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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２回寒川町スポーツ推進審議会  

開催日時 平成２９年９月２９日 (金 )１３時３０分～１６時００分  

開催場所 寒川町役場東分庁舎  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）、河合豊、村上満  

《欠席委員》  

  宮﨑幸夫、加藤琢也  

《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） 

酒井道雄（スポーツ推進担当主事）  

     

※傍聴者 なし  

 

議 題 

 

（１） スポーツに関するアンケート調査の結果について 

（２） 寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案）について 

（３） ２０１７さむかわスポーツデイについて 

（４） 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  野﨑健康子ども部長 

 

○ 議事録承認委員の指名  小荒井副会長、河合委員を指名。 
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○ 議題 

（１） スポーツに関するアンケート調査の結果について 

（資料番号１） 

 （島田会長） 

   それでは、議題に沿って審議会を進めてまいりたいと思います。

（１）スポーツに関するアンケート調査の結果について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 （事務局）  

   資料番号１をご覧ください。まず、１調査の目的でござ

いますが、本町のスポーツの現状と課題を明確にし、町民

のスポーツ活動における実態、意識及び要望等を把握する

ために実施したものでございます。質問の数は全部で２２

問の設問を用意してアンケート調査をいたしました。実施

期間、対象者はいずれも記載のとおりとなっております。

これに対する回答は、４６２名の方からいただき、回答率

は４６ .２％でございます。  

集計や分析に当たっては、記載のとおりでございます。

こちらにつきましては、設問の内容及び、それに対する結

果、また、その結果を円グラフや棒グラフで示しておりま

す。その下段には、分析した内容を記述しており、前回の

中期計画策定時である平成２６年度に実施したアンケー

トと比較できる設問については、比較しております。  

   それでは、結果の説明を申し上げます。まず、問１につ

きまして、結果はご覧のとおりとなっております。今回の

調査では、２０代、３０代、４０代から多くの回答が得ら

れました。続いて、問２につきまして、男女半々の回答が

得られました。  

   問３につきましては、７９％の方があると回答しており

ます。前回のアンケートでは６７ .７％という回答であり、

１１ .３％増加しました。 

   問４Ａにつきましては、「ウォーキング」が４６ .６％

と最も多く、次いで「ボーリング」が１８ .６％でござい

ました。前回のアンケートと比較しますと、「していない」

という回答につきまして、９ .６％減少しております。ま

た、下段の分析の記載の仕方について、「９ .６％減少し

ている」という書き方を何％から何％になったことによっ
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て、９ .６％減少したという記載に変えた方がいいと、内

部での意見が出ておりますので、わかりやすい表現に変え

ていきます。この資料では、間に合わずこのような記載で

ございます。申し訳ございません。  

   続いて、問４Ｂにつきまして、「スキー、スノーボード」

と「登山、ハイキング」が２０ .５％、次いで「サイクリ

ング」が１８ .１％となっております。また、「していな

い」の回答について、誤りがございます。「５７ .９％減

少しており」と記載しておりますが、前回の「していない」

が５７ .９％、今回の「していない」が２４ .１％で、３３ .

８％減少となっております。次回ご提示するときには直し

てまいります。申し訳ございません。  

   続いて、問４Ｃにつきまして、「テニス、卓球、バドミ

ントン（車いすテニス、サウンドテーブルテニスなどを含

む）」が１７ .５％、次いで「サッカー、フットサル（ブ

ラインドサッカーなどを含む）」が１２ .３％となってお

ります。こちらも「していない」の回答について、３４ .

８％で、前回より３９％減少しております。  

   次に、問５につきまして、「月に１日～３日程度（１２

日～５０日）」が２１ .６％と最も多い結果となってござ

います。     

また、１「週に３日以上（１５１日以上）」、２「週に

２日程度（１０１日～１５０日）」、３「週に１日程度（５

１日～１００日）」の回答の合計が４５ .３％となり、後

ほど計画の中で出てまいりますが、後期計画の指標となる

参考数値として、活用しております。後ほどの計画のとこ

ろでご説明申し上げます。  

   問６につきましては、「健康・体力づくりのため」が、

４７ .７％、次いで「楽しみ・気晴らしのため」が４４ .

４％、「運動不足解消のため」が３８ .１％という結果で

ございます。  

問７につきましては、「仕事が忙しくてできない」が５

８ .８％と最も多い結果でございました。  

   問８につきましては、「運動・スポーツを行いたいと思

ってはいるが、できない」というのが４７ .９％で最も多

く、次いで「運動・スポーツを行ってはいるが、もっと行
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いたい」が２７ .３％でした。いずれも、運動やスポーツ

を行うことに対する関心は非常に高いものであります。 

   問９につきましては、「わからない」が４０ .１％と最

も多く、この結果から、町のスポーツ施設についての満足

度は比較的低い状況であると読み取れます。  

   問１０につきましては、「施設数の増加」を望む回答が

最も多く３１ .６％です。また、「その他」では、町営プ

ールの再開、室内プールなど、プールに関する要望が多い

状況でございます。  

   問１１につきましては、「知らない」が７９ .６％と最

も多く、認知度は低いものとなっております。この問につ

いて、前回のアンケート調査と大きな変化はございませ

ん。まだまだ認知度は低いものでございます。  

   問１２につきましては、県が推奨する３０３３（サンマ

ルサンサン）運動でございます。こちらも「知らない」が

８３ .６％と最も多く認知度が低く、前回のアンケートと

大きな変化はございません。  

   問１３につきましては、「実践していないし、これから

も実践するつもりはない」が４３ .９％でございます。県

も同様のアンケートを行っておりまして、「実践している」

と回答された方が２３ .４％で、寒川町は「実践している」

が１０ .６％ですので、県より実践がされていないことが

わかります。 

   問１４につきましては、「スポーツ施設の案内」が３４ .

６％と最も多い回答となっております。また、「特にない」

が２４％と２番目に多い回答となっております。  

   問１５につきましては、「いずれのイベントも知らない、

参加したこともない」が３２ .９％と最も多い回答となっ

ております。これを改善するためには、ＰＲの充実や魅力

あるイベントの企画、参加しやすい実施日の検討などの対

策が必要と考えております。  

   問１６につきましては、「周知は不十分である」が５５．

２％と最も多い回答をいただいております。様々な媒体を

活用した広報活動を充実していく必要があります。  

   問１７につきましては、町からのスポーツや運動に関す

る情報は、「広報さむかわ」から得ているという回答が、
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７３ .４％でした。  

問１８につきましては、「ぜひ、参加したい」と「でき

れば参加したい」の回答を合計すると３７ .４％、「あま

り参加したくない」と「参加するつもりはない」の回答を

合計すると５８ .９％で、参加したくないという方の割合

が多い状況となっております。多くの方にご参加いただけ

るような魅力のあるイベントや教室の開催が必要です。 

   問１９につきましては、「土、日、及び祝祭日の午前」

が４１ .８％と最も多い回答となっております。  

   問２０につきましては、「ぜひ行いたい」と「できれば

行いたい」の回答を合計すると１４ .９％、「あまり行い

たくない」と「行うつもりはない」の回答を合計しますと、

８１ .９％と大変差が開いた結果となっております。ボラ

ンティア活動への関心は低いことがアンケート結果から

読み取れます。  

   問２１につきましては、「スポーツ大会やスポーツイベ

ントの運営支援」が５８ .１％と最も多い回答となってご

ざいます。  

   最後に２４ページ以降でございますが、こちらは問２２

「最後に、スポーツに関する意見、ご感想等がありました

らお書きください」という設問の回答でございます。こち

らについては、ご覧のとおり、様々な意見をいただいてお

ります。比較的多い内容といたしましては、「プールを再

開してほしい」という記載が皆様から多くあがっておりま

す。また、「年齢、性別、経験などに関係なく、誰でも気

軽に参加できるスポーツイベントを実施していただける

とありがたい」、「広報は見るけれども、毎回見られるわ

けではないので、そのほかの手段での周知もしていただけ

るとありがたい」という情報提供の充実を求めるご意見も

いくつかいただいております。また、抜粋でございますが、

「駅の近くにジムをつくってほしい」という要望がありま

した。実際寒川駅の近くにジムがあり、そのようなことも

まだ町民の方に知られていないことから、スポーツ施設の

情報もこれから周知していく必要がございます。  

   以上、議題（１）スポーツに関するアンケート調査の結

果についてでございます。  
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 (島田会長） 

   議題（１）につきまして、事務局からの説明が終わりま

した。皆様、ご質問・ご意見等お願いいたします。  

 （村上委員） 

   以前ご意見させていただいたところではございますが、

今資料を初めて見て、意見を申し上げるのは、難しいとこ

ろがあります。事前に送付していただければ、資料に目を

通してから会議に参加ができるので、より有意義な議論が

できると思います。  

会議開催にあたり、事務局の皆様のご負担等も重々承知

しておりますが、資料の一部、また、要点だけでもかまい

ませんので、送付いただけると幸いです。  

内容については、問２２において、プールに関する意見

が多いように私も感じました。  

（事務局）    

会議資料について、おっしゃるとおりでございます。今

後、なるべく早くご提供できるように努めてまいります。 

また、問２２の自由記入のところで、プールのほかに、

実際に町が行っていることを知らずに、要望を記入してい

る回答もあります。町が行っている事業を知ってもらうこ

とが大事であり、今までの取り組みのなかで、足りなかっ

たと感じています。 

（島田会長）    

寒川町だけではないのですが、高齢者が非常に多い社会

ですので、ホームページや Facebook を全く見ない方が非

常に多いと思います。そうすると、「広報さむかわ」等の

配られる紙媒体のみが情報源となり、伝わりにくいことも

あります。 

 （事務局）    

最近タウンニュースで情報を得ている方が増えてきて

おりまして、なるべく記者発表ということで、メディアに

対しての情報提供を以前より手厚くしており、最近では、

Ｊ：ＣＯＭ湘南のニュースでも取り上げてもらえるように

はなってきました。Ｊ：ＣＯＭ湘南も地上波の全国放送で

はないので、見られる方と見られない方の差が出てしまい

ますが、少しでも多くの方に知ってもらえるように努力し
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ているところでございます。  

（島田会長）  

アンケートの年齢構成についてですが、これは１ ,００

０人に配付して、４６２人から回答をいただいているよう

ですが、アンケートの対象者の抽出について、年齢構成は

なにか加味されているのですか。回答数と大体比例してい

るのか、それとも、２０歳代から７０歳代まで均等に配付

しているのかがお教えいただけますか。年代別の回答率を

知りたく思います。  

 （事務局）  

前期計画と中期計画の２回の計画策定時に行ったアン

ケートでは、全て無作為抽出で抽出しており、中期計画時

においては、回答が全部で約３００票でした。昨今アンケ

ートを行っての回答率は、町全体で４０％を超えることは

最近の傾向としてはまずなく、その結果、６０代と７０代

の回答で、５０％から６０％の回答率でございました。そ

うしますと、６０歳代、７０歳代の方の意見が強い集計結

果になってしまいます。しかしながら、どこかだけ手厚く

アンケートを行うのもおかしくなってしまいます。こうし

た経緯の中で、今回のアンケートでは、１ ,０００票のう

ちの半分の５００票は無作為抽出で、残りの半分は、学校

を通じて、ＰＴＡの方、それから企業の方に配付して、３

０代、４０代、５０代について手厚いアンケートとなって

おります。それを単純に前の結果と比較して書いてしまっ

ているのは、おかしいと思っております。  

 （島田会長）    

運動やスポーツをしていない人が大きく減少したと記

載してありますが、見直す必要があると思います。  

 （事務局）  

現役世代を含めた方たちの意見を集約したいという中

で、前置きをきちんと説明しても、前回との比較は行えな

いと考えております。  

現役世代にスポーツに親しんでもらわなくてはいけな

いという町の考えのもと、アンケートを行いました。その

結果を記載するだけという方向性に直さなくてはいけな

いと考えております。町としての意向をご理解いただいた
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うえで、比較については修正を行いたいと思います。  

 （島田会長）  

この結果から予測はできましたが、運動やスポーツをし

ていない人の割合は大きく減少していますが、運動やスポ

ーツをする頻度の割合が減少しているので、頻度が減少す

るということは仕事や子育てで忙しい現役世代からの回

答が多い内容になっているということですね。  

そうすると、年齢別にどのくらい配付して、どれぐらい

回答がきたのか、表に出したほうがいいと思います。  

 （三澤委員）    

子育て世代が多いから、プールについての意見が多かっ

たと思いました。  

（事務局）    

そうですね。ＰＴＡにも配っておりますので。  

（島田会長）    

アンケートというのは、完全な結果は得られないので、

誰をターゲットとして、何を得たいのかということを加味

して、アンケートの設問を考えていると思います。それを

念頭おいて、この結果を見なければいけないということで

すね。  

ほかにご意見ございませんでしょうか。  

よろしければ、まだ議題が後ろに控えておりますので、

進めさせていただきます。  

また、気がついた点等ありましたら、一番最後にまとめ

てご質問、ご意見をいただければと思います。  

それでは、（２）「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。  

 

○ 議題 

（２） 寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案）について 

（資料番号２） 

 

（事務局）    

資料番号２番をご覧ください。「スポーツ推進計画（後

期）策定スケジュール」と「寒川町スポーツ推進計画（後

期）（素案）」でございます。  
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まず、「スポーツ推進計画（後期）策定スケジュール」

について、後期の策定スケジュールを簡単にまとめまし

た。また、資料に誤りがございますので、この場で訂正さ

せていただきます。「スポーツ推進計画（後期）策定スケ

ジュール」における年でございますが、２８年を２９年、

２９年を３０年に変えていただきたく思います。申し訳あ

りませんでした。  

９月について、計画の素案の提示が本日の審議会で図ら

れております。その次、１１月には、計画素案の確定で、

今日の審議会後に、皆様からのご意見等もいただきなが

ら、最終的な素案を１１月の初旬、もしくは、１０月の下

旬、寒川町スポーツ推進審議会を開いて、計画の素案とし

て確定をしてまいります。  

具体的な日程ですが、会長と相談させてもらいましたと

ころ、１０月２７日、３１日、それから１１月６日、８日

で、開催したく思います。  

この４日間で都合悪い方いらっしゃいますでしょうか。 

 （村上委員）    

１０月３１日は厳しいです。  

（事務局）  

では、２８日か、６日、８日はどうでしょう。  

（河合委員） 

１１月６日、８日もだめです。  

（事務局）    

では、１０月２７日はどうでしょうか。    

もしよろしければ１０月２７日で仮確定させていただ

き、またご通知は差し上げます。  

それでは、続きまして、１１月下旬にはパブリックコメ

ント案を確定して、町の部長会議に諮ります。そして、１

２月の初旬では、パブリックコメントの実施の協議を、町

議会の文教協議会に諮ります。１２月の中旬からパブリッ

クコメントを実施いたします。３０日間、町民等からの意

見をいただくということでございます。年が変わって、３

０年の１月の中旬にはパブリックコメントで出た意見を

集約いたします。また、計画の最終答申ということで、３

０年の１月には、最後の審議会で、もう計画を案として固
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めていきます。２月には、パブリックコメント結果公表案

を町の部長会議に諮り、それと同時にスポーツ推進計画後

期の計画案を決定しまして、３月初旬にパブリックコメン

トの結果と計画の案を取ったものを議会の文教協議会に

諮って、３月中旬には計画を確定し、３月下旬に策定とい

う形で大まかなスケジュールを組んでおります。  

では、「寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案）」に

ついて、全３４ページからの構成になっております。こち

らも大変恐縮ではございますが、一部内容を割愛して、ご

説明します。  

では、１枚おめくりいただいて目次でございます。後期

計画の構成につきましては、基本的には、前回の中期計画

の構成を引き継ぎまして、全部で第１章の「計画策定にあ

たって」から第６章の「計画推進のために」の全６章で構

成されてございます。  

１ページ目、第１章「計画策定にあたって」 １ 計画

策定の趣旨でございます。こちらについては、平成２４年

の７月に寒川町スポーツ推進計画を策定されましたこと、

その間、国ではスポーツ基本法の施行やスポーツ基本計画

の策定、スポーツ庁の設立がなされたところでございま

す。また、神奈川県においては、スポーツ局が新たに設置

されたという状況がございます。  

こうした日本全体のスポーツ環境の大きな変化には、平

成３２年に開催される東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピックが背景にあり、スポーツへの関心が年々高まりを

見せてきているところでございます。このようなスポーツ

環境の変化を踏まえまして、本計画の中期が終了すること

に伴って、これまでの取り組みを検証し、現状のスポーツ

環境の変化などを考慮した内容の見直しを図りまして、こ

の度、後期計画の策定となってございます。  

２ページ目をご覧ください。２ 計画の位置づけでござ

います。こちらは国のスポーツ基本法及びスポーツ基本計

画、また、県のスポーツ推進計画を踏まえ、寒川町の地域

性を生かしながら実情に合った計画として策定するもの

で、これらを基本理念として、また、町のさまざまな計画

等と関連性を持たせながら、この計画の位置づけとしてい
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るものでございます。  

３ページ目、３  計画の期間でございます。こちらにつ

いては、この計画が平成２４年度から３２年度までの９年

間で構成されているうち、この後期計画の期間は、本計画

９年間の集大成となる最後の３年間として、計画の期間が

設けられているところでございます。  

４ページ目、第２章「本町におけるスポーツの状況」に

入りまして、１  はじめにでは、町の将来人口の人口推計

のグラフを載せてございます。平成３２年ごろまでは、約

４ .８万人と横ばいが続いて、その後は減少に転じるとい

う予測でございます。このことから、今後、高齢化率の増

加、税収の減少、保険料の増加などが考えられることから、

町民が健康を意識するようなスポーツ推進を図っていく

必要があります。 

次に、５ページ目、２  アンケート調査からみる状況の

変化では、先ほどのアンケートの結果のうち抜粋して、記

載しているところでございます。ここについては、割愛さ

せていただきます。  

では、１１ページ目、３  活動団体の状況でございます。

こちらについても、１１ページから１７ページまで、体育

協会やスポーツ少年団、また、レクリエーション協会など

のスポーツ関係団体、それから、町のスポーツ施設の利用

人数や利用件数などの状況、それから、中学校の部活動の

状況、スポーツ少年団の現状を、最新の数値を載せている

ところでございます。こちらにつきましても、もう既に事

務局で検討した結果、最新の数字と、中期計画策定時の数

字を記載しておりますが、先ほど申し上げたように、今計

画は９年間の集大成で、最後の年になりますので、前期計

画策定時、中期計画策定時の３計画全ての数字を記載すべ

きであると意見も出ておりますので、次の審議会では訂正

させていただきます。  

では、１８ページ目  第３章  中期計画（平成２７年度

～平成２９年度）の評価と課題でございます。第３章では

中期計画で掲げていた３つの施策の実績と評価、課題を記

載しております。 

まず、Ⅰ  支援体制を充実しますの、①スポーツボラン



12 
 

ティア登録制度の確立でございます。実績といたしまして

は、スポーツボランティアの登録制度の確立はできません

でした。未達成という形になってございます。また、アン

ケートにもボランティアについての項目がありまして、ボ

ランティアについてはあまり行いたくない、それから、行

うつもりはないという回答が８１ .９％あり、ボランティ

アにご協力いただける人は少ないことが予測されます。実

際にはボランティアを募集している近隣自治体も少なく、

登録制度が成立していないこともあります。また、登録制

度を仮に設けても、アンケート結果から、登録希望者は少

なく、持続可能な制度ではないことが予測されます。  

次に、②スポーツ推進委員によるニュースポーツの普及

でございます。実績としては、子ども会や高齢者団体への

講習会、スポーツイベントでの体験会、また、ニュースポ

ーツの種類を増やす等マンネリ化を解消し、さまざまな種

目に取り組んでいると判断いたしました。しかしながら、

アンケートの結果は、スポーツ推進委員によるニュースポ

ーツ講習会を知っている、もしくは参加したことがあると

いう回答はわずか１ .１％ということで、まだまだスポー

ツ推進委員のニュースポーツの普及の活動に対する認知

度は低いと評価しました。課題といたしましては、ニュー

スポーツを普及するだけでは意味がなく、スポーツ推進委

員という、地域に根差したスポーツ支援活動の委員自体が

いることを、より一層広めていく必要があります。  

次に、③３０３３運動の普及について、実績としては、

県の事業を活用し、イベントなどでブースを設けるなどの

普及活動を行った実績がある中で、評価といたしまして、

アンケートでは、認知度はまだまだ低い結果でございま

す。課題としましては、７０歳代の運動をした人の割合が

減少しまして、また全体的に運動する頻度も減少している

ことから、こちらについてもさらなる普及の充実などが必

要になってくると考えております。  

 次に、④効果的な広報活動です。従来の広報媒体、町の

広報紙やホームページ、町内掲示板だけではなく、タウン

ニュースやＪ :ＣＯＭ湘南などのメディアを活用した広報

活動を行って、広報活動の幅は広げることができたと考え
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てございます。評価といたしまして、アンケートの結果で

は、町スポーツ事業の周知について、５５ .２％の方が不

十分だという結果でございます。課題としては、周知が不

十分という回答が多かったことから、工夫した広報活動の

実施が必要としております。  

次に、④施設予約システムについて、申し訳ありません、

番号は⑤になります。インターネットによる施設予約シス

テムを実施しまして、正確かつ適正なスポーツ施設の予約

が行えたと思っております。評価として、健康スポーツ課

が管理している施設については、全て施設予約システムを

用いて予約することになっておりますので、十分にできて

いる評価となってございます。課題でございますが、パソ

コンは高齢者の方では、苦手な方もいらっしゃるので、そ

ういった方への対応が今後必要ではないかと考えられま

す。  

次に、Ⅱ  スポーツに親しむきっかけとなる機会を提供

しますでは、まず①スポーツ教室の開催でございます。こ

ちらの実績としましては、教室の開催時期の工夫や開催回

数の増加、また新たな教室の開催など、町民のニーズに合

った教室を実施することができました。評価としては、種

目や開催回数で参加者数に変化はあるものの、アンケート

結果では、町のスポーツ教室や行事に参加したいと回答し

た人の割合が、各年代で減少傾向にあるということが課題

です。より魅力のある教室や大会のイベントの開催が必要

です。また、課題としまして、いつも出てくる方が同じ、

いわゆるリピーターの数が多く、競技人口の拡大にはつな

がっていないことがあります。  

次に、②スポーツ大会の開催では、実績としまして、競

技力を向上する場、目標となる機会、多くの人たちと交流

の場として、各種スポーツ大会、観桜駅伝や武道フェステ

ィバル、スポーツデイなどを実施して、多くの方に参加は

いただけたと思っております。評価としては、例年どおり

の種目ということで、開催回数には特段大きな変化もな

く、参加者数についても、さほど大きく伸びたというよう

な実績は取れなかったところでございます。課題としまし

ては、既存のもので満足することなく、町の観光資源とす



14 
 

る視野なども取り入れて、競技力の向上を図っていくこと

を考えてございます。  

続いて、③スポーツイベントの開催でございます。スポ

ーツやレクリエーションに親しむきっかけとなる機会の

提供として、スポーツ関係団体等と協力し、チャレンジデ

ーやレクリエーションフェスティバル、スポーツデイを実

施しました。評価としましては、その他イベントについて

前期時よりも若干の増、もしくは変わらない状況でした。

課題としましては、アンケートの結果からしても、いろん

なイベントに参加したいと回答した人の割合が減少傾向

にあります。 

続いて、④障がい者スポーツの機会の提供です。フライ

ングディスク教室の開催やパラリンピックの競技等の体

験会を実施しました。評価としましては、パラリンピック

競技等の体験会で、ボッチャの体験会を行いまして、１０

０名ほどの参加をいただき、障がい者スポーツの普及とし

て成果が出たと考えております。課題としましては、２０

２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が近づ

いていることもありまして、機運醸成を図るような事業の

展開が必要です。 

⑤高齢者スポーツの機会の提供です。高齢者を対象とし

たニュースポーツの講習会や体力測定を実施しました。評

価としては、前回計画策定時アンケートと比較しまして、

７０歳代においては大きな変化はなかったが、６０歳代に

おいては１０％減少したということです。今後の課題とし

ましては、アンケートの結果では、７０歳代についての変

化がなかったので、７０歳代でも比較的高齢な方でも気軽

に参加できる、もしくは家でもできるような簡易な健康体

操等を普及していく必要があります。  

⑥広域連携の推進です。田端スポーツ公園について、指

定管理者制度の導入とともに、町外のスポーツ団体の利用

も可とした大きな実績を残してございます。評価として

は、町外団体の登録数は平成２８年度に２０件ありまし

た。  

続いて、⑦スポーツ団体との協働です。こちらは各スポ

ーツ団体との協力を得て、スポーツ大会やスポーツイベン



15 
 

トの開催によって、連携が取れたという評価になっており

ます。課題としましては、各団体から、イベント時にご協

力いただける人員の高齢化や、確保が困難になってきてい

ることが課題でございます。  

最後に、Ⅲ 活動の場である施設を充実しますでは、ま

ず①町営プール・さむかわ庭球場の管理運営でございま

す。プールについては、平成２９年度現在、再開には至っ

ておりません。それから、庭球場についても老朽化が著し

い中、外周フェンスの補強工事は実施したものの、大規模

な改修には至っておりません。評価としましては、町営プ

ールについては、代替として町内の小学校のプール開放を

行いましたが、幼児用のプールがないなど、誰もが利用で

きる施設ではないため、満足できる状況ではありません。

庭球場については、大規模改修はできなかったものの、利

用者の安全確保に努め、施設を活用することができまし

た。課題としては、両施設ともに多くの町民から再開や改

修の要望が寄せられておりますので、早期に具体的な検討

を行っていく必要があります。  

 続いて、②野外体育施設の運営管理でございます。倉見

スポーツ公園については、こちらは利用者の駐車場を県か

ら借りるなどして、利便性の向上を図りました。田端スポ

ーツ公園については、先ほど申したように指定管理者制度

を導入し、利用者が使用料の支払いを現地で行える、また、

町外団体も利用が可能になったなどの利便性の向上と適

切な維持管理を行いました。評価でございますが、倉見ス

ポーツ公園については、駐車場の確保により利便性が向上

しました。田端スポーツ公園については、指定管理者が行

った満足度調査の結果、約９割の方が満足という回答をい

ただいております。課題としまして、両施設ともに利用者

ニーズを的確に把握し、持続可能な維持管理を行っていく

必要があります。 

続いて、③学校体育施設の開放です。これは町内５つの

小学校の体育館、グラウンドと中学校３つの体育館を開放

した実績でございます。評価としましては、学校体育施設

の開放により、身近な地域でのスポーツ活動ができ、スポ

ーツの推進を図ることができた評価でございます。課題と
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しまして、施設や用具などが老朽化をしてきて、改善をす

る必要があるのではないかという課題でございます。  

続いて、④都市公園施設の活用についてです。川とのふ

れあい公園の野球場とサッカー場について、開放的な環境

下でスポーツ活動の場として有効にご利用がいただけま

した。また、総合体育館について、指定管理者による様々

なジャンルの教室の開催や、各種スポーツの県大会や関東

大会などに利用されました。評価としまして、川とのふれ

あい公園サッカー場については、利用者が増えましたが、

野球場については、利用件数が若干減少しております。ま

た、総合体育館では、多目的室以外の施設で利用者は増加

しております。課題としまして、いずれの施設においても、

町民が身近な場所でスポーツに親しむことができるよう、

さらなる事業の展開が必要です。  

続いて、⑤その他の公共施設等の活用です。青少年広場

の利用者数について、中期計画策定時と比べますと、増加

傾向が見られました。また、公民館では、スポーツ教室の

開催や卓球、バドミントンの利用者への集会室の貸し出し

等実施しました。評価といたしまして、青少年広場のグラ

ウンド、多目的広場の利用者が増加しており、スポーツ活

動の推進に寄与する施設であるとしております。公民館で

は、卓球等のスポーツに利用され、有効に活用されました。

課題としまして、継続して利用していただくため、施設の

適正な維持管理が必要です。 

最後に、⑥その他民間スポーツ施設の活用です。旭ファ

イバーグラス株式会社のテニスコートを日曜日に限り、町

民に無料開放をしました。また、宮山駅前のボルダリング

ジムでボルダリング教室を年に 1 回。他にも、寒川駅近く

のヘルスライフジム GENKI での健康と運動に関する事業

を月に１回開催しております。評価としまして、旭ファイ

バーグラスの庭球場は、毎年一定した利用件数で有効に活

用されている。それから、ボルダリングやヘルスライフジ

ム GENKI の活動も、一定の利用者がいて、新たなスポーツ

活動として実施されました。課題としてスポーツ活動の推

進を拡大させていくために、さらなる民間施設の協力を検

討していく必要がございます。  
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次に、第４章「スポーツ推進の展望」でございます。「ス

ポーツに親しみ、健康で、笑顔あふれる町を目指して…」

を、後期計画の基本理念とします。  

２  後期計画の施策では、支援体制の充実、スポーツに

親しむきっかけとなる機会の提供、活動の場である施設の

充実を３本の柱として、中期計画より継続して後期の計画

の施策を進めてまいります。 

次に、第５章「スポーツ推進の施策展開」でございます。

１ 計画の指標では、アンケートの結果を受け、中期計画

で示していた指標が達成されていないため、中期計画から

引き続き計画の最終年度までに、スポーツをした日がない

という人の割合を減少させ、スポーツを楽しむ人を８５％

まで引き上げること。また、週に１日以上の運動・スポー

ツを行う人を６０％まで引き上げること。この２つを後期

計画の指標として考えてございます。  

１年間で１日当たり３０分以上の運動やスポーツを行

った日がありますかという問に対して、７９％の方が運動

やスポーツをしたと回答しておりますが、１日だけやれば

運動したと捉えられてしまい、１年間に１日だけではな

く、継続して運動やスポーツをすることに意味があります

ので、指標の１つに、週に１日以上の運動・スポーツを行

う人を６０％という項目を新たな指標として追加いたし

ました。 

続いて、２ 指標達成のための主な取り組みついて、先

ほど申し上げた中期計画時の課題を解決する施策として、

後期計画ではここに記載のとおり実行していくというこ

とでございます。ここについては大変恐縮でございます

が、時間の都合上、説明を省略させていただきます。   

続いて、３  具体的な事業では、寒川町総合計画の「２

０２０プラン」とリンクして、年度ごとの事業の進行管理

を行い、分析、評価、統廃合など一元的な事業管理を行っ

てまいります。 

第６章「計画推進のために」１ 推進の体制をイメージ

図として載せてございます。こちらも中期計画からそのま

ま引き継いだもので、スポーツ団体や企業、町、推進委員、

学校、体育協会、レクリエーション協会等と連携して、ス
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ポーツの推進に取り組んでまいります。 

最後、３３ページ以降は、それぞれの団体や学校、スポ

ーツ推進なども含めた他所との連携の内容などが書いて

あります。 

時間の都合上、説明が早足になってしまいまして、わか

りづらい点もあったことと思います。推進計画の後期の素

案の内容については以上とさせていただきます。  

 （島田会長）  

   ありがとうございます。スポーツ推進計画の中期の問題

点をつかんで、それを今後、後期の３年間にどう活かし、

展開するか、内容が相当いろいろあります。ご質問、ご意

見等がありましたら、ご忌憚のない発言をお願いします。 

   個人的には、スポーツ推進の計画として、週に１日以上

の運動を６０％以上目指すことは、これが非常に良いと思

います。漠然と「みんな、スポーツやってください」と言

っても、なかなかやりません。週に１日以上はちゃんとス

ポーツをやる、体を動かす日をつくることは、町民の人に

とってもわかりやすい目標だと思います。  

（事務局）  

前期計画や中期計画策定時は、「年に１回運動やスポー

ツを楽しむ人を８５％」を目標としておりました。これは、

スポーツをしない人を減らしていくという趣旨が、最初は

ございました。しかしながら、進めていくうちに、やはり、

習慣が大事ということで、今回追加させていただいており

ます。  

（河合委員）  

  ご説明ありがとうございました。まず初めに、１ページ

目の１計画策定の趣旨について、国の動きを記載してお

り、次に県の動きが出てきております。国の動きの記載に

ついては、基本法や基本計画の策定について記載がありま

すが、県については、集約されてスポーツ局が設置された

と記載されております。スポーツの振興条例が３月にで

き、それと同時に、「エンジョイ・スポーツ！かながわプ

ラン」も出ておりますので、国の動きの記載に合わせて、

県の動きも記載すべきかと思います。国の動きがあって、

そして県の動きがあって、寒川としてはこれらを参酌し
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て、動きますという記載の方が、よりバランスが良いと思

いました。  

次に、すごく丁寧な分析をされておりますが、やはり比

較するときに、アンケートの抽出方法に中期計画と違いが

あり、それに応じて回答者の年齢層が異なっていることが

気になっております。今から分析し直すのは相当手間です

ので、可能な範囲でお願いしたく思いますが、例えば９ペ

ージに、今後、スポーツ教室・行事に参加したい割合があ

りますよね。これは年代別に出して、２３、２６、２９を

比較しているので、こういう分析の仕方をすれば、他の項

目に関しても、回答者の年齢層に違いがあっても、その年

齢層同士で比較ができているので、より正確に分析ができ

ると私は思いました。他の項目になると、年齢層ごとに分

析していないものが多いですよね。再度アンケートの取り

直しはできないと思うので、今あるデータを正確に分析し

ようとするのであれば、大変お手間ですが、何とか年齢層

別に追いかけて分析をすることが、一番正確な分析になる

と思います。可能であればぜひお願いしたく思います。 

   それに伴うと、１８ページからの中期計画の分析にも影

響が出てくるところがあります。やり直しても結局同じ結

果になるかもしれませんが、例えばスポーツボランティア

について、やるつもりがないとの回答が８１ .９％で、そ

れを受けて、後期計画では外されていますよね。年代別の

分析を行って、同じ結果であれば全然構わないのですが、

もしかすると、働き盛りの方が今回多かったというと、や

はりボランティアに行く余裕がないですよね。ある程度中

高齢の方だと、少し時間に余裕があったりして、ボランテ

ィアができるという回答が増える可能性もあるわけです

ね。  

   あと、例えば③３０３３運動の普及に関しても、県に比

べてはこのような認知度でしたと記載があります。これ

も、中高齢の方のデータがもうちょっと多ければ、認知度

がもしかしたら県の結果に近いかもしれないと思います。

せっかくきちんとしたデータをとられているので、年齢別

の再分析が必要だと思いました。  

   実際に、２１ページ  ③スポーツイベントの開催では、
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２０歳未満、２０歳代の認知度が低いとか、２０ページ①

スポーツ教室の開催では、６０代の回答のうち、８０％が

ですとか、年代別に分析していただいているところもある

ので、こういうところを前回のデータも含めて、年代別に

もう一度洗い直してみると、汎用が増えて、正確な分析が

できると思います。それを踏まえますと、２６ページ以降

の項目について、正確な分析に基づいて示した方が、納得

しやすいと感じました。  

   最後に、会長からありましたけれども、週に１日以上の

運動・スポーツを行う人を目標値に追加したというのは私

も大賛成で、国も県もそういう目標値を１つ、ずっとここ

何年も置いて取り組んできて、なかなか目標値に達成しな

いので、国も県も苦しんでおります。町としても、国や県

の動きを参酌して、町がやっていく流れからすると、妥当

で素晴らしいと感じました。  

   ご担当の方にご負担がかかるかもしれないんですけれ

ども、ぜひ取り組んでいただきたく思います。  

（島田会長）  

  年齢構成を考えたうえでの検証ということでご意見あ

りがとうございました。この辺の取り組み方について、ス

ポーツを何でこんなに推進するのかというのは、常に健康

とか、保険料とか、財政にかかわってくる問題です。スポ

ーツをすることによって、皆さんも病院に行く必要が減り

ますとか、その辺とつなげることができるといいと思いま

す。健康については、何か別の審議会をやっていますよね。 

（事務局）  

  さむかわ元気プラン推進委員会があります。 

（島田会長）  

  元気プランのほうでも、スポーツに関して、記述があり

ますが、うまくつながってくるといいと思います。 

（事務局）   

 担当は違いますが、同じ課ですので、２つの計画を１つ

にしたいと考えております。  

（事務局）  

  河合委員からとてもいいご意見をいただきまして、私ど

ももアンケートの仕方が異なっているのは、今回どう反映
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させるか悩んでいるところでした。年代別で出し、いかす

ことができれば、とてもいいと思いますので、そのような

分析をさせていただきたいと思います。そうしますと、少

し時間を要しますので、会議のほうは、先ほどお話にあり

ました１０月２７日ではなくて、１１月入ってからに再調

整させていただきたいと思います。また、中期計画策定時

のデータがどのような状態で残っているか確認をしたい

ので、それが年代別に振り分けすることができるようでし

たら、できる限りの分析をさせていただきたいと思いま

す。  

（村上委員） 

  ボランティア登録制度の確立については、後期計画では

抜けてしまうのですか。  

（事務局）  

  はい。廃止の方向で考えています。  

ただし、ボランティアを募ることをなくすわけではござ

いません。例えば、他市の事例で申し上げますと湘南国際

マラソン等の大きなイベントでは、個別にボランティアを

募集しております。登録制度はないけれども、イベント別

にボランティアを募集する形式も考えております。  

（村上委員） 

  私はスポーツイベントのボランティアをやりたいと思

っています。その募集のときに、どういうことをやるのか

具体的に書いてもらうといいと思います。交通整理ですと

か様々なことをすると思いますので。内容が具体になれ

ば、やりたい人もいるかもしれません。  

（事務局）    

基本は運営の支援になるかと思います。  

イベント毎に、募集している旨を明確にわかるような形

で、今後やっていきます。  

（村上委員）    

あと、スポーツ大会の開催について、町の団体や体育協

会が開催するときに、開催の応援等の記載があればいいと

思います。例えば、他の地域では市長杯や町長杯が結構あ

ります。平塚も市長杯がありますし、小田原もあります。

町のサッカーでも、招待試合をやっているので、それを援
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助するような制度があるといいと思います。  

（事務局）  

  種目によっては、今もやっているところがあります。ソ

フトテニス協会さんなど、申請を出していただいていると

ころでございます。  

（村上委員）    

そういった申請を出している団体もあるのですね。そう

すると、寒川町サッカー協会で、町長杯等の申請をだせば

検討してもらうということですか。  

（事務局）    

検討はできると思います。  

町のイベント自体も様変わりしてきております。以前

は、町が中心になって全て行ってきた部分が多かったので

すが、最近は共催で行ったりですとか、実行委員会を別に

立ち上げて、有料化したりですとか、企業さんからの協賛

を増やしてみるとか、形態自体が変わってきております。 

（村上委員）    

少年野球の場合、以前どこか会社がスポンサーになって

大会を行っていたことがあったと思います。そういう形で

も構わないと思います。近隣自治体では、他からチームを

招待して大会を開催しておりますが、寒川町はそのような

大会がありません。寒川のチームは招待されて行くのです

が、招待できないから、大きな大会になかなか呼んでもら

えません。横浜市の大会だったら、まず寒川のチームは呼

んでもらえません。寒川で横浜のチームを呼んでいれば、

逆に呼んでもらうことはあり得ますが。寒川は、サッカー

だけで言うと、最近強くなったので、昔よりは呼んでもら

えるようになりましたが、昔は弱かったので、呼んでもら

えないことがほとんどでした。そういう支援体制ができれ

ばいいと思います。  

（島田会長）    

その辺は、体育協会側から言えば、各協会の内部事情も

あると思います。完全にオープンで大会が行えるのは、個

人種目のような卓球とかバトミントン、テニスですが、団

体種目で参加のところは、協会に加盟してからになるの

で、オープンの大会を行うのはなかなか難しいです。町長
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杯等を、町から持ち回りのカップをいただいているので、

実際にはあるのですけれども、そういう名前がついていな

い状況です。  

（村上委員）  

つけることはできないのですか。  

（島田会長）  

  つければいい。そのとおりです。町からカップをもらっ

ているのが、ほとんどですので、その辺、体育協会各種目

には、お願いはできるといいと思います。  

（村上委員） 

  そういうのがあれば、町の中でスポーツ大会が増えると

思っています。増えないと、子供も見に行かないので、子

供のサッカー人口も減っている状況です。  

（島田会長）  

  大会のＰＲも足りていません。体育協会の中でも、スポ

ーツの活動を外にＰＲする話は、役員の中でもあります。

何かそういうことをやらないと、他のスポーツはどのよう

なことをやっているのか、いつごろ何をやっているのかと

いうことが、全然見えません。町ではなくて、各団体がや

らないといけないと思います。他の大きい横浜市や、相模

原市、小田原市等は、定期的にスポーツの冊子を作製し出

していますけども、寒川町では、人・物・金がないので、

そこまでできないけれども、ホームページの中でＰＲする

ぐらいことはできると思います。町のＰＲだけではなく

て、体育協会のほうでもＰＲをしなければいけないと思っ

ております。  

（村上委員）  

  去年は寒川のチームが強かったのですが、今年は旭のチ

ームが強いです。寒川と同じぐらいの実績を上げていま

す。茅ヶ崎のグリーンカップも優勝しました。去年は寒川

が勝っているから、２連覇です。座間招待も、去年寒川が

勝って、今年は旭が優勝しました。このような結果を残し

ていても、なかなか呼んでもらえません。大きな大会があ

ると、寒川の名前が入っていないと私は感じています。サ

ッカーのことばかり言って申し訳ありませんが、何とかで

きないかと思っております。  
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（島田会長）    

運動やスポーツをやっておられる方は、様々なことを考

えますけれども、特別に運動やスポーツをやっていない層

が何十％いて、その人達から見ると全然わからない。ＰＲ

もないし、自分で探しにいこうという気もない無関心層が

どんな施策を行ってもあります。その層をいかに引っ張り

出すかも大事です。 

 （酒井委員）  

   スポーツ少年団においては、バスケットと野球、柔道が、

加入しておりますが、先ほどお話にありました町長杯や教

育長杯はあります。  

それから、なかなか子供たちが集まらないという状況に

なっていて、サッカーもそうだと思いますが、バスケット

もそうです。クラブチーム、要するにバスケットにＢリー

グがスタートして、プロの下部組織、サッカーでいう J リ

ーグです。小中学生対象の教室を開いて、そこで募集して

クラブをつくるというスポーツ少年団とはまた違う流れ

が出てきていて、親御さんたちは送迎をして、月謝を払っ

て、全てやってくれるという体制のほうが、以前からある

父母会が中心で運営をしていくスポーツ少年団より、父母

の手間を考えると、お金で解消するほうが、仕事もしてい

ますので、そちらに流れている傾向があると感じていま

す。なので、お仕事をしている父母の方たちにご協力を得

ながら、スポーツ少年団を運営していくことが、運営上か

なり難しくなってきており、やり方を変えていかないとい

けないと思いました。  

   先ほどニュースポーツについて、なかなか周知されなく

て、講習会にも１％程度しかご参加していらっしゃらない

という記載がありました。実際のニュースポーツという

と、私たちが思い浮かべるのが、高齢者の方のゲートボー

ルや、グランドゴルフです。新しいスポーツ、ニュースポ

ーツをどう普及させていくのかというのがよくわからな

いです。ペタンクは何となくわかりますが、ここに高齢者

の方と児童にとって競技性が低くて誰でもできるという

記載があり、現行維持していくことが期待されていると書

いてあります。しかしながら、児童がニュースポーツにか
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かわれるのか疑問に思いまして、スポーツ推進委員の方た

ちはどういう方向性でやっていかれるのかと疑問に思い

ました。  

 （事務局）  

ニュースポーツには、様々なものがございます。また、

地域性があって、例えばテニスやバレーボール、サッカー

が、それらをより簡単に遊べるように考案して、子供から

大人までできるようなものとなっております。きりがない

ぐらいの数が存在しており、その一部を、小荒井副会長を

はじめとしたスポーツ推進委員が普及をしてくれており

ます。  

 （小荒井副会長） 

アンケート結果で、ニュースポーツの認知度を見てショ

ックを受けました。酒井委員がおっしゃられたように、具

体的なイメージが湧かないということは、参加してもらっ

ていない人においては、単純な疑問としてあると思いま

す。講習会を行ったとしても、そういうときに来られる方

に、学生はほとんどいません。そうすると、お子さんを連

れたお母さんや高齢者がほとんどです。スポーツデイで

は、たまに小学校高学年が来て、非常に楽しんで帰っても

らえますが、来た子以外はよく知らない。そうすると、翌

年も同じような子が来るということもあります。また、ニ

ュースポーツと言っても、いろいろな種類があり、どう普

及していったらいいのか。全部披露するわけにもいかない

こともあります。  

現在は、地域から派遣の要請があり、こういうことをし

たいという要望をもらいます。あまり過激なものを行って

けがをされても困りますし、その年齢層に合ったニュース

ポーツを紹介しなければいけないです。ところが、スポー

ツデイの場合は、来る対象者の予想がつかないこともあり

ますので、機会をイベントでもらえても、普及がしづらい

ところもあります。  

ニュースポーツのイメージが無いことにショックを受

けています。私のせいかと考えてしまい、落ち込んでしま

うところです。 

どう普及していくかは、言葉では何とでも言えますが、
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具体的にどう進めていくか皆さんの話を聞いても、具体性

は出てこないですよね。  

では、具体的にどういうことをしていくのかを考える

と、自治会をうまく利用して普及できないかと考えていま

す。そもそもスポーツ推進委員は、体育指導委員と言って、

自治会から出してもらっていました。そういう経緯も最近

みられず、地域との関わりがあまりなくなってきた現状で

す。  

ですから、スポーツ推進委員を選ぶ、あるいはニュース

ポーツ講習会に参加してもらうということに対して、自治

会からの要請が全くなくなってきました。個別に当たって

やってもらう形なので、昔のような自治会から委員をだす

ことは、もうできないですかね。行政の方で、考えていた

だいて、行政を前面に出さずに、スポーツ推進委員の立場

で交渉してもいいと思いますので、もっと地域とつながっ

ていきたいと思います。  

様々広報を行っていますが、回覧板の方がよくわかりま

す。必ず見ますし、必ず通っていきますし。そういう中で、

自治会に加入しない人が最近多くなってきています。これ

は町の方で、考えなければいけない問題だと思います。ご

みの件や行政の件、様々な事にかかわってきます。このま

まだと自治会が崩壊すると思います。  

自治会や地域、学校と関連性を持ち、広報を行うことを

考えてもらいたいです。  

（島田会長）  

ありがとうございます。頭の痛い、根本的なところに戻

ってきちゃいました。  

(事務局 ) 

昔は自治会からスポーツ推進委員を出していただいたの

で、自治会が入ってきやすかったのですが、そうではなく

なったので、足を踏み入れることが難しくなっています。

やはり地域に根ざした活動、普及が大事だと思いますので、

この辺の対策について考えます。  

自治会は、今加入率が７０％台になっており、なかなか

加入率を伸ばせず、アパートがたくさんできても、積極的

に声はかけに行きますが、「関わりたくない」ですとか、
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「当番制で何か回ってくるのも嫌だ」といった意見が多く、

特にひとり暮らしの人で自治会に加入していない人でごみ

捨て場の件で、もめごとになり、かなり問題になっており

ます。行政的にも回覧等多くのお願いをしておりますが、

行政内でも、そんなに何度も回覧を出すのではなくて絞っ

てくださいとなっております。しかしながら、絆をつくる

ですとか、子供たちのためにやるといった理由でしたら、

回覧を回してもいいとなるのかもしれません。  

このような中で、自治会にお願いすることにも難しいも

のもございます。  

いろんなニュースポーツがあって、酒井委員のほうから

ありましたように、ニュースポーツがわからない方もたく

さんいます。ボッチャというパラリンピック正式種目があ

りまして、実際我々がやっても、結構おもしろいと思いま

したが、参加者を募っても、わからないから行きづらいと

いう部分もあると思います。ＰＲやアプローチの仕方は、

今後の３年間でやり方を変えながら考えなくてはいけない

と思っております。 

（島田会長） 

私もニュースポーツはいろいろありますので、何がどう

なっているのかよくわかりませんけれども、レクリエーシ

ョン協会さんの中でも何種目かは、昔のニュースポーツと

言われたもので、何人か集まってレクリエーション協会に

なったと思います。ですから、ニュースポーツを紹介する

ときに誰かが中心となってうまくまとめてレクリエーショ

ン協会に加盟する等の手段で、普及はしていけると思いま

す。  

（事務局） 

 年代を明確にしてあげることも手段の一つと考えており

ます。また、ある程度認知がされてきたら、大会を開いて

みると目標ができ、競技者も増えるかもしれません。そう

いった部分も含めて考えていきたいです。  

（島田会長）    

紹介だけではなく、その次の一歩をうまく踏み出せると

いいと思います。レクリエーション協会さんもニュースポ

ーツにかかわっておられますか。  
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（稲葉委員）    

いや、今のところないですね。既存のレクリエーショ競

技についても、どう発展させるかという考えはあまりない

です。おもしろい種目を使って客寄せしてみようみたいな

感じですね。 

（事務局）    

シニアクラブ連合会さんからはご依頼を受け、年に３回、

スポーツ推進委員さんを派遣し、何種目か毎回少し内容を

変えてやっております。  

（島田会長）    

ニュースポーツの普及もそうですが、多くの人に体を動

かしてもらうこともなかなか増えない状況です。非常に頭

の痛い問題ですけれども、時間も時間ですので、次の議題

に進めさせていただきたいと思います。  

議題（３）２０１７さむかわスポーツデイについて、事

務局さんのほうからよろしくお願いします。  

 

○ 議題 

（３） ２０１７さむかわスポーツデイについて（資料番号３） 

 

（事務局）  

資料番号３をご覧ください。  

毎年体育の日に行っているさむかわスポーツデイのチ

ラシでございます。こちらのチラシは広報１０月号で全戸

配布させていただきます。  

今年のさむかわスポーツデイでは、記載のとおり１０月

７日（土）、１０月９日（月）、１０月１５日（日）の３

日間行いまして、具体的な内容についてはチラシを開いて

いただいた中に記載してあるとおりでございます。  

まず、１０月７日には、町民センターで湘南オープンボ

ディビル・フィットネス大会。次に、１０月９日は田端ス

ポーツ公園親水広場でカヌー体験、さむかわ庭球場では庭

球場の無料開放。最後に、１０月１５日には、スポーツデ

イファイナルと題しまして、こちらに記載してある各種ス

ポーツイベントを行います。１５日については、特にミュ

ンヘンオリンピックのバレーボール競技で金メダリスト
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であります森田淳悟さんによるバレーボール教室を行い

ます。こちらは、県のアスリートネットワークを利用した

事業となっております。多くの方にご参加いただきたいと

ころでございますので、審議会の皆様もご家族、ご友人、

お誘い合わせの上、ご参加いただけると幸いです。  

以上になります。  

（島田会長）  

ありがとうございます。町民センターでのボディビル・

フィットネス大会は、今年から追加されたものなので、ぜ

ひ興味のある方はご観覧にお越しください。町で観覧券は

配布しておりますか。  

（事務局）  

はい、ございます。まだ、２０枚弱ぐらいありますので、

もしご興味があればお申し付けいただければお渡しする

ことはできます。  

（島田会長） 

スポーツデイについて、皆さんご意見、ご質問あります

か。特にご意見等なければ、議題（４）その他に移らせて

いただきたいと思います。その他で事務局さんのほうから

何かありますか。 

 

○ 議題 

（４） その他（資料番号４） 

 

（事務局）  

２点ほどご報告がございます。  

  まず初めに、資料番号（４）東京２０２０オリンピック・

パラリンピックフラッグツアーでございます。オリンピッ

ク及びパラリンピックのフラッグが東京都から全国へ展

開されることになりました。９月３日にオリンピック組織

委員会アンバサダーの元ＤｅＮＡベイスターズの三浦大

輔さんから県知事のほうにフラッグが手渡しされるとい

うセレモニーがございまして、その翌日９月４日から横浜

市を皮切りに１１月６日の藤沢市まで、およそ２カ月をか

けましてフラッグが県内市町村を巡回展示されることに

なり、その日程が決定いたしました。  
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   オリンピックの競技種目が開催される横浜市と藤沢市、

その他多くの市町村におきましては１日のみの展示とな

っております。町は、せっかくの機会ですので、土日を絡

めた日程で県と調整させていただいた結果、寒川町につき

ましては、１０月２８日（土）から３０日 (月）までの３

日間の日程で展示することになりました。  

   具体的な展示物につきましては資料の１ページにお示

ししております。オリンピック及びパラリンピックのフラ

ッグ各１枚、アイキャッチが１点、そして説明パネル５点

となりまして、設置イメージについては資料のとおりとな

っております。  

   資料２ページから３ページにつきましては、県内の展示

日程をお示ししたもので、寒川町は１０月２７日の夕刻に

茅ヶ崎市から受け継ぎ設置、１０月２８日から始め１０月

３０日の午後３時ごろまで展示した後、午後４時ごろ次の

展示会場の藤沢市に引き継ぎされることとなっておりま

す。  

   なお、展示につきましては、公共施設で室内かつ比較的

人が集まる場所ということで、寒川総合体育館１階ロビー

を予定しております。設置する場所については、４ページ

目以降の写真に掲載させていただいております。１階ロビ

ーのメインアリーナ入り口に向かって右側の壁面の部分

に展示したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。  

   次に２点目、町営プールについてです。今年の第１回の

審議会の中で、施設再編課から公共施設等総合管理計画が

策定されたということで、町営プールについては改修して

使っていくことをご報告させていただきました。これにつ

きましてプールの土地の所有者である県企業庁と協議を

進めさせていただいている状況です。なるべく早い時期の

改修に向けて今協議を進めているところでございますの

で、詳細等が決まりましたら、また後日ご報告させていた

だきます。 

  事務局からは以上です。  
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○ 閉会 

（島田会長） 

ありがとうございます。早足で進んできましたけれども、最初の

アンケートの調査結果に戻って、ご意見、ご質問等ありましたら、

よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

では、副会長から閉会の言葉をお願いします。 

（小荒井副会長） 

早足で進めてきましたので内容は、また帰って読みたいと思いま

す。また次回すぐ会議がある予定ですので、その通知をお待ちして

います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございま

した。 

配付資料 

資料１：スポーツに関するアンケート調査結果 

資料２：スポーツ推進計画（後期）策定スケジュール 

    寒川町スポーツ推進計画（後期）（素案） 

資料３：２０１７さむかわスポーツデイ チラシ 

資料４：東京オリンピック・パラリンピックフラッグツアー  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 

小荒井副会長、河合委員 

（平成２９年１１月１７日確定） 

  


