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平成２７年度 第３回千葉市スポーツ推進審議会議事録 

 

１ 日 時  平成２８年３月１８日（金） 午後２時００分～午後３時００分 

 

２ 場 所  千葉市教育委員会 第一会議室 

 

３ 出席者  （委員） 

小川直哉会長、増子みき子副会長、人見博彦委員、岡村太郎委員、小川重夫委員、 

五月女重夫委員、谷藤千香委員、委員深谷康祐委員、山根和子委員、 

（事務局） 

       丸島生活文化スポーツ部長、若菜千葉市スポーツ振興財団事務局次長、 

安藤スポーツ振興課長、山﨑スポーツ振興課長補佐、中村保健体育課長、古山指導主事 

木村担当課長補佐、菅野主査、内山主査、竹内主事 

              

４ 議 題 

（１）報告 

ア 平成２７年度スポーツイベントの開催状況について     

イ 平成２７年度トップスポーツとの連携推進の取組み     

ウ 平成２７年度千葉市スポーツ功労者について        

エ 第３３回教育・文化・スポーツ等功労者褒賞について     

オ 千葉市スポーツ推進計画（案）に関するパブリックコメント手続の実施結果について 

（２） 議 事 

ア 千葉市スポーツ推進計画（案）について  

イ 千葉市のスポーツ推進について【提言】（案） 

 

 

５ 議題の概要 

（１）報告 

５項目の報告を行った。 

（２）議事 

どちらも記載内容の一部を修正することとし、承認された。 

 

６ 会議経過 

開 会  午後２時００分 

【山崎課長補佐】それでは、定刻になりましたので、ただいまより、「平成２７年度第３回千葉市ス

ポーツ推進審議会」をはじめさせていただきます。本日の進行を務めます、スポー

ツ振興課の山﨑でございます。本審議会は千葉市情報公開条例により、公開するこ

とになっております。なお、本日は傍聴者はおりません。はじめに、小川直哉会長

にご挨拶をお願いいたします。 

【小 川 会長】みなさんこんにちは。本日は3月の年度末というお忙しい中、第3回の審議会にお

集まりいただきましてありがとうございます。スポーツ関連のニュースとして、清

原選手の覚せい剤問題ですとか、巨人軍の選手の賭博問題など、子どもたちの夢を
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壊すような不祥事が続いておりますが、いいニュースとして、相撲界で、琴奨菊が

10年ぶりに日本人力士として優勝しました。また、スキージャンプの高梨沙羅選手

もワールドカップで17戦中14勝と、素晴らしい結果となりました。つい最近はバ

ドミントンの全英オープンで、奥原希望選手が日本人として39年ぶりに優勝したと

いうことで、大変嬉しいニュースでした。さて、今年はいよいよリオデジャネイロ

でオリンピック・パラリンピックが開催されます。騒がれておりましたマラソン代

表選考についても男子3名、女子3名が決定しまして、福士加代子選手が無事に代

表に選ばれました。2020年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れます。皆様ご承知のとおり、千葉市におきましてはオリンピック3種目、パラリ

ンピック4種目の計7種目が幕張メッセにおいて実施されることが決まっておりま

す。千葉市にとっても、経済的、社会的な波及効果はもちろんのこと、千葉市のス

ポーツ文化の発展にも非常に貢献するものと思います。また、千葉市という都市イ

メージを国の内外にＰＲする絶好の機会だと思っております。しかしながら、残念

なことに、千葉市民のスポーツ・レクリエーションに対する関心が若干後退してお

り、スポーツの実施率も減少しているということです。そのような現状を踏まえま

して、本日は報告事項5点、審議事項2点でございますが、委員の皆様方の忌憚の

ないご意見をいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

【山崎課長補佐】ありがとうございました。続きまして、生活文化スポーツ部長丸島より、ご挨拶を

申しあげます。 

【丸 島 部長】みなさんこんにちは。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。先ほど会長からもお話がありましたが、本日の審議会は報告が5点、

議事が2点でございます。今年度の最後の審議会となり、また、皆様方につきまし

ては2年の任期の最後の審議会となります。本日は特にスポーツ推進計画の審議と

いうことで、これまで皆様方にご審議していただいておりましたが、ようやく形に

なりました。計画案についてはパブリックコメント手続きを実施しましたので、そ

の結果を本日ご報告させていただき、計画案についてご審議いただき、4 月から計

画に基づき各種事業を展開していきたいと考えております。先ほど小川会長からも

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの話がありましたが、この計画は、そ

のあとも続く10年計画でございます。中間年にあたるオリンピック・パラリンピッ

クを一つの節目に、これからの千葉市のスポーツ推進を図っていきたいと考えてお

りますので、皆様もぜひ今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

【山崎課長補佐】これからの進行につきましては、小川会長にお願いいたします。 

【小 川 会長】まず、「議事録署名人」について、先程、山崎課長補佐から説明があったように、本

審議会は会議が公開されており、議事録の確定方法については、「あらかじめ指名さ

れた委員」による承認にしたいと思いますが、よろしいですか。 

【各  委  員】＜異議なし＞ 

【小 川 会長】それでは、議事録署名人として、谷藤委員にお願いしたいと思います。 

【五月女委員】＜了承＞ 

【小 川 会長】それでは、会議次第に従いまして、進めてまいりたいと思います。 

最初に、報告（１）の「平成２７年度スポーツイベントの開催状況について」、事務

局よりお願いします。 

【事 務 局】＜資料１により報告＞ 
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【小 川 会長】今の報告について、何かご質問などありましたらお願いいたします。 

【小川会長】質問などがないようですので、次に報告（２）の「平成２７年度トップスポーツと

の連携推進の取組み」について、事務局よりお願いします。 

【事 務 局】＜資料２により報告＞ 

【小 川 会長】今の報告について、何かご質問などありましたらお願いいたします。 

【小川会長】富士通陸上部の学校訪問というのは、今回が初めてですか。 

【事 務 局】スポーツ振興課を通じての学校訪問活動は初めてですが、富士通陸上部と学校が

個々にやりとりをして活動されているものもあるようです。 

【増子副会長】「ちば夢チャレンジ」とはどういうものですか。 

【事 務 局】千葉大学が主催となって、千葉ポートアリーナにジェフやロッテなどの市内で活動

するトップスポーツチームが集まり、小学生低学年を中心に、各種のスポーツ体験

をしてもらうというイベントです。 

【増子副会長】対象者が「市民」と記載されていますが、大人だけが対象ではないということです

ね。 

【事 務 局】主な対象者は小学生低学年です。また、親子連れなど、大人の方も参加していたよ

うです。 

【小 川 会長】千葉大学の学生さんも参加されたのですか。 

【谷藤委員】私は直接関係していませんが、学生グループが企画、運営をしていたようです。 

【岡村委員】大相撲錦戸部屋の活動で会場が白井小学校とありますが、これは小学校からの希望 

などで選定されたのでしょうか。 

【事 務 局】白井地区のスポーツ振興会が主催となっているイベントで、一昨年から白井小学校

を会場として行われています。たくさんの人に参加してもらいらいという趣旨のも

と、相撲体操など簡単に運動ができるイベントです。白井地区のスポーツ振興会か

らご相談を受けまして、スポーツ振興課から相撲部屋をご紹介させていただいたと

いう経緯があります。 

【小川会長】土俵は作るのでしょうか。 

【事 務 局】体育館でマットをひいて相撲甚句などを行うので、土俵は作りません。また、ちゃ

んこ鍋を作って来場者に振る舞っているようです。 

【小 川 会長】ほかに質問がなければ、次に進めます。報告（３）の「平成２７年度千葉市スポー

ツ功労者について」について、事務局よりお願いします。 

【木村担当課長補佐】＜資料３により報告＞ 

【小川会長】ただ今の説明について、何かご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

【小川会長】質問などのないようですので、次に報告（４）の「第３３回教育・文化・スポーツ

等功労者褒賞について」について、事務局よりお願いします。 

【木村担当課長補佐】＜資料４により報告＞ 

【小 川 会長】今の報告について、何かご質問などありましたらお願いいたします。 

【小 川 会長】資料３の「功労者」と資料４の「功労者褒賞」は何が違うのでしょうか。 

【木村担当課長補佐】資料４の「褒賞」については、実際にプレーした選手の表彰で、国内外で優秀な成

績を収めた方を表彰するものです。資料３の「功労者」については、スポーツ関係

団体の中で特にスポーツ振興に貢献された方を表彰するものです。 

【岡村委員】褒賞の対象となっているのは、中学校総体やインターハイでの成績も含まれていま 

すか。 
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【木村担当課長補佐】はい、含まれております。 

【小川会長】ほかに質問がなければ、次に報告（５）の「千葉市スポーツ推進計画（案）に関す

るパブリックコメント手続の実施結果について」について、事務局お願いします。 

【事 務 局】＜資料５により報告＞ 

【小 川 会長】今の報告について、何かご質問などありましたらお願いいたします。 

【小 川 会長】質問がないようですので、続いて、議事に入ります。議事（１）「千葉市スポーツ推

進計画（案）について」、事務局、説明をお願いします。 

【事 務 局】＜資料６により説明＞ 

【小 川 会長】事務局より説明がありました「計画（案）」について、ご質問・ご意見をお願いしま

す。 

【増子副会長】健康支援課とスポーツ振興課が一緒に行う事業が掲載されていませんが、よろしい

でしょうでしょうか。 

【安藤課長】掲載している事業は平成 27 年度に実施している本事業であって、健康支援課が行

っている運動普及事業というのは、平成27年度はモデル事業でしたので、こちらに

は掲載しておりません。平成 28年度では本事業となりますので、推進計画にて進捗

管理を行っていきます。 

【小川委員】スポーツ庁の中に、健康スポーツ課ができましたが、これまでスポーツと健康を一 

緒に取り組むということがほとんどなかったと思いますので、これは非常にいいこ

とだと思います。超高齢化社会の中で、健康寿命の延伸というのは非常に重要であ

ると思います。公園の中でもスポーツ活動ができるような条例を作っている市もあ

りますし、高齢者も公園に行けば活動ができるような、健康ということを一つのキ

ーワードに今後のスポーツ施策に取り組まれるといいと思います。 

【丸島部長】健康という視点でスポーツを行うということで、今年度モデル事業として健康課と

一緒にイベントを行いました。国では健康とスポーツが一つになりましたが、市で

は組織が分かれていますので、なかなか国のように一本化して行うということはで

きませんが、健康とスポーツという両方の視点で一緒に取り組んでいくことが増え

ていくと考えております。 

【深谷委員】都公園でソフトボールのキャッチボールをしていたところ、役所の職員から何度か 

硬式球を使っていないかと注意を受けたことがあります。ソフトボールなら大丈夫

とのことでしたが、注意を受けてしまうと、なかなかそうした活動ができなくなっ

てしまうのかなと感じました。 

【安藤課長】公園の中で危険がないようにとのことで、禁止事項を設けた公園が多数あります。

公園を安心して利用できるようにとのことからですが、スポーツ活動の場を考える

と、こうした禁止事項は活動場所の減少、スポーツ実施率の減少につながります。

これは非常に難しい問題ですが、ある市では、禁止であったものを解除したという

例もあるようです。スポーツの場の確保というのも必要でありますが、公園に関し

てはどうしても公園全体の運営・管理という話になりますので、なんらかの方向性

が出せるよう、スポーツ振興課としてもこうした視点で公園管理課へ働きかけをし

ていきたいと思います。 

【小川会長】ほかになければ、この内容でスポーツ推進計画を策定するということでよろしいで

しょうか。 

【委   員】＜異議なし＞ 
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【小川会長】次に議事（２）「千葉市のスポーツ推進について【提言】（案）」、事務局、説明をお 

願いします。 

【事 務 局】＜資料７により説明＞ 

【小 川 会長】事務局より説明がありました「提言（案）」について、ご質問・ご意見などありまし

たらお願いします。 

【小川委員】「はじめに」の文中で、スポーツを「見る人」とありますが、観戦するというこ 

との「観る」人ではないですか。 

【事 務 局】そのとおりです。修正いたします。 

【人見委員】とてもわかりやすく整理されているのですが、読んでいると表現が固いように感じ 

ます。スポーツやレクリエーション活動をもっと身近に感じてほしいという内容が

「～されたい。」という表現だと、少しニュアンスも違ってくるのかなと思います。 

【安藤課長】提言につきましては、この審議会として、市長に対してこういうことを考えてほし

いというものですので、重きを置いた表現として、このような表記としています。 

【岡村委員】「はじめに」の文中で「新たなスポーツ計画」とありますが、名称が「スポーツ推 

進計画」と決まっているので、「新たなスポーツ推進計画」としたほうがいいので

はないでしょうか。また、文中で「取組」と「取組み」の 2つの表現が使われてい

ますので、どちらかに統一したほうがよろしいと思います。 

【事 務 局】そのように修正いたします。 

【小川会長】他に質問などないようですので、「千葉市のスポーツ推進について」の提言につい 

て、文言の修正をしたもので、提出するということでよろしいでしょうか。 

【委   員】＜異議なし＞ 

【小川会長】議事については以上となりますが、そのほか何かご質問やご意見などありますでし

ょうか。 

【小川会長】2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、県と市が共同で取り組んでい

くということだと思いますが、現時点での取組状況等で報告できるものはあります

か。 

【安藤課長】具体的な取組というのはまだありませんが、東京オリンピック・パラリンピック推

進本部にて、オリンピック・パラリンピック競技が幕張メッセで開催されることを

踏まえ、今後具体的に何をしていくのかという行動計画が本年度末に改訂予定です。

また、4 月から総合政策局の中に、オリンピック・パラリンピック推進室という専

門の組織を新設し、オリンピック・パラリンピックに関してはこの室を中心に調整

を行っていくということになります。スポーツ振興課としては、競技の普及・啓発

ということに注力していくことになりますが、具体的な取組については、行動計画

の改訂後にお示しできると思います。また、県市だけでなく、九都県市として、一

体となって取り組んでいくということで現在進めている状況です。 

【深谷委員】高洲市民プールの建て替えについて、現状としてどのような状況ですか。 

【安藤課長】現在工事が順調に進んでおりまして、今年の12月には完成予定です。 

【小川会長】他にご意見ご質問なければ、以上で協議を終了します。われわれの任期は６月末ま

でとなっていますが、任期中での審議会は特段の事情がない限り、今回で終了との

ことです。2年間大変お疲れ様でした。進行を事務局にお返しします。 

【山崎課長補佐】小川会長、議事進行ありがとうございました。最後に、生活文化スポーツ部長の丸

島よりお礼申し上げます。 
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【丸島部長】委員の皆様の任期は6月末までとなっておりますが、任期中での審議会は今回が最 

後となります。2 年間という長い期間にわたりご審議いただき誠にありがとうござ

いました。深谷委員におかれましては公募委員ということで再任はできませんが、

他の委員の皆様につきましては、再任が可能ですので、またお願いする場合がある

と思いますので、その際はまたよろしくお願いいたします。本日ご審議いただきま

した「千葉市スポーツ推進計画」により、4 月から各種施策に取り組んでいきたい

と思います。皆様にも、それぞれのお立場で千葉市のスポーツ行政にご協力を賜り

たいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上をもちまし

て、お礼の言葉とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

【山崎課長補佐】それでは、これをもちまして、「平成２７年度 第３回千葉市スポーツ推進審議会」

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

閉 会  午後３時００分 

 

 


