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平成 28年度 第３回 里都まちスポーツプロジェクト部会 議事録 

日時 2016年 10月 13日（木）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、重田委員 

欠席者 - 

事務局 中井町   ：企画課 安地班長、天野班長 

       地域支援課 曽我課長、山本副主幹 

       アドバイザー 野口氏 

アルパック ：黒崎、田中 

議題 ■報告事項 

①戦略未来会議の報告について 

②スポーツ活動に係る意識調査について 

③スポーツイベントについて 

■議事 

（１）中井町スポーツ推進計画骨子について 

（２）地域資源を活用した追加事業（案）について 

配布資料 資料１：スポーツに係る町民意識調査票 

資料２：「スポーツに関する意識調査」の概要について 

資料３：平成 28年度 里都まちスポーツイベント企画運営委託業務 概要 

資料４：里都まちスポーツイベント企画運営委託業務に係るプロポーザル選定委員会設

置要項 

資料５：中井町スポーツ推進計画 骨子案 

資料６：追加事業（案）について 

資料７：実施スケジュールについて 

参考資料：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 

 

１ 開会 

 地域支援課 曽我課長 

２ あいさつ 

 藤井会長挨拶 

３ 報告事項 

①戦略未来会議の報告について 

●企画課 安池班長より報告 

・現在作成中の魅力創生ニュースを「美緑なかいフェスティバル」で配布予定。 

 

②スポーツ活動に係る意識調査について 

・事務局より資料説明（資料１・資料２、中井中央公園利用者満足度調査（案）） 

【質疑及び意見】 

藤井会長：アンケート調査の回収状況はどうなっているのか。 

事務局 ：370票ほど返ってきている。目標の 500票は達成できるのではないかと考えている。 

植木委員：フェスティバルでアンケートをとると聞いているが。 

事務局 ：環境経済課が実施する。 

藤井会長：別紙で行うということか。 

事務局 ：そのようになる。 

田中（恵）委員：環境経済課はどちらかというと商工関係になると思う。普段、中央公園をスポ

ーツで利用している人には調査しなくていいのか。 
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事務局 ：毎日 200～300 人の方がパークゴルフを利用している。そうした人にも中央公園の魅

力向上に向けた意見を聞きたいとは考えている。ただ、今回は新たな利用者層を迎え

るにあたって、中央公園をどうしていくといいのかという視点で実施したい。今年度

で終わる事業ではないので、既存で利用されている方の満足度を更に高めることも認

識にあるので、今後検討していきたいと考えている。 

藤井会長：この事業の締めに向かって、いろいろな手段を使って町民内外の方々のご意見を伺う

ことも必要になるかもしれない。公園利用者の方からの聞き取りも可能性を残してい

きたい。 

野地委員：環境経済課と一緒にできないか。同じようなことを何度も聞かれるのは回答者とてし

は面倒だ。 

事務局 ：環境経済課のアンケートが完成してしまった後にこちらのアンケートを実施すること

が決まったため、この形で実施させていただきたい。 

藤井会長：環境経済課のアンケートはどのような方法で実施するのか。 

事務局 ：受け付けで配布する。来場者数は例年 10,000 人程度を見込んでいるが、アンケート

は 2,000部用意する予定としている。 

藤井会長：環境経済課のアンケートの回答者属性を見せていただくことはできるのか。 

事務局 ：それはできると思うが、質問の趣旨が違うため、こちらの意図と結びつくかというと

難しいところもある。 

藤井会長：そのイベントをどこで知ったのか、毎年来ているのかといった質問は入っているのか。 

事務局 ：入っている。 

小澤委員：サンプル数は 200だけなのか。 

事務局 ：受付での配布・回収は混乱する可能性もあるため、企画課の啓発ブースで職員が自ら

配布・回収することにしており、配布・回収が可能な数ということで設定している。 

小澤委員：場所はどの辺りになるのか。 

事務局 ：会場の中央あたりになる。配布数についてはご意見に基づいて検討したい。 

藤井会長：回収はボックスかなにかを用意するのか。 

事務局 ：そのようにする予定としている。 

藤井会長：直接手渡しをするのであれば、町外、町内が比較できるようにバランスよく配布して

いただきたい。また、町外の方については、公園までの所要時間もわかるとよい。 

事務局 ：検討したい。本体のアンケートでは交通手段については聞くようにしている。 

 

③スポーツイベントについて 

●事務局より資料説明（資料３・４） 

【質疑及び意見】 

藤井会長：業務委託は当初から考えていたのか。 

事務局 ：考えており、交付金を受ける申請の際にもその旨を明記している。 

藤井会長：本部会での議論を踏まえてイベントが実施できるようお願いしたい。 

 

４ 議事： 

（１）スポーツ推進計画 骨子案について 

●事務局より資料説明(資料５) 
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【質疑及び意見】 

早野委員：第六次総合計画や総合戦略等に基づいて策定されているのはわかるが、生涯学習基本

計画との整合性はどうなっているのか。基本構想の理念に基づいているのはわかるが、

生涯学習基本計画に基づくべきなのではないか。 

事務局 ：昨年度、総合計画基本構想と同時に生涯学習基本計画も見直しがされている。生涯学

習基本計画は幅が広く、スポーツも生涯学習の一部と捉えられ、内容的には整合を図

っている。 

事務局 ：行政計画は基本的に基本構想、基本計画に基づいてつくられているが、本計画は地方

創生の交付金を受けて計画策定しているため、総合戦略の視点にも基づいている。 

早野委員：よくわかった。 

藤井会長：計画の位置づけの記載では、関連する個別計画のひとつということにとどまっている

が、生涯学習基本計画との関係なども前提として踏み込んで記載する必要があると思

う。また、法律や計画がいつまでのものなのかも明記した方がいい。 

重田委員：６頁に「健康寿命の延伸」とあるが、その通りだとは思うが、健康を目的とすること

に違和感がある。健康な心や体を持って地域や社会に貢献していくことが大切なので

はないか。体が多少不自由でも、地域に貢献にすることもできる。そうしたことを入

れて欲しい。 

藤井会長：スポーツを健康づくりのための手段にしているという見方もできる。今 2020 年に向

けてというわけではないが、障害を持った方、お年寄りを特別扱いするのではなく、

それぞれが持っている力で楽しんでいくことが大切と言われている。基本方針につい

てはあくまでもたたき台なので、今のご意見を汲み取りながら進めていきたいと思う。 

事務局 ：健康な方だけを対象にするわけではない。スポーツを通じてさらに健康になっていた

だきたいという趣旨だ。日常的な散歩、草刈りなども、広い範囲でスポーツを捉えて

いきたい。障害も持った方やお年寄りなどにも、よりスポーツをやっていただきたい

ということを考えている。基本方針の中で今のご意見をどう位置づけていくのかは検

討させていただきたい。 

藤井会長：２頁の計画の対象の部分で、触れていく必要がある。現状だと関わり方と定義しか書

かれていない。対象となる方、領域（学校体育、幼児の体育、生涯スポーツ）など、

計画の対象範囲を冒頭で網羅する必要がある。 

野地委員：スポーツをすることによる町、町民のメリットを書いておいた方がいいと思う。何の

ためにスポーツをするのかという記述が少ない気がする。医療費の削減などについて

は書くべきなのかどうか迷うところだが。 

藤井会長：スポーツには身体的・精神的な効果と、社会的・経済的な効果もある。冒頭でスポー

ツ振興の意義などについても触れてもいい。 

事務局 ：現況と課題の中で触れることもできるのではないかとも思っている。３・４頁を肉付

けしていくなかで、なぜスポーツ振興が必要なのかということも記述したい。 

藤井会長：目的、現状と課題、方針は密接に関係する。ただ、先程の話は冒頭に書くべきかと思

う。現状と課題については、スポーツ振興の根拠として、①町民の健康・スポーツの

現状、②スポーツの個人的な価値の現状、③スポーツの社会的な価値・スポーツ振興

がもたらす社会的な価値という３つの柱がある。意味からすると順番が逆になるが、

これが６頁の「活力・快適・安心」という基本方針と繋がるものだと思う。冒頭のス
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ポーツ振興の目的と、現状の分析、基本方針に基づく具体的な施策の展開が全て同じ

流れになるので、そうしたつながりを意識して作って欲しい。 

田中（恵）委員：体が不自由な方にもヨガをやっていいただいている。身体機能を衰えさせない

ようなスポーツについても触れたらどうか。 

小澤委員：「スポーツ」ではなく、「運動」とすればそうしたものも含まれているということが理

解しやすい。 

藤井会長：今日、スポーツをすること自体が目的化しているが、人によっては何かのためにスポ

ーツをするということもあるので、言葉は丁寧に使っていきたい。「スポーツによる

まちの活力化を目指して」というタイトルは偏っているきらいがある。町民一人一人

の健康で豊かな暮らしのための計画だとすると見直す必要があるかもしれない。 

植木委員：1 頁に「65 歳以上が 40％を超え」ということも書かれているので、「スポーツ」より

「運動」のほうが受け入れやすいのではないかと思う。 

藤井会長：高齢化の現状なども踏まえた上で、優しい言葉を使っていく必要があると思う。 

アドバイザー：地方創生総合戦略を進めるためというのもこの計画の目的にある。スポーツ基本

法に基づく通常のスポーツ推進計画との整合を考えていただければと思う。 

藤井会長：スポーツの社会的な価値の部分が密接に関わってくるので盛り込むことはできそうだ。 

田中（恵）委員：弱者の視点も入れて、優しい言葉できちんと記述した計画としたい。 

早野委員：総合戦略を進めるという目的もわかるが、75歳以上の身体能力は伸びている一方、現

役世代の体力が落ちている。中井のスポーツ振興の課題を明確にする必要がある。健

康づくりに関してはまちの健康増進計画の中で検討しているのだから、スポーツ、運

動に特化したものをつくっていくべきではないかと思う。 

藤井会長：総合戦略を進めるという目的もあるため、その効果について意識していくというのは、

バランスの問題もあるが必要だと思う。スポーツ推進計画としての柱は中井町に限ら

ず変わらないが、まちの独自の課題には対処していかないといけない。配慮すべきと

ころには配慮し、言葉の使い方は慎重にしていく必要がある。今日の段階ではまとめ

るということではないが、現状から方針、具体的な取り組みは首尾一貫した流れが必

要だと思う。アンケートの結果を踏まえて検討していく必要がある。今後のスケジュ

ールはどうなっているのか。 

事務局 ：次回は 12 月中の開催を考えている。そこではアンケート結果を踏まえて、計画の肉

付けをしたものをお示ししたい。 

藤井会長：次回以降に施策としてどこまで踏み込めるか、具体的な数値目標などを組み込めるか

ということになっていくと思うが、次回までにこの点については事務局と相談してい

きたい。現状に関わる資料はもっと入れていかなければならないし、調査結果をうま

く組み込んで次回提案できるように進めていきたい。 

重田委員：子ども会の主催の「中井っ子集合」というイベントに参加させていただいた。その中

で中学生がボランティアとして来ていたが、その多くが参加経験者だった。この計画

ではスポーツを支援する側も対象としているが、中学生がボランティアをしているこ

とはすばらしい。「いつでも、どこでも、だれでも」とあるが、言葉はきれいだが、

本当なのかと思ってしまう。支える文化、ボランティアがいなければスポーツ文化は

根付かない。高校生、大学生でもそうしたボランティア意識は根付いているのか。 

植木副会長：種目によって差がある。種目によっては高校を卒業してから入ってくるものもある。
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サブリーダー的な人材はほしいが育っていないという状況がある。 

藤井会長：核心的な部分ではあると思うが、市民社会、市民協働などにより、好循環を生み出す

ということが必要だ。具体的に青少年の問題も入れていかなければならないと思う。

スポーツ推進計画はスポーツの総合計画、もれなく触れていくことが必要だと思う。

そうした点を踏まえて次回、肉付けしたものをお示ししたい。 

 

（２）地域資源を活用した追加事業（案）について 

●事務局より資料説明(資料６) 

・総合型地域スポーツクラブの設立に向けて、今年度中に目に見える方で事業を実施する必要が

あるとの戦略みらい会議での指摘に基づいて追加事業を実施したい。 

 

【質疑及び意見】 

藤井会長：補助金をいただいている以上、目に見える成果・実績を出す必要があるということだ

と思う。今年度の３つの事業のうち、計画策定は目に見える実績が出ている。イベン

トについては現在委託先を公募中で、年度内に事業を実施することが確約されている。

総合型地域スポーツクラブの設立についは、検討だけでは「目に見える成果」になら

ない。元々、総合型地域スポーツクラブは地域住民のためのものであるため、地方創

生の考え方とは目的が異なる部分があり、何のために設立するのかを明確にしていく

必要がある。今年度の成果としては、総合型クラブ育成に向けたプレイベントのよう

なものを、予算をかけずに民間と連携しながらできれば良いのではないか。プレイベ

ントによって生まれた新たなつながりをメインイベントにつなげることもできるか

もしれない。これまでのメインイベントの検討で出てきた内容なども活かし、委員の

皆さんの意見などを反映させられるといいと思う。 

野地委員：このプレイベントは総合型地域スポーツクラブにかかわるものでないといけないのか。

メインのテーマはイベント、スポーツクラブのどちらにおけばいいのか。 

藤井会長：両方だと思う。新しいスポーツの場を作るのにあたって、町内外の方が、人数が少な

くても関われる機会を実績として作り、そこから総合型スポーツクラブやスポーツイ

ベントに生かせるものがあれば吸い上げていくということだと思う。 

野地委員：継続してできるものの方がいいのか。 

藤井会長：そこはまだ考えていない。数回の教室のようなものでも、単発のものでも良いと思う。

内容については、既にやっている種目であれば、町外の団体はいくつかあてがあるの

で、そこに声をかけて中井町で実施していただき、町民の方にも参加していただけば、

町内外の交流にもなる。そんなイメージをもっている。 

植木副会長：例ででているものは可能だと思う。「いつでもどこでも」という点がいつも気にな

るが、ウォーキングであれば「いつでもどこでも」できるし、みんなで同じ種目をや

って楽しむということであればいいのではないか。 

藤井会長：事例をつくる意味でのプレ事業なので、町全体を使う事業、中央公園を使う事業、屋

内の事業などの条件を設定して実施してみることも案として考えられる。 

植木副会長：「親子体操教室」のようなものは可能だと思うが、問題はリーダーをどうするかと

いうことだと思う。 

野地委員：中井町にはハイキングコースがいくつか設定されている。ハイキングでもノルディッ

クウォーキングでも実施できるのでは。 
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植木副会長：学校施設を使わなければ可能だと思う。 

藤井会長：施設を新たにおさえる必要がないということからすると、ウォーキングという素材は

かなり良いのではないか。 

野地委員：中井町の特徴の一つは自然環境だ。それを十分発揮できると思う。 

植木副会長：町内に５つくらいのコースがあるのでは。 

事務局 ：町内外を結ぶコースが３コース、町内完結で３コース、健康づくりコースも３コース

ある。距離設定にもよるが、既存の物であれば看板なども設置されており、実施する

ことはできる。 

小澤委員：県が設置しているコースもあるのではないか。 

事務局 ：県が設置者かどうかは分からないが、小岱を抜けて大井の方に行くものはある。一市

三町の事業で看板などを設置している。昔に作成したコースでは草が生えて歩けない

ところがあるかもしれないが、その辺は整備させていただいてパンフレットは作らせ

ていただく。 

藤井会長：その他で言えばランニング講習会なども考えられる。個人的にはナイトウォーキング

や星の観察会などは魅力的だと思うが、アクセスや準備の問題がある。 

コンサル：今年度中に何かイベントを行い、総合型スポーツクラブ設立に向かう流れを作るとい

う位置付けからすると、大がかりな準備が必要ないことが一つの条件になる。また将

来的に町民の方が積極的に担い手となっていただくことを考えると、町民の方が気軽

に参加にできるものが良いと思う。他方、ブランド部会との連携のしやすさから、ウ

ォーキングはお年寄りから子供まで参加できるものなので良いと感じた。 

藤井会長：ウォーキングであれば町民の方の日常的なスポーツ活動にも関連するし、これを機会

に町民のウォーキング愛好者が増えていくといい。こうした形の追加事業を早急に検

討していくことでよろしいか。 

一同  ：了承。 

藤井会長：実施に向けた今後の予定はどうなっているのか。 

事務局 ：メインのイベント実施とブランド部会のイベントは、３月を予定している。 

アドバイザー：ブランド部会のイベントとは同時にできると良いと相談している。 

藤井会長：メインのイベントとブランドのイベントを同時に開催することは可能だ。１月、２月

などにプレイベントとして行って、メインイベントに誘導することも可能ではないか。 

早野委員：健康課で色々な団体が活動している。そうしたところと連携したらどうか。 

藤井会長：町外からということを考えるとどうか。ウォーキングを軸に事務局と相談したい。外

から人が来ていただくことを最低限の条件としたい。 

植木副会長：個人にやるという人はたくさんいると思う。 

事務局 ：次回実施内容をお示ししたい。 

 

５ その他 

●11月の審査会については部会長、副部会町に参加していただくことで一同了承。 

●スケジュールの修正について 

・④中央公園拠点整備については実施設計が終わり、11月から整備に入っていきたい。 

・第２回戦略未来会議の開催日程は未定。 

●次回 12月 15日（木）午前 10時～ 

以上 


