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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３回寒川町スポーツ推進審議会  

開催日時 平成２９年１１月１６日 (木 )１３時３０分～１６時００分  

開催場所 寒川町役場分庁舎 電算会議室  

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、  

加藤琢也、小荒井秀夫（副会長）、河合豊、村上満  

《欠席委員》  

  稲葉貞之、宮﨑幸夫  

《事務局》健康子ども部健康・スポーツ課  

亀井正人（課長）  

大平茂（スポーツ推進担当副主幹） 

酒井道雄（スポーツ推進担当主事）  

     

※傍聴者 なし  

 

議 題 

 

（１） 寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案）について 

（２） 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 

○ あいさつ  亀井健康・スポーツ課長 

○ 議事録承認委員の指名  塚原委員、村上委員を指名。 

○ 議題 

（１） 寒川町スポーツ推進計画（後期）（案）について 

（資料番号１） 
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 （島田会長） 

   それでは、議題に沿って審議会を進めてまいります。（１）寒川

町スポーツ推進計画（後期）（素案）について、事務局から説明を

お願いします。 

 （事務局）  

   前回の審議会で寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案）

について、皆様からご意見をいただいたことを踏まえ修正

した箇所をご説明申し上げます。寒川町スポーツ推進計画

（後期）主な訂正箇所一覧をご覧ください。また、寒川町

スポーツ推進計画（後期）（素案）の中で修正箇所につい

ては、色を付けております。合わせてご覧ください。  

   計画の１ページ１１行目でございます。平成２９年３月

には「神奈川県スポーツ推進条例」に基づき、「神奈川県

スポーツ推進計画「エンジョイ・スポーツ！  かながわプ

ラン」」が策定されましたという県の動向の記載を追加い

たしました。  

続きまして、５ページ①スポーツの実施状況についての

６行目以降でございます。「年齢別に見ると、平成２６年

度と比較して、週に１日以上運動やスポーツをしている人

の割合は、５０歳代以下の年齢層でそれぞれ減少傾向にあ

ります」と運動の頻度について、年齢別の集計結果の記載

を追加しております。年齢別の集計は、６ページで２９年

度と２６年度の年齢毎の運動頻度をグラフにしたものを

載せております。 

続きまして、１３ページについて、寒川町スポーツ少年

団の野球の構成人員に誤りがあり、数字を訂正しました。 

  １９ページ目も同じく野球の登録団体数、登録人数に誤り

がありましたので、それぞれ数値を訂正しました。  

   続きまして、２０ページ①スポーツボランティア登録制

度の確立の７行目以降でございます。年齢別の集計結果を

もとにした考え方の記載を追加しております。  

同じく２０ページ目②スポーツ推進委員によるニュー

スポーツの普及の９行目以降でございます。スポーツ推進

委員によるニュースポーツの普及活動が特定の人にしか

伝わっていないことが課題となっていることを、改めて考

察し、記載を変更しております。  
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続きまして、２１ページ③３０３３運動の普及の９行目

以降でございます。下線部が訂正した箇所で、それぞれア

ンケートの結果をもとにした記載を追加しております。 

同じく２１ページ⑤施設予約システムの活用の２行目

でございます。こちらについては、施設予約システムの活

用についての記載ですので、「利用者の要望について、改

善を行い利便性の向上を図りました」に変更しました。  

   続きまして、２３ページ⑤高齢者スポーツの機会の提供

の４行目以降でございます。６０歳代、７０歳代の運動習

慣の集計結果の記載を追加しております。色塗りしてある

部分のとおりでございます。  

   続きまして、２５ページ⑥その他民間スポーツ施設の活

用の５行目以降でございます。他民間スポーツ施設との連

携を強めていくとともに、町内にある民間スポーツ施設を

知ってもらう取り組みが必要と考え追加しております。 

    続きまして、２７ページ後期計画の目標の２行目につ

いては、現状を踏まえた上で記載を追加しました。 

   同じく２７ページⅠ支援体制を充実しますの５行目に

ついて下線部の記載を追加し、特にアスリートへの支援に

ついて検討する旨を追加しました。  

   続いて、同じく２７ページⅢ活動の場である施設を充実

しますの４行目でございます。利用方法の改善や老朽化し

た施設の改修に向けた検討を行い、利用者の利便性を高め

るなど、スポーツ活動の場となる施設の充実を図ることの

考え方を整理した上で記載を追加しました。  

   続きまして、２９ページ①スポーツ推進委員によるニュ

ースポーツの普及の３行目でございます。こちらも考え方

を整理いたしまして、記載内容を変更しました。ＰＲ不足

により、スポーツ推進委員の活動が町民に浸透していない

ことから、活用する団体が固定化しているため、子ども会、

高齢者団体、障がい者団体、自治会等に積極的に呼びかけ、

それぞれのニーズにあったニュースポーツを紹介し、多く

の町民の健康維持につなげることとしました。  

同じく２９ページ③効果的な広報活動の４行目でござ

います。こちらも記載内容を変更してございます。比較的

若い世代を意識して、ＳＮＳによる広報活動を増やすな
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ど、時代と地域ニーズにあった効果的な広報活動を展開し

ていくこととしてございます。  

同じく２９ページ④東京オリンピック・パラリンピック

競技大会への出場を見据えた支援でございます。こちらに

つきましては、前回ご説明したときは、④競技力の向上を

目的とした支援にしておりましたが、変更してございま

す。内容については、２０２０年には東京オリンピック・

パラリンピック競技大会が開催されます。町には、このオ

リンピック・パラリンピックへの出場が十分期待できる選

手がいるため、選手への支援として、練習場等をはじめと

したスポーツ施設の整備を検討していきますという記載

に変更してございます。  

３０ページ②スポーツ大会の開催及び③スポーツイベ

ントの開催でございます。こちらにつきましても、前回ご

提示しましたときには、②競技力向上を目的とした機会の

提供と記載しておりましたが、事務局で検討した結果、中

期計画のときに掲げていた②スポーツ大会の開催、③スポ

ーツイベントの開催と２つの項目に分けて記載したとこ

ろでございます。  

最後に、３１ページ⑤高齢者スポーツの機会の提供でご

ざいます。考え方を整理し、中期計画と整合性を図った記

載に変更しました。 

以上前回９月にお示しした計画内容から、皆様のご意見

を踏まえた内容変更及び事務局での再検討項目でござい

ました。再度この場で素案としてご審議いただきたく思い

ます。以上でございます。  

 (島田会長） 

   ご説明ありがとうございます。今回は資料が事前に送付

されましたので、事前に確認をしたうえで疑問に思ったこ

とや事務局からご説明いただいた内容でご質問等があり

ましたら、忌憚のないご意見をお願いします。  

   まず、私から質問させていただきますと２９ページ目標

達成のための事業展開の２事業の進め方で、競技力向上

が、オリンピックを見据えた内容に変わりました。競技力

向上は、Ⅱスポーツに親しむきっかけとなる機会の提供に

内容を移した考えでよろしいですか。私も体育協会とし
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て、競技力向上がなくなってしまうのは問題と思います。 

（事務局） 

支援体制から外れますが、スポーツ大会が競技力向上の

ためにある大会という捉え方です。  

(島田会長 ) 

そういう考え方ですね。ありがとうございます。  

スポーツの推進というと、子供からとも言いますが、学

校側からご意見ありますか。  

（加藤委員） 

中学校は部活動がありますので、運動する機会は十分あ

ると思いますが、小学校には部活動がないため子供によっ

ては運動する機会が少ない子もいるかもしれません。  

（島田会長） 

この年齢になると、小さい時にもっと運動しておけばよ

かったと思います。地方自治体としては、子供のうちから

スポーツに親しむ環境を整える必要があると思います。 

（事務局）  

子供を対象にしたイベントや、小荒井副会長がやられて

いるスポーツ推進委員の活動で、子ども会から依頼を受け

て、気軽にできるニュースポーツの講習会を行っていま

す。このような事業で、小さい子供達については対応して

おります。体を動かすきっかけづくりが大切であり、あと

は子供たちがどのスポーツを選ぶかになります。大きく書

いてはございませんが、活動はしております。  

（河合委員）  

２１ページ３０３３運動の普及ですが、主な訂正箇所一

覧では、３０代と７０代において、知らないと回答した人

がそれぞれ８３ .８％、７０ .６％であり、前回のアンケー

トより１０％以上減少と書いてありますが、計画の２１ペ

ージを見ると、前回のアンケートより認知度が１０％以上

向上していますとあり、記載が異なっております。入力間

違いかと思われます。  

もう一点、競技力の向上やオリンピック・パラリンピッ

クに関する事業展開がございましたが、２９ページ④オリ

ンピック・パラリンピック競技大会への出場を見据えた支

援について、オリンピック・パラリンピックが残すところ
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２年弱で実施されます。練習場等をはじめとしたスポーツ

施設の整備を検討していきますとありますが、今からスポ

ーツ施設の整備を検討していくのは、タイミングを逸して

いると思いました。町内に出場の可能性のある方がいて、

支援をする旨の記載だとは思います。 

   また、私が前回の審議会のときに、年代別の分析を提案

して、お手数であったと思いますが、分析をいただきまし

てありがとうございました。  

（事務局）  

３０３３運動の普及について、訂正箇所一覧と計画の記

載が異なることについて、計画の記載が正しいです。申し

訳ありませんでした。しかしながら、計画では認知度が向

上していると、訂正箇所一覧では知らない人が減少してい

ると記載しており、要は同じことを述べている記載になり

ます。 

（河合委員）    

同じことですが、表現が変わっていますね。  

（事務局）  

はい。知らないと回答した人が減少している、すなわち

認知度は向上したことになります。標記は、計画の方を使

います。  

（塚原委員）  

知っていると回答した人が何人から何人になって認知

度が向上したとの記載にしたらどうですか。  

（事務局）  

中期計画策定時に実施したアンケートでは、３０３３運

動について知っているか知らないかの２択でございまし

た。しかしながら、今回のアンケートでは、よく知ってい

る、言葉の意味を知っている、聞いたことがある、知らな

い、無回答と選択肢が増えており、知っているだけでも３

分割されての質問でした。そうなると中期計画策定時と今

回の後期計画策定時実施のアンケートで比較を行うには、

共通している回答が知らないの回答でしたので、そこに合

わせた経緯がございます。  

（三澤委員）  

名称でも見た聞いたことある人は、知っていると合わせ
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て比較してもいいと思います。わかりやすい表現がいいと

思います。  

（小荒井副会長）    

数字ではなく、どう普及するかを議論すべきだと思いま

す。我々スポーツ推進委員もイベントの度に３０３３運動

を取り入れた事業を行いますが、イベントに来た人は多少

認知しています。参加しない人は知る手段がないです。ス

ポーツ推進委員でどう普及させられるかを考えるべきか

と思います。 

（事務局）  

今ご審議いただいているのは第３章で、中期計画時の評

価と課題でございます。小荒井副会長ご指摘の箇所につい

ては、第５章今後の事業展開にて、記載しております。現

在、プロモーション戦略を立てて強化していく部署ができ

ましたので、そちらと協力して周知、普及をしていきたい

と思います。 

（島田会長）  

今年のチャレンジデーは多少認知度が上がったと思い

ます。そこに３０３３運動の普及の一部が入っており、よ

かったと思います。チャレンジデーのような積極的に呼び

かける事業を利用すれば、広めていけます。今回３０３３

運動の認知度が上がったのは、おそらくチャレンジデーが

関係していると思いました。  

（事務局）  

河合委員からありました３０３３運動の普及の部分に

ついては、知っていると回答した人について記載を変更さ

せていただきます。  

また、２９ページ東京オリンピック・パラリンピック競

技大会への出場を見据えた支援の練習場等をはじめとした

スポーツ施設の整備を検討していく記述についても再度事

務局で検討いたします。  

これを基にしてパブリックコメントを実施し、町民の方

からもご意見をいただきます。その中で変更する部分につ

いては訂正していきます。よろしくお願いします。  

（加藤委員）  

評価と課題の必要がありますという記載について、その
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全てが後期の目標に反映しているのですか。例えば２０ペ

ージスポーツボランティア登録制度では、新たな仕組みな

どの検討を行う必要がありますと記載していますが、後期

計画の目標達成のための事業展開ではなくなっています。  

また、２５ページ学校体育施設の開放、施設や用具等の

老朽化がみられるためその対応を図る必要がありますと記

載していますが、同じく後期の目標達成のための事業展開

では施設や用具の記載はありませんでした。必要があると

いう評価で、出てこないのはよくないです。せっかくチェ

ックしているので、ＰＤＣＡサイクルのＡすなわちアクシ

ョンがなければいけないと思います。  

（事務局）  

学校体育施設の開放の記載について、再度検討させてい

ただきます。スポーツボランティア登録制度の確立につい

ては、登録制度は確立せずに、記載はありませんが、イベ

ント毎にボランティアを募るなどを検討していきたいと思

っております。   

（加藤委員）  

制度は確立しないのですね。その構想でしたら、新たな

仕組みなどの検討を行うと記載するのはよくないと思いま

す。これ以外にも全項目整合性を確認すべきです。 

（事務局）  

承知いたしました。現在考えているのはイベント毎にボ

ランティアを募集と考えております。  

また、学校施設は教育総務課が所管になりまして、少し

前に有料化にした経緯がございます。有料化は、器具類を

更新するためにお金をいただいて役立てる目的があります

ので、その点についても考慮し記載を変更します。  

（島田会長）  

後期計画ということで、まとめをしなければいけない計

画になります。寒川の健康とスポーツに対してどう対応し

ていくか、どう活動していくかが、今の加藤委員のおっし

ゃるとおり明確にしていかなければいけません。実際には

詳細な活動計画というのが、町の他の計画等にあるのでし

ょうか。 

（事務局）  
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まとめを明確にしていくことは、予算が絡む部分もござ

いますので、書きにくい部分があります。その点について

は、毎年どのような取り組みをしていくか査定を受け、そ

れで予算が決まります。また、町の総合計画で評価してお

りますので、整合性を図りながらそれと合わせた形で進ん

でいきます。 

企業の計画ですと、事業計画と資金計画を合わせて評価

していくのが一般的だと思いますが、市町村の場合は難し

い部分がございまして、事業計画が濁した形になってしま

います。計画というよりも、基本的な姿勢を示す形に近い

ものとなります。 

（河合委員）  

県も同様に総合計画があって、スポーツの計画はそれを

補完する形で指針に近いものです。計画の評価は県の総合

計画内に作成しています。スポーツ推進以外のものも総合

計画で記載していて、特化してよりわかりやすくするため

に、それぞれ計画があります。  

（事務局）  

いずれその辺も整理していくことが流れとしてありまし

て、総合計画があり、その下にそれぞれ計画があったらい

いのか、総合計画をなくして個々の計画を活かすべきなの

か、今までと違う流れになる可能性があります。確定では

ないですが、そういう動きもあります。 

（島田会長） 

河合委員もおっしゃっておりましたが、前回の審議会で

一番の問題点であったアンケート結果の年齢別の集計につ

いて、年齢別のグラフが出てきたので、本文との整合性が

わかるようになりました。 

（事務局）    

年代別の分析は必要だと思いますので、ご意見ありがと

うございました。  

（村上委員）  

  予算は、決められた額のなかで全事業を行うのですか。  

例えば５０万なら５０万と決めて全事業を行うのですか。

それとも行う事業一つ一つの予算額をだして、積み上げて

いく形式なのですか。  
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（事務局）  

  まず、行う事業一つ一つの予算を合計し、概算的な予算  

を出します。それを課や部でまとめていき、その中で各部  

署ごとの割り当ての大筋が決まります。そして、本当に必

要なら増やし、そうでないなら別の事業に回すという形で

調整はしていきます。  

（村上委員）  

そうなりますと、毎年同じぐらいの予算になりますか。 

（事務局）  

今までは慣例的な傾向がありましたが、最近はめり張り

をつけて整理できるものは整理して、事業を行っています。 

（塚原委員）    

島田会長がおっしゃられたように、前期、中期と計画が

きまして、仕上げとしての後期計画です。到達目標を示す

指針を後期が終わったときに大きく見直すべきだと思いま

す。この中にはいろいろなイベントがたくさんあり、その

中でも精査していくべきだと思います。予算の関係で、町

の事情が大きく変わりました。イベントの実施も予算がつ

かなくて、イベントを続けていくために実行委員会形式に

してお金を集めています。この後期計画の中でも多くの事

が精査されていると思います。  

また、ニュースポーツと計画の中では多く見受けられま

すが、ニュースポーツを普及するのが目的ではないと思い

ます。障害者であろうと、高齢者であろうと関係なく運動

やスポーツに親しむ機会を提供していくことが目的です。

何でもかんでも手をつける必要はないと思います。 

県の３０３３運動も、推進されて何年経つでしょうか。

相当長いと思います。それで、現在県の普及率はどれぐら

いでしょうか。声はたくさんかけていますけれども高くは

ないと思います。県も再度３０３３運動を見直さなければ

いけない時期だと思います。町としても、県が策定した計

画を受けるだけではなくて、後期計画の中で精査していく

必要もあると思います。三年間でできることは少ないと思

います。イベントもやらなくていいものがあると思います。 

また、学校開放について管轄が違うので、難しいと思い

ますが、あるスポーツ団体が、週に何回か活動していくな
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かで、この日は何々小学校、この日は何々中学校、この日

は町の体育館と、活動場所が固定していないですよね。そ

ういう改善は、スポーツ推進審議会だけでできるものでは

ないです。そういうものもやっていく必要があると思いま

した。 

各市町村やり方が全然違いますから、最適な手段はすぐ

にはでませんが、同じスポーツクラブが週に三回練習する

のに、三カ所も渡り歩いているのは効果的なのでしょうか。 

（島田会長）   

塚原委員のお話ですが、活動場所が固定されていないの

は大人の団体ではないでしょうか。子供の団体は、大体固

定だと思いますが、スポーツ少年団としてはどうでしょう。 

（酒井委員）   

スポーツ少年団は、バスケットボールで言うと大体学校

ごとにそれぞれ１チームずつある状況です。  

（村上委員）  

サッカーもそうです。  

（事務局）   

古くから活動している団体は活動場所を固定していて、

新たな団体については、空きがないので、空いたところを

予約しています。また、学校と地域で調整会議を開いてお

り、その中でまとまれば、その学校でできる仕組みになる

かと思います。  

（島田会長）  

学校ごとに調整会議が行われているのであれば、うまく

いっていると思います。  

（塚原委員）  

より効率的にできないでしょうか。寒川町は他市町村と

比べて、人口の割に小中学校の体育館が充実しています。

そういうところを見直しする必要があると思います。  

例えば、東中学校では、開放しているけども、本当に活

動しているのかというくらい人数が少ない時があります。

寒川中学校や旭が丘中学校もそうです。広い体育館を持っ

ていて、４分の１面でいい団体があります。そういう所も

精査していく必要があると思いました。 

（事務局）  
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その点については教育委員会と協力しながら、改善でき

るところはしてまいりたいと思います。  

（島田会長）   

皆様にいろいろなご意見をいただきました。整合性を図

り、これからの目標を決めるところもございます。多少表

現を変える箇所もありますが、前回の審議会では、とても

いろいろな声が出て、事務局は苦労なされたと思います。

 今回も、皆様からのご意見を加味して修正いただく形で

よろしいでしょうか。皆様もご意見がなければ、審議会と

してはこれでまとめていく結論にさせていただきます。よ

ろしいですか。  

（出席委員）  

異議なし。 

 （事務局）  

ありがとうございます。  

先ほど申し上げましたが、今審議会でご指摘いただいた

箇所を修正し庁議にかけ、その後パブリックコメントを実

施します。町民の皆様からご意見をいただいた後に、その

意見を基に変えるところは変更し、最終的な案ができ、再

度審議会のほうにお諮りして、審議会としての案を確定し

ます。それから再度庁議に諮り、了承が出れば３月末に策

定の流れになります。よろしくお願いします。  

○ 議題 

（２） その他 

 （島田会長） 

それでは（２）その他について、何かございますか。 

 （村上委員）  

施設の面で思うことがあるのですが、各小学校において

壁打ちのボードが寒川にはないなと思いました。藤沢は結

構あります。サッカーやキャッチボールを子供一人ででき

る場所がないかと思います。  

（事務局）  

壁打ちの音はすごいため騒音被害にもなりかねません。

住宅も多いため、環境が整えば可能かと思いますがご意見

ということで検討はさせていただきます。  

（島田会長）  
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  貴重なご意見ありがとうございました。 

○ 閉会 

（島田会長） 

他に皆様のからご意見等なければ、今日の審議会を閉会

にさせていただきます。最後に副会長から閉会の言葉をお

願いいたします。  

（小荒井副会長） 

本日も修正がいろいろありました。後期計画策定に向け

て、これからもよろしくお願いいたします。今日はありが

とうございました。  

配付資料 
資料１：寒川町スポーツ推進計画（後期）主な訂正箇所一覧 

    寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案） 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 

塚原委員、村上委員  
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