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会  議  録 

会議の名称  平成２８年度 第３回 富士見市スポーツ推進審議会 

開催日時  平成２８年１０月１４日（金）１９時３０分～２１時 

開催場所  教育委員会 集会室 

出席者  加藤連治委員、大竹ミイ子委員、天野豪雄委員、神谷和義委員、 

田中悦子委員、井上拓哉委員、菅高志委員、大森重治委員 

作野誠一氏（早稲田大学スポーツ科学学術院教授） 

 事務局（生涯学習課：鳥海課長、中田副課長、横田主査） 

欠席者 佐藤俊博委員、北田裕一委員 

会議次第 議事 

（１）報告事項 

①第７回女子野球ワールドカップ優勝(大会５連覇) 六角彩子さ

ん優勝報告会 １１/７予定 

（２）協議事項 

①富士見市立市民総合体育館に係る利用料金等の見直しに関する      

答申(案)について 

   ②（仮称）富士見市スポーツ推進計画（案）について 

（３）その他 

 

 

会議資料 資料１ 富士見市立市民総合体育館に係る利用料金等の見直しに関する      

答申(案)について 

資料２ 富士見市スポーツ推進計画 要修正確認について 

資料  富士見市スポーツ推進計画(案)の冊子 

(別紙のとおり) 

 

 

公開・非公開  公開（傍聴人 ０人） 

会議録確認  加藤連治会長 

 

会議内容 

１ 開  会 

２ あいさつ 加藤会長 鳥海生涯学習課長 

３ 議  題 
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（１）報告事項 

①第７回女子野球ワールドカップ(９月３日～１１日韓国開催)で優勝(大会５連覇達

成) 六角彩子さんの優勝報告会について１１/７開催予定 

※委員からの質疑はなし。 

      

（２）協議事項 

①富士見市立市民総合体育館に係る利用料金等の見直しに関する答申(案)について 

 

【資料説明】 

事務局…資料１をご覧ください。１つ目に「利用料金の見直し」２つ目として「利用区分

の見直し」についてと、前回委員の皆様から頂いた意見を集約したものです。１

の利用料金については、平成２年から一度も料金改正がなされていないこと、他

市と比較しても低料金であること、維持管理費に加え施設を改修することで付加

価値が上がっていることなどから適正な料金設定をする必要がある。また、新規

施設や空調設備の使用についても別途、適正な料金を設定する必要があるとして

います。なお、６５歳以上の減免についても、受益者負担の明確化からも見直し

が必要であるとの意見を載せています。２の利用区分の見直しについては、調査

した８割の体育施設が時間貸しになっていること、本市の利用実態をみても団体

により区分時間より短い時間しか利用していないことから、これらを時間貸しに

することで利用者にしても必要な分を利用し、その分の料金を支払うだけで済む

こと、ひいては利用者の増加につながるものと考えることから時間貸しを提案し

ています。また、アスレチックなどの個人利用についても利用区分の見直しに併

せて時間貸しを提案しています。答申案について、内容・表現等含めましてご意

見を頂ければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

    【意見交換】 

会 長…協議事項の①については事務局から説明があったとおり、内容についてご覧いた

だき、何かあればご意見をお願いします。前回の意見にもれがないか確認をお願

いします。 

委 員…文言で文末表現だが「必要である」「べきである」と若干強弱があるようだが。 

事務局…減免規定でいうと、前回の会議で６５歳以上の減免はなくていいだろうとのご意

見でしたが、完全に廃止をするのか年齢を引き上げるのかといった議論もありま

した。答申にはそこまで細かな議論を載せることもできないので、表現として含

みを持たせるような記述にしています。内部では「望ましい」という表現にする

ことも出ていました。会議の意見では見直すべきだろうということだったので、

強めの表現にしています。 
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委 員…あまり縛るような表現よりは柔らかい方が良いと思う。 

会 長…「望ましい」という表現に変えてもいいと思う。「見直しが」と「が」がきたら、

「必要がある」ではおかしいので、「必要である」になる。文章的には大丈夫だし、

そうした意見だったが、１の料金の見直しについては「望ましい」にしてもらっ

てもいいのではないか。あきらかに必要があるものは別として、そうじゃないも

のは「望ましい」にしても良いと思う。  

事務局…審議会の意見としては、裏面の３に要旨として載せているので、どんな意見が出

ていたかも理解できるので良いと思う。１の部分については修正をして、改めて

会長に確認頂くことにします。 

 

会 長…続いて、②の富士見市スポーツ推進計画(案)について事務局より説明をお願いしま

す。 

事務局…資料２をご覧ください。各委員や作野先生から頂いた意見をまとめたものです。

これ以外にも検討委員会の意見や事務局で修正した部分はあります。少しお時間

を取りますので、ご自身で指摘された箇所が反映されているかご確認をお願いし

ます。基本的に字句等についてはすべて反映しています。事務局で変更した点を

申し上げますと、作野先生からのご指摘にもありますが、冊子 P51 の基本目標１

の部分で国県市の基準値の入れ替えと、週一回の運動実施率については国がオリ

ンピックの関係で調査しており、H27 のデータがありましたので 47.5%から

40.4%とそちらのものに変更しました。また、委員のご意見、そして本日の会長

の挨拶にもあったようにバトテニスは富士見市発祥のスポーツであり、熊谷市の

タグラグビーのように全小学校で導入している例もあることから、もっとバトテ

ニスを前面に出しても良いのではないかということで、P55 の 3-3‐①の見出しを

「ニュースポーツの普及」を「バトテニス等の普及」と、文章も「「バトテニス」

のほか、」を「「バトテニス」を中心に、～」と変更しています。また、P57 の 4-3-

②の１行目「スポーツイベント、研修会等を開催」を「スポーツイベント、研修

会等を企業と連携して開催」 に変更しています。さらに、9/14 に市長へ計画につ

いて説明した際に３点、意見というか感想を頂きました。それぞれ、ご説明いた

しますと、一つ目として体育施設の整備関係(これは市長の政策方針である、ふじ

みビジョン 21 プラスで掲げられていた点にもありました。第２運動公園などの拡

充等)。具体的なものはないのですが、文言を p56 の 4-1-④「既存のスポーツ施設

について」から「既存のスポーツ施設のあり方を含め」と追加したことで対応し

ています。市長のスポーツ施設全体に対するお考えもあるようなので、整備面が

全面に出ていましたがこのような表現にしました。２つ目として②総合型地域ス

ポーツクラブのイメージを入れてもよいのではないかといったご意見。これにつ

いては、神谷委員からもご意見がありましたがクラブの設立、支援のイメージ化
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を掲載するなど考えております。３点目ですが、二つのビッグイベントについて

触れられていないこと。これについては P57 の 4-3-①で「社会人スポーツチーム

や大学のスポーツリーグなど市内のスポーツ施設で大会を開催できるよう誘致活

動を行い」を「社会人スポーツチームや大学のスポーツリーグ、さらに各種国際

大会など市内のスポーツ施設で大会を開催～」にと文言を修正しています。また、

オリンピック関連では、ホストタウンの申請、県南西部地域振興センターが進め

る「彩の未来地域連携事業」で近隣市と連携した取り組みも行われる可能性もあ

り、別途オリンピックに関する内容を追加することもあるかもしれません。これ

らの新市長の意向に対しても変更させて頂きました。 

ご指摘された点が修正されているようでしたら、資料２で網掛けされている部

分があると思います。P45 の基本理念など内容に大きく影響する点については事

務局で網掛けしています。こられについてすべてご審議頂ければと思いますので、

よろしくお願いします。 

ボリュームもかなりあり、忙しい中で短期間での確認作業、本当に有難うござ

いました。改めて、御礼申し上げます。説明は以上です。 

会 長…網掛けの部分、大きく内容にかかわる点など意見を頂けたらと思います。 

事務局…基本理念が仮置きということでしたが、最終的にはいかがでしょうか。別途資料

で委員から頂いた理念案「スポーツでキラリと健康!!心豊かに健康に」を載せてい

ます。 

会 長…各委員ご意見はありますか。 

委 員…あまり長いものより、短いものがよいと思う。覚えやすいと思うので。 

委 員…健康かスポーツかで言葉も変わるように思う。スポーツに親しんでもらいたいの

か、健康になってほしいのか。 

委 員…インパクトのあるものにしたい。「スポーツですべての市民が輝く健康に」とか。

資料にある案で「ふじみ」と最後にあるのは「ふじみ野市」と重なるため、いか

がなものかと思う。     

会 長…スポーツも健康も両方求めているということで考えて頂きたいと思います。多数

決を取りたいと思います。 

事務局…「スポーツでキラリと笑顔、すべての市民が健康に」と今の話を伺って両方入れ

たものを考えました。長くはなりますが。 

委 員…すべての市民とするとしたくてもできない方もいるので、「すべての」とするのは

どうなのかなと思いました。 

会 長…障がいのある方もやっていきましょうということでしょうけど。(会長が候補につ

いて一つずつ読み上げたところ)皆さん手が上がらないようですが、時間もかかり

そうなので、次の網掛けの点について先に検討したいと思いますが、「富士見でス

ポーツ キラリと健康」はどうでしょう。 
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会 長…とりあえず、議事をすすめましょう。 

事務局…それでは、次に移りたいと思います。4-3-④については、スポーツの支援として

当初、基本目標の２にありました。これについてはスポーツのできる環境整備と

いう側面もあることから前回の会議で基本目標の４にしたわけですが、２に戻し

てはどうかといった意見です。他市をみると施策で関連しているとその都度「再

掲」として出しているところもありますがいかがでしょうか。 

会 長…総合型地域スポーツクラブの設立支援を機会の充実か環境整備のどちらに入れる

か。 

事務局…また、総合型地域スポーツクラブについては委員からも設立までのストーリーが

見えませんとの意見も頂いております。市長の感想にもありましたが、位置と内

容についてどうするのか。 

委 員…基本目標２か４かで言うと、４のままでいいと思います。仮に基本目標２とする

と目標も変える必要が出てきます。置き方としては一つ柱立てしてもいいのかと

思いました。基本目標の４－３に入れるとやや表題との違和感を覚えます。４－1

に持ってくる方がいいと思いますが、ただ全体とのつながりやその他の小柱との

関連も考えた上でとは思いますが。 

会 長…では基本目標の４に入れること。４－１か４とするということでよろしいですね。 

事務局…今年度から審議会に参加しており、議事録だけでは不明なため確認させて頂きま

す。これまでの議論で基本目標に対して施策展開の方向として小柱を決められて

きたと考えますが、新たに総合型地域スポーツクラブを柱立てしても良いという

ご意見でよろしいでしょうか。 

会 長…その時点では、こうした議論になっていなかったので、改めてここで意見として

出ているため、総意として変更もあっても良いと思います。 

事務局…目標としても掲げていますので、４－１として柱立てしていきたいと思います。 

作野先生…ストーリーが見えないという意見についてはもっともだと思います。目標にも

掲げているし、４－１か４－４として一つ小柱を立ててやってもいいと思います。

また、５年かけてやっていくことなのでそこまでのステップとして、例えば先行

事例を視察したり、市へ話に来てもらったり、推進母体を見つけたり、やるべき

ことはたくさんありますので、道筋が見えるものを２つ３つ持ってくると、目標

にある「０」が「１」ということも際立つのではないかと思います。 

会 長…やるべきものを柱立てとして、そのステップを載せていくことで再度作成してい

くようにしたいと思います。 

事務局…クラブ自体の認知度がアンケートでは 9 割と低かったので、情報の提供、周知に

ついても掲載していきたいと思います。続いて、資料２の２ぺージ目、1-1-①の

子どものスポーツの普及について、もっと市として特色がだせないかというご意

見ですが、インパクトのあるものにというご提案ですがいかがでしょうか。子ど
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もスポーツ大学についてもさらなる拡充をという提案を頂いています。 

会 長…本日、北田校長がいないのでわかりませんが、県で指定されたのか勝瀬小では、

土日や放課後に子どもたちへ運動を一生懸命教えています。 

事務局…確認してみます。1-1-①は主に就学前のお子さんや親子が対象と思います。資料

で網掛けしていますが、委員のご意見に「総論として」の部分にも「子育て家族

に対するスポーツ機会の提供」「バトテニスの普及」「ららぽーと富士見など民間

との連携」とあり、三点ほど市としての独自性を出すために計画にも明記したほ

うが良いのではないかとのご意見を頂いています。施策展開の方向としては文言

に親子でのスポーツ教室の開催とあります。 

事務局…冊子の P4 に「する」「観る」「支える」とありますが、この三つを複合的にやって

いくことが一般的な流れだと思います。計画なので当然「する」が中心的な施策

になっていますが、「支える」についてもボランティアなどで明記されていますが、

一つ子育てしている方に対して「観る」の部分で何か追加しても良いのではとい

うご指摘ともとれるので、その観点から 1-1-③として追加してもよいのではない

でしょうか。お子さん、学齢期、大人と進んでいく中で、幼い時の動機づけがあ

るといいと感じました。 

会 長…作野先生のご意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

作野先生…「子育てするなら富士見市で」というフレーズを大切にするなら、子どもの立

場、親の立場からするとどうなることが良いのかという点から考えると、体力が

上がることだとか、スポーツをする頻度が増えるだとか、アウトプットがあると

良いと感じました。もちろん「する」「観る」「支える」でいろいろな係り方がで

きること、要するに子どもだけでなくどの世代とも豊かなスポーツ生活が送れる

ことが望ましいと思います。そうすると「いいね」となると思います。 

事務局…「観る」の観点でいえば、大崎電気さんや金メダリストの小原さんのご協力で身

近にプレーを見たり、指導も受けられたりできる環境があります。既に子どもス

ポーツ大学では行っていますが、より多くの方に触れられるような機会を設けて

いくことで、やがては「する」「支える」にもつながっていけば良いと感じます。 

会 長…昔のように子どもが野山を駆け巡ることができないので、どう改善すればいいの

かと考えていますが、「観る」という方向ではないのですが。 

委 員…子どもスポーツ大学の定員は何名ですか。 

事務局…定員は３０人となっています。講座は７回程度で３か月位の期間で実施していま

す。毎回、倍以上の申し込みを頂きますが、漏れた方については「子ども大学」

へご案内している状況です。また、対象は４～６年生で、６年生や初めての方を

優先的に選んでいます。 

事務局…これまでのご意見をもとに施策展開の方向に反映させる案ですが、「子どもの頃か

らスポーツを体験できるよう」を「子どもの頃から「する」スポーツや「観る」
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スポーツを体験できるよう」に改めたいと考えますがいかがでしょうか。 

委 員…そうすれば幅が広がってくると思うので、よいのではないでしょうか。 

事務局…何かご提案があればよろしくお願いします。続いて基本目標３ですが、３－４と

して新たに柱立てをして、ららぽーとさんや地元商店街との民間連携を追加して

も良いのではないかとのご提案を頂いております。この点についてご意見を頂け

ればと思います。基本目標の４にも大学や企業との連携はありますが、こちらは

試合の開催がメインのようで、ご意見では一体となって催し物や健康マイレージ

などを行っていく意図かと思います。 

委 員…健康マイレージは予算では切られて、でも市長の施策にはあるのでやるようにと

指示が出て、ブレーキを踏まれたり、アクセル踏まれたりで担当としては悩んで

います。ここでは地元の物産を使ってどうかという考えもありますが。スポーツ

と商店という異なる２つのコラボで賑わいという効果もあるのではないかと思い

ます。バランス的にも基本目標３だけ柱が少ないと感じるので、3-1-②としてそ

うしたことを追加してもよいと思います。 

会 長…柱立てするか、４－３にもあるので一つにまとめるか。 

事務局…内容として施策は目標１でありながら目標２も兼ねているものもあります。明確

に分けづらいものがあるので、重きを置いている方に明記されているのでしょう

けど、重複する内容が入っていてもやむを得ないと感じます。その方が両方で施

策として重点的にやるとみることもできるのではないでしょうか。今さらですが

片側に寄せるのが難しいものは、両方に明記しておくことで良いのではないかと

思います。 

委 員…柱立てするか目標の文言を変えるかという議論もありますが、３－１で行政内部

の連携とだけあるので、ここに民間企業とか並列して、内部と外部との連携を増

すことでスポーツのイベントの魅力を増すような文脈の中で、参加率も上げてい

くという目標立てにするのでも良いのかと感じて提案しました。あくまでスポー

ツ参加率の向上をするにはどうすれば良いかということを考えての提案です。 

事務局…民間企業との連携ということで 3-1-②に１項目追加していきたいと思います。 

事務局…続いて 3-3-①のニュースポーツの推進という小柱がありますが、本来、柱立てし

て目標にしてもよいのではないかというご提案です。熊谷のタグラグビーの例も

ありますように何らかの形で小学校でもバトテニスをやれるようにしてはどうか

といったご提案ですが、これについては最初の説明でも申し上げたように、P55

の 3-3‐①の見出しを「ニュースポーツの普及」を「バトテニス等の普及」と、文

章も「「バトテニス」のほか、」を「「バトテニス」を中心に、～」へ文言を変更し

ていますがいかがでしょうか。よろしければ、次の網掛けしているスポーツクラ

ブについてですが、こちらは修正していきたいと思います。他のご意見などあり

ましたらお願いしたいと思います。特になければ基本理念についてお願いします。 
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委 員…「スポーツでふじみ(富士見と不死身をかけてひらがな)!!すべての市民が笑顔で健

康に」であればキーワードとしてすべて網羅されていると思います。 

事務局…いくつかありましたので、決をとりたいと思いますが、「スポーツでキラリと健康!!

心豊かに健康に」「富士見でスポーツ キラリと健康」「スポーツで笑顔が輝くま

ち」の４つでしょうか。 

委 員…「キラリ」は「☆」でキラリですか、それともキラリで☆をイメージしています

か。 

事務局…両方用いて「キラリ☆」で表記されています。 

委 員…「スポーツでキラリ☆と健康!!」でキラリの後ろに☆をつけてもいいのかと思いま

す。ふじみを入れるかは難しいですが。推進計画名にも富士見市が入るので、そ

う考えると理念にも富士見があるとしつこい気がします。 

事務局…では、「富士見でスポーツ キラリと健康」をアレンジして先ほど委員がおっしゃ

ったもので富士見がないバージョンの「スポーツでキラリ☆と健康!!」「スポーツ

でふじみ(富士見と不死身をかけてひらがな)!!すべての市民が笑顔で健康に」「ス

ポーツでキラリと健康!!心豊かに健康に」の３つから選んでいただきたいと思いま

す。 

会 長…それでは挙手をお願いします。 

① 「スポーツでふじみ☆(富士見と不死身をかけてひらがな)すべての市民が笑顔

で健康に」 ３票 

② 「スポーツでキラリ☆と健康!!」 ５票 

③ 「スポーツでキラリと健康!!心豊かに健康に」  票 

   では「スポーツでキラリ☆と健康!!」に基本理念がきまりました。 

会 長…今後、本日の内容を受けて１１/１０に教育委員への説明を行い、庁内で政策会議

を経まして、１２月にパブコメを実施していく流れになっています。次回はパブ

コメ後になります。また、市長の意見を反映して修正する部分もあると思います

のでよろしくお願いします。作野先生からお願いします。 

事務局…会長からご説明のあった通り、教育委員会議での意見を受けた後、政策会議を迎

える中で市長の意向も含めた修正を行う場合があるかもしれません。修正につい

ては会長に報告・確認を頂き進めたいと考えております。 

作野先生…オリパラの件について一つ。市長のご意見の中でオリパラの話があったようで

すが、レガシーがオリンピックのキーワードになっています。富士見市がどうオ

リパラと関連付けるか、関係を作っていくかだと思います。オリパラというと兎

角、合宿誘致が頭に浮かびますが取り組み方はいろいろで、オリンピック面の教

育というソフト面もあり、それを積極的に打ち出そうという流れもあります。先

程も話でも出ていましたが、オリンピックに出場して金メダルをとった方や一流

の選手が間近にいるので、オリンピックに出た方に教えてもらうというのは現実
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的だし、特徴的だと思います。いくつかの自治体で関わらせて頂いていますが、

誘致については国や種目とか、オリなのかパラなのか決めて動きだしています。

これを今回の計画に入れるのは現実的ではないと思います。むしろ、今ある体系

の中にどう入れていけるかを考えた方が良いと思う。特に教育の部分で盛り込む

ことができる内容があると感じます。「観る」もそうですし、応援することもそう

ですので、そうした関わり方もあると思います。 

会 長…委員の皆様、作野先生、大変に有難うございました。 

 

副会長…閉会あいさつ 

 

以 上 


