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平成 28年度 第５回 里都まちスポーツプロジェクト部会 議事録 

日時 2017年 2月 15日（水）10：00～12：00 

場所 役場庁舎３階 ３Ａ会議室 

出席者 藤井会長、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 金子課長、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 ■報告事項 

（１）里都まちなかい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（案）について 

配布資料 資料１：里都まちなかいキッズサイクルフェスティバル 開催チラシ 

資料２：里都まちなかいノルディックウォーク 開催チラシ 

資料３：スポーツによるまちの活性化を目指して 中井町スポーツ推進計画（素案） 

参考資料：平成 28年度 第４回 里都まちスポーツプロジェクト部会 議事概要 

 

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）里都まちなかいスポーツイベントについて 

●事務局より資料説明（資料１ 里都まちなかいキッズサイクルフェスティバル 開催チラシ） 

12月末から各施設、ホームページなどで募集開始。締め切りは 3月 1日、3月 12日に開催予定 

申し込み状況（昨日現在）： 

・中井ライダーマンキッズ：２歳クラス ５名、３歳クラス １４人、４歳クラス １６人、 

            ５・６歳クラス １６人、ビギナークラス １８人、計６９人 

・補助輪はずし：午前 １５人、午後 １１人、計２６人 総計９５人 

人数はこれからもう少し増えることを見込んでいる。 

 

（２）里都まちなかいノルディックウォークイベントについて 

●事務局より資料説明（里都まちなかいノルディックウォーク 開催チラシ） 

・2月 19日開催予定。約９キロのコースで２時間程度を予定、昨日現在で１０人の申し込み（定

員３０人）。当日は９時から受付開始、９時半から初心者講習を行う予定。指導員と職員で安

全管理を考えている。ブランド部会の協力で中井中央公園で簡単な昼食がとれるように準備。

すでに受付は終了しているが、定員は３０名なので金曜日までに連絡を頂ければ参加可能。 

 

【質疑及び意見】 

田中恵委員：何を見て応募してくれたのかは把握できているのか。 

事務局 ：事務局では何の媒体で応募したのかは把握していない。委託事業者のライダーマンキ

ッズについてはシーズン戦の１戦として実施しているため、他の市町村で参加してい

る方が応募してきているものが多いのではないか。12月には平塚競輪場で行ったイベ

ントでもチラシ配布をしているので、そうしたチラシを見て参加申し込みしている方
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もいると思う。イベント当日にそのあたりの情報も確認できるようならしてみたい。 

植木副会長：開催時間がチラシに書いていないがどうなっているのか。 

事務局 ：９時開場、開会式は９時半、レースは１０時スタート予定。参加者については、横浜

ウォーカーの今週号にも掲載して周知する。もう少し参加者が増えればと考えている。 

畔柳委員：受託事業者として安全に楽しく実施したい。どの媒体を見て応募してきているのかは

現状把握できていない。平塚の自転車イベントや駅前のイベント、中井町でもチラシ

を配布している。それ以外はウェブや元々あるコネクションを使って募集している。

参加者の居住地については１割～２割が地元ではないか。ライダーマンキッズの方は

過去出られた方が多いので、マーケットとしては広くなるが、ビギナークラスなどは

近隣の方が中心となっているのではないか。レースの時間は参加人数によっても変わ

るので細かいものはチラシには載せていない。仮スケジュールはウェブでは掲載して

いる。ブランド部会の協力で５～６店舗ぐらいのブースが出る予定となっている。 

藤井会長：ライダーマンキッズは８割方町外ということか、最終的な参加者の住所は確認できる

のか。 

畔柳委員：それはまだわからないが、住所は頂いているので最終的には確認できる。 

藤井会長：町民のボランティアなどはどうなっているのか。 

事務局 ：特に申し込みはなく、こちらからお伺いさせていただく予定。 

藤井会長：ノルディックの参加者の居住地はどうなっているのか。 

事務局 ：10名のうち４名が町内、６名が町外となっている。 

藤井会長：安全第一で実施してほしい。 

 

４ 議事： 

①スポーツ推進計画（案）について 

●事務局より資料説明(資料３ スポーツによるまちの活性化を目指して 中井町スポーツ推進

計画（案）) 

 

【質疑及び意見】 

ア）1～3頁まで 

早野委員：2 頁の図について、スポーツ基本法だけ直接矢印が「中井町スポーツ推進計画」に伸

びていないのはなぜか。 

事務局 ：スポーツ基本法は法律であり、この法律に基づいて国や県、市町村の計画が作られて

いるという関係であるためこのように表記している。 

早野委員：「稼ぐ」という表記は語呂が悪い。がつがつしたイメージで違和感がある。スポーツ

は稼ぐものなのか。稼ぐのは企業なのか、町なのかということもよくわからない。 

小澤委員：スポーツする場所を貸して利益を上げるということか。 

藤井会長：地方創生のプロジェクトの関係からこうした表現が出てきていると思う。「稼ぐ」と

いうのもひとつのキーワードではあると思うが、一般的に「稼ぐ」スポーツというの

は認知されているとはいえないので、誤解を招く恐れがある。 

基本には「町民のスポーツライフの充実」ということがあるので、「する」ということ

を中心として、「見る」、「支える」がある。３頁の文章についていえば、第 2段落にあ

る「する」スポーツの説明を前に持って行って、言葉をそのまま使うかどうはあるが
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「稼ぐ」などは補足として説明したらどうか。「稼ぐ」は、利潤を得るというよりはス

ポーツによって雇用が増えるといようなことではないか。「稼ぐ」という言葉が一人歩

きしてしまわないようにすることが必要だと思う。誤解がないように推敲していただ

ければと思う。 

事務局 ：当初から説明させていただいているように、このスポーツ推進計画は、他の市町村の

ような純然たるスポーツ推進計画ではなく、中井町の活性化を含めた「まちづくり」

にもつなげる計画として位置づけている。「スポーツ」をキーワードとして、町民の

健康づくりはもとより、地域の活性化にもつなげるというコンセプトを持っている。

会長のご心配もごもっともだが、中井町としては、健康、仲間づくり以外のスポーツ

の効用についても活用していきたいという思いがあって記述している。 

藤井会長：キーワードとして使うことはいいが、説明しないと誤解を生む可能性があると思う。 

事務局 ：13 頁②、14 頁②などを読んでいただければ理解いただけるのではないか。この部分

はこうした施策につながるものとして表現している。言葉としてはインパクトが強い

ので、悪いイメージを与えてしまっては良くないが、中身としては公共的な、経済活

性化につなげていきたい、目指したいという意図があり記述している。 

田中恵委員：起業の「起」や、「繋ぐ」などのキーワードを使ったらどうか。 

藤井会長：「稼ぐ」という言葉は一人歩きしてしまうところがある。 

田中恵委員：後ろの方に出てくるならいいが、最初の方に出てくると違和感がある。 

藤井会長：誤解のないように下の図と照らし合わせて、検討していただきたい。3 頁の図の真ん

中の円の中の文字は単に「スポーツ」とするのではなく「○○なスポーツ」というよ

うな表現があってもよい。地域の魅力を高めるスポーツなど。書かれている方向が間

違っているということではないので、「（１）計画の対象」の部分は少し推敲させてい

ただきたい。 

 

イ）現状と課題について（4〜9頁まで） 

田中信委員：課題に感することだが、6 年ぶりぐらいに中央公園に行く機会があった。だいぶ老

朽化して使えない遊具などがあり、活かそうとしている割にどうするつもりなのかと

思う部分がある。来ている年齢層に合わない遊具などもある。普及促進にならないの

ではないか。 

事務局 ：本来であれば壊れていれば修復すべきなのだろうが、予算的な問題があったりするの

かもしれない。詳しい状況を把握していないので即答できないが、担当課に意見があ

った旨を伝えさせていただきたい。 

田中信委員：長期間そのような状態になっているようだ。単にスポーツの問題だけでなく、中井

町の魅力など、他にも関連してくる問題だと思う。 

植木副会長：色々な事故が起きたりすると大問題になる。 

田中信委員：滑り台の管理は大変という聞いたことがあるが、放置しつづけるのか、撤去するの

かはっきりした方がいい。そうした悪い話はお母さんたちのネットワークで広がって

しまう。 

藤井会長：スポーツの環境として既存施設の問題にも触れておく必要があるかもしれない。どう

盛り込めるのかは検討してほしい。 

田中信委員：７頁の「地域でのつながりの形成」に関連して、自治会単位での運動会はなくなっ
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てしまったが、小学校、中学校の運動会があり、そこに保護者が参加している。〈資

源〉のところに、小中学校の運動会を入れてみてはどうか。そこで変わったスポーツ

などをすれば中学生などは食いついてくるのではないか。中学校の体育祭で卒業した

高校生が戻ってきて踊ったりもしている。 

藤井会長：現状のプラスの要素として、「資源」に学校行事として加えたらどうか。 

植木委員：体育協会で以前、町民体育祭をやっていたが、別な方法でなにかできないかという多

少議論しているが前には進んでいない。 

早野委員：二宮では盛り上がっているようだ。 

小澤委員：自治会での参加者を集めるのが大変ということで廃止になった。そういうことをクリ

アできればできるということではないか。 

植木委員：地区の枠にこだわらずに、どういう方向でできるかという議論はしている。 

小澤委員：地区の枠をはずしてしまうと、逆に盛り上がりに欠けるということもある。 

植木委員：少子化も影響している。 

矢部委員：学校の運動会などで新しいプログラムをやるのは難しいかもしれない。たくさん人が

集まるには良い機会だが、低学年は体力的に難しいし、高学年は時間的に厳しい。 

小澤委員：成人式は実行委員会形式でやっている。中学生を対象とした実行委員会を立ち上げて、

子どもたちの意見を聞けるようにしたらどうか。 

藤井会長：学校行事と地域の行事をどう結びつけるは別にして、多くの人たちが集まる機会が少

なくなりがちな中で、学校行事は資源としてあるのではないか。 

また、〈課題〉の記述の仕方について、7頁の「魅力あるスポーツイベント」、5頁の「ま

ちの活性化へとつなげていくスポーツの推進」という表現は抽象的なので、もう少し

具体的に書けるといい。 

小澤委員：学校の体育祭に親も参加している。 

植木委員：運動会・体育祭は親だけでなく祖父母も行っている。 

矢部委員：昔は自治会リレーとかがあった。 

矢野委員：山北では消防団まで参加している。 

矢部委員：小規模校だと地域も入ってやっているところもある。 

田中委員：地域のお祭りのようになっている。幼稚園も一緒になってやるところもある。 

矢部委員：小規模校ならできるかもしれないが。 

藤井会長：将来的なことも見据えて記述できるとよい。 

植木委員：8 頁の「〈課題〉」のところで「児童や若年層のスポーツ離れ」と書かれているが、子

どもに関しては一般的なスポーツ離れではなく、やる子とやらない子に二極化してい

る状況がある。 

藤井会長：そういったニュアンスで直していただきたい。 

 

ウ)10頁以降 

植木委員：10頁と 12頁で基本理念の記述が違っている。意味があるのか？ 

事務局 ：修正漏れであるため修正したい。 

野地委員：「まちも元気に」のまちは「里
さ

都
と

まち」にしたらどうか。総合計画とキーワードとな

る言葉を共通にしたらどうか。 

藤井会長：シンボル的な部分なのでひとまず「里
さ

都
と

まち」という言葉が良いのではというご意見
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は受け賜っておいて、パブリックコメントなどでの意見を踏まえて決めたらどうか。 

事務局 ：スローガン的な標語にするため語呂の良いものという視点で考えて作ったものなので、

「里
さ

都
と

まち」はあえて使わなかった。 

早野委員：「里
さ

都
と

まち」はイメージがよくわからない。ハートマークも理解できない。環境経済

課、直売所、神奈川県産と書いていない。注釈がないとわからない。 

藤井会長：ブランドづくりという意味では統一する意味もあるのではないかと思うが。 

事務局 ：できれば、「まち」のままとしたい。 

藤井会長：ひらがなで、ひと、くらし、まちとすることも考えられる。全く面白くはないが。 

野地委員：中井を知らない人に対してはインパクトのある言葉の方が届くのではないか。 

藤井会長：「里
さ

都
と

まち」については浸透していないのであれば、きちんと説明した上であえて使

うというのも考え方だと思う。 

事務局 ：この計画自体は、町外の人に積極的に見せるものではなく、「里
さ

都
と

まち」は、来年度

以降、シティプロモーションで重点的にやっていくので、そちらにまかせたい。 

藤井会長：ただ、交流人口を意識した計画なので、一言二言でも「里
さ

都
と

まち」について入れても

良いと思う。 

早野委員：「スポーツで里
さ

都
と

まち中井を元気に」とか。 

野地委員：イベントのチラシにも「里
さ

都
と

まち」が使われている。中井と言ったら「里
さ

都
と

まち」と

いうようにしたら良いのでは。 

事務局 ：注釈などを入れて「里
さ

都
と

まち」のコンセプトは説明したい。 

植木委員：このままだとどの町でも当てはまるものになってしまっている。中井町にならではの

ものにしては。 

事務局 ：ここでの「まち」の使い方は「里
さ

都
と

まち」と単純に置き換えられるものではない。 

藤井会長：「～なまち」という終わり方のキャッチフレーズにすれば使えるのではないか。 

事務局 ：明後日からパブリックコメントなので、この点についてはこの場で決めていただきた

い。 

藤井会長：第 6次総合計画の将来像は、「一人ひとりが主役！魅力育む里
さ

都
と

まち♡なかい」になっ

ている。 

事務局 ：こちらの思いばかり伝えてしまうが、事務局案はスポーツの持つ力を使って人や地域

を元気にしていくという思いをストレートに出したものとなっている。 

事務局 ：「～なまち」という総合計画的な表現でなくてもいいかとは思う。 

藤井会長：「中井」という表現は入っていてもいいのではないか。 

畔柳委員：「里
さ

都
と

まち♡なかい」を入れるか入れないか。入れるとしたら、置き換えるのは語呂的

に難しい。「スポーツで人も地域も元気な里
さ

都
と

まち♡なかい」など少し長くなってしま

う。 

事務局 ：他自治体の事例では、「スポーツが暮らしと共にあるまち」、「スポーツを通して健康

なまち茅ヶ崎」、「スポーツに親しみ、楽しむ秦野（まち）」というようなものがある。

今回のスポーツ推進計画は、スポーツを通した健康づくり以外にも、地域の活性化や

まちづくりにまで繋げていくものとしたいという思いの中で、ダイレクトに表現させ

ていただいた。 

藤井会長：人も地域も元気なところが「里
さ

都
と

まち♡なかい」、ということなのではないか。スポー

ツで人も地域も元気になるということ。 
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小澤委員：それで良いと思う。 

野地委員：最初に「第 6次中井町総合計画に則った」と書かれている。上位計画をそのまま踏襲

してもおかしくないと思う。 

藤井会長：「元気な里
さ

都
と

まち♡なかい」でも良いし、「ひとも地域も元気に！里
さ

都
と

まち♡なかい」で

も良いと思う。 

事務局 ：「スポーツで町民（ひと）も地域も元気に！里都まち♡なかい」で修正したい。 

野地委員：13頁の①のタイトルは「里山」と記述すると前回言っていたのではないか。 

事務局 ：そのように修正したい。 

藤井会長：16頁（２）のタイトルについてだが、『「いつでも、どこでも、だれでも」スポーツの

展開』となっているが、スポーツの展開とのつなぎがしっくりこない。 

野地委員：「できる」を入れて『「いつでも、どこでも、だれでも」できるスポーツの展開』とし

たらどうか。 

藤井会長：接続語あるいは、動詞を入れるなりして修正してほしい。 

各部局でのチェックはどのようにされていのか。 

事務局 ：全般的にチェックしていただいている。 

藤井会長：今後はパブリックコメントを踏まえて修正されていくということだが、計画の推進に

向けては総合計画を踏まえてこのような記述になっているということだが、ちょっと

記述が寂しいような気もする。図のようなものがあっても良いかもしれない。 

早野委員：「計画の推進に向けては」どういうサイクルで回していくのか。担い手の育成などが

また出てきているが、漠然としている気がする。 

事務局 ：この計画をどういう形で進めていくかという視点で記述している。 

藤井会長：最初の方にあった方がいいかもしれない。3 頁の図と合わせて記述しても良いかもし

れない。 

事務局 ：計画の進め方については、総合計画で進め方の図を載せているので、それをスポーツ

推進計画用に修正して掲載したい。 

藤井会長：基本的には総合計画の個別計画としてスポーツ推進計画があるので、進め方も同じよ

うにするということではないか。 

パブコメまでに修正するところは修正してもらいたい。 

それから、資料編の所で、53.2％の人が週１回以上運動しているが、そのうち 30％の

人は個人な運動になっていることが問題であるということはしっかり言った方がいい。

また、ボランティアに「積極的に参加したい」人が 3％、「機会があれば」という人も

44％しかいない。少なくともこの 44％の人たちには機会を提供することが大切だ。こ

れらを現状と課題の中で触れておいてほしい。 

 

５ その他 

事務局 ：3 月中旬にパブリックコメントでの意見に対する回答案をどうするのかを審議してい

ただく部会を開催したい。質問がなかった場合についても、最終案をご議論いただい

て計画案としていきたい。日が決定したら通知させていただきたい。この部会は来年

度も引き続き開催する予定なのでよろしくお願したい。 

 

●閉会回の挨拶 副会長 

以上 


