
 

第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 令和元年度第 1回寒川町スポーツ推進審議会  

開催日時 令和元年 9月19日(木 )14時00分～16時00分 

開催場所 寒川町役場  本庁舎  議会第 1会議室  

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

《出席委員》  

塚原喜三（会長）、島田哲夫（副会長）、三澤京子、  

伊藤フサ子、河村卓丸、臼井浩美、大久保寧繙  

《欠席委員》  

  酒井明美、坂本聡志、若林正雄  

《事務局》健康子ども部健康・スポーツ課  

伊藤研（部長）、亀井正人（課長）  

門脇崇（スポーツ推進担当主査） 

     

傍聴者 0名  

議 題 

（１）平成３０年度実績報告及び令和元年度事業予定について 

（２）町営プール整備の進捗状況について 

（３）パンプトラックさむかわの利用状況について 

（４）アークリーグの実績報告 

（５）その他 

決定事項  

公開又は 

非公開の別 

 

公開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

○ 開会 

 

〇 委嘱状交付式 大久保寧繙委員、臼井浩美委員 

 

○ あいさつ  伊藤健康子ども部長 

 

○ 議事録承認委員の指名  塚原委員、島田委員を指名。 

               



 

○ 議題 

（１） 平成３０年度実績報告及び令和元年度事業予定について 

 （資料番号１） 

【事務局】 

資料番号１、スポーツ関係事業実績報告いたします。 

６番目、５月３０日に行われましたチャレンジデー２０１８、こちら

の対戦相手が秋田県北秋田市になりまして、参加人数が３万４,７５１

名、参加率が７１.７％で寒川が勝利をいたしました。 

 続いて、その下の町立小学校プール開放、各小学校５校で３,６１

５人の利用者がございましたが、１校、南小が利用ができなくなって、

４校の利用となってございます。 

 それから、部長のほうからもお話のありました、昨年の１０月２０

日にパンプトラックさむかわが開園いたしまして、こちらのオープニン

グセレモニーに１５０名の方が参加をされました。 

 続きまして１８番の、こちらもパンプトラックの関係なんですけれ

ども、昨年１月１５日にＮｅｗ Ｙｅａｒ Ｐｕｍｐという自主事業を

行いまして、４９０名の参加がございました。 

 続きまして、裏面の令和元年度スポーツ関係事業予定表でございま

す。 

４月１４日に観桜駅伝競走大会を旭が丘中学校を会場に行いました。 

５番目のチャレンジデー２０１９を５月２９日に行いまして、こちら

が広島県の三次市と対戦をいたしまして、参加者３万１,７６４名で、

参加率が６５.４％、三次市が３万５,１２６名の６６.９％で、今年度は

敗退してしまいました。 

９月８日にレクリエーション協会のレクリエーションフェイスティ

バルのほうを行いました。 

１１番の１０月１４日、１０月２０日、１０月２７日に２０１９さむ

かわスポーツデイを３日間でシンコースポーツアリーナ及び田端スポ

ーツ公園と町民センターで行います。 

１６番、来年のお話なんですけれども、パンプトラックさむかわでＮ

ｅｗ Ｙｅａｒ Ｐｕｍｐ２０２０を行う予定でございます。 

 以上です。 

【塚原会長】 

ありがとうございました。それでは、ただいま事業報告、事業予定に

ついて説明がありました。 



質問等ありましたら、よろしくお願いします。 

【事務局】 

補足ですが観桜駅伝を３０年度から有料化したにもかかわらず、参加

団体、チームが増えてきている状況です。 

現在、問題になっているのが、警察より交通規制に対して、かなり厳

しいご意見をいただいており、今年については、旭が丘中学校を出発し、

ほとんど信号がないコースでした。 

来年度は、７０回記念大会、町制８０周年ということで、寒川神社を

スタートということで協議しています。 

【塚原会長】 

続きまして、議題２ 町営プール整備の進捗状況について、事務局よ

りお願いします。 

 

（２）町営プール整備の進捗状況について（資料番号２） 

【事務局】 

町営プール整備の進捗状況について資料番号２になります。 

全体のスケジュールといたしましては、今年度、実施設計を行いまし

て、来年度、令和２年度に整備工事を行い、令和３年 7 月にプール開場

予定しております。 

令和元年度の予定でございますが、令和２年３月に企業庁、プールの

建物及び工作物を無償譲渡をして、建設協定を締結する予定です。 

【塚原会長】 

 町営プールの整備について、説明がありました。 

質問やご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。 

【三澤委員】 

町営プールがどのようなものができ上がる想定なのか、ご説明いただ

きたい。 

【事務局】 

 新設する部分と改修する部分がございます。 

改修については、管理棟、スライダープール、幼児用プール。 

新設については、今あります５０メートルプールを撤去して、２５メ

ートルプールにします。 

ただ、学校の２５メートルプールと違って、コースが少し多いので幅

が若干大きめの２５メートルプールでございます。 

屋根付きの２５メートルプールは撤去し、そこに器具庫を新設しま

す。 



少し余剰な土地がありますので、多目的広場という形で、いろいろな

運動に利用できるように、人工芝を張るスペースを作ります。 

概要としては以上になります。 

【塚原会長】 

 プールに関しては、よろしいでしょうか。 

続きまして、議題３のパンプトラックさむかわの利用状況について、 

事務局からよろしくお願いします。 

 

（３）パンプトラックさむかわの利用状況について（資料番号３） 

【事務局】 

 続きまして、パンプトラックさむかわの利用状況について、ご説明を

いたします。資料３になります。 

 こちらは昨年度、２月の審議会のときに１月までの利用状況を掲載

しておりましたが、それ以降の２月、３月と４月から７月分を掲載させ

ていただいております。 

裏面は、令和元年度にパンプトラックさむかわの自主事業で行いまし

たＢＭＸの講習会と、町民無料開放デーの内容です。 

ＢＭＸ講習会ですが、４回を１行程として２つのコースで実施をして

います。 

ビギナーコースは幼児から小学生の初心者を対象に、ＢＭＸの乗り方

から始まり、４回目には模擬レースができるようになるまでの講習を行

いました。 

テクニックコースは小学生以上の経験者を対象に行いました。 

天気の関係で当初の日程とずれておりますが、３８名の参加がござい

ました。また、第２弾として８月２４日より行っています。 

続いて、町民無料開放デーでございます。 

８月１５日の木曜日にレンタル料も無料で行いましたが、こちらもあ

いにくの雨模様でございましたが、１１名の利用がございました。 

指定管理者より天気の安定する秋口にも町民無料開放デーを計画し

ています。 

また、４月よりレンタル料の値下げを行って、より利用しやすいよう

努力をしております。 

ストライダーにつきましても、８月より利用できる曜日、時間が増え

ましたので、パンプトラックの利用促進につながればと思います。 

【塚原会長】 

 利用状況の説明がありました。 



皆様から質問、ご意見がありましたらお願いします。 

【臼井委員】 

このパンプトラックって初心者の人が手ぶらで行ってもできるもの

なんですか。 

【事務局】 

 初心者向けの教室を開催しています。 

プロテクターも貸し出しをしています。 

子供はヘルメットと肘、膝のプロテクターを付けなくて利用できませ

ん。 

大人の方はヘルメットのみでも利用可能です。 

【臼井委員】 

自転車も貸してもらえるのですか。 

【事務局】 

自転車については大人用、子供用、両方そろえていますので、貸し出

しはできます。 

普通の自転車と違ってサドルが低いです。 

まずは、平坦なところを少し走ってみて、乗れるようになってからの

ほうが良いと思います。 

町民の利用が少ないので、町民無料開放デーなどの町民を優遇して実

施することにより、町民の方々に楽しんでもらえる施設にしていければ

と思っています。 

【三澤委員】 

値下げをされたのですか。 

【事務局】 

はい。 

【三澤委員】 

 何で値下げをしたのですか。 

【事務局】 

 お子さんが利用する時に、１００円で利用できるのですが、自転車を

含めてプロテクター等全てをレンタルすると１,０００円になってしま

います。 

それだけ高いと利用者が減ってしまう恐れがありますので、５００円

程度におさまるような形に値下げさせていただきました。 

【三澤委員】 

最初から値段の設定が、結構高い値段でしたね。 

５００円にしたのは、いつからですか。 



【事務局】 

本年度から実施しています。 

【塚原会長】 

 他によろしいでしょうか。 

無いようでしたら、議題４アークリーグの実績報告について、事務局

からお願いします。 

 

（４）アークリーグの実績報告について（資料番号４） 

【事務局】 

議題４のアークリーグの実績報告ですが、資料番号４がアークリーグ

実行委員会の公式の実績報告書になります。 

３日間で延べ２万５,０００人の観客の動員、来場者がございました。

４月２７日については、あいにくの雨でしたので人数が少なかったんで

すけども、２８日、２９日は多くの方が来場されました。 

簡単ですが、以上で説明を終わります。 

【塚原会長】 

 この件について何かご意見はありますか。 

【島田副会長】 

来年も開催するかどうかは、あらかじめ情報はいただきたい。 

体育協会の関係ですと、大会の日程が今年も４月から９月の上旬ぐら

いまで、場所がとれないという期間がありまして、大会を一切打てなか

った。 

各種目の協会も、４月とか９月の連休の時を目指しているということ

であれば、今年の大会は１カ月後ろ倒しとか、前倒しとか、いろいろ年

間のスケジュールを決めなきゃいけない。 

あらかじめ開催するのかわかれば、まず最低限は情報としてはいただ

きたいと思います。 

【事務局】 

 公表できる最終的な意思決定はできていませんので、私どももコメン

トできないという立場で、それはご理解いただければと思います。 

来年も開催すると思います。 

ストリートスポーツを推進すると言っている以上、１度の開始で終わ

らすことはないと思います。 

時期については、まだ未確定な部分やイベント自体が確定していない

ので、調整しながら、どこかのタイミングで公表するという形になると

思います。 



【島田副会長】 

 町主催事業で使用するメーンアリーナ、サブアリーナや田端スポーツ

公園を調整して、１２月中旬頃に体育協会へ情報がきます。 

体育協会は、次年度の計画を立てるため、その期間は、大会が開催で

きないので、各種目協会の中で大会をいつ予定しようかというのを決め

ています。 

体育協会と健康・スポーツ課で調整会議を行い、毎年、使用できない

日にちが増えています。 

大会を開催する予定がありますので、開催することがわかれば、早く

知らせていただきたい。 

【事務局】 

開催することがわかった状況で、なるべく早くご提示させていただき

ます。 

【塚原会長】 

よろしくお願いします。 

特になければ、その他のほうに入っていきたいと思います。 

事務局から何かありますか。 

 

（５）その他 

【事務局】 

それでは、事務局より２点ほどご報告させていただきます。 

まず１点目ですが、先ほどもお話が出ていましたＦＬＡＴＰＡＲＫに

つきまして、４月にアークリーグが終了いたしましたが、その後も町営

プールの屋内プールにおいて現在も営業をしています。 

毎月１回程度、フラットジャムと称してミニコンテストを実施してお

ります。 

続いて２点目でございますが、令和元年１１月２日（土曜日）１７時

から、１１月３日（日曜日）１２時から、年が明けまして令和２年２月

１日（土曜日）１７時から、２月２日（日曜日）１２時から、シンコー

スポーツ寒川アリーナ、メーンアリーナにおいて、東京サンレーヴスの

ホームゲームが開催されます。 

東京サンレーヴスは、東京に本拠地を置くＢリーグＢ３のプロバスケ

ットボールチームでございまして、ホームタウンとはなっておりません

が、町内の小中学校へのバスケットボールのクリニックを開催し、バス

ケットボールの楽しさや子供たちとのふれあいを通じて社会貢献を進

めてまいります。 



町内の中学校でもクリニックの要請がございました。 

もし、お時間がございましたら、ぜひ試合もご覧になっていただけれ

ばと思います。 

 事務局からは以上です。 

【塚原会長】 

Ｂリーグは、町から誘致したのですか。 

【事務局】 

 東京サンレーヴスのほうから、ホームタウンになるエリアを広げたい

ということで、お話がありました。 

また、社会貢献のところで学校へ訪問して、クリニックを開催など、

選手との交流を図れるというお話でした。 

また、ミニバスさんが観戦に来られるような時期を選んで設定しまし

た。 

一部、小・中学生を無料招待というお話もあり、招待スペースや無料

招待の人数や範囲については、今後調整します。 

【塚原会長】 

土日開催ですからね。 

【事務局】 

 試合開始は、土曜日の夕方と日曜日のお昼という形で行います。 

【塚原会長】 

 ほかに事務局からありますか。 

【事務局】 

 スポーツデイのチラシをお持ちしたのでお渡しします。 

いろいろな体験ができますので、たくさんの方を誘っていただければ

と思います。 

キッチンカーが出店いたしますので、楽しみながらご飯を食べて、１

日過ごせると思います。 

 

○ 閉会 

【塚原会長】 

特に皆さんからご意見なければ副会長より閉会のことばをお願いし

ます。 

【島田副会長】 

第１回のスポーツ推進審議会を閉会させていただきます。 

お疲れさまでした。 

 



配付資料 

資料１：平成３０年度事業実績報告及び令和元年度事業予定表について 

資料２：町営プール整備の進捗状況について 

資料３：「パンプトラックさむかわ」の利用状況について 

資料４：アークリーグの実績報告について  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 

塚原喜三委員、島田哲夫委員  

（令和元年１０月１１日確定） 

 


