
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 
平成２６年度 

第２回さいたま市スポーツ振興審議会 

２ 会議の開催日時 
平成２６年１１月１８日（火） 

１４時００分から１５時３０分まで 

３ 会議の開催場所  さいたま市役所 本庁舎別館 第４委員会室 

４ 出席者名 

【委員】 

深谷隆、程塚孝作、浅子廣、牧野奈津子、佐伯

加寿美、有川秀之、齋木薫、木下和広、小林利

成、村田利美子、汐満猛（以上 11 名） 

【事務局】 

柳沼スポーツ文化部長、永井スポーツ振興課

長、小柳課長補佐兼企画係長、河野課長補佐兼

施設係長、岩崎課長補佐兼スポーツ支援係長、

青山主査（以上 6名） 

５ 議題及び公開又は非公開

の別 

【議事】 

（１）報告事項 

「2014 ツール・ド・フランスさいたまクリテリ

ウム presented by ベルーナ」の実施について

（２）審議事項 

諮問（平成 25 年 8 月 2 日付 市スス振第 1643

号 健康で活力ある「スポーツのまち さいた

ま」の実現について）に対する答申案について

【公開又は非公開の別】 

公開 

６ 非公開の理由  

７ 傍聴者の数  ０人 

８ 審議した内容  上記５ 議題のとおり 

９ 問い合わせ先 
市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課

電話番号 ０４８－８２９－１０５８ 

10 その他  
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平成 26年度 第 2回さいたま市スポーツ振興審議会会議録 

１ 日時 平成 26年 11 月 18 日（火）14 時 00 分から 15 時 30 分 

２ 場所 さいたま市役所本庁舎別館 第４委員会室 

３ 出席者 

 (1)委員(11名) 

・程塚孝作 ・深谷隆 ・浅子廣 ・牧野奈津子 ・佐伯加寿美 ・有川秀之  

・齋木薫 ・木下和広 ・小林利成 ・村田利美子 ・汐満猛 

※ 出田良彦会長、岩男光子委員、木立幹子委員、久保田千恵子委員、佐々木京子委員、 

石﨑聡之委員、関成樹委員、今田正幸委員は欠席 

(2)事務局(6 名) 

 【スポーツ文化部】 

柳沼部長 

【スポーツ振興課】 

永井スポーツ振興課長、小柳課長補佐兼係長、河野課長補佐兼係長、岩崎課長補佐 

兼係長、青山主査 

４ 開会 

 (1)会議の公開 

「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」の第５条会議の公開の方法等によ

り、当審議会の「傍聴の希望」があれば、会議の傍聴を認めることとしたが、傍聴希望者

はいなかった。 

(2)事務局紹介 

事務局 7名の紹介及び事務局を代表して柳沼部長から挨拶申し上げた。 

５ 議事 

(1)議長の選出 

  出田会長が体調不良のため、さいたま市スポーツ振興審議会条例第 6条第 4項の規定に

基づき、深谷副会長が会長職代理となり、同条例第 7条第 1項の規定により、深谷副会長

議長に選出された。 
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(2)報告事項 

「2014 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム presented by ベルーナ」の実施に

ついて 

  ア 事務局による説明（資料３） 

  イ 質疑等 なし 

(3)審議事項「諮問（平成 25年 8月 2日付 市スス振第 1643 号 健康で活力ある「スポ

ーツのまち さいたま」の実現について）に対する答申案について」 

  ア 事務局による説明（資料４について、構成ⅠからⅢまで順に説明） 

  イ 審議・意見等 

○ 有川委員 

   二つほど。6ページの平成 62年という記載はこれで正しいのか。それか

ら今日の新聞に載っていたが、今の横浜国際女子マラソンがさいたまで実

施するということで、そこで健常者だけではなく、車いすのマラソンなど

を開催することも東京オリンピック・パラリンピックに向けて必要なこと

ではないかと思う。ロンドンマラソンは健常者も車いすも一緒に走ってい

る。健常者だけでなくハンディキャップを持った人も一緒にできるまちづ

くりというのがあれば福祉に活かせるのではないかと思う。 

○ 事務局（柳沼スポーツ文化部長） 

   平成 62年というのは市全体の「公共施設マネジメント計画」に定められ

ているものである。この計画は公共施設の総床面積を減らしていこうとす

るものであり、62 年という数字に誤りはない。車いすマラソンについては、

議員を含め、様々な方面から意見をいただいており、各関係団体と検討し

ている。現在の会場であるさいたまスーパーアリーナでは道幅が狭い箇所

もあるため、実施が難しいところはあるが、今後フルマラソンとなり、長

時間開催となった際には、一部区間で時間を限って実施等、車いすの方も

参加できる可能性がある。今後、車いすの方も参加できる長距離レースに

ついて検討していく。 

○ 村田委員 

 前回の審議会で「Ⅲ 目指すべきスポーツ振興について」「１ 全ての人

のスポーツを支援」内の記載に障害者の方も支援する旨を追記してはどう

かといったが、今回記載されていないのは何故か。 

○ 事務局（小柳課長補佐） 

   ご意見は確かにあったが、本計画においては教育、文化、健康・福祉、都
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市計画といった広範な分野と連携していくと記載しており、その中の福祉に

障害者スポーツが含まれているので、福祉という言葉に内包されているもの

と考えている。各部門スポーツに関わる取り組むべき施策を実施しており、

障害者だけ取り上げることは他部署との兼ね合いもあり、このように扱わせ

ていただいた。 

○ 佐伯委員 

   障害者と健常者を区別せず、一緒に行うことにユニバーサルデザインの

意義があると考える。 

○ 村田委員 

スポーツ振興課と障害スポーツ担当部署の連携は十分行われているのか。 

○ 事務局（小柳課長補佐） 

   本計画の中で関係部署との連携をするということが前提となっている。 

○ 佐伯委員 

   障害者スポーツの担当も厚労省から文科省になり、また、オリンピッ 

ク・パラリンピックも文科省が担当となった。そういった先を見越して「健 

常者・障害者に関わらず」といった文言表記することは先進的な事例となる 

のではないかと思う。 

○ 程塚委員 

       この答申案を作る上で、障害者スポーツの所管などといった所管部局と

連携をとっているのか。連携をとった上で、この文案で良いということに

なっているのか。 

○ 事務局（小柳課長補佐） 

  「すべての人」という言葉に、健常者も障害者もといった言葉を含んで

いる想定であったが、ご意見のあった「健常者・障害者に関わらず」とい

う文言については、所管部局と調整の上、記載するようにする。 

○ 斎木委員 

  スポーツという言葉について、身体活動と記載したほうが、誤解がないと

思われるという意見が前回もあったが、医療関係で記載するときは「スポーツ

（身体活動）」と記載することで、スポーツが苦手な人などでも気軽にできる

ようにしている。計画においてもどこかに、「スポーツ（身体活動）」と記載し
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てほしい。 

○ 事務局（永井スポーツ振興課長） 

ご指摘のとおり、スポーツと記載すると競技的なものをイメージされるこ

とが多いと思うので「スポーツ（身体活動）」などといった注釈をいれるこ

とを検討していく。 

○ 有川委員 

身体活動というと堅苦しく感じられるので、体育ではよく使う「運動」と

かでは駄目なのか。 

○ 斎木委員 

「スポーツ」イメージが「競技」になってしまわないように、簡単な言葉

であれば良いと思う。 

○ 浅子委員 

  個人的には「スポーツ（身体活動）」ではなく、「スポーツや身体活動」の

ように「や」などで並列に扱った方が良いと思う。競技をイメージさせる「ス

ポーツ」とは違う「体を動かす」というイメージを与える必要がある。 

○ 牧野委員 

  ここでいうスポーツの定義づけはされているのか。競技以外にもラジオ体 

操やウォーキングなどもスポーツであり、体を動かすこと全般が計画の中で 

いうスポーツにあたるという注意書きのようなものが必要だと思う。 

○ 事務局（永井スポーツ振興課長） 

  現在のまちづくり計画には 3ページにスポーツの定義を記載している。 

○ 牧野委員 

この答申の中において記載したほうが良いと思う。 

○ 深谷議長 

  本件については、答申６ページの「スポーツを行うことは介護予防やメタ 

ボリックシンドローム予防に効果がある」という文章について、「介護予防」 

「メタボリックシンドローム」という文言に影響され「身体活動」としては 

どうかとのご提案であった。そういった流れを汲んで事務局は適切な文言の 

追加・訂正があれば行ってほしい。 
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○ 事務局（小柳課長補佐） 

適切に追加・修正を行い、後ろの文言に上手くつながるよう表記したいと 

思う。 

○ 汐満委員 

  小学校の代表が今回来ていないので、学校関係者として必要なことをこの 

審議会で述べさせていただく。 

まず一つ目、学校開放について、いままで中学校部活動の終了時間が 19 

時を過ぎるなどの要因により、数字が上がっていないところもあったが、教 

育委員会の努力等により現在は少しずつ上がってきている。今後、開放時間 

の延長等を行っていけばより一層上がってくると思うので、4ページに書い 

てあるように教育委員会と連携して行うことが必要と考える。学校が開放し 

ても、それを市民に周知できなければ効果が上がらないと思うので、市長部 

局が周知を行う必要がある。それから、現在さいたま市中学校体育連盟で来 

年度の夏と冬の２大会の準備をしている。この 2大会については市の施設を 

会場として実施することもあり、その際使用料の半額を支払う必要があるた 

め、中体連に予算が措置されていた。しかし、毎年５％シーリングなどによ 

り、削減され続け、結果的に来年大会を開催するため、参加校から 1校 1万 

円徴収している。市や教育委員会の予算の削減が中学校の部活動の大会にま 

で及んでいることをご承知おきいただきたい。中学校の大会の開催意義は、 

学校間の人間関係を経験することや競技力の向上のために必要となってお 

り、この大会を開催するために学校が経済的に困窮している。市の歳入・歳 

出の収支決算を努力してほしい。学校開放の時間延長については現場の教頭 

先生などは大変なこともあると思うが、開放の際には指導員がいて、また施 

設そのものは市の管理なので、推進していくことは可能だと考える。 

次に計画について、先ほどの話のあった「スポーツ」について、国が策定 

したスポーツ振興法に基づき市町村で計画を策定するという流れを踏まえ、

私自身現計画 3ページに書いてあることを再掲することで良いと思う。そし

て現計画の 35ページ支える部分で「中学校公式大会への救急法指導員派遣」

について、これは ASUKA モデルができるきっかけとなった駅伝の練習中に亡

くなった事故を踏まえ、現在普及している。これ以外に中学校で予算化され

ているのが、審判の派遣費用で、これは柔道や剣道など必ずしも学校の体育

の先生が必要な専門的な知識を持っているわけではないので、そういった場

合は連盟に派遣をお願いしている。それから部活動指導員、昔でいう外部指

導員をさいたま市は各学校 2名ずつ派遣してもらっている。先日、大都市校

長会に出席し、他都市の話を伺ったが、子どもたちの安心・安全のための救
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急法指導員の派遣、そして審判、部活動指導員の派遣についてはさいたま市

が 1番と感じた。これは全国的にみても先進的な事例であるため、是非改定

の際には、掲載していただきたい。 

そして、最後に細かな点であるが、答申の章番号「Ⅰ」があって「１」が 

あって括弧つきの（１）といった柱立てになっているが、もう少しスッキリ 

するといいのではないか思う。 

○ 深谷議長 

  学校開放についてお話しいただいた。学校開放を利用している私たちにと 

っては心強い意見をいただいた。私たちが活動している西区は幸いにもほぼ 

１００パーセントで行っている。また審判や指導者も対応できていると思う。 

それでも３年生は夏前に終わってしまうということで、西区では地域主催で 

中学校大会を主催しているが、それにもお金がかかり四苦八苦している。今 

はまちづくりの予算を使っているが、今後予算付けされるとありがたい。ま 

た宮前中の女子が駅伝で全国に出場しますがこれにも２００万円かかり、資 

金集めに苦難しているとのことである。学校も予算が減ってきているので、 

こういった部分でも地域と連携し、地域からお金を引き出せるようにするこ 

とが重要であり、またそうすることで地域も学校が近くなると思う。 

○ 汐満委員 

  もう一点補足で情報提供ですが、先ほど議長から話の合った駅伝について 

今年度、男子が宮原中、女子が宮前中が優勝し山口で開かれる全国大会に出 

場します。今までは優勝した学校には優勝カップを返却してもらい、代わり 

にレプリカを渡していたのですが、今年度は予算がなく渡せなかったことが 

残念であった。さいたま市の中学校の大会が今まであったものが削られて貧 

相になってきている。地域のバックアップ、援助が必要であるがそうなると、 

地域によって格差が出てくる。バックアップしている地域としていない地域 

で格差が出てくるので、均等化を図っていただければと思う。 

○ 木下委員 

  この前の土曜日に県の高校ラグビーの決勝があり中継を行い、決勝の前に 

中学生の大会もあったのでそちらについても中継を行った。翌日の日曜日に 

は高校サッカーの決勝があり、決勝前に中学生の大会がありそれらについて 

も中継を行った。そこでも同様の話があり、優勝旗がない、楯がないという 

ことでテレビ埼玉に作製・提供の依頼があった。このように民間の力を借り 

るというのはどうか。今回の事例であれば「テレ玉杯争奪」という冠をつけ 

ていただければ、うちとしては大義名分があるので旗を出し、役員が表彰を 
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行った。これはいい例であると思うので、スポーツに興味がある企業はある 

と思うので、上手く企業を利用することは今後必然だと思う。また今回の議 

論を通じて感じたことが２点ある。一つはスポーツ施設の借り方についてで 

ある。私の母も、公民館で簡単な体操やフラダンスを行うのが楽しみであっ 

たが、いくら簡単になったとはいえ、８０を過ぎたお年寄りがパソコンやス 

マートフォンから予約を行うのは無理であったため、必ず私が付き添ってい 

った。今回、年末にシステムが変わるということで、詳細は分からないが web 

サイトからの予約に変わりはないと思う。顔を合わせての予約でなくなるこ 

とでお年寄りの方が取りづらくなるという弊害があることをわかっていた 

だきたい。それから２つ目、こういった素晴らしいことを行っているのであ 

れば、このことをもっと広報して方がよいのではないか。市報やホームペー 

ジに掲出することにとどまらず、ニュース等を利用したり、企業の支援で中 

継を行うなど手段はあると思うので、素晴らしいことをここだけのことにせ 

ず、広報したほうがよいのではないかと思う。私自身、スポーツの部局にい 

るので具体的な案が思いついたら報道の責任者に伝えようと思う。民間でも 

使えるものは何でも使ってやれという気持ちでやればよいと思う。 

○ 深谷議長 

  大変心強いご意見ありがとうございます。今後もっと上手に広報していく 

ことが必要だと思う。他にご意見がなければ、今までの意見を基に事務局で

必要な個所については修正を行う。 

 ウ 審議結果 

    事務局において今回の審議会における各委員からの指摘事項を資料４に反映させ、

答申として次回の審議会において市長へ提出することした。 

６ その他 

 事務局より「2015 さいたまシティマラソン」の概要及び準備状況の説明と次回審議会に

ついての事務連絡する。 

７ 閉会 



平成２６年度第２回さいたま市スポーツ振興審議会席次表 

程塚副会長

牧野委員

村田委員

深谷副会長

浅子委員

（司会）青山スポーツ振興課

深谷議長

柳沼市民・

ｽﾎﾟｰﾂ文化部長

永井スポーツ

振興課長

小柳課長補佐

兼企画係長

河野課長補佐

兼施設係長

岩崎課長補佐

兼ｽﾎﾟｰﾂ支援係長

    主査

傍聴席 傍聴席傍聴席 傍聴席 傍聴席

汐満委員

久保田委員佐伯委員

有川委員
齋木委員

木下委員
小林委員




































