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平成 28年度 第２回 里都まちスポーツプロジェクト部会 議事録 

日時 2016年８月８日（月）10：00～12：10 

場所 役場庁舎３階 ３Ａ会議室 

出席者 藤井委員、田中恵里子委員、矢部委員、野地委員、植木委員、早野委員、小澤委員、 

田中信子委員、畔柳委員 

欠席者 重田委員 

事務局 中井町    ：企画課 安地班長 

        地域支援課 曽我課長、山本副主幹 

アルパック   ：黒崎、田中 

議題 ■議事 

（１）スポーツ推進計画策定に係る町民意識調査について 

（２）スポーツイベントの実施内容について 

■報告事項 

①スポーツ資源及び活動団体の状況について 

②里都まちなかい魅力創造プロジェクトの進捗について 

③その他 

配布資料 資料 1： スポーツに係る町民意識調査票（案） 

資料 2： 平成２８年度開催スポーツイベントの概要について 

※中井町中央公園視察報告〈自転車・ＲＵＮイベントの実施可能性〉 

資料 3： 中井町の地域資源と活動団体について 

資料 4： 今後のスケジュールについて 

 

１ 開会 

・地域支援課 曽我課長 

２ あいさつ 

・藤井会長挨拶 

３ 議事： 

（１）スポーツ推進計画策定に係る町民意識調査について 

・事務局より資料説明(参考資料 1) 

※前回会議で決定した町民の５％（５００名程度）のアンケートを取ることが目標となる。 

※各設問の説明。全て選択式。 

※自治会の各組が２５０～２６０あるため、自治会で３００をお願いする。 

※子育て支援センター、保育園、こども園の保護者などで２００通をお願いして、合計５００

を目標とする。 

・会長から「平成２５年度 小山市民のスポーツ実践に関する基礎調査」の問１～６を説明。 

 

【質疑及び意見】 

藤井会長：小山市の調査では、週１回以上運動している人は半数弱で、施設、教室、クラブで運

動している人は約２割だった。単なる実施率ではなく、どのように運動をしているの

かが重要となる。また、運動していない人に、なぜ運動していないのかを聞く必要が

ある。健康状態などで運動できないということも考えられるため、健康状態について

も聞く必要があるのではないかと考えている。ちなみにアンケートの配布はいつごろ

の予定か。 

事務局 ：９月上旬に配布し、９月中には回収したい。 

野地委員：「ご記入にあたってのご注意とお願い」について、「回答者、世帯の内お一人がお答え
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ください。」とあると、スポーツをやっている人が回答することになりかねないので

はないか。正しい結果がでない恐れがある。 

事務局 ：当初予定をしていなかったために無作為で実施するだけの予算がない。回収率を高め

ることもあり自治会にお願いする形で実施したい。回答者については組長さん本人に

書いていただくことを考えている。男女のバランスについては奥さんに書いていただ

くことも考えたい。自治会の役員だけでは高齢層に偏る傾向もあり得るので、若い世

代については子育て支援センター、保育園などに協力してもらい全体のバランスを調

整することを考えている。 

重田委員：アンケート調査では、健康でない人ができるスポーツが選択肢にない。スポーツが健

康を前提としているということでいいのか。障害者のスポーツの視点なども重要では

ないか。骨折予防体操に参加しているが、６０～７０歳代ばかりで、１６０世帯中３

０名弱が毎回参加している。ほっとサロンも３０数名参加しているが、色々な人が参

加できるものがないと多くの人を集めることはできない。健康でない人も回答できる

ようなアンケートは難しいかもしれないが、そうした配慮は必要ではないか。 

藤井会長：現代社会では価値観が多様化している。以前のように、すべての人が同じ基準で集ま

ってくるということは難しい。都度賛同できる人たちが、継続的にやっていくことが

大切だ。やりたくてもできないない人、どうしたらいいかわからない人からの意見も

大切で、そうしたことを念頭に置いた調査が必要ということだと思う。多様な方達が

それぞれに合った形のスポーツ活動を、どうできるかという視点を入れていくべきで

はないかというのはもっともな意見だと思う。 

田中(恵)委員：スポーツ種目について、このように予め書き出されてしまうと、かえって抵抗が

ある。中井のアンケートは親切なあまり読むのが大変。これからのことを考えると選

択肢で限定しない方がいい。問８についてもスポーツに限らず、イベントに協力した

いという人の意向も把握できるようなものにしたら良いのでは。 

事務局 ：どんなスポーツを実施しているのかも把握したいという思いがある。その他で選択肢

にないものはご記入いただけると考えている。 

藤井会長：国の調査や自治体の調査ではこうした形が多い。自由に書いていただいたとしても結

果は違わないと思う。小山のデータなども参考にしつつ検討させていただきたい。問

８については、支える、見る、応援に来るなどの視点で関わるという人もいると思う

ので、「する」だけではない参加のあり方も聞けるといい。 

コンサル：このアンケート調査票は、スポーツはいわゆる競技型のスポーツ以外にもラジオ体操

などもあり、さらに広げて犬の散歩などもスポーツと考えるという視点で作られてい

る。スポーツの範囲を広げることで回答内容も変わってくるし、スポーツの内容を広

げることでＰＲにもなる。スポーツをどこまで広げるのかをご検討いただきたい。 

早野委員：それを町民が考えることは難しい。費用がない、時間がないから自治会中心にという

ことの無理さがこれに出ている。アンケートをやらなくても現状についてはだいたい

わかっている。町が今後の少子高齢化社会にどう対応して、どのようなスポーツのあ

り方を考えていくのかという今後のことが大事なのだと思う。 

植木副会長：競技的なスポーツをやる人は半分ぐらいでは。 

藤井会長：今後のことか、現状把握かは両方だと思う。対象者をはっきりさせて、偏りのないよ

うに意見を集められるような方法を真剣に考える必要がある。大体はわかっているが、
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わかっていないこともある。しっかりと確認する作業が必要。スポーツ＝競技スポー

ツというイメージが強いが、やっている人は一握り。競技スポーツだけを対象とする

ことはありえない。日常の中で意識的に体を動かしたり、意識的に運動をしようと思

っているか、という実態は把握しなければならないと思う。対象としては全てのもの

を含む必要がある。スポーツ基本法の中では、身体活動、生活活動という表現を使っ

ており、犬の散歩、草刈り、重い荷物を運ぶなどが、厚生労働省のエクササイズの指

針となっている。この調査で明らかにしたいのは、スポーツイベント、スポーツクラ

ブ、スポーツ施設などを利用してスポーツをする人なので、生活活動ではなく、広い

意味での身体活動が対象となると思う。ただ、生活活動が質問として入っていてもい

いとは思う。 

小澤委員：スポーツ≒運動だと思うが、スポーツは競技スポーツのイメージが強い。運動とした

方が幅広く感じる。 

藤井会長：冒頭で「スポーツとは・・・」ということで定義しているが、設問ではスポーツと運

動をセットで使うように修正していければと思う。 

田中(信)委員：競技的スポーツと比較的軽いスポーツで同じスポーツが入っている。回答者の主

観で答えるのか。 

藤井会長：主観的なものはついて回る。目的との関係で把握していく必要があるのではないか。 

植木副会長：パークゴルフをどこかに入れたい。 

藤井会長：聞き方を含めた見直しをする必要があると思う。実施方法について、宛名は個人宛に

することはできないか。 

植木副会長：町会を通じて実施する場合、若い人が多い組もあるが。高齢者に偏った組もある。 

小澤委員：男女比などの確保も難しい。 

藤井会長：名指しをしないまでも何歳代の男性にということはできるか。 

事務局 ：アンケート調査をやるにはお金がかかる。自治会に経由して実施すると経費的な面だ

けでなく回収率も無作為抽出のアンケートに比べて倍以上高いなどのメリットがあ

る。自治会を通じたアンケートでも年齢層、性別の構成がある程度町民の実態に近く

なっている例が過去にあり、町の縮図とすることはできるのではないかと考えている。 

早野委員：お金をかけない範囲で無作為でやったらどうか。 

田中(恵)委員：小中学校の保護者にアンケートできないか。 

事務局 ：調整次第ではないかと思う。 

重田委員：教員をやっていたが、なんでも学校にお願いするが、学校は忙しい。安易に学校にお

願いすべきでない。 

藤井会長：配布回収とも自治会にお願いするのか。 

事務局 ：回収率が違うので自治会でお願いしたいと考えている。回収率９割超える。中井町で

どうやってスポーツを振興して、町民の方の幸せを高めていくかという視点と合わせ

て、スポーツの持つ力を最大限活用したまちづくりなども目的とした計画となるよう

取り組んでいきたい。また、スポーツの持つ多様についても考えていきたい。アンケ

ートの項目については十分精査できていない部分もあるので、意見を踏まえて修正し

たい。 

藤井会長：内容についてはご意見を踏まえて検討させていただくとして、実施方法は、真の無作

為抽出できればその方がよいと思うが、どうするか。 
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小澤委員：回収だけは郵送にすれば費用は半分で済む。 

重田委員：組長会議は月１回、9 月に配ると回収できるのは 10 月１日、回収率は 100％集まる。

1 カ月ぐらいの日程さえとっていただければ対応することはできる。２週間で回収と

いうのであれば、時間的に余裕のある会長は回収可能だがそうでない人もいるので、

検討が必要だと思う。 

藤井会長：効率的に実施すること、回収率、年齢層をばらけさせるという視点などを踏まえて、

計画を練り直させていただきたい。次回の会議までには実施しておかないといけない。

最終案をみなさんにご確認いただく手だてをどうするか。 

事務局 ：最終版を郵送で各委員に郵送でお送りしたい。 

藤井会長：報告の機会は設けさせていただいて、事務局と会長に一任でお願いできないか。 

一同  ：意義なし 

 

 

（２）スポーツイベントの実施内容について 

・事務局より資料説明(資料２) 

・中井町中央公園視察報告〈自転車・ＲＵＮイベントの実施可能性〉について畔柳委員より説明 

 

【質疑及び意見】 

畔柳委員：自転車を中心にしながら他の企画と連携することは可能だと思っているが、現時点で

具体的な案はまだない。 

田中(恵)委員：家族で来た場合に、人数が多くなる。その周りにワークショップ的なものや食べ

物のブースなどがあってもいい。 

早野委員：費用はどのくらいで考えているのか。KPI はどのぐらい達成可能なのか。畔柳委員の

提案は積極的に人が集まるような話ではない感じがした。 

事務局 ：ＫＰＩとしては 500人程度増やすことを考えている。イベント費用としては 200万ぐ

らいの予算を考えている。 

早野委員：補助金がなくなった時にも継続できるということを考えると、パークゴルフを中心に

して考えたほうがいい。 

小澤委員：トレイルランニングは最近流行っている。農道などを使って、ポイント、ポイントに

中井の特産物を置いて（みかんなど）やってみたらどうか。 

事務局 ：ブランドプロジェクトの中で、特産品、名産品を考えるものがあり、スポーツイベン

トとコラボレーションすることを考えている。 

小澤委員：農道なら警察の許可はいらないのか。 

事務局 ：公道は基本的に警察の許可がいる。 

小澤委員：中井町の特有のスポーツ環境として海や富士山が見えるようなコースをつくるといい

のではないか。 

田中(恵)委員：その時は、危険なので、道路に誰もいてはいけなくなるのか。 

田中(信)委員：ルールが決まっていて、端を通るようにするなど、登山者なども歩くことはでき

る。ただ崖などがあり、転んだ勢いで行ってしまったりするので整備は絶対必要にな

る。 

藤井会長：ブランドプロジェクトとしてのイベントはあるのか。 

事務局 ：ブランドプロジェクトのイベントはない。特産品の開発試作品を作ることになってい
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る。 

藤井会長：継続性について、2,000 人規模の市民マラソン大会などで、1 人 4,000 円の参加費を

集めたとしても、自治体やスポンサーから 300～400 万円の運営費の補助があってな

んとかできるというぐらいのイメージなので、継続性を考えると次年度以降の予算な

どはどうなっているのか。 

事務局 ：今年度は加速化交付金ということで 10／10 の補助が出ており、来年度は新型交付金

となり、補助率が 1/2になる。今年 200万円の予算で実施したとして、来年度、新型

交付金に申請し、採択を受ければ半額の 100 万円の補助を受けられる可能性はある。

ただし採択されるかどうかは別問題となる。町としてスポーツイベントを生かした交

流人口の増加、さらに移住定住に繋げていくということであれば、イベントの継続を

考えていかなければならない。 

藤井会長：受益者負担ということからすると金額は別として参加費はとるべきだと思う。継続性

と言っても全く同じ内容で実施する必要はない。きっかけとして今年できることをや

るということではないか。 

田中(恵)委員：パークゴルフは評判がいいが、パークゴルフをメインで実施するとするとコース

が足らないのではないか。 

早野委員：パークゴルフに何かをプラスアルファして考えることが必要だと思う。 

田中(恵)委員：ファミリー層をターゲットにして、将来定住につなげるようにしていくのは、す

ごく良いことだと思う。 

早野委員：交流の増加など、イベントの目的が欲張りすぎなのではないか。 

田中(信)委員：バイクレースなどする場合、どこまでの範囲に声をかけるのか。 

事務局 ：少なくとも県内には周知したい。 

田中(信)委員：ランニングバイクは小さく、車に載せていくことができるので、秦野中井インタ

ーに近いので、車で来れる人に声をかけた方が人が集まるのでは。その方が食とも繋

がりやすい。うまくいけば祖父母世代も同乗して来て、パークゴルフを楽しむという

ことも考えられる。水辺も整備すれば、自転車に飽きた子どもも遊べる。 

藤井会長：中央公園のスペースの中でファミリーなどをコンセプトとするような意見が多いよう

だがどうか。 

野地委員：参加料はどのくらいとらないといけないのか。 

藤井会長：一概にはいえない。 

田中(恵)委員：この 200万というのは、ブランドプロジェクトとは別の予算なのか。 

事務局：別になる。 

田中(信)委員：参加料が 4,000円もあったら色々出来るのではないか。 

藤井会長：公園を限定した家族向けのイベントではワンコインがいいところではないか。コンセ

プトの違いで出来るかもしれない。 

畔柳委員：イベントの固定費は変わらないので、参加者が少なければ参加費は高くなるし、参加

者が多くなれば参加費は安く抑えることができる。参考までに、民間でやっているレ

ースやランニングでは参加料は 3,000円ぐらいだと思う。子どものバイクレースだと

3,000 円、大人は 6,000 円、8,000 円などもある。大人レースに合わせて子ども向け

レースをするような場合では 1,500円ぐらいという大会もある。 

藤井会長：やり方にもよるのではないか。本格的なものになれば高くなるし、体験だけなどであ
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れば話しは変わってくる。 

田中(恵)委員：ランニングやバイクレースでは賞品等は出すのか。 

畔柳委員：オフィシャルに近いものであればタイムをきちんと測って、順位を決めてということ

になる。完走賞は皆さんに出すような場合が多い。やり方次第だと思う。 

田中(信)委員：集客を考えると、何も賞品ないと来てくれないと思う。 

藤井会長：公園を中心に自由な時間を過ごしながら、色々なスポーツを体験するということも考

えられるし、公園の中でオフィシャルなレースをするということも考えられる。少し

オフィシャルなレースをするような場合、募集などはどのように行うのか。 

畔柳委員：民間ではスポーツエントリというシステムを使っている。広告や集金など全て行って

くれるので手数料がかかる。使わないのではあれば、広報をしっかりすることが必要

となる。 

藤井会長：1,500人を集めるとなると、スポーツエントリなどを使わざるをえないのではないか。 

事務局 ：1,500 人というのは 1 回のイベントで集めるのではなく、その他の既存のスポーツイ

ベントも含めて年間で 1,500人という目標になる。１回のイベントだけでいえばファ

ミリー層を中心に 5～600人ぐらいを目標と考えている。 

藤井会長：イベントのコンセプトとして、どこを重視するのかということだと思う。 

田中(恵)委員：定住に直接つながるかどうかは別にしても、ブランドとの連携なども含めて、多

くの町民に関わっていただき、おもてなしをすることで、中井町といういいところが

あるということを覚えて帰っていただかないといけない。 

事務局 ：そういう意味でも、今回は行政主体で実施するが、ゆくゆくは町民主体で進めていけ

るようものにもっていきたいと考えている。 

田中(恵)委員：中井町といえば、このイベントというものになるといい。 

事務局 ：スポーツイベントに合わせて、マルシェやファーマーズマーケットなどが連携すると

いう話をブランド部会でもしている。 

野地委員：美・緑なかいフェスティバルとスポーツイベントは趣旨が似ているように感じる。今

年度は仕方ないが、次年度以降は両方を合体せた方が費用面でもいいのではないか。 

小澤委員：美・緑なかいフェスティバルと合体させると、駐車場や渋滞の問題が出てくる。 

野地委員：駐車場はパンクするかもしれないが、交流人口については達成できるのでは。 

小澤委員：交通渋滞がひどくなると、町民が参加できなくなる。 

野地委員：交流人口を増やそうということであれば、結果的に渋滞具合は同じなのではないか。 

事務局 ：交流人口を増やすというのはひとつの指標なのだが、美・緑なかいフェスティバルは、

公称 1万人の来場者となっている。もとは産業まつりで、産業振興、地元の交流を目

的とした模擬店がメインのイベントとなっている。今回はスポーツイベントを新たに

実施することでさらに交流人口を増やすことが目的となる。フェスティバルにスポー

ツを盛り込むことはスペース的にも難しい。ブランド部会と連携して、継続可能な新

しいスポーツイベントを目指していきたい。主管課としては、当然来年度以降も予算

計上はお願いしていく。31 年度までの計画なので、31 年度までは継続していき、町

の一事業として認知されて行けば良いと考えている。 

小澤委員：今の美・緑なかいフェスティバルは、もともとスポーツフェスティバルがあって、そ

れに産業まつりが入ってきて広げていったもの。 

植木副会長：会場を分けるようになったらスポーツに誰も参加しなくなって、模擬店などだけに



7 

なってしまった。 

早野委員：ベルマーレサッカー教室や名球会の野球教室などは子どもが集まっており続いている

が、スポーツ関係はだんだん外されてきている。 

野地委員：里都まちスポーツプロジェクトには、ブランドプロジェクトが必ず関わってこなくて

はいけないような話なので、美・緑なかいフェスティバルとの合体ということを言っ

たのだが。 

事務局 ：必ず関わらないといけないということではない。 

藤井会長：かつてのスポーツフェスティバルのような方向性は可能性があるのではないか。 

植木副会長：スポーツフェスティバルは、一箇所で種目別に時間を分けて、実施していた。 

田中(信)委員：美・緑なかいフェスティバルにはどのくらいの範囲から人が集まっているのか。 

事務局 ：県外の方もいる。町内より平塚、小田原、足柄上郡など近隣の人の方が多い。 

田中(信)委員：スポーツでも来てもらえる人はいるかと思う。 

藤井会長：複数の施設を使って色々な種目を行うということであれば町民が中心になる。 

田中(恵)委員：今まで町で行なわれていることとは全く違う形のものにしないと、新しい人たち

に来てもらえないと思う。 

植木副会長：子どもたちと親が一緒に来るようなものになれば、面白いと思う。 

藤井会長：中央公園を中心にファミリー層をターゲットとしたイベントに、さらに新しいものを

入れた形で実施するか、公道等を使って自転車、ランニングを実施し、そこでみかん

等の特産品を使ってもてなすといった案の２つが考えられる。 

事務局 ：本年度については警察の許可等をとる時間もないため、中央公園で完結できるイベン

トとしていきたい。来年度以降は、町内全域で実施するものでもいいかもしれないが。

スポレクとは差別化し、ファミリーからおじいちゃん、おばあちゃんまでが参加でき

るようなイベントにしていければと思う。 

藤井会長：中央公園でのイベントとした場合、町外からどう呼び込むか。また、どれくらい呼び

込める可能性があるものなのか。 

植木副会長：かつて車のミニに乗っている人が、中井中央公園に集まれということを呼びかけた

ら入りきれないぐらいの人が集まったことがある。インターネットを使うのは大切だ

と思う。 

小澤委員：中井町の子どもがどれだけ参加するのか。 

植木副会長：経験がないと思うので難しいかもしれない。 

小澤委員：こうした自転車がないし、外で遊んでいる子どもがいない。町内の子どもをターゲッ

トとすることは難しい。 

藤井会長：町外の親子連れが来たいと思う仕掛けをどうつくるかが必要になるということか。 

事務局 ：自転車を使ったイベントとする場合、自転車は開催者が用意するのか。 

畔柳委員：オフィシャルに近いものであれば持ち込みが基本となる。体験的なものであれば、用

意することはできる。 

事務局 ：準備期間・周知機関が必要であるため、３月末までイベントの実施期間を延ばしてい

る。広報の仕方は、公共交通機関へのポスター掲示、ＨＰ、ＳＮＳなど、委託業者が

どこまでＰＲできるかということもある。具体的な集客数はやってみなければわから

ない面はある。 

藤井会長：次回の会議は１０月上旬となっているが、イベントの企画等はどうするのか。 
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事務局 ：できれば、ベルマーレさんから提案のあった内容で事務局一任で決めさせていただい

て、業者選定を進めさせていただきたい。 

藤井会長：ベルマーレさんの専門性を活用させていただきながら、決めていくということか。 

事務局 ：次回会議では具体的な内容をお示しできるようにしたい。 

藤井会長：中央公園を中心にファミリー層をターゲットとした内容で、集客の目玉となるコンテ

ンツを組み合わせていくという共通理解はできたと思う。アンケートの調査票と合わ

せて企画案を示してほしい。 

事務局 ：アンケートの調査票と合わせて、企画案を簡単にまとめたものを合わせて郵送させて

いただきたい。 

田中(恵)委員：町の道路が入っている、土地の高低がわかる地図などがあるとランやノルディッ

クウォーキング的なものであれは、何㎞コース等が想像しやすいのでいただきたい。 

事務局 ：後ほどお渡ししたい。 

 

 

■報告事項 

②里都まちなかい魅力創造プロジェクトの進捗について 

・里都まちプロジェクトの進捗について事務局より報告 

 

③その他 

・スケジュール案について事務局より説明 

・次回 10月 13日（木）午前 10時～ 

 

 

以上 


