上洋介 （長野県広域スポーツセンター運営協議会副会長／
長野県上松町教育委員会教育次長）
 秋山幸男 （（社）全国体育指導委員連合理事／栃木県体育指
導委員協議会会長）

【スポーツ好きをつくる指導者とは～子どもの体力低下に総合型
クラブや学校・スポーツ指導者はどう取り組むべきか～】
＜座長＞
 鈴木寿子 （三重県レクリエーション協会事務局長）
＜発表者＞
 沢井雅志 （日本遊育研究所専任講師）
 清雲栄純 （大宮アルディージャゼネラルマネージャー）
 東正樹 （総合子どもの遊び情報研究室代表）

【地域が築く生涯スポーツ社会】
＜座長＞
 武井正子 （順天堂大学名誉教授）
＜発表者＞
 宮脇哲也 （富山県小杉町教育委員会体育課スポーツ専門員）
 日笠秀人 （シンコースポーツ(株)総務部次長）
 三神威男 （東京都障害者総合スポーツセンター所長）
 倉方知男 （東京体育館長）
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市・国
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地域が創り出す
豊かなスポーツ
ライフ

【日本スポーツの課題と未来】
 二宮清純 （スポーツジャーナリ
スト）

【これからのスポーツ環境の在り方〜子どもたちをはじめとした住
民の豊かなスポーツライフを実現するために〜】
＜コーディネーター＞
 小林寛道 （東京大学大学院総合文化研究科教授）
＜シンポジスト＞
 花井宣明 （福島県教育庁スポーツ健康課長）
 佐藤高弘 （蕨市役所参事兼秘書広報課長）
 宮嶋泰子 （テレビ朝日編成制作局アナウンス部兼報道局報道
センター副部長）
 菊幸一 （奈良女子大学文学部助教授）

【地域のスポーツクラブの充実・発展に対する支援方策】
＜座長＞
 水上博司 （三重大学教育学部助教授）
＜発表者＞
 礒繁雄 （関西学院大学スポーツ科学・健康科学研究室教授）
 長積仁 （徳島大学総合科学部助教授）
 谷口勇一 （大分大学教育福祉科学部講師）

【地域のスポーツクラブを立ち上げるための環境づくり】
＜座長＞
 三好良子 （産業能率大学経営開発本部講師）
＜発表者＞
 伊倉晶子 （NPO法人クラブしっきーずクラブマネジャー）
 村上重信 （しまなみスポーツクラブ事務局次長）
 水谷裕 （京都市障害者スポーツセンター業務課長／京都障害
者スポーツ振興会副会長）

【子どもたちを地域で育むための豊かな環境づくり】
＜座長＞
 池田延行 （東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究セン
ター教授）
＜発表者＞
 綾部美知枝 （静岡県清水市教育部スポーツ振興課総括参事兼
サッカーのまち推進室長）
 村田久忠 （山形県鶴岡市教育委員会スポーツ課長）
 坂東美紀 （京都府立久美浜高等学校教諭／同校カヌー部顧
問）

【地域の豊かなスポーツ環境を創り出すためのスポーツ施設の今
後の在り方】
＜座長＞
 間野義之 （早稲田大学人間科学部助教授）
＜発表者＞
 橋爪静夫 （武庫川女子大学文学部教授）
 山田明仁 （(株)オージースポーツ神戸事業所副所長）
 木村弘 （（財）日本体育施設協会屋外総合計画部部会長）
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地域が創り出す
豊かなスポーツ
ライフ

【生涯スポーツ社会の実現のた
めに〜人とスポーツの付き合い
方、新しいスポーツ観の提言〜】
 西田善夫 （横浜国際総合競技
場長／元NHK解説委員）

【地域が創り出す豊かなスポーツライフ】
＜コーディネーター＞
 黒須充 （福島大学教育学部助教授）
＜シンポジスト＞
 柴田晴夫 （福岡県教育庁教育振興部スポーツ健康課課長補
佐）
 杉山茂 （スポーツプロデューサー）
 松永敬子 （大阪体育大学体育学部生涯スポーツ学科講師）

【地域スポーツクラブ育成促進のための環境整備】
＜座長＞
 大木昭一郎 （駿河台大学文化情報学部教授）
＜発表者＞
 倉田朋保 （東京都教育庁体育部体育健康指導課指導主事）
 坂田公一 （セノー（株）中央研究所所長／（財）日本体育施設
協会用器具部事務局）
 後藤正臣 （長永スポーツ工業（株）取締役設計部長／（財）日
本体育施設協会屋外体育施設部会技術事業委員長）

【充実したクラブライフを享受するための環境づくり】
＜座長＞
 野川春夫 （順天堂大学スポーツ健康科学部スポーツマネジメン
ト学科教授）
＜発表者＞
 永田瑞穂、萩原麻子 （（財）三菱養和会企画事業部健康管理グ
ループ）
 金哲彦 （特定非営利活動法人ニッポンランナーズ理事長）
 菅原哲朗 （弁護士／日本スポーツ少年団常任委員／、日本ス
ポーツ法学会理事）

【子どもたちのためのスポーツ環境づくり】
＜座長＞
 大橋美勝 （岡山大学教育学部教授）
＜発表者＞
 佐藤高弘 （埼玉県スポーツ少年団副本部長／文部科学省中央
教育審議会分科会委員）
 宮崎稔 （千葉県習志野市教育センター所長／学校と地域の融
合教育研究会会長）
 木村和彦 （早稲田大学人間科学部教授／所沢市西地区総合
型地域スポーツクラブ運営委員）

【生涯スポーツ振興における民間・産業界の役割】
＜座長＞
 八代勉 （筑波大学体育科学系教授／日本スポーツ経営学会理
事長）
＜発表者＞
 小田勝美 （（株）ブレイザーズスポーツクラブ取締役事業部長）
 内田広 （ミズノ(株)環境・健康マーケティング室次長）
 斎藤敏一 （（社）日本フィットネス産業協会会長）

【みんなのスポーツ環境充実への提言〜障害者スポーツから生
涯スポーツを考える〜】
＜座長＞
 松尾哲矢 （立教大学コミュニティ福祉学部助教授）
＜発表者＞
 河嶋浩司 （毎日新聞東京本社社会部記者）
 小峰久美 （東京都多摩障害者スポーツセンター指導課主査）
 土田和歌子 （車椅子マラソンランナー）
 千葉雅昭 （NPO法人バラエティークラブジャパン代表）
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青森県
青森
市・ホテ
ル青森

生涯スポーツの
新たな幕開け

【生涯スポーツ社会の創造を目
指して〜生涯スポーツ21 世紀
への提言〜】
 岡野俊一郎 （（財）日本サッ
カー協会会長、国際オリンピック
委員会委員）

【地域における豊かなスポーツ環境の構築を目指して 〜スポー
ツ振興基本計画を踏まえて〜】
＜コーディネーター＞
 浅見俊雄 （日本体育大学教授／東京大学名誉教授／文部科
学省中央教育審議会委員）
＜シンポジスト＞
 杉山茂 （スポーツプロデューサー／Jリーグ理事）
 高田日呂美 （東京都立駒場高等学校長／前全国高等学校体
育連盟理事長）
 箱山好猷 （長野県真田町長）
 増田明美 （スポーツライター／文部科学省中央教育審議会委
員）

【総合型地域スポーツクラブの全国展開の課題Ⅰ〜これからの
公共スポーツ施設の運営及び学校体育施設の共同利用の在り
方〜】
＜座長＞
 鈴木知幸 （東京都教育庁体育部主任社会教育主事）
＜発表者＞
 寺井克明 （富山県福野町ふくのスポーツクラブ理事長）
 佐々木義雄 （練馬区教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興
主査）
 月岡透 （豊島区教育委員／元中学校長／元都中学校体育連
盟会長）

【総合型地域スポーツクラブの全国展開の課題Ⅱ〜地域住民へ
の啓発と行政及びスポーツ団体間の連携〜】
＜座長＞
 黒須充 （福島大学教育学部助教授）
＜発表者＞
 石田和彦 （佐賀県多久市教育委員会スポーツ振興係）
 小仲京子 （うつくしま広域スポーツセンタープロジェクトマネー
ジャー）
 木村和彦 （早稲田大学人間科学部教授）

【中・高年齢者のスポーツ参加促進方策　〜スポーツ実施率の
向上を目指して〜】
＜座長＞
 永島惇正 （東京学芸大学教授／（財）日本体育協会生涯ス
ポーツ推進専門委員会委員）
＜発表者＞
 原拓男 （（財）日本バスケットボール協会理事）
 佐々木啓子 （鈴鹿市体育指導委員／三重県スポーツ少年団常
任理事）
 坂本静男 （順天堂大学浦安病院健康・スポーツ診療科講師／
（財）日本体育協会公認スポーツドクター）

【障害のある人を含めたスポーツの在り方とその環境整備】
＜座長＞
 小玉一彦 （東北福祉大学教授／宮城県障害者スポーツ協会会
長）
＜発表者＞
 四戸龍英 （長野パラリンピック日本選手団主将／日本パラリン
ピック委員会運営委員）
 小林敏枝 （信州大学教育学部非常勤講師）
 芝田耕太郎 （日本車いすテニス協会理事長／ヤマハ発動機株
式会社研究開発センター）
 指宿立 （学校法人平松学園大分リハビリテーション専門学校講
師／(財)日本障害者スポーツ協会公認スポーツコーチ）
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生涯スポーツの
新たな幕開け

【スポーツで拓く未来〜スポーツ
の可能性を探る〜】
 長沼健 （（財）日本体育協会副
会長・日本スポーツ少年団本部
長）

【新たな時代の新たなスポーツライフの在り方】
＜コーディネーター＞
 西田善夫 （ＮＨＫ解説委員）
＜シンポジスト＞
 大山廣子 （秋田県琴丘町教育委員会教育長）
 小谷実可子 （ＩOC（国際オリンピック委員会）選手委員会委員）
 水野正人 （（財）水野スポーツ振興会会長）

【総合型地域スポーツクラブにおける指導者の確保とその連携の
在り方】
＜座長＞
 豊田博 （（財）日本体育協会理事、生涯スポーツ推進専門委員
長）
＜発表者＞
 伊東健児 （佐賀県久保泉町総合型地域スポーツクラブ育成協
議会事務局長）
 加藤保房 （神奈川県スポーツ指導者協議会会長）
 水上博司 （三重大学教育学部助教授）

【地域スポーツ・レクリエーション活動に果たす学校と地域の役割
と連携の在り方】
＜座長＞
 野々宮徹 （愛知教育大学教育学部教授）
＜発表者＞
 金山康博 （埼玉県志木市立宗岡第三小学校長）
 寺嶋捷夫 （千葉県市川市教育委員会生涯学習部生涯学習振
興課長）
 榊原孝彦 （成岩スポーツクラブコーディネーター／半田スポー
ツ健康推進協議会G.M）

【スポーツ活動における安全管理と事故への対応】
＜座長＞
 菅原哲朗 （弁護士／日本スポーツ法学会事務局長）
＜発表者＞
 大津政美 （（社）日本スイミングクラブ協会安全水泳委員長）
 吉田逸男 （（財）日本体育施設協会水泳プール部会長）
 野間口英敏 （（社）日本キャンプ協会常務理事、安全管理委員
会委員長）

【地域スポーツクラブの安定的・継続的運営方策について考え
る】
＜座長＞
 大橋美勝 （岡山大学教育学部教授）
＜発表者＞
 田尻稲雄 （北海道バーバリアンズラグビー・フットボールクラブゼ
ネラルマネージャー）
 間野義之 （（株）三菱総合研究所スポーツ・生涯学習プロジェク
ト推進室主任研究員）
 柳沢和雄 （筑波大学体育科学系助教授）

【スポーツのあるまちづくりを目指して】
＜座長＞
 荒井貞光 （広島市立大学国際学部教授）
＜発表者＞
 内藤武彦 （神奈川県小田原市助役）
 三畑武一 （ジャパンスポーツサイエンスカレッジ学校長）
 鈴木英夫 （横浜商科大学商学部教授）
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豊かなスポーツ
ライフの実現

【21 世紀のスポーツシーンを考
える】
 青島健太 （スポーツライター）

【新しい時代を築くスポーツ環境づくり】
＜コーディネーター＞
 厨義弘 （筑紫女学園大学教授）
＜シンポジスト＞
 櫻井哲雄 （宮崎県延岡市長）
 武隈晃 （鹿児島大学助教授）
 三屋裕子 （筑波スポーツ科学研究所副所長）

【地域住民のニーズに応えるスポーツクラブを考える】
＜座長＞
 荒井貞光 （広島市立大学教授）
＜発表者＞
 黒須充 （福島大学助教授）
 重永澄恵 （山口県公認スポーツ指導者協議会理事）
 鈴木邦彦 （栃木県石橋町教育委員会社会教育課長）

【市民参加型生涯スポーツの推進　−スポーツボランティアが支
える地域スポーツ事業−】
＜座長＞
 神吉賢一 （神戸大学教授）
＜発表者＞
 新保孝三 （日本ディスクゴルフ協会理事）
 佐藤喜也 （福島市レクリエーション協会理事）
 佐藤靖典 （福岡市市民局文化スポーツ部スポーツ振興課長）

【地域スポーツクラブの育成と公共スポーツ施設の役割】
＜座長＞
 大木昭一郎 （駿河台大学教授）
＜発表者＞
 西浦忠 （福岡市教育委員会生涯学習部社会体育課主任体育
主事）
 橋爪静夫 （大阪府立門真スポーツセンター館長）
 原田宗彦 （大阪体育大学教授）

【地域社会と子どものスポーツ環境】
＜座長＞
 山本清洋 （鹿児島大学教授）
＜発表者＞
 諏訪本光 （広島県立びんご運動公園事業課長）
 宮下達也 （（株）埼玉新聞社編集局運動部長）
 金ヶ江悦子 （福岡県八女市体育指導委員）

【望ましいスポーツ情報システムを考える】
＜座長＞
 山口泰雄 （神戸大学助教授）
＜発表者＞
 永田淳一 （福岡市総務企画局企画調整部高度情報化担当主
査）
 吉田英治 （福岡県立スポーツ科学情報センター健康科学課
長）
 西嶋尚彦 （筑波大学講師）
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豊かなスポーツ
ライフの実現

【生涯にわたるスポーツとの上手
な付き合い方】
 野中ともよ （ジャーナリスト）

【豊かなスポーツライフの実現　—今後の地域のスポーツ環境づく
り—】
＜コーディネーター＞
 青木純一郎 （順天堂大学教授）
＜シンポジスト＞
 恵美三紀子 （日本スポーツ少年団常任理事）
 林和雄 （千葉県白子町長）
 八代勉 （筑波大学教授）

【総合型地域スポーツクラブの育成と指導体制の整備】
＜座長＞
 大橋美勝 （岡山大学教授）
＜発表者＞
 高橋良光 （岩手県金ヶ崎町中央生涯教育センター主幹）
 小出利一 （群馬県新町スポーツ少年団事務局長）
 村上みな子 （東京都板橋区教育委員会指導室指導主事）

【自分流スポーツライフの開発　—豊かなスポーツライフを楽しむ
ために—】
＜座長＞
 荒井貞光 （広島市立大学教授）
＜発表者＞
 河原塚達樹 （（財）日本レクリエーション協会広報出版部長）
 野口澄江 （北茨城市レクリエーション協会会長）
 原田宗彦 （大阪体育大学教授）

【スポーツ施設の質的充実と住民の視点に立った運営】
＜座長＞
 大木昭一郎 （駿河台大学教授）
＜発表者＞
 鈴木知幸 （東京都教育庁体育部副参事）
 田井豊 （湧永製薬（株）広島事業所総務部長）
 矢川譲 （東京都千代田区立昌平小学校校長）

【21世紀を生きる子どものスポーツ活動】
＜座長＞
 落合優 （横浜国立大学教授）
＜発表者＞
 長谷川威 （東京都江東区体育指導委員協議会幹事長）
 八代裕 （千葉県市原市スポーツ少年団副本部長）
 村田光範 （東京女子医科大学付属第二病院院長）

【これからのスポーツサービスの在り方】
＜座長＞
 山口泰雄 （神戸大学助教授）
＜発表者＞
 石倉章雄 （（財）山梨県県民スポーツ事業団スポーツ振興課主
任）
 藤田松一郎 （日産スポーツプラザ（株）代表取締役社長）
 川上忠 （千葉県船橋市総合教育センター副主査）
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豊かなスポーツ
ライフの実現

【スポーツの魅力】
 森中直樹 （NHKアナウンサー）

【21 世紀のコミュニティースポーツを考える】
＜コーディネーター＞
 佐伯聰夫 （筑波大学教授）
＜シンポジスト＞
 厨義弘 （福岡教育大学教授）
 下条由紀子（（株）月刊ランナーズ編集長）
 宮城島弘正 （静岡県清水市長）

【地域における指導サービスの在り方】
＜座長＞
 豊田博 （千葉大学教授）
＜発表者＞
 荻野和雄 （飯能市スポーツ指導者協議会副会長）
 竹下貢 （大田市体育協会理事長）
 芝崎由美子 （京都ジュニアバドミントン教室技術指導担当）
＜助言者＞
 八代勉 （筑波大学教授）

【コミュニティースポーツ施設の整備・充実】
＜座長＞大木昭一郎 （駿河台大学教授）
＜発表者＞
 齊藤義孝 （横浜市教育委員会生涯学習部スポーツ課長）
 井神健雄 （（財）岐阜県スポーツ振興事業団副理事長）
 雨谷豊秋 （（株）梓設計マスタープランナー）

【生きる力をはぐくむ子供のスポーツ活動】
＜座長＞
 佐藤良男 （順天堂大学教授）
＜発表者＞
 青木一 （名古屋市立冨士中学校長／愛知県小中学校校長会
副会長・中学校部会長）
 田中忠夫 （秋田県琴丘町教育委員会スポーツ課長）
 松下倶子 （国立信州高遠少年自然の家所長）

【総合型地域スポーツクラブの今後の展開】
＜座長＞
 大橋美勝 （岡山大学教授）
＜発表者＞
 榊原孝彦 （成岩スポーツクラブ理事）
 田口正邦 （岐阜県下呂町立下呂中学校長）
 鎌田博子 （鶴岡市体育指導委員会副会長）
 黒須充 （福島大学助教授）

【コミュニティスポーツの活性化を目指して】
＜座長＞
 野々宮徹 （愛知教育大学教授）
＜発表者＞
 三宅智子 （愛知県三好町教育委員会スポーツ課主事）
 古今哲也 （輪島市体育指導委員会委員長）
 清水俊光 （岐阜県大垣市教育委員会保健体育課主任指導主
事）
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21世紀の生涯
スポーツビジョ
ン～その展開
に向けて

【文化としてのスポーツ】
 岡崎満義 （（株）文芸春秋取締
役編集委員室総局長、編集委
員長・企画センター局長）

【生涯スポーツビジョンの地域的展開—地域スポーツの将来を考
える—】
＜コーディネーター＞
 佐伯聰夫 （筑波大学教授）
＜シンポジスト＞
 大橋美勝 （岡山大学教授）
 加藤寛（（株）ヴィッセル神戸強化部育成部長）
 北村春江 （兵庫県芦屋市長）

【スポーツ指導者の活動環境を考える】
＜座長＞
 永島惇正 （東京学芸大学教授）
＜発表者＞
 河原慶子 （（財）長岡京市体育協会、スポーツ指導者組織プロ
ジェクト委員）
 佐々木秀幸 （（財）日本陸上競技連盟常務理事）
 高森秀蔵 （筑波大学助教授）

【「ゆとりと豊かさ」を実感できる生涯スポーツ活動を考える】
＜座長＞
 山田誠 （神戸市外国語大学教授）
＜発表者＞
 吉田順一 （神戸大学教授）
 Ａ・ラウフ・ミフタヒッテン （（社）横浜カントリーアンドアスレチック
クラブ（YCAC）ローンボウルズ委員会元キャプテン）
 西田真弓 （寝屋川市インディアカ協会会長）
 川村協平 （山梨大学助教授）

【コミュニティースポーツ施設の将来を考える —大震災の教訓を
生かして】
＜座長＞
 大木昭一郎 （駿河台大学教授）
＜発表者＞
 川北雅昭 （兵庫県立総合体育館長）
 吉田逸男 （（財）日本体育施設協会水泳プール部会長）
 太田統士 （（株）泉創建エンジニアリング顧問）
 上野十次郎 （堺市立大浜体育館長）

【豊かなコミュニティーづくりと子どものスポーツ】
＜座長＞
 細川磐 （大阪体育大学教授）
＜発表者＞
 久保田哲夫 （大阪府スポーツ少年団理事／豊中市教育委員会
社会教育部青少年課指導主事）
 堀内早苗 （横浜市港南中学校教諭）
 高島たま （瀬田南スポーツ少年団団長）
 菅原哲朗 （スポーツ法学会理事）

【地域に開かれたスポーツ環境を考える —総合型地域スポーツク
ラブの育成を視野に入れて—】
＜座長＞
 島崎仁 （大阪教育大学教授）
＜発表者＞
 古田峰子 （垂水区団地スポーツ協会会長）
 佐山義昭 （三鷹市立第七中学校校長）
 上野章子 （杉並区向陽スポーツ文化クラブ会長）
 山口泰雄 （神戸大学助教授）
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21世紀の生涯
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ン

【スポーツ指導者 −これまでとこれから−】
＜座長＞
 佐藤良男 （順天堂大学教授）
＜発表者＞
 荒井貞光 （広島市立大学教授）
 小湊千尋（（財）横浜市スポーツ振興事業団指導員）
 田中安男（（財）愛媛県体育協会事務局係長）
 柴田八郎（（株）荏原湘南スポーツセンター取締役支配人）

【スポーツ施設整備 —これまでとこれからー】
＜座長＞
 高島稔 （東京女子体育大学教授）
＜発表者＞
 竹山実 （武蔵野美術大学教授）
 丸田頼一 （千葉大学教授）
 鈴木知幸 （東京都教育庁スポーツ振興課課長補佐）
 青木幹太 （セノー（株）開発本部課長）

【地域のスポーツ振興方策 —これまでとこれからー】
＜座長＞
 大橋美勝 （岡山大学教授）
＜発表者＞
 福山一夫 （大分県教育委員会体育保健課長）
 江口由紀夫 （足立区教育委員会体育課長）
 岡本登喜男 （富山県福野町教育委員会スポーツ指導係長）
 志垣恵美子 （延岡市体育指導委員協議会副会長）

【ライフスタイルとスポーツ —これまでとこれからー】
＜座長＞
 三ツ谷洋子 （女性スポーツ財団日本支部代表）
＜発表者＞
 薗田碩哉 （（財）日本レクリエーション協会組織本部長）
 江刺正吾 （奈良女子大学教授）
 山岸二三夫 （渋谷区教育委員会青少年課社会教育主事）
 米村恵子 ((財)余暇開発センター主任研究員）

【スポーツ活動と安全 —これまでとこれからー】
＜座長＞
 高澤晴夫 （横浜市港湾病院院長）
＜発表者＞
 中嶋寛之 （東京大学教授）
 伊藤繁次郎 （新居浜アーチェリークラブ指導者）
 小島明將（（財）日本レジャースポーツ振興協会常務理事）
 伊藤尭 （東京女子体育大学教授）
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生涯スポーツの
深化と拡大

【これからのスポーツ環境を考える】
＜座長＞
 高島稔 （東京女子体育大学教授）
＜発表者＞
 加藤隆 （明治大学教授）
 中田裕久 （筑波大学客員助教授）
 原田宗彦 （大阪体育大学助教授）
 大和一光 （日本体育・学校健康センター総務課文書係長）

【新しい地域スポーツクラブの展望】
＜座長＞
 細川磐 （大阪体育大学教授）
＜発表者＞
 小岩井善一 （茨城県鹿島町役場企画課係長）
 加藤寛 （（社）神戸フットボールクラブ事務局次長）
 横田幸子 （（財）日本卓球協会事務局長）
＜助言者＞
 中村平 （東京女子体育大学教授）

【市民スポーツイベントの展望】
＜座長＞
 大鋸順 （電気通信大学教授）
＜発表者＞
 天野祐昌 （船橋市教育委員会社会体育課長）
 下条由紀子 （（株）月刊ランナーズ編集長）
 山田晴通 （松商学園短期大学助教授）
 土江博昭 （島根県加茂町教育委員会教育長）
＜助言者＞
 山口泰雄 （神戸大学助教授）

【新しいライフスタイルとレジャー・スポーツの展望】
＜座長＞
 佐伯聰夫 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 須賀由紀子（（株）エンゼル財団研究員）
 山田紘祥（（財）余暇開発センター研究主幹）
 木村讃（（社）日本リゾートクラブ協会常務理事）
 須賀次郎（（財）社会スポーツセンター理事）

【ニュースポーツの未来を考える】
＜座長＞
 大橋美勝 （岡山大学教授）
＜発表者＞
 山田誠 （神戸市外国語大学教授）
 瀬戸章嘉 （大阪インディアカ協会理事長）
 師岡文男 （日本フライングディスク協会副理事長）
 三浦典男 （愛知県レクリエーション協会事務局長）
＜助言者＞
 押塚登貴夫（（財）日本レクリエーション協会組織事業本部長）
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【青少年スポーツの振興　−学校週５日制を視野においてー】
＜座長＞
 日丸哲也 （群馬大学教授）
＜発表者＞
 石山昭夫 （茅ヶ崎市三ヶ丘スポーツ少年団代表）
 細田幸夫 （上尾市教育委員会社会体育課長）
 山岸二三夫 （渋谷区教育委員会社会教育主事）
 古賀香正 （（財）日本体育協会少年団課長）
＜助言者＞
 酒井和男 （日本スポーツ少年団常任委員）
 中村平 （東京女子体育大学助教授）

【みるスポーツ・生涯スポーツ】
＜座長＞
 佐伯聰夫 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 大角三郎 （（社）共同通信社整理本部整理部長）
 秋山弘志 （（株）東京ドーム常務取締役マーケティング部長）
 川淵三郎 （（社）日本プロサッカーリーグチェアマン）
 井上信一郎 （（株）博報堂スポーツ事業局局長代理）
＜助言者＞
 橋本一夫 （スポーツライター）
 橋本純一 （信州大学助教授）

【余暇時代と女性のスポーツ活動】
＜座長＞
 江刺正吾 （奈良女子大学教授）
＜発表者＞
 山本玲子 （富山県女性スポーツの会会長）
 平林栄子 （豊田市体育指導委員連絡協議会副会長）
 村田芳子 （岡山大学助教授）
 矢島ますみ （明海大学講師）
＜助言者＞
 三ツ谷洋子 （女性スポーツ財団日本支部代表）
 野々宮徹 （愛知教育大学教授）

【生涯スポーツの振興とスポーツ関係団体の役割】
＜座長＞
 細川磐 （大阪体育大学教授）
＜発表者＞
 吉田正志 （（財）日本レクリエーション協会専務理事）
 森武 （（財）日本卓球協会副会長）
 斎藤誠 （青森県グラウンド・ゴルフ協会理事長）
 井谷義昭 （徳島県スポーツ指導者協議会会長）
＜助言者＞
 森朗 （青山学院大学教授）
 荒井貞光 （広島大学助教授）

【地域の特性に応じたスポーツ環境の整備】
＜座長＞
 大木昭一郎 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 木谷豊 （京都府立体育館スポーツ振興課長）
 安野茂雄 （（財）水戸市スポーツ振興協会常務理事）
 鈴木清一 （福島県棚倉町活性化対策室長）
 玉橋哲夫 （神奈川県教育委員会スポーツ課専任主幹）
＜助言者＞
 大鋸順 （電気通信大学教授）
 佐藤玉和 （千葉県教育委員会体育課長）
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【多様なニーズに対応したスポーツ施設の役割と機能】
＜座長＞
 大木昭一郎 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 竹村正 （浜松市教育委員会文化振興部スポーツ振興課長）
 矢飼盛廣 （明石市立中央公民館館長）
 桜井陽子 （横浜女性フォーラム事業コーディネーター）
＜助言者＞
 加藤隆 （明治大学教授）
 瀬沼克彰 （宇都宮大学生涯学習教育研究センター助教授）

【スポーツ指導者養成機関及び団体の現状と課題】
＜座長＞
 鈴木祐一 （東京女子体育大学教授）
＜発表者＞
 菅野裕 （（財）日本体育協会指導者育成部育成課長）
 坂岡與夫 （大阪社会体育専門学校教務主任）
 岩瀬康彦 （（財）東京YMCA国際奉仕センター企画開発室長）
 八代勉 （筑波大学教授）
 福山信義 （（株）スポーツ東急社長）

【今後の民間スポーツクラブ、スクールにおけるスポーツサービス
の在り方】
＜座長＞
 佐伯聰夫 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 桜井辰哉 （（株）三越事業開発本部事業推進部担当課長）
 林裕三 （（株）日本体育施設運営〈NAS〉代表取締役社長）
 小林隆行 （（株）住地ゴルフ代表取締役社長）
 堀内浩二 （東京YMCA会員／（株）日出出版代表取締役社長）
 原田宗彦 （大阪体育大学助教授）

【高齢者スポーツの振興】
＜座長＞
 青木純一郎 （順天堂大学教授）
＜発表者＞
 山口泰雄 （神戸大学助教授）
 細田重憲 （厚生省大臣官房老人保健福祉部・老人福祉振興課
課長補佐）
 入江敏夫 （埼玉県幸手市教育委員会体育課長）
 小林寛道 （東京大学教授）

【21世紀に向けての野外活動の展望】
＜座長＞
 江橋慎四郎 （中京大学教授）
＜提言＞
 小野清子 （JOC評議員、参議院議員・前環境政務次官）
 束原昌郎 （東京学芸大学助教授）
＜発表者＞
 田中祥子 （津田塾大学教授）
 山浦正昭 （（財）ユースホステル協会研究員）
 池田常道 （日本フリークライミング協会顧問）
 森田齊 （鹿児島県教育委員会社会教育課長）
 小林光 （環境庁自然保護局自然ふれあい推進室長）
＜助言者＞
 星野敏男 （明治大学教授）
 押塚登貴夫 （（財）日本レクリエーション協会組織開発本部長）
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【利用しやすいスポーツ施設の創造】
＜提言＞
 大木昭一郎 （筑波大学教授）
＜発表者＞
 木村弘 （（株）総合設計研究所代表取締役）
 牧川優 （日新製糖（株）余暇開発本部研究開発室長）
 佐藤靖典 （福岡市教育委員会社会体育課長）
 河合輝欣 （NTTデータ通信（株）第一公共システム事業部長）

【スポーツ指導者を考える】
＜提言＞
 江刺正吾 （奈良女子大学教授）
＜発表者＞
 田中正人 （和歌山県体育指導委員連盟会長）
 落合優 （横浜国立大学助教授）
 泉正文 （（財）日本水泳連盟指導者養成委員会委員）
 池田勝 （鹿屋体育大学教授）
＜司会＞
 八代勉 （筑波大学教授）

【女性スポーツをめぐって】
＜座長＞
 野々宮徹 （愛知教育大学助教授）
＜発表者＞
 下条由紀子 （ランナーズ編集局長）
 酒井貴世子 （茨城県古河市体育指導委員）
 小林澄子 （京都女性スポーツの会会長）
 目崎登 （筑波大学医学系助教授）
＜助言者＞
 三ツ谷洋子 （女性スポーツ財団日本支部〈WSFJ〉代表）
 青山敏彦 （日本体育大学教授）

【マリンスポーツ、スカイスポーツの未来展望】
＜座長＞
 岩瀬康彦 （（財）東京YMCA国際奉仕センター企画開発室長）
＜パネラー＞
 青淵隆督 （（財）日本ヨット協会常務理事）
 櫻井晴好 （（社）日本滑空協会常任理事）
 須賀次郎 （（財）社会スポーツセンター理事）
 松岡淳 （SET木島平スカイスポーツスクール チーフコーディ
ネーター）
 山村恒彦 （（社）SURF'90協会コーディネーター）
 渡邉敏久 （日本ハンググライディング連盟理事長）

【企業とスポーツ—新しいパートナーシップに向けて】
＜発表者＞
 桑原孝 （日本電気（株）海外宣伝部長）
 長瀬純治 （富士写真フィルム（株）足柄工場事務部長）
 縄英明 （日本コカ・コーラ（株）取締役副社長）
 大野修司 （日本アイ・ビー・エム（株）企画総務貢献活動部長）
 相子清造 （（財）日清スポーツ振興財団評議員）
＜助言者＞
 井上信一郎 （（株）博報堂事業局局長代理兼スポーツ事業部
長）
 田中弥生 （笹川平和財団研究員）
 水上和夫 （全国都道府県体育・保健・給食主管課長協議会幹
事長）
＜司会＞

－

生涯スポーツ・体力つくり全国会議　～人・スポーツ・未来～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｖｅｒ．２０２０ ）

【スポーツのまち　フォーラム】
＜発表者＞
 岩國哲人 （島根県出雲市長）
 堀田哲爾 （静岡県清水市教育委員会事務局次長・スポーツ都市推進担当専門官）
 前原懿 （北海道幕別町教育長）
＜助言者＞
 島田晴雄 （慶應義塾大学教授）
＜司会＞
 本間政雄 （文部省体育局生涯スポーツ課長）

【国際フォーラム】
 オアフクラブ（スウェーデン）　オフィシャルインストラクター
 グレン・クリスチャンセン、アン・クリスチャンセンほか

基調講演
【J リーグ構想とスポーツ振興の新しい風】
 川淵三郎（（社）日本プロサッカーリーグチェアマン）
【走りの魅力—なぜ私は走りつづけるのか－】
 増田明美 （スポーツライター）

基調講演
【私の野球人生】
 川上哲治 （ＮＨＫ野球解説者）
【世界の山々を目指して】
 田部井淳子 （登山家）
＜司会＞石川明 （文部省体育局生涯スポーツ課長）

シンポジウム
【21 世紀の生涯スポーツビジョン−スポーツ振興のこれまでとこれから−】
＜コーディネーター＞
 佐伯聰夫 （筑波大学教授）
＜シンポジスト＞
 水上和夫 （武蔵丘短期大学教授）
 長沼健（財）日本体育協会常務理事
 水野正人 ミズノ（株）代表取締役社長
 杉山茂 （NHK報道局エグゼクティブ・プロデューサー）

基調講演【子どものスポーツ環境を考える】
 三屋 裕子（スポーツプロデューサー、日本バレーボール協会理事）

基調講演【社会への発展に貢献するスポーツクラブ　～社会への統合・健康・市民ボランティア・生
活の質～】
 フォルカー・リットナー（ドイツ連邦共和国・ケルン体育大学教授）

一般社団法人　東京都スポーツ推進委員協議会情報委員会　作成　（2020年2月7日）
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記念対談
【スポーツの感動を地域へ！未来へ！】
 栗山 英樹 （スポーツキャスター・白鴎大学教授）
 二宮 清純 （スポーツジャーナリスト）
 
提言【生涯スポーツ社会の実現に向けて】
 二宮 清純（前掲）

大会
名称

シンポジウム【スポーツを通 した連携・協働が生み出す可能性】
＜コーディネーター＞
 山口 泰雄（神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授）
＜パ ネ リ ス ト＞
 朝原 宣治（アスリートネッワク副理事長）
 荒木田 裕子（公益財団法人日本オリンピック委員会理事）
 武山 兵記（ＮＰＯ法人多賀城市民スポーツクラブ （ＮＰＯ法人多賀城市民スポーツクラブ

トークセッション【スポーツの可能性】
＜語り手＞
 乙武洋匡（作家）
 藤木麻祐子（シンクロナイズドスイミング米国ナショナルチームヘッドコーチ）
 ＜聞き手＞
 山本 浩（法政大学スポーツ健康学部教授）

特別講演 【スポーツと脳】
 養老 孟司（東京大学 名誉教授）

第6分科会
回
数

参加
者

開催
年月

全体テーマ場所 第1分科会 第2分科会 第3分科会 第4分科会 第5分科会
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東京プ
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人・スポーツ・
未来

【スポーツ施設（クラブ）経営の展望】
＜座長＞
鈴木英久（（財）日本体育施設協会事務局長）
＜提言＞
三ツ谷洋子（（有）スポーツ21エンタープライズ社長）
＜発表者＞
苅谷明（（財）愛知県スポーツ振興事業団理事長）
清水信好（（株）芙蓉エンタープライズ社長）
野田信一（（社）日本フィットネス産業協会会長）
＜助言者＞
大木昭一郎（筑波大学体育科学系教授）
福岡孝純（（株）福岡スポーツ研究所所長）
水野正人（（株）ミズノ社長）
＜司会＞
小野喬（（財）日本スポーツクラブ協会理事長）

【ニュースポーツの普及と組織づくり】
＜座長兼司会＞
薗田碩哉（（財）日本レクリエーション協会レジャーレクリエーショ
ン研究所主任研究員）
＜発表者＞
関原康紘（(財)愛知県新城市体育指導委員会広報部長、東海
四県グラウンドゴルフ協会事務局長）
藤沢和典（育英短期大学助教授）
＜助言者＞
中西松壽（（社）全国体育指導委員連合専務理事）
森朗（青山学院大文学部教授）

【スポーツ活動の安全管理と傷害補償】
＜座長＞
村山正博 （聖マリアンナ医科大学教授）
＜発表者＞
山岸二三夫 （渋谷区教育委員会社会教育主事）
河野一郎 （筑波大学体育科学系助教授）
増島篤 （東芝中央病院スポーツ整形外科医長）
鈴木豊（(株)東京海上火災保険火災新種業務部傷害業務課長）
＜司会＞
雨宮輝也（（財）日本体育協会スポーツ科学研究所所長代理）

【スポーツ指導者の養成と活用のあり方】
＜座長＞
細川磐 （大阪体育大学教授／（財）日本体育協会全国スポーツ
指導者連絡協議会幹事長）
＜発表者＞
瀬戸昭彦 （小田原市役所都市計画課長／神奈川県体育協会ス
ポーツ指導者協議会会長)
沢登貞行 （東京都体育指導委員協議会副会長）
佐々木秀幸 （早稲田大学教授／日本陸上競技連盟競技普及
委員会委員長）
＜助言者＞
石井喜八 （日本体育大学教授・体育研究所所長）
佐伯聰夫 （筑波大学体育科学系助教授）
＜司会＞
太田利彦 （岩手大学教授／前（財）日本体育協会全国スポーツ
指導者連絡協議会幹事長）

【今後のスポーツイベントの企画・運営のあり方】
＜座長＞
粂野豊 （茨城大学教育学部教授）
＜提言＞
荒井貞光 （広島大学総合科学部助教授／広島コミュニティス
ポーツ研究会代表）
＜発表者＞
斎藤一夫 （いなほ陸友会OB会長）
能澤拡志 （北日本放送（株）業務局局次長）
饒平名知宏 （サントピア沖縄実行委員会事務局長）
＜司会＞
佐藤靖典 （福岡市教育委員会社会教育課体育係長）

－

生

涯

ス

ポ

ー

ツ

コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン

基調講演
【スポーツの時代に生きる！】
 杉山 茂（日本放送協会スポーツ報道センター長）


