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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成２９年度第 1回寒川町スポーツ推進審議会  

開催日時 平成 29年 5月24日(水 )13時 30分～16時00分 

開催場所 寒川町役場東分庁舎 2階  第 2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、酒井明美、島田哲夫（会長）、三澤京子、稲葉

貞之、小荒井秀夫（副会長）、宮﨑幸夫、加藤琢也、河合

豊、村上満 

《欠席委員》  

  なし  

《事務局》健康子ども部健康・スポーツ課  

野﨑誠（部長）、亀井正人（課長）  

大平茂（スポーツ推進担当副主幹） 

中村誉朗（スポーツ推進担当主事）  

《議題１  関係課》 

  関根利和（施設再編課長）  

     

傍聴者 0名  

議 題 

（１）寒川町公共施設等総合管理計画について 

（２）平成２８年度実績報告及び平成２９年度事業予定について 

（３）スポーツ関係団体への補助金交付について 

（４）寒川町スポーツ推進計画（後期）策定に伴うアンケート調査の実

施について 

（５）指定管理者のモニタリング制度について 

（６）チャレンジデー２０１７について 

（７）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 
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○ あいさつ  野﨑健康子ども部長 

 

○ 委嘱状交付 稲葉委員、河合委員 

 

○ 議事録承認委員の指名  三澤委員、稲葉委員を指名。 

               

○ 議題 

（１） 寒川町公共施設等総合管理計画 

（資料番号１－１、１－２、１－３、１－４） 

 

（関根施設再編課長） 

皆さん、こんにちは。本日は、貴重なお時間を割いていただきまして

ありがとうございます。 

 スポーツ推進審議会で昨年６月及び１０月に、寒川町公共施設等総合

管理計画の策定経過をご説明させていただきましたが、平成２９年３月

に総合管理計画が策定されました。 

本計画は、公共施設等の老朽化、更新財源問題について長期的な視点

で対応策を検討し、公共施設等のあり方について基本的な方向性を示し

たもので、町民の皆様に大きくかかわる事柄であるため、多くの方にご

理解いただきたいと考えてございます。特にスポーツ推進審議会では、

スポーツ施設のあり方についてもかかわりがございますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは資料に沿って説明させていただきます。 

まず、「寒川町公共施設等総合管理計画 概要版」をご覧ください。

１点目の「なぜ今、公共施設のあり方を考えるのか？」についてですが、

今の寒川町として厳しい財政状況、施設の老朽化から始まり、将来の寒

川町として少子高齢化による高齢化率の上昇、働き盛り世代の人口減

少、過去に集中して整備した施設の耐用年数が一斉に到来することが判

明しており、予想されることとして、町税の減収、社会保障費の増加に

よりさらに財政が厳しくなること、公共施設の更新に多額の費用を要

し、平成４５年には資金不足になることが想定され、その結果、町税の

減収、社会保障費の増加への対応と施設の更新が両立不可能である点を

記載してございます。そして、その解決策として、行政が維持すべき施

設の優先順位づけ、学校教育施設のあり方の検討、インフラ資産は壊れ

る前に直すことにより、施設の総量と維持・補修コストを抑え、資金不

足を回避すること、以上のような流れをまとめてございます。 
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 このように、現在の寒川町を取り巻く環境、将来予想から、少子高齢

化・人口減少社会への対応と、公共施設の老朽化、更新財源問題への対

応策を考えたのが、寒川町公共施設等総合管理計画になりますが、この

計画策定をどのように行ってきたのか、策定プロセスを説明させていた

だきます。資料１－２、「３つの柱による計画策定の概要」をご覧くだ

さい。 

 町では、今回の計画策定に当たりまして、将来の公共施設のあり方と

いう、町民の皆様方に直接的に影響が及ぶ事柄であるため、町民の皆様

からご意見をいただきながら計画策定を進めたいと考え、一般からの提

案募集、公募の町民の方や学識経験者、そして施設利用者側の方々にも

議論していただく外部策定委員会、そして役場内組織でもある内部策定

委員会の３つの柱によって計画を策定していくこととしました。そし

て、３つの柱がどのような提案、立案、提言を行ったのかを示したのが、

「３つの柱による計画策定の概要」でございます。 

 左側の一般からの提案募集では、一般からの提案は２件ありまして、

いずれも筒井地域集会所に関する意見でございました。１件目が、中瀬

地域集会所と筒井地域集会所の統廃合ではなく、地域への移管、維持管

理運営を地域へ任せることの提案。２件目が、今後も現状のまま保有し

続ける施設としての評価が寄せられました。 

 続きまして、真ん中の外部策定委員会計画書でございます。こちらは、

昨年１２月２０日に外部策定委員会正副委員長より町長へ提言された、

外部策定委員会独自の計画書の概要になります。計画書のポイントは白

丸で４つございます。 

 １つ目の白丸、「行政が維持すべき施設の優先順位」では、将来は全

ての施設を建てかえることができないこと、さらに今ある施設は維持で

きないことから、行政が維持すべき施設の優先順位づけを行うこととし

てございます。①学校教育施設、②保健福祉施設、③行政・環境・消防

施設につきましては、今後も行政が維持管理するものとされ、保有量、

維持管理手法、民間手法の活用については今後も要検討とし、④地域活

動施設、⑤文化・スポーツ施設につきましては、保有量を減らすことと

するものの、学校教育施設等との複合化、多機能化により、極力機能を

維持するものとされてございます。 

 ２つ目の白丸、「学校教育施設のあり方」では、年少人口減少により、

建築物の５７％を占める学校教育施設の有効活用策として、地域のシン

ボル的存在とする学校のコミュニティスクール化、小学校施設へ地域集

会所と学童保育の複合化、中学校施設へ文化福祉会館、地域包括支援セ
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ンターなどの役場機能の一部の複合化、学区再編、学校教育施設の統廃

合として、１２学級を下回る小学校の統廃合が提案されてございます。 

 ３つ目の白丸「（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の活用方法」

では、①健康管理センター等の既存保健福祉施設の集約、②小学校プー

ルを廃止し、新たに室内温水プールを整備。③町民センターの規模の適

正化を図り、役場庁舎の集約も行うことが提案されてございます。 

 ４つ目の白丸、「インフラ資産の維持管理」では、町が策定した維持

補修計画等に関する提言であり、現時点での既存計画は妥当であり、今

後も維持補修方法を検証し、随時計画を見直すことが提案されてござい

ます。 

 数値目標としましては、約２２億円の資金不足解消を設定し、複合化、

多機能化による効果、４０年間での借地の一部解消、学校教育施設の統

廃合、美化センター更新特定財源の見込み等により資金不足を解消し、

さらに財源を捻出することが提案されてございます。 

 続きまして、右側の内部策定委員会計画書でございます。計画のポイ

ントは白丸で４つございます。 

 １つ目の白丸、「学校を地域コミュニティーの核として位置付け、複

合化を推進」では、学校を地域活動の拠点とし、地域全体で子供たちを

見守り、育む点、地域の防災拠点は確保する点、学校に行政機能の一部

を置くことで町民の利便性を図るとしてございます。 

 ２つ目の白丸、「（仮称）健康福祉総合センター建設予定地は、保健福

祉施設としての機能に役場機能をあわせた複合化施設として建設」で

は、健康福祉総合センターと役場庁舎等の複合化により共有スペースを

創出し、施設の効率化と有効活用を図るとしてございます。 

 ３つ目の白丸、「町営プールは既存施設の改修による再開」では、プ

ールに対する要望が多いことから、既存施設を縮小し、改修した上で再

開すること。学校プールについては既存施設の改修を行うとしてござい

ます。 

 ４つ目の白丸、「インフラ資産の維持管理」では、コストの削減と平

準化を図った上での維持管理を行うとしてございます。 

 数値目標は、約２２億円の資金不足解消を設定し、施設更新の際は役

場関係施設の構造を鉄骨造へ変更し、床面積を２０％減少させること、

学校教育施設については１５％減少させること。美化センター更新特定

財源の見込み等により、資金不足を解消するとしてございます。 

 以上が、３つの柱による計画策定の概要の説明でございまして、続き

まして資料１－３、「３つの柱による提案、提言、立案されたものの相
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違点」をご覧ください。こちらは、先ほど説明いたしました３つの柱に

よる計画策定のうち、異なる点を表にまとめたものでございまして、表

中、網かけとなっている部分が、最終的に町として一本化した総合管理

計画へ反映した点となってございます。 

 表の上から順を追って説明いたします。まず、「計画期間」です。こ

ちらは外部策定委員会からは４０年間の提言、内部策定委員会では、２

０３３年の資金不足を回避するために２０年間としておりました。最終

的には、人口構成が大きく変わる４０年間を捉えた外部策定委員会から

の提言を取り入れ、計画期間を４０年間と設定することとしてございま

す。 

 次に、「町営プール」とその下の「学校プール」についてでございま

す。外部策定委員会からは、学校プールを廃止した上で（仮称）健康福

祉総合センター建設予定地の活用として整備される複合施設内への、通

年利用型温水プールの整備が提案され、内部策定委員会ではコスト比較

等を踏まえ、既存町営プールを縮小した上で改修し、存続と、学校プー

ルについては既存施設の改修の方向を示し、最終的には内部策定委員会

の、既存町営プールの縮小、改修、存続を取り入れてございます。 

 その下の「学校施設」と「資金不足の解消」につきましては、外部策

定委員会からは、学校数を含めた規模の適正化、１２学級を下回る小学

校の統廃合、複合化、多機能化による効果等による資金不足解消の提案

がなされ、内部策定委員会では更新面積縮小による適正規模の床面積と

すること、構造の変更による資金不足の解消を示してございます。この

２項目について網かけがなされておりませんが、最終的には表の下に記

載されている、統廃合ではなく「小中一貫校化」による「８校体制維持、

７拠点化」による、１拠点減による更新費用削減額１９億円を捻出する

こととしてございます。 

 最後の項目、「地域集会所」につきましては、一般からの提案による

筒井地域集会所の地域への移管、外部策定委員会からの提言である「原

則全ての地域集会所を小学校へ複合化を図ること、小学校への複合化を

希望しない地域集会所は地域への移管」の部分を、最終的に町の総合管

理計画へ反映してございます。 

 以上がこの資料の説明となりまして、恐れ入りますが、再度資料１－

１、「概要版」にお戻りいただいて、１ページ目の右側、「２．この計画

が目指すこと」では、先ほど説明いたしました３つの柱による策定プロ

セスを経て、今回策定した計画が目指すことを記載してございます。全

ての施設が建て替えできず、今ある施設も維持できないことが判明した
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ため、「（１）行政が維持する施設の優先順位付け」としまして、①学校

教育施設、②保健福祉施設、③行政・環境・消防施設につきましては、

保有量、維持管理手法、民間手法活用などを引き続き検討しつつ、今後

も行政が維持管理していかなければならない施設と位置づけ、④地域活

動施設、⑤文化スポーツ施設につきましては、現在の保有量を減らすも

のの、機能は極力維持することを記載してございます。 

 続きまして「（２）学校教育施設の複合化・多機能化」としまして、

４０年後には０歳から１４歳までの人口が３６％も減少することから、

町保有の建物のうち５７％を占める学校教育施設の複合化・多機能化を

記載してございます。地域コミュニティーの核となる学校を目指し、地

域集会所、学童保育は小学校施設へ複合化し、文化福祉会館、行政機能

の一部を中学校施設へ複合化することにより、地域の方々が学校とかか

わり合いを持つ機会が増え、地域で子供たちを育む環境が整う。利用者

の方々の目があることでの防犯面での貢献。学校内の部活動と文化団体

等との交流が盛んになる。中学校へ行くことで行政手続を行うことがで

き、利便性が向上するなどのメリット、効果が期待できます。 

 続きまして「（３）インフラ資産の効率的な維持管理・補修」としま

して、壊れる前に直す予防保全的修繕の実施により、コストを抑えた維

持管理を目指すことを記載してございます。 

 続いて、裏面に移りまして「３．町営プールと役場横の土地活用」で

ございます。「（１）町営プールの今後」では、現在、利用を休止してい

るプールについて、再開に向けた要望が多いことやコスト比較を考慮し

まして、当面は規模を縮小した上で改修し、利用を再開することを記載

してございます。 

 次の「（２）（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の活用」では、

平成２１年３月の土地取得後、公共施設等総合管理計画策定の要請が国

からなされたため、この計画策定とあわせて土地活用方法を検討し、既

存の保健福祉施設を集約し、さらに町民センターを５００人程度の収容

人数へと規模の適正化を図り、分散する役場庁舎もあわせた複合化施設

を整備することを記載しており、想定され得る面積に対して、建物共済

の平米当たりの単価３１万円を乗じ、整備費用の概算を行ってございま

す。 

 続きまして「４．資金不足の解消」でございます。平成２７年度に公

表しました、寒川町公共施設等白書により明らかになった資金不足額約

２２億円の解消策についての記載になります。明らかになった資金不足

額約２２億円をスタートとし、学校教育施設の複合化・多機能化による
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更新費用削減効果額約６億円のプラス、学校教育施設の１拠点減による

効果額約１９億円のプラス、美化センター更新の際の特定財源見込み額

約１６億円のプラス、健康福祉総合センター建設予定地への新規施設約

３２億円のマイナス、既存施設の集約による更新費用削減効果額約２８

億円のプラス、集約による既存施設の解体費用約１１億円のマイナスに

より、最終的には資金不足を解消し、約４億円の財源を捻出することを

記載してございます。 

 続きまして「５．今後のスケジュール」でございます。まず、スケジ

ュールの下に緑色の枠で囲まれている部分をご覧ください。「この計画

は、平成２８年度から平成６７年度までの４０年間を計画期間としま

す。計画書本編内の『管理に関する基本的な方針』において、今後の施

設のあり方に関する方向付けを行いましたが、個別施設ごとの更新、複

合化・多機能化の時期については、平成２９年度以降に実施する『建物

の劣化診断』により、実際の老朽化度を把握した上で判断します。そこ

で、今後のスケジュールを上記のように設定し、町の最上位計画である

『総合計画』や『財政計画』などとの整合を図り、施設利用者の方々な

どと調整を図りながら、社会情勢の変化に応じ、適宜見直しを行います」

としてございます。 

 町施設は、建築から年数がたっているものの、耐震補強工事や大規模

改修工事を実施している施設もあるため、実際の劣化具合を専門の方に

診断していただき、その結果に基づき建物の建て替えなのか、長寿命化

で乗り切れるのかの判断を行います。このページの上、スケジュールの

図をごらんください。今後、町民の方々や関係団体との協議を行い、平

成２９年度は劣化診断と、利用率などの施設情報を更新し、２９年度後

半から施設の更新、複合化・多機能化のルールづくり、建物の更新また

は長寿命化の判断を開始し、平成３０年度まで引き続き実施することと

します。そして、診断結果や利用率などの情報に基づき、個別施設ごと

の更新時期などを決めていく施設の再編計画を、平成３０年度から２年

かけて策定することとし、国や県からの補助金などの財源情報の精査、

将来的な支出見込みなども判断材料としながら策定してまいります。そ

して、再編計画策定後、施設の再編に関する情報、データを町の新しい

総合計画へ反映させること、これらを当面の目標として設定しましたの

が「今後のスケジュール」でございます。 

 なお、本計画につきましては、「概要版」に該当ページを記載してご

ざいますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 以上が、寒川町公共施設等総合管理計画の概要でございます。なお、
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先ほど今後のスケジュールの中でも、町民の方々や関係団体との協議を

行うと説明させていただきました。必要に応じまして、地域や団体等に

お邪魔して説明させていただくことも考えてございます。ご要望がござ

いましたら、施設再編課までお声がけいただきますよう、お願いいたし

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

(島田会長） 

ありがとうございます。 

 今、施設再編課長のほうから説明がありました。事前に読んでいない

と、どこが問題なのかわかりにくいかとは思いますが、ご意見、ご希望

等ございましたらお願いします。 

(加藤委員）  

この場でお聞きするのがふさわしいかどうかわからないですが、最終

的にはこの資料１－１の２、３、４、という形で進んでいくということ

でよろしいですか。 

(関根施設再編課長） 

はい。概要としては、カラー版で両面印刷されているような進め方で

進めさせていただければというところでございます。詳細につきまして

は、資料１－４の総合管理計画本編になります。 

(加藤委員）  

４０年の計画ということですが、劣化診断を今しても、また途中で診

断するんですよね。 

(関根施設再編課長） 

現段階での劣化度になろうかと思いますが、町で持っている公共施設

全て劣化診断、専門、一級建築士の方に見ていただいて、それによって

優先順位を決めていって、更新なり長寿命化なり、手を加えなければい

けないものの順番を決めていくというところですが、４０年という長い

スパンではありますので、１０年ごとに見直しをかけていくということ

も考えてございますし、実行する計画の段階では３年スパンでというこ

とも考えてございますので、今回、総合管理計画を策定いたしました。 

その後、施設の再編計画も策定するという流れではございますが、適

宜見直しをかけていくというところでございますので、ご理解いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

(加藤委員）  

ありがとうございます。 

(島田会長）  
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資料番号１には、役場関係施設の構造は鉄骨造に変更とありますけれ

ども、このカラー刷りのほうでは、ほとんどの役場の構造は鉄筋コンク

リート造になっているんですね。 

個人的には、災害時の拠点となるところは鉄筋コンクリートのほうが

より良いと思うんです。鉄骨造の場合は耐震性が少し落ちるでしょうか

ら、そういう意味では鉄筋コンクリートのほうがいいと思います。建物

共済の単価が平米当たり３１万というのが、妥当かどうか心配なんで

す。 

役場の関係は、建物だけではなく、いろんな設備がございます。 

今、ＩＴの関係でお金がとてもかかるので、個人的には、平米当たり

３１万でいくというのがちょっと心配です。坪で言うと１００万円弱で

すから、普通の家庭の個人の家を建てるときも、少しいい家を建てるだ

けで、２階建てぐらいで坪１００万ぐらいかかってしまいます。それを

考えると大丈夫かなとちょっと心配しております。 

(関根施設再編課長）   

ありがとうございます。建物共済の単価ということで、用途別といい

ますか、構造別で鉄筋コンクリート造が一番単価が高いというところが

あったので、その一番高い単価で掛けてというところで考えてございま

す。実際に設計する段階においてどういう構造にしたほうがベストなの

かというのは、費用面も踏まえて考えていかなきゃいけないところだと

思っています。鉄骨というとプレハブ造だったりするわけですけれど

も、最近ですと耐震プレハブといいまして、他の自治体で、やはり市役

所の庁舎だとかというところを耐震プレハブでつくっているような先

行事例もございますので、そういった例も参考にしながら、町としては

どういう構造がベストなのかを探りながら、今後、再編の中で検討して

いくことと思っておりますので、今いただいたご意見も貴重なご意見と

して、今後の検討の中で諮っていきたいと思います。 

(島田会長）  

 そのほか、いかがでしょうか。今まで審議会の中では、プールの議題

が非常に多くて、プールを何とかしようというディスカッションを随分

行ってきましたが、結果的には現在の町営プールのところに、規模を縮

小した上でつくるということで、学校に負担をかけずにできるという点

で、一歩進んだとは理解しております。 

(野﨑健康子ども部長） 

 プールの関係ですが、去年、皆さんに議論いただきまして、その中で、

中途半端であれば要らない、０か１００かというようなお話もいただい
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たり、今ある学校に、みんなが使えるような形で整備するということで

あれば、駐車場など、いろいろ問題があるので、学校と一緒に使用する

ことは良くないのではないかというご意見をいただきました。 

そういった中でそれぞれの意見を出しながら、最終的には今ある寒川

町営プールを縮小して整備するという結論に至っております。 

 今、寒川町営プールについては、土地が企業庁のものなんです。建物、

プール施設については町のものということなので、今後それを整備する

ときに、企業庁の土地なので勝手に実施できないという事情があった

り、プールをやめて貴重な税金を違うサービスに使うということで、例

えば、プールをやめるといった場合には、更地にして返還しなくてはい

けない、企業庁に返さなくてはいけないということですと、更地にする

費用で２億円程度かかるという算段もありました。２億円かけて更地に

して何もなくなってしまうのであれば、２億円程度で直せないだろうか

というような発想も取り入れた中で、コスト比較をしたということにな

ります。 

 今、滑り台、幼児用のプール、５０メートルの屋外プール、２５メー

トルのドーム型プール、管理棟があります。これらを全て新しくすると

なると、１５億ぐらいかかるという試算がありました。しかしながら、

今から１５億をプールに投資するとなると、その後、毎年億単位の維持

管理費がかかるとなるとなかなか難しいということになります。 

このことを踏まえて、２億で直すという発想で、ヤマハ発動機（株）に

見積もりをとったところ、今ある幼児用のプールと滑り台については、

直せば使えるということでした。 

５０メートルプールだった部分は、２５メートルプールをかぶせて設

置します。 

管理棟を直すということでいくと、２億円程度で改修ができるだろう

というお話をいただきました。それでいくと、２億で返還してしまうん

だったら、２億で直せるのではないかという発想を取り入れたところで

す。 

 ただし、２５メートルのドーム型プールについては、手をつけられな

いということなので、本来はそれを壊して更地にするということも必要

なので、プラスアルファのお金がかかります。 

今あるところを直して使えるような形にしていこうという結論にな

ったというのが、プールのところの経緯になります。 

 庭球場につきましては、今後、改修して使えるようにしていこうとい

う位置づけに、今のところなっています。いつ整備するかというスケジ
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ュールは、先ほど言いましたが、３年後ぐらいには全体的に明らかにな

っていく予定です。 

プールについては今年中に企業庁と調整しながら、できるだけ早く使

えるようにしていくという見通しになっているところです。 

 以上です。 

(島田会長）  

 いろいろ補足説明をいただきましてありがとうございます。 

(村上委員） 

 プールのことなんですが、以前、民営にしてみたらというような話が

あったと思うんですが、今回はどうなんですか。町営でずっとやるんで

すか。 

(事務局） 

直すことについては、今回は町でお金をかけて直していきます。直し

た後の運営については、現時点では、指定管理者制度を用いた形を想定

しています。 

プールを全部なくして、ゼロからつくり上げて運営までということで

すと、全てそこから民間にお願いをしてやってもらうという方法もあり

ますが、ゼロから全部つくり直すような形じゃないので、つくるところ

から民間に頼むというのはちょっと、手を挙げてくれるところもないの

かなという形で考えています。 

(村上委員） 

 もう一ついいですか。これだけ要望が多いと、募金すればある程度の

額が集まるんじゃないかと思うんですけれど、そういう考えはどうなん

ですか。 

(事務局） 

 ほかでもちょっとお話をいただいていまして、取り組みたいと思って

いるところです。ふるさと納税とか、インターネットを通じてできるよ

うに検討していきます。 

(島田会長）  

ありがとうございます。 

 そのほか、この件について、よろしいでしょうか。 

 総合管理計画とはいうものの、我々の審議会ではスポーツ施設がター

ゲットでございますので、一番大きな問題のプールが何とか前を向いて

動き出しそうだということで、ちょっとひと安心しています。 

(塚原委員） 

またプールの話に戻るかもしれませんが、学校教育現場の見方とか、
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教育課程とか、そういうことを考えると、小学校のプールはなくそうと

いう計画ですよね。 

 (事務局）  

 学校のプールは全部残そうというのが結論です。小学校５校にある今

のプールは、更新時期が来たら学校で使えるプールとして更新をかけて

いきます。その前の段階では、町営プールをなくして、他の人が使える

ような形も含めた改修を全部にやっていくということだったんですが、

小学校５校のプールはそのまま、学校の教育上のプールとして使えるよ

うに、ずっと更新をかけるということで位置づけとして決まっているわ

けです。 

(関根施設再編課長） 

私のほうで策定プロセス、過程までお話ししたので少し混乱されたか

もしれないですが、町としての総合管理計画を策定するに当たって、３

つの柱でそれぞれ独自に計画しましたという中で、外部策定委員会で

は、小学校プールを廃止して、新しく健康福祉総合センターの中に室内

の温水プールをつくったらどうかというような話は確かにありました。

片や内部策定委員会、役場の職員の組織する委員会では、町営プールを

一部縮小して改修、学校プールは機能をそのままの状態で更新していく

という違いがありましたので、最終的には内部の方向でいきます。 

(島田会長）  

 最近、ニュースでちょっと話題になっていますが、横浜は外につくっ

ている公営プールをなくして、学校のプールに集約するという報道が出

ていて、ニュースを見ていたら室内の立派な温水プールみたいなものが

映っていました。今、我々の持っている小学校５カ所のプールというの

は、屋根なしで普通の屋外にある、昔からのプールですので、その点、

横浜とはちょっと比較にはならないと思いますが。 

(関根施設再編課長） 

そうですね。横浜市ですと、学校のプールもそうですけど、学校自体

も老朽化が進んでいて、更新をかけていくと年間で８００億円ぐらい更

新費用がかかるような話も聞いています。そういった中では、横浜市も

当然、寒川と同じような状況で、将来の更新計画を立てていかなければ

いけないというところで、横浜では学校の統廃合まで踏み込んだ計画に

なるのではないかということを聞いています。 

(島田会長）  

ありがとうございます。 

(事務局） 
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関根施設再編課長につきましては、この後、他の会議があるというこ

とで退席させていただきますのでご了承ください。 

 

関根施設再編課長退出。 

 

（２）平成２８年度実績報告及び平成２９年度事業予定について 

                       （資料番号２） 

(事務局） 

資料番号２をご覧ください。こちらが平成２８年度寒川町スポーツ関

係事業実績報告となります。ご覧のとおり、平成２８年度は２２の事業

を行いました。平成２７年度と比較いたしますと、平成２７年度の合計

参加人数は１万８,２５０人、平成２８年度は２万８,７８２人となりま

して、約５７％の増加となりました。チャレンジデーの参加人数が約１

万人増加したことで、人数が大幅に変わりました。 

 続いて、裏面をごらんください。こちらが平成２９年度寒川町スポー

ツ関係事業の予定表となっております。２９年度も同様に２２の事業で

実施予定です。以上です。 

(島田会長）  

 ありがとうございます。２９年度から新たに行う事業は何かあります

か。 

(事務局） 

ヘルスライフアカデミーという事業が平成２９年度事業として新し

く追加されました。 

寒川駅前の花屋の隣りにジムを構えておりまして、そちらの事業主さ

んが大変好意的で、この事業においては、無料で実施していただいてお

ります。町に協力できることが何かないかというような依頼をいただき

まして、ぜひということで今回、２９年度から、メタボ予防などのご指

導いただける教室を月１回行っております。 

(島田会長）  

私も初めて聞いたんですが、ＰＲ活動はどういうところでやっている

んでしょうか。 

(事務局） 

広報に載せています。 

(島田会長）  

ありがとうございます。 

それでは、２８年度の実績報告、２９年度の事業予定についてはよろ
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しいですか。 

(塚原委員）  

自分がかかわっていることなので、他の協会からお叱りを受けるかも

しれないですけれども、武道フェスティバルについてです。国体の前か

らはじまり、何年たっていますかね。武道フェスティバルにかかわる協

会はやめては困ると言われるかもしれないですけれども、私は剣道協会

に所属していますが、武道フェスティバルをもとに武道の奨励を図ると

いう大きな目的があるかもしれないですが、最近、いろんな競技団体の

種目大会が増えています。外部的にはあちこちで大会が行われており、

武道フェスティバルも剣道だけが大会形式でやっているんですよ。 

個人的には、また近く神奈川国体があるとかというのなら別ですけれ

ど、そろそろ整理してもいいんじゃないのかなと思っています。 

(事務局） 

その辺は事務局のほうも考えています。いつまで続けるべきかという

点についていろいろ検証しながら、今の形態だとほんとうに関係者しか

来ない部分がございますので、一般の方にも触れられるようなものでな

いと、だめではないかという部分もございますので。その辺は今、検討

しているところです。 

(塚原委員）  

そろそろ考えても。 

（３）スポーツ関係団体への補助金交付について 

                   （資料番号３） 

(事務局） 

資料番号の３番をご覧ください。「スポーツ関係団体への補助金交付

について」でございます。 

 スポーツ基本法の第５章に、国の補助等という項目がございます。そ

の中に、第３３条では国の補助、第３４条では地方公共団体の補助、第

３５条では審議会等への諮問等という条文がございます。３３条につき

ましては、こちらに記載のとおりですので省略させていただきますが、

３４条を読み上げます。「地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その

行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部

を補助することができる」。続いて、３５条の審議会等への諮問等でご

ざいます。「国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定に

より社会教育関係団体であるスポーツ団体に対し補助金を交付しよう

とする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二

項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特
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定地方公共団体におけるスポーツに関する事務に係る補助金の交付に

ついては、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意

見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第

十三条の規定による意見を聴くことを要しない」とされております。 

 裏面をごらんください。こういった中で、町としましては平成２９年

度につきまして予算措置をしてございます。予算科目の中で、交付する

予定団体を２団体といたしまして、予算が付いてございます。寒川町体

育協会に９９万円、寒川町レクリエーション協会へ１７万５,０００円

の補助金の交付の予算措置がなされております。ちなみに、参考までに

平成２８年度も体育協会、レクリエーション協会ともに本年と同様の９

９万円、それから１７万５,０００円の補助金の交付をしております。

これにつきまして同審議会において意見等がございましたら伺いたい

ということで、議題に載せた次第でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

(島田会長）  

ありがとうございます。今の審議会等への諮問等、３５条ですが、ス

ポーツ推進審議会等の合議制の機関の意見を聴かなければならないと

思うのですが、ご意見ありましたらよろしくお願いします。 

(稲葉委員）  

レクリエーション協会と体育協会に金額の差がありますね。これはどう

いう理由ですか。 

(事務局） 

理由の一つとしては、団体の数があげられます。 

体育協会さんは１９団体、レクリエーション協会さんは７団体。レク

リエーション協会さんについては１団体２万５,０００円という、内部

の決まりがありまして、１団体に対する補助金額が２万５,０００円と

いうことで、７団体を掛けまして１７万５,０００円となります。 

(稲葉委員）  

体育協会さんが９９万円ということは、１団体に対して幾らというの

は出ていますか。 

(事務局） 

９９万円を２０団体に割って約５万円となります。 

(稲葉委員）  

大体、倍ですよね。 

(事務局） 

活動の内容等に見合った額で、この額で設定されているということで
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ございます。 

 (島田会長） 

月間でなく、年間５万円です。雀の涙ぐらいで、体育協会も年間の総

収入、総支出の金額として、十数万円ぐらいから上は１５０万から２０

０万ぐらいです。それぐらい差があるんです。総収入が多いからたくさ

ん上げるとか減らすとか、そういうことではなくて、活動内容で一応、

ポイント制をとっています。 例えば県のスポーツ団体で対外試合が非

常に多いようなところは６割、７割を補助金に依存しているという協会

もございます。 

(稲葉委員）  

 体育協会さんは１団体に対して１０万円の補助を出すところと、３万

円、２万円というバランスをとっているわけですか。 

(島田会長）  

そんなに極端には差はないですが、４万円ぐらいから６万円ぐらいで

すね。 

(稲葉委員）  

レクリエーション協会は２.５万円でしょう。では、体育協会さんに

入ったら５万円ぐらいの補助金がいただけるんでしょうか。 

(事務局） 

町では、そういうふうになったら考えるとは思いますが、ただ、体育

協会さんのほうが種目別に、子供たちの部分もありますから、人数的に

はかなり多いのかなと思います。 

(島田会長）  

市によっては、体育協会というところとほかのスポーツの関係の協会

が合体して、スポーツ協会というような名前にして、秦野とか、そうい

うところが幾つかあります。スポーツ関係団体が集まっているところも

ございます。ただ、やっぱりやっている内容が大分違いまして、体育協

会はほとんど競技志向という格好でやっているので、少しレクリエーシ

ョン協会とは、ものが違うというのはございます。 

(稲葉委員）  

一般的にこれだけの予算が違うんだから、１団体幾らぐらいなのかを

聞いておきたかっただけのことです。 

 (村上委員） 

 私、少年サッカーが好きですごく応援しているんです。今、寒川には

フットワーク、旭、寒川と３チームあるんですけど、例えば茅ヶ崎グリ

ーンカップという、３０チームが県外から集まる試合があるんです。去
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年は寒川が優勝したんですが、今年は旭が優勝しました。ところが、旭

が優勝したあともう４年、５年、入ってくる子供が少なくてチームが組

めないんです。だから実際の子供の大会に何か補助をやっているのかと

いう気がするんです。 

 一番思うのは、寒川少年のサッカー招待試合というのがあるんですけ

ど、寒川では６年生しかやらないんです。ほかの地域だと６年、５年、

４年と大体やるんです。場所によっては町長杯とかやっているんです。

今のところ、強いから呼んでもらえるんですけど、これが弱くなると呼

んでもらえなくなるんです。だからもう少し、町長杯とかそういうのを

できるような応援ができないかなと思っているんです。お金は１試合、

大体１０万円ぐらいだと聞きました。 

(事務局） 

子どもが減ってきている部分については、全体的に、野球もそうです

し、ほかもそういうところがあって、それは今、塾に行かなくてはいけ

ないだとか、いろいろな社会的状況が変わってきた部分もあるんだろう

と思っています。お金があったほうが賄えるかもしれないですけど、子

供たちを含めて大会を打つとか、そういう運営面については各団体の努

力を基本にやってまいりたいというスタンスなんです。しかし、町とし

ては本来、場所などについての整備をきっちり行い、スポーツができる

環境は整えてなくてはいけないのですが、実際はできていないこともあ

るというのが実情です。 

(村上委員）  

例えば、家庭が貧乏でサッカーをやれないという子もいるかと思うん

です。そういう子に対しても何とかできないかなと思っているんです。

サッカー、野球も備品に結構、お金がかかるし、毎週、土日は弁当をつ

くらなければいけない。そうするとサッカーができない子も結構いるの

ではないかと思います。そういうのも何とかできないかなと思っていま

す。もう少しサッカー協会、少年サッカー協会がスポンサーを集めてや

ってあげればいいのかもしれません。 

(島田会長）  

ジュニアの育成の話は、どこも本当に頭が痛いですが、ここのお金の

中から幾らかはジュニアの育成のために使われていると思いますので、

ご理解いただきたく思います。 

  

（４）「寒川町スポーツ推進計画（後期）策定に伴うアンケート調査の

実施について」（資料番号４） 
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(事務局） 

それでは、資料番号４をご覧ください。こちら、スポーツに関するア

ンケート調査の案ということでお示しさせていただきました。この資料

のほかに、中期の計画書を今日は配付させていただいたところですが、

現在の中期の計画が、平成２９年度で期間が終了することになります。

そして、平成３０年度から後期の計画としてスタートしていくわけです

が、この中期の計画の中でアンケート調査を行っております。平成３０

年度からの後期を策定するに当たっても、町民のスポーツ活動における

実態や意識、要望等を把握したく、アンケート調査を実施したいと考え

ております。 

 １枚めくっていただきますと、まず左側に町の年間のスポーツ事業、

先ほど平成２８年度の実績等も申し上げましたが、町で行っております

スポーツイベントや教室の実施事業名を掲載しております。そして、右

側から実際の調査票の中身に入っていくわけでございますが、全部で２

２問の調査項目を設定いたしました。ちなみに前回の平成２６年度は全

１９問で終わりにしていますが、３問ほど増やさせていただいて、今回

実施する設問は全部で２２問にしたいという考えでございます。 

 特段、中について細かく説明はいたしませんが、中期の計画に掲載し

ました質問事項で、また後期にもぜひ同じようなことを設問として聞き

たいということについては、今回の調査にも同様の質問事項を載せてお

ります。また、神奈川県でも似たようなアンケート調査を行っておりま

して、それらの調査票も参考にしながら、２２問の設問を私ども事務局

で作成させていただきました。 

最初から７問目までは、前回行った調査項目と同様でございます。増

やした項目は、問１０で、「町のスポーツ施設に対して要望等がありま

すか？」というものと、問１１「今後、設置を希望する町のスポーツ施

設は何ですか？」というものです。問１１で言いますと、前回の調査で

は直接、自由に書けるような形をとっていましたが、今回は丸をつけて

回答いただくような形に変更しております。 

特に増やしたところは問１６、１７です。このあたりは新たに事務局

側で町民の意向を確認したいということで、例えば問１７で申し上げま

すと、町が実施しているイベントをどれくらい皆さん、知っていられる

のかということをぜひ聞き取ってみたいということで設問を増やしま

した。また、問１８ではそういった町の事業に参加したいのかどうか、

それから問１９では、参加するに当たっては日曜日がいいのか、平日が

いいのか。問２１はボランティアをやってみたいかどうかという設問で
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す。 

 これが今、案になってございますので、この審議会の中でこんなこと

を聞いてみたらどうだというようなご意見等ありましたらいただきた

く思います。また、町の機構改革に伴いまして、今、統計マーケティン

グ担当という部署ができました。そちらにもこのアンケートを実際見せ

て、ご意見を聞いているところでございます。要は、統計の視点から見

た、こんなことを聞いてアンケートに反映したらどうだというような意

見も、同じ庁舎内での別の部署にも問いかけをして、アンケート調査票

を完成させて実施したいという考えでございます。この審議会の中で

は、今時点のこの案をご覧いただいて、こんな質問をしたらどうかとい

うようなご意見がありましたら、ぜひ頂戴したいということで諮ってい

ます。 

(村上委員）  

質問をする前に、どういう課題があるかというのを多少は想定してい

ますか。 

(事務局） 

一番は事業参加数です。やはり周知の方法が一番大事だと思っていま

すが、まだまだ周知が足りていない状況ですので、それが課題の一つか

と思います。 

（河合委員） 

私が県のスポーツ課にいたときに、県の調査の担当をしたことがあり

まして、考え方としては、ある程度課題があってそれに対してというよ

りは、こういう計画を立てたときに目標値が、例えば県ですと、週に１

回、３０分以上の運動の実施率を何％にしたいという目標値を出したの

に対して調査をかけて、どうなっているかとか、もっと言うと、国が何

年かに一遍やって、国も目標値を出していて、それに対してどう進捗し

ているかというのが一番の目的になります。ただ、その先に寒川なら寒

川なりのイベントだったり、施設だったりという課題があるから、当然、

寒川用の質問が入ってきて、一問一問になるのが普通かなというふうに

思います。 

 １つ質問なんですが、無作為抽出１,０００人というのは、多分、人

口規模からしたら十分、神奈川県全体でも３,０００しかサンプルをと

りません。県の場合は成人に限定して３,０００ですが、寒川町のアン

ケートの対象年齢はいくつからですか。 

(事務局） 

１６歳以上を考えています。 
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（河合委員） 

そういうターゲットも変わってくると、単純にほかの調査とは比較で

きなかったりする場合もあると思いますが、ただ、寒川は寒川の過去の

データで同じようにとっていれば、それとの比較はできると思います。 

あと、ちょっと心配していたのが、こういう統計をとるときに統計審

議会というところに審査をしてもらってオーケーが出ないと、県なんか

はやらないんです。先ほどちょうど統計マーケティング担当というの

が、きっとそういう専門のセクションだと思いますので、やっぱり不適

切な質問が入ったりする場合があるので、そういうところに見ていただ

ければ多分、問題ないのかと思います。一番知りたいことがきちんと入

っていて、それがきちんと計画的にとられているということが一番大事

だというふうに思います。 

(事務局） 

ありがとうございます。今ご意見いただいた中で、私、先ほど統計マ

ーケティング担当にも見てもらっているということで、早速ちょっと直

しがあるということを聞いていますので、今お示ししているものから若

干、修正がかかると思います。 

（三澤委員） 

私も今、同じように年齢のところをちょっとお聞きしたいなと思った

のと、あと問１１の「設置を希望する町のスポーツ施設は何ですか」と

いうのは、例えば現状あるものをもう少しということなんでしょうか。

現状、施設的にあるものはありますよね、どういう意味の質問なんでし

ょうか。 

(事務局） 

 例えば寒川町でゴルフ場をつくれといったらゴルフ場をつくるのか

と言うことですよね。すみません。ここはもう一度考えたいと思います。 

先ほどの、県と町では人口規模が違うということですが、町のアンケ

ートでは１，０００名無作為抽出した中で、大体４０％の回収率を考え

ています。それが４００人程度ですので寒川町の総人口に対して、４０

０の標本が集まりますと、９０数％の真の値に近いという統計的な数字

があります。 

（酒井委員）   

実際、６０歳以上の団塊の世代の方たちは皆さん、スポーツを熱心に

やっている方たちが非常に多いと思うんです。例えば、一般的には６５

歳、７５歳、８０歳という方たちも、高齢介護課でもいろいろと体操だ

とか体育館のジムでイベントをやっていると思いますが、健康スポーツ
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課と高齢介護課が、わりと別々にイベントをやっているイメージがあり

ます。例えば一番最初の年間事業一覧のところに、スポーツ課だけの年

間一覧ではなく、別の課として協力するような方向でというのは、あま

り考えていらっしゃらないのですか。 

(事務局） 

ここのスポーツ事業一覧のページというのが、統計マーケティング担

当に見せたときに、せっかくこの調査票を１,０００人に対して配るん

だから、町のスポーツ事業をちゃんと宣伝したらどうかという提案があ

りました。他の部署との云々というのは思い浮かびませんでした。 

（島田会長） 

町の行政も一応、縦割りにはなっているし、ただ健康という意味で言

うとスポーツもあるでしょうし、障害を持った方、高齢者の方 ジュニ

アの関係のこともあるでしょうし、全部一緒くたにするのはなかなか難

しいでしょうね。 

（５）「寒川町指定管理者制度に関するモニタリング評価について」 

（資料番号５） 

(事務局） 

資料番号５をご覧ください。「寒川町指定管理者制度に関するモニタ

リング評価について」ということでございます。スポーツ推進審議会と

いうことで、私どものスポーツ施設に関して審議していただくことにな

るんですが、町で指定管理者制度を導入して管理運営しておりますスポ

ーツ施設が、寒川総合体育館と、田端スポーツ公園でございます。現在

は、町と指定管理者を請け負った業者との間で毎月、適正な管理運営が

できているかというモニタリングを実施しているところでございます。 

 資料１ページをごらんいただきますと、まずモニタリング評価の目的

というものが書いてございます。抜粋して読み上げますと、「『多様化す

る住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に

民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の

節減等を図ること』を目的として」、指定管理者制度が導入されたとい

うことです。今申し上げた田端スポーツ公園と寒川総合体育館が、指定

管理者制度を導入してやっているわけでございます。「指定管理者制度

のさらなる充実と、より適切かつ確実なサービス提供の確保を目的とし

て、モニタリング評価を実施するものです」というふうに書いてござい

ます。 

 そして、２番の「モニタリング評価とは」というところになりますが、

下から２行目、「また、モニタリング評価の実施にあたっては、外部の
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視点を可能な限り取り入れるとともに、結果を公表することにより、評

価の客観性・透明性を確保することとします」というふうになってござ

います。過去に、他の自治体が指定管理者制度を導入して、業者に依頼

していた中で、樹木の剪定を実施項目の中に入れていたんですが、行政

側と指定管理者、管理する業者とのモニタリングしかやっていなかった

中で、その樹木の剪定がちゃんと履行されていなかったということが判

明して、それらを踏まえて今、第三者の目を入れたほうがいいのではな

いかという流れになってきてございます。 

 ページをめくっていただきますと、２ページ目、「モニタリング評価

の方法」は、２つの方法によって実施します。１つがモニタリング、２

つが総括評価ということで、後ほど細かく説明してまいります。３ペー

ジ目にいきますと、「モニタリング評価の対象は、指定管理者制度を導

入した全施設とし、それぞれの施設の性質により施設類型を分類して、

モニタリング及び総括評価を行います」ということです。そして、先ほ

どから申し上げております寒川総合体育館と田端スポーツ公園が、この

表の施設類型で言いますとⅡ番、選定時の公募・非公募は公募、利用者

等の制限の有無は制限なしということで、施設類型Ⅱ番ということにな

っておりますので、これだけ覚えておいていただければと思います。 

 ８ページをご覧ください。外部のモニターを入れてモニタリングの実

地調査というのをやっていただきたいわけですが、その時期が（３）番

の「実地調査」ということで、町は指定管理者による管理業務の実施状

況を把握することを目的として、毎年度２回、９月と２月にこの実地調

査を行いますということになってございます。 

 そして、７ページへいきますと、「モニタリングの方法」といたしま

して「各種報告書や利用者アンケート、実地調査等の結果をもとに、『指

定管理業務モニタリング票』を作成することで行います」。先ほどから

言っているとおり年２回、９月と２月、定期的に実施することとし、必

要がある場合には随時実施することも可能ですというふうにうたわれ

ております。 

 そして、この指定管理業務モニタリング票というのがどのようなもの

かというのが１４ページをご覧下さい。先ほど言った、寒川総合体育館

と田端スポーツ公園は施設類型Ⅱになりますので、このモニタリング票

を用いて、それぞれ上から、基礎項目、モニタリング調査、３番の①か

らずっと始まっておりまして、このモニタリング票に基づいて、本日、

外部モニターを２名選出していただきます。２名というのは寒川総合体

育館と田端スポーツ公園でそれぞれ１名ずつご選出いただいて、この票
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に基づいてそれぞれモニタリングの基準となる審査項目が、ここに記載

のとおりございますので、これら一つ一つをチェックしていくというの

が、実際にやっていただく業務内容ということになってございます。 

 「モニタリング結果」というところにつけるのは、この右側に書いて

ありますように、優良でしたら二重丸、良好ですと丸、要改善というこ

とですと三角、抜本的見直しが必要であるということでしたらバツとい

うことになりますので、これらの記号を用いて「モニタリング結果」と

いうところに、左側は我々事務局がつける、外部モニターはどう考えた

かというのを、記号を用いて評価していくという形になってございま

す。 

 次のページをご覧いただきますと、指定管理業務総括評価票というも

のがございます。最終的に、９月と２月に実施し、先ほど説明したモニ

タリング票を用いて埋めていきます。それらを最後、総括表に、落とし

込んで、まず１次評価として指定管理者自体に振り返りを行ってもらい

ます。ここに文言を入れていただくということです。それに対して２次

評価が、施設所管課による評価をここに文字として記入していくという

形で終了となっているわけでございます。 

 本日ご審議いただきたいのは、この外部モニターの役目を審議会の委

員さんの中から２名、寒川総合体育館の外部モニターが１名、田端スポ

ーツ公園の外部モニターが１名ということでご選出いただきたいとい

うことで、議題に挙げた次第でございます。 

 以上でございます。 

（島田会長） 

寒川総合体育館と田端スポーツ公園のモニタリングということで、第

三者的な見方できちんと判断できる人ということを要求されるという

ことですね。 

 どなたか立候補される方はいらっしゃいますか。 

（村上委員） 

その前に聞いていいですか。モニタリングの項目で、「人員体制」と

書いてあるんですが、適切な人員配置は何名と決まっているんですか。 

(事務局） 

ある程度は決まっています。管理体制の部分で、公募するときに事業

計画というのを出しているので、その中でうたっている人員がちゃんと

配置されているかというところの評価になります。 

指定管理者側にも必要な書類は用意してもらいますので、それらを全

部チェックしていく形になります。また、町の職員も一緒にやりますの
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で、３者によるモニタリングとなります。 

（三澤委員）   

私、寒川町弓道協会に入って体育館のほうを利用させていただいている

ので、もしほかの方のご希望がなければ、私が体育館のほうを立候補し

ます。 

（島田会長） 

ありがとうございます。それでは田端スポーツ公園のほうはどなたか

立候補はいらっしゃいますか。 

（村上委員） 

 私、やってもいいです。 

（島田会長） 

ありがとうございます。立候補が出てすばらしいですね。 

寒川総合体育館及び田端スポーツ公園、お一人ずつ立候補されていま

すが、よろしいですか。 

（一同） 

はい 

(事務局） 

 ありがとうございます。２月と９月にモニタリングを行いますが、詳

細が決まり次第三澤委員と村上委員にご連絡差し上げます。 

また、寒川総合体育館は都市計画課の管轄になりますので、三澤委員は

そちらの担当と同行することになります。田端スポーツ公園に関しまし

ては、我々健康・スポーツ課と同行することになりますので、村上委員

よろしくお願いします。 

 

（６）チャレンジデー２０１７について  

（資料番号６）  

(事務局） 

資料番号６をご覧ください。こちらがチャレンジデーのチラシになり

ます。チャレンジデーの開催日が１週間後の５月３１日、水曜日になっ

ております。チャレンジデーの詳細を簡単に説明いたしますと、町内で

１５分以上、体を動かしていただいて、その人数の参加率をほかの市町

村と競い合うイベントになっております。今回の対戦相手が鹿児島県の

指宿市であります。指宿市は温泉が非常に有名なところでして、観光地

でもありますので、非常に強敵だと思っております。 

 チラシを１枚めくっていただきまして、右側のページにありますの

が、当日行うイベント内容となっております。当日は、さむかわ中央公
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園や寒川総合体育館でさまざまなイベントを開催する予定です。そし

て、ファイナルイベントといたしまして寒川総合体育館のメインアリー

ナで、午後７時からダンスフェスティバルを開催いたします。フラダン

ス、ヒップホップ、社交ダンスといったさまざまなジャンルのダンスが

見られます。今回、特別ゲストといたしまして、元プロの社交ダンサー

の渡辺夫妻を審査員にお招きしております。渡辺夫妻の簡単なプロフィ

ールをご紹介いたしますと、元日本代表の選手、全日本ダンス選手権で

優勝、アジア選手権でも優勝、世界大会では７位と輝かしい成績を残さ

れている方々です。当日もダンスを披露していただける予定ですので、

皆様ぜひお越しいただければと思います。 

 以上です。 

（島田会長） 

ありがとうございます。この審議会の中で協力を仰ぐということはな

いですね。 

(事務局） 

すみません、これは議題となっていますけど、周知をさせていただい

て、皆さんにご協力もいただきたいということになります。一般の方々

には広報に折り込んでいまして、裏面にあるこの切り取り線から切っ

て、運動した方は人数を入れていただき、箱に届けたり、健康・スポー

ツ課に電話していただいて、その数を積み上げて、人口に対して何％に

なるかというイベントです。去年寒川町は参加率５３％で勝利、指宿市

が参加率５１％での勝利でした。お互い同じぐらいの参加率での勝利で

したので、結構強敵だろうと思います。 

町長からも参加率７０％を目指すようには言われていますが、なかな

か厳しいと思っていますが、皆さんにご協力いただければというふうに

思っております。よろしくお願いします。 

また、お手元にティッシュを配らせていただいたんですが、明日から

朝と夕、町内の駅でそのティッシュを使って啓発活動をします。配布す

るときにはその中に参加報告書を入れて配布します。 

当日には駅前に人が立っていて、例えば通勤して、歩いて駅まで来た

というと、シールをボードに貼っていただきます。ご近所で徒歩通勤、

自転車で通勤される方がいらしたら、お声掛けいただきますようよろし

くお願いします。 

（島田会長） 

皆さんご協力よろしくお願いします。 

 引き続き、７番目のその他のところに移りますが、その他、事務局か
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ら何かございますか。 

(事務局） 

特段ございません。 

 

○ 閉会 

（島田会長） 

ありがとうございました。特に皆さんからご意見なければ副会長閉会

のことばをお願いします。 

（小荒井副会長） 

皆さん今日は長い時間ありがとうございました。次回の審議会は９

月になります。今日はどうもありがとうございました。 
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