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小田原市スポーツ推進審議会 

平成２６年度第１回審議会概要 

日  時：平成２７年２月１０日（火）１０時００分から正午まで 

場  所：小田原市生涯学習センターけやき ４階 第４会議室 

出 席 者：【委員】 

江島会長、鈴木副会長、宮川委員、長峯委員、山本(文)委員、加藤委員、 

山本(洋)委員、釼持委員、遠藤委員、宇佐美委員、今井委員、川向委員、 

幸田委員 

      以上１３名 

     ※欠席委員：小宮委員、島田委員 

以上２名 

     【小田原市】 

大野副市長、諸星文化部長、杉﨑文化部副部長、川口スポーツ課長、 

蓮見スポーツ振興係長、本多主任、鈴木主任、岩澤主事 

以上８名 

 

司 会   皆様お揃いですので、開会させていただきます。 

本日は公私ともに御多忙のところ、平成２６年度第１回小田原市スポーツ推進

審議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、スポーツ課スポーツ振興係

長の蓮見と申します。よろしくお願いいたします。 

まず、本審議会は「小田原市スポーツ推進審議会条例」に基づき、委員定数の

２分の１以上の御出席をいただきましたので、会議が成立することを御報告申し

上げます。なお、この審議会は、「小田原市情報公開条例」に基づき、公開するこ

ととなっております。したがいまして、市民の方が傍聴される場合もありますの

で、御承知ください。 

また、議事録等のため、この会議を録音しますので併せて御承知ください。 

それでは、開会に先立ちまして、委嘱式を行わせていただきます。順番にお名

前をお呼びいたしますので、現在の席で御起立ください。 

なお、委嘱状の交付は小田原市副市長の大野から行わせていただきます。 

それでは大野副市長、お願いいたします。 

 

１ 委嘱状交付 

  ※ 宮川委員、長峯委員、山本(文)委員、江島委員、加藤委員、山本(洋)委員、釼持委

員、遠藤委員、宇佐美委員、鈴木委員、今井委員、川向委員、幸田委員の順に委嘱

状を交付。 
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司 会   ありがとうございました。なお、小宮委員並びに島田委員におかれましては、

本日御都合により欠席されております。それではここで、副市長の大野から開会

にあたりまして、御挨拶を申し上げます。それでは大野副市長、お願いいたしま

す。 

 

２ 主催者挨拶 

大野副市長が挨拶を行った。 

 

司 会   ありがとうございました。 

なお、大野副市長につきましては、他の公務のため、ここで退席とさせていた

だきます。 

 

３ 委員自己紹介・職員紹介 

 

司 会   それでは、委嘱後、初めての会議で、かつ、初めて参加される方がいらっしゃ

いますので、委員の皆様に簡単に自己紹介をいただきたいと存じます。宮川委員

より、順番にお願いいたします。 

 

各委員による自己紹介を行った。 

 

司 会   続いて、本日出席しております事務局職員を紹介させていただきます。 

 

司会のスポーツ振興係長から、出席職員の紹介を行った。 

 

４ 会長・副会長選出 

 

司 会   それでは次第に沿って議事を進行してまいりたいと存じますが、「小田原市スポ

ーツ推進審議会条例」に基づきまして、会長・副会長を委員の互選により決定し

ていただく必要がございます。 

つきましては会長が決まるまでの間、議事を進行する仮の議長といたしまして、

前任におきまして副会長を務めていただきました鈴木委員に仮議長を務めていた

だきたいと存じますがいかがでしょうか。 

 

司 会   「異議なし」の声がありましたので、鈴木委員に仮議長を務めていただきます。 

それでは鈴木委員、議長席へ移動をお願いいたします。 
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鈴木委員  それでは、会長が決まるまでの間、私が仮議長を務めさせていただきます。会

長・副会長の選出につきましては、「小田原市スポーツ推進審議会条例」第４条

の規定に基づき、会長と副会長１名を、委員の互選によって決めることとなって

おります。まずは、会長を選出したいと思いますが、御意見いかがでしょうか。 

 

釼持委員  江島委員を推薦いたします。 

 

鈴木委員  何か理由はありますか。 

 

釼持委員  理由は経験豊富であり、この会を総理するのにふさわしいと思うのでよろしく

お願いしたい。 

 

鈴木委員  江島委員の御推薦をいただきましたが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

各委員   「異議なし」 

 

鈴木委員  「異議なし」のお声をいただきましたので、会長は江島委員と決定いたします。 

会長が決まりましたので、ここで議事進行を会長にお願いします。 

 

江島会長  小田原市体育協会会長の江島です。今までもこの会議に参加させていただいて

おり、また皆様に御協力いただき、より良い会にしていきたいのでよろしくお願

いします。では、続きまして副会長を選出したいと思いますが、御意見いかがで

しょうか。 

 

釼持委員  副会長については、鈴木委員を推薦いたします。 

 

江島会長  鈴木委員の推薦をいただきましたが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

各委員   「異議なし」 

 

江島会長  「異議なし」のお声をいただきましたので、副会長は鈴木委員とさせていただ

きます。 

 

司 会   それでは、鈴木委員、副会長席へお願いします。ありがとうございました。 

それでは、以降の議事の進行につきましても、引き続き会長にお願いしたいと

思いますが、まずは簡単に御挨拶をいただければと思います。先ほど江島会長に

御挨拶をいただいたので、鈴木副会長、お願いいたします。 
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鈴木副会長 江島会長がすばらしい経験をお持ちなので、私は少しでも役に立てればと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

司 会   ありがとうございました。 

それでは、議事に移る前に資料の確認をさせていただきたいと思います。まず

次第がございまして、その次に委員名簿と議題（１）の「小田原市青少年問題協

議会」委員の選出についてに関する資料がホチキス留めで４ページまで、議題（２）

の地域単位でのスポーツ振興に関する資料がホチキス留めで１１ページまで、議

題（３）のウォーキング・ランニングの定着に向けてに関する資料がホチキス留

めで８ページまで、議題（４）のその他に関する資料がホチキス留めで３ページ

までありますが、皆様、お揃いでしょうか。 

それでは、議事に移りたいと思いますが、進行は会長にお願いいたします。 

江島会長、よろしくお願いいたします。 

 

５ 議題 

（１） 「小田原市青少年問題協議会」委員の選出について 

 

江島会長  それでは次第に基づきまして進行させていただきます。 

議題（１）「小田原市青少年問題協議会」委員の選出について、まずは事務局か

ら説明をお願いします。 

 

蓮見係長  議題の１「小田原市青少年問題協議会」委員の選出につきまして、私から、御

説明いたします。 

資料１をお開きください。 

小田原市長から小田原市青少年問題協議会委員の推薦について依頼がございま

した。小田原市青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法に基づき設置され

たものであり、会長及び委員 計２２人以内で、関係行政機関の職員・学識経験

者で構成され、任期を２年とし、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総

合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議するとともに、総合的施策の適切な

実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること、並びに意見

具申することを主な活動としております。 

その協議会の委員を本審議会委員から、１名推薦していただきたいとの依頼が

ございました。 

つきましては、本審議会として推薦する方を、１名選出していただきたいと存

じますが、誠に勝手ながら、事務局（案）といたしまして、これまでに引き続き、

川向委員にお願いできたらと考えております。 

その理由といたしましては、川向委員は、東海大学の生涯スポーツ学科の教授

を経て、現在は名誉教授となられ、スポーツに関する知識と経験が豊富であり、
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青少年問題をスポーツに関する立場から発言するに当たりまして、適任と考える

からでございます。 

なお、既に川向委員おかれましては、お引き受けいただける旨の御了承もいた

だいているところでございますことを申し添えいたします。 

皆様の御了承がいただければ、川向委員を御推薦いただければと存じますので、

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

説明は、以上となります。 

 

江島会長  ただいまの説明のとおり、事務局から川向委員の推薦を受けましたが、皆様、

いかがでしょうか。 

 

各委員   「異議なし」 

 

江島会長  それでは、小田原市青少年問題協議会委員につきましては、川向委員にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（２） 地域単位でのスポーツ振興について 

 

江島会長  それでは、次第に基づきまして進行させていただきます。 

議題の（２） 地域単位でのスポーツ振興について、事務局から説明をお願い

します。 

 

本多主任  まず、議題（２）地域単位でのスポーツ振興について及び議題（３）ウォーキ

ング・ランニングの定着に向けてにつきましては、事業をはじめるにあたり、各

地区のスポーツ活動状況を把握するため、各地区の地域別計画やまちづくり委員

会、また、各地区体育振興会等からの情報を整理し、平成２５年度に各地区のヒ

アリングを行いました。事業の展開方法やモデル地区を選定する際には、それら

の情報及びヒアリング結果を考慮させていただいた次第です。 

それでは、議題（２）地域単位でのスポーツ振興につきまして、説明いたしま

す。資料２地域単位でのスポーツ振興についてを御覧ください。１の目的につき

ましては、身近なところで気軽に運動することができる環境を整えることにより、

市民の健康増進とスポーツによるコミュニティの醸成を図り、地域スポーツの活

性化を目指すことを本事業の目的としております。次に、２の事業概要ですが、

この事業はスポーツ団体等の情報の集約と発信と臨時講師の派遣の２つの面から

アプローチしておりますので、それぞれの概要を順に御説明いたします。 

（１）スポーツ団体等の情報の集約と発信につきましては、市内でスポーツ活

動を行っている団体やサークル等の情報を、各地区の協力を得て集約し、（公財）

小田原市体育協会と連携して、協会のホームページに掲載していただき情報を発



6 

 

信していくことで、スポーツをしたい市民と会員を募集する団体やサークルなど

が繋がっていけるような仕組みを作っていこうとするものです。 

（２）臨時講師の派遣につきましては、まず、市がモデル地区を選定し、モデ

ル地区から「こんな種目をやってみたい」、「このイベントを盛り上げるために、

こんな種目を取り入れたい」など希望があった場合に、希望する種目について臨

時講師を派遣するもので、臨時講師は総合型地域スポーツクラブや市体育協会に

加盟する各種目協会から派遣し、最終的には地区と総合型地域スポーツクラブ等

が自主的に連携できる仕組みを構築しようとするものです。 

続きまして、３の事業の展開方法につきまして御説明いたします。（１）スポー

ツ団体等の情報の集約と発信につきましては、平成２５年度に市内全２６地区を

対象に地区ヒアリングを行った際に、地区体育振興会やスポーツ推進委員の皆様

に、地区内のスポーツに関する団体やサークルなどの情報を集めてくださいとお

願いをいたしました。その後、地区から集められた情報を整理し、再度、発信す

る内容を地区に確認し、了承の得られたものから市体育協会のホームページに掲

載していくこととしております。なお、掲載する内容は、種目、活動日時、活動

場所等になっております。 

（２）臨時講師の派遣につきましては、モデル地区を選定し、モデル地区から

希望があった場合に、その種目の臨時講師を１０月～３月までの期間で派遣する

ものです。派遣にあたり開催の日時や会場は地区側が設定し、その結果を受けて

市が総合型地域スポーツクラブや各種目協会から臨時講師を派遣し、派遣に関す

る費用は公費で賄うこととしております。 

続きまして、資料２の２ページ目を御覧ください。４のこれまでの経過及び予

定につきまして御説明いたします。 

この表は、スポーツ団体等の情報の集約と発信と臨時講師の派遣双方にかかる、

平成２６年３月から平成２７年３月までの取組内容と予定になっております。 

まず、スポーツ団体等の情報の集約と発信につきましては、２６地区中２１地

区からスポーツに関する団体等の情報の提供があり、それらを整理し、ホームペ

ージに掲載する情報の再確認を各地区に依頼し、１２月の時点では曽我地区・二

川地区・大窪地区の３地区から掲載の了承をいただき、市体育協会のホームペー

ジに掲載したところでございます。資料２の４ページから８ページまでが該当の

ホームページを印刷した部分となっておりますので、御覧ください。臨時講師の

派遣につきましては、平成２６年３月にモデル地区として曽我地区を選定して以

来、４月から７月にかけて、地区や市体育協会への事業説明・意見交換を行い、

９月から１０月には事業周知のためのチラシの作成や臨時講師派遣に関する調整

を行ってまいりました。そして、昨年１１月２３日に曽我地区で行われた第１回

曽我地区親子グラウンドゴルフ大会におきまして、曽我地区からの希望により、

スポーツ吹き矢の臨時講師を総合型地域スポーツクラブから派遣いたしました。

参加人数は５１人で、お子さんから高齢者まで、幅広い世代の方々に御参加いた
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だき、スポーツ吹き矢を楽しんでいただいたところでございます。 

今年度の予定は、２月から３月に平成２７年度のモデル地区の選定を行ってい

きたいと考えております。 

続きまして３ページ、５の取組内容につきまして、御説明いたします。まず、

臨時講師の派遣につきましては、はじめに曽我地区や市体育協会に事業の説明及

び意見交換、連合自治会への情報提供を行いました。次に、臨時講師の派遣にあ

たり、曽我地区内において事業周知の回覧を行うとともに、地区内の公共施設に

啓発用ポスターを掲示しました。そして１１月２３日に曽我小学校のグラウンド

及び体育館で行われた第１回曽我地区親子グラウンドゴルフ大会において、地区

からの希望種目であるスポーツ吹き矢の臨時講師を、市内の総合型地域スポーツ

クラブである小田原フレンドリークラブと調整し、派遣しました。 

スポーツ団体等の情報の集約と発信につきましては、１２月に市体育協会のホ

ームページに、情報掲載の了承をいただいた地区である曽我・二川・大窪地区に

おけるスポーツ団体等、計１９団体の情報を掲載しました。 

その後、１月上旬には市ホームページに地域単位でのスポーツ振興として、曽

我地区に臨時講師を派遣した際の様子や、市体育協会のホームページにスポーツ

団体等の情報を掲載している旨を掲載し、今年度の取組内容を紹介しています。

詳細につきましては、資料２の１０ページを御参照ください。 

続きまして、６の今後の予定につきまして御説明いたします。スポーツ団体等

の情報の集約と発信につきましては、ホームページに掲載する内容の確認中であ

る１８地区の進捗状況を確認するとともに、まだ収集ができていない５地区とも

連携を取り、早期の情報発信に向けていきたいと考えております。また、現在、

ホームページにおける情報発信を行っておりますが、その他にも情報を発信でき

るツールが無いか等、市体育協会とともに検討していきたいと考えております。

なお、既に掲載された情報に変更があった場合は、随時更新してまいります。 

臨時講師の派遣につきましては、まず、平成２６年度の取組を曽我地区ととも

に検証していきたいと考えております。また、モデル事業につきまして、市の広

報誌等を通じて紹介していく予定でございます。来年度のモデル地区につきまし

ては、平成２６年度は市内の中心を流れる酒匂川より東の地区で実施いたしまし

たので、２７年度は酒匂川より西の地区のうち、資料に掲載しております６つの

地区の中からモデル地区を選定し、臨時講師の派遣を行っていく予定でございま

す。 

以上のように、スポーツ団体等の情報の集約と発信につきましては随時、情報

を更新し発信していくとともに、臨時講師の派遣につきましては新たなモデル地

区を選定し、地域と総合型地域スポーツクラブなどの団体がつながっていく仕組

みを構築することで、将来的には市民が身近なところで気軽に運動することがで

きる環境を整え、その結果、市民の健康増進やスポーツによるコミュニティの醸

成を図り、地域におけるスポーツの活性化を目指していきたいと考えております。 



8 

 

以上で議題（２）地域単位でのスポーツ振興についての説明を終わります。 

 

江島会長  説明が終わりました。皆様から御質疑がございましたらお願いします。 

 

山本(洋)委員 

モデル地区を選定してやってこられたとのことだが、この事業を推進するにあ

たり、役員の負荷はどれぐらいあるのか。理由として、小田原市はいろいろな行

事が重なっていて、スケジュールがいっぱいであると聞いている。そういう観点

からモデル事業をやった際の、実際にモデル地区を経験された方、あるいはそう

いった情報があればお聞きしたい。 

 

川口課長  地域単位でのスポーツ振興については、２つの面でアプローチをさせていただ

いているところでございますが、情報の集約と発信につきましては、地区の体育

振興会・体育協会、スポーツ推進委員の皆様のお力を借りて、地区のグラウンド・

体育館で活動をされている地区のサークルやグループの情報集約をお願いしまし

た。直接、イベントを何か開催したわけではないが、情報を集めていただくにあ

たり、かなりのお力をいただいたと認識している。 

これについて、引き続き、情報更新をしていきたいので、今後も一定の負荷は

かかると考えている。 

また、市体育協会にも情報の発信をホームページでしていただくなど、協力を

いただいている。 

臨時講師の派遣につきましては、地区の体育振興会・体育協会、スポーツ推進

委員の方にコーディネーター、あるいはハブという役割を担っていただくことを

お願いしている。地域の方、地域で活動しているサークルやグループ、総合型地

域スポーツクラブ、各種目協会の連携について、コーディネートをお願いしてい

る。 

曽我地区につきましては、体育振興会、スポーツ推進委員とお話しさせていた

だいた中で、スポーツ吹き矢の御希望をいただいたが、イベントそのものをあら

たに開催する視点だけではなく、どちらかというと、今あるものをつなげていく

というコーディネートをお願いしたいと考えている。大きなイベントを開催し、

人的な負担をかけてという視点で推進していく考え方ではない。 

 

山本(洋)委員 

大きなイベント等で一時的な負担をかけないようなかたちで考えているとのこ

となので安心した。現在、利用可能な施設等を有効に利用するという話しがあっ

たが、例えば、バドミントン競技が行われる小田原アリーナについてみると、平

日の使い勝手が悪く、利用人数が少ない状態を見受けられる。施設があるにもか

かわらず、一方でやりたい人がいるにもかかわらず、なかなか使いにくいという
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部分の使い勝手をよくするような考え方があるとよい。その時に、例えば、城下

町スポーツクラブ等が行うのは、印象として目いっぱい回っていると感じる。ふ

らっと行ってもできるような、それが本来の総合型地域スポーツクラブのあり方

ではないかと思う。ふらっと行ってもできるという部分が改善できればとよいと

いう印象を持っている。 

 

江島会長  スポーツを行う際は、施設をどのように利用していくかが大事になってくると

思う。地域単位でのスポーツ振興について、その辺の所を事務局で考えているこ

とがあるか。 

 

川口課長  地区の体育振興会・体育協会、スポーツ推進委員の皆様、市体育協会、総合型

地域スポーツクラブを中心にハブになっていただいて、地区内でどういう活動が

行われているかを把握し、それを発信できるようにしたい。知らない方も知って

いただき、また、知らない方がそのようなクラブに入っていけるコーディネート

をしていただき、柔らかい関係をつくっていきたい。また、それ以外に既にスポ

ーツを行っている方、新たに行いたい方が各種目協会に御指導をいただきたい、

あるいは総合型地域スポーツクラブとの連携を図りたいというときにつなげてい

きたい。そういったかたちで、今スポーツをしている方々も活発に、今スポーツ

を行っていない方も入っていけるような、そういう情報発信やコーディネーター

の仕組みをつくっていき、一人でも二人でも地域でスポーツをやりたい方、やっ

てみようかという方が増えていくようなかたちを目指している。 

 

江島会長  今のところは、地域でのスポーツ振興の中で、いろいろ興味を持っている方が

いて、その方がこんなスポーツをしたいというときに、その地域でできるような、

またはスポーツを楽しめるような人を作っていくことが、まずスタートと考えて

よいと思う。理想的には、好きな時に行って、好きな時間にできるようになるの

が理想ではあるが、まず地域でのスポーツ振興については、こんなことを地域で

やっているということを知っておくことと、月に１回でも週１回でもできるかた

ちにしていこうということがスタートと思う。他に質問・意見はいかがか。 

 

諸星部長  おそらく曽我地区の具体的な話に対して御意見・御質問をとなっても、取り組

んでいる事業がまだ入り口のところにしか至っていないので、これに対して質問

しづらいのではないかと推察されます。 

地域の役員の方の負担感は重要なキーワードである。その部分とこの取組は非

常に関わりを強くもっている。小田原市は地域の単位でのコミュニティに基盤を

おいた取組をこれまでになく強めてきた。スポーツに限らず、持続可能な状態を

つくることが目的である。行政の財政力が限界にきていて、これ以上、住民サー

ビスを個別具体的に丁寧にやっていくことは経済的な意味で難しい状態にある。 
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もう一方で、地域のコミュニティの絆が、都市化の状況により失われてきてい

る。小田原市は、自治会・子ども会の加入率が都市部に比べ高く、緊密なコミュ

ニティがあるとは言えるが、それでもいろいろな課題があり、その課題に地域の

方々も気付き始めていて、地域全体で子どもたちを見守る、あるいは防災・防犯

という視点など地域ごとにいろいろな取組が既に行われている。 

市としてもこれに着目して、２６ある連合自治会の単位で持続可能であって、

地域の課題を解決していくという取組を様々な部局で今、展開している。ケアタ

ウンやコミュニティスクールなどの取組もはじめている。 

さらに地域単位でのスポーツ振興を進めようというのが、大きな目標としての

取組のひとつである。スポーツの分野は体育振興会・体育協会、種目協会、スポ

ーツ推進委員の地域での取組があるので、スポーツの分野は以前から取組ができ

ていて、仕組みが充実していた分野である。小田原市でも連合自治会単位で行事

が行われているのはおそらくスポーツの分野だけではないか。すべての地区でで

きているのは健民祭が行われているのはスポーツの分野だけで、社会福祉協議会

でも数地区に限られているのではないか。おそらく、種目協会やスポーツ少年団

が、いろいろと国策でやってきたものを地域で拾い上げ、それに取り組んで支え

てきた方がいらっしゃったので、そのために堅固な仕組みができていたと言える

と思う。しかしながら、今後の人口減少社会、高齢化社会、少子化社会になると、

今までできていたことが今後できなくなる可能性がある。健康増進のために今ま

でやってなかった方にもっとスポーツを行ってもらいたいというのがスポーツ課

の取組の方向性である。 

こういったことを実現するために地域単位で行えることは何かということが取

組がスタートで、その中で地域のメカニズムとして、比較的小規模で地域の結び

付きが非常に緊密である曽我地区をモデル地区として選んで、そこをひとつのケ

ーススタディとしていこうということが、モデル地区を選定した理由であり、取

組の内容でもある。 

将来的に具体的に地域がどんな状態になればいいのか、まだ克明に我々もイメ

ージできていない。その入り口として手探りの中、講師派遣をして関係のある人

たちをつないで、種目協会や総合型地域スポーツクラブの講師の方と地域でスポ

ーツを望む方と結ばれることが、種目協会にとっても、総合型地域スポーツクラ

ブにとってもプラスになるようないい関係ができていくためにつなぐということ

からスタートした。 

大きな目標は遠い先で、地域がどのような状態になっているのが望ましいのか

の具体的なイメージを我々ももがいている状況である。そういった部分にも皆様

から提言いただきたい。 

誤解を恐れずに言えば、２６の地域の体育振興会・体育協会の組織が、他の組

織・団体との横のつながりで連携がとれて、例えば、十数年前に文部科学省が総

合型地域スポーツクラブを構想したときのような経済状態であったり、人材であ
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ったりを、地域単位で実現できないか、夢を語れば体育振興会がそういうところ

まで変われないかと、個人的には考えている。一足飛びにいくのは相当難しいと

思う。 

まだまだ小田原市の場合は、地域単位でできていることがたくさんあるので、

将来的な課題として多くの方が共有するのは難しいかもしれないが、今後、人口

状態、経済状態が推移していく中では様々な課題が想定されるので、そこに備え

をするという意味合いや、あるいは今の地域の方々にスポーツをもっと親しんで

もらう状態を増やすことを実現するために、地域単位で取り組んでいるのが今の

状態である。それを踏まえたうえで、今後スポーツ課が個別具体に展開していく

事業に対し、御意見いただければと思う。 

 

江島会長  なぜ地域単位かということを説明していただいた。地域の様子は様々、地域で

どんな人材がいるのかも様々、今まで体育振興会が行ってきた取組も様々である

ことから、地域単位でのスポーツ振興の皆様の考え方はいろいろあると思う。将

来的にはここまで伸ばそうというのがあれば意見を伺いたい。皆様の経験の中で

このような例があるといったものがあれば伺いたい。考えはじめると地域単位は

難しいことではあるが。 

 

遠藤委員  どちらかというとスポーツは種目単位、協会単位で動くことが多かった。特に

子どもたちのスポーツのことを考えると、スポーツ少年団がかなり熱心に指導さ

れるが、地域単位で考えてみると、できればスポーツ少年団でサッカーの種目が

あったとすれば、サッカーだけをやるのではなくて、できれば地域でバレーボー

ル等の他の種目をうまく取り混ぜて、どのスポーツでも参加できるような運営に

してもらえれば、子どもたちのためにはいいのではないか。サッカーだけで、他

の野球ができない、水泳ができないというような環境ではなくて、いろんなスポ

ーツ少年団があれば、どれでも気軽に体験ができたり、入ることができたり、運

営も総合的に動かすことができれば、可能性が伸びるのでは思っている。 

 

江島会長  いろいろな団体がある中で、どうつなげていくかも今回の地域単位でのスポー

ツ振興のテーマである。他の委員の方はいかがか。 

 

川向委員  今、入り口のところで、これから目標を立てていくとういうことだが、現在活

動しているサークル活動等を捉えて、その方々を中心にさらに発展させていくと

いう考えであると思うが、現在、各地区でどういうサークル、どれくらいの人た

ちが行っているのか調査は行っているのか。 

スポーツ振興の中で、生涯スポーツの捉え方について、スポーツはどこまでな

のか。体育協会で示されているスポーツ活動種目をスポーツというのか。例えば、

盆踊り、民謡等も含めて健康づくり、体を動かすような活動も含むのか。小田原
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市はスポーツをどこまでと捉えているのか。それによってはアプローチするグル

ープも変わってくるのではないか。地域に根付いたその人たちが親しんでいるも

の、子どもから高齢者までのそれぞれの地域に何を中心にどんな活動を行ってい

るのかの調査がなされているのか。 

 

川口課長  各地区でのサークル等は、ヒアリング等を行う中で情報収集をしている、ある

いは提出していただいている最中である。数をいくつかとは申し上げられないが、

資料２の４ページ目以降にあるように３地区のグループ等を表に出させていただ

いた。曽我地区は人口的には小田原市の中で多い地区ではないが、もう少し多い

他の地区はサークル等も当然多くなる。学校施設の体育館の開放をみてみると、

各地区毎日のように夜間使用されている。体育振興会、バドミントン、剣道等の

グループも毎日のように利用されているので、かなりの数になると考えている。 

まずその地区を把握することを今までしたことがなかった、当然、表に出すこ

ともなかったので、まずはそこからはじめてみた試みである。 

 

蓮見係長  平成２５年度に各地区の体育振興会の皆様やスポーツ推進委員の方々を中心に

ヒアリングを行った際、各地区で行われている学校開放で明確になっているクラ

ブ、また、地区によってはラジオ体操をやるグループがあるといった正式な団体

ではないが、そういったスポーツ活動を行う団体の情報をできるだけ広く集めて

くださいというお願いを２６地区に行った。その結果、現在２１地区から情報を

いただいた。中には情報非公開を希望するものもあり、地区によって様々である

が、情報公開・発信してもよいという意向を示したグループに関して公開・発信

している。したがって地区ごとでサークル等を把握できたものは２１地区分持っ

ている。 

 

杉﨑副部長 補足となるが、個別のグループ活動の調書として、連絡先、経過、どんなこと

をやっているかを全部作成してくださいと全地区にお願いした。 

市体育協会のホームページにあげていいかは判断を各グループに仰いでいると

ころである。全部把握してもらって今まで各地区が分かっていなかった活動、口

コミでしか知らなかった、やりたいけど相手を知らないというのをつなげるため

に調査をしてもらっている。人数が少なく困っている情報や、一方で入りたいと

いう情報を結び付けられるように、調査を継続してくださいとお願いし、現在も

続けてもらっている。 

 

山本(洋)委員 

調査の依頼先は地区の体育振興会か。それ以外ではないか。 

 

杉﨑副部長 地区の体育振興会である。地区体育振興会にヒアリングを行った際に、市民総
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合体育大会や駅伝大会など、いろいろな行事が行われているが、例えば、走る人

が誰か分からないので毎年同じ人にお願いする、新しく引っ越してきた方の情報

が分からない、やる人が分からない、だから先細りしてしまう。やりたいという

人も聞くという状況だった。地区の方も体育振興会としても知っておきたい、広

げておきたい、自分たちもこれから知っておかなければならないという意見が出

てきたのでこれをはじめた。 

 

山本(洋)委員 

川向委員がここでいうスポーツとは何であるかを質問された。ここでやろうと

しているのは、競技団体の枠ではなく、レクレーションスポーツをやろうとして

いるのかに聞こえる。具体的にバドミントン協会として調査の依頼は聞いたこと

がない。体育振興会と競技団体とのつながりがどこかで途切れているのか、喋っ

ている言葉が違うのか分からないが実感を持っている。 

 

杉﨑副部長 資料２のホームページ部分を御覧いただくと、バドミントン、バスケットボー

ル、野球のクラブ・チームが載っている。また、競技団体に所属していないとこ

ろもある。これらをオープンにして競技団体と結び付けたり、また、臨時講師の

派遣についてはもう少しうまくなりたい、そのチームとやりとりをしたいときに

利用してほしく、それから、グループをつくりたいときに派遣したり、つなぎ役

をする派遣講師となることに本来の意味がある。総合型のクラブがある、種目協

会があるということを理解してもらう。もっとうまくなりたい人は例えば、種目

協会に行く、日常的にこの曜日にこの先生に教えてもらいたいときは、総合型地

域スポーツクラブに行くといった、先を見据えて段階や活動場所を個人で選べる

ようにというかたちをとりたいと将来的には考えている。 

 

山本(洋)委員 

バドミントンだけ言ったが、他の団体やスポーツはどうか。 

 

杉﨑副部長 まだ完全には結び付いていないが広げていきたいと思っている。 

 

江島会長  スポーツをどう捉えるかは非常に難しい問題。ここでいうスポーツは、競技ス

ポーツのみではないことを理解していただいてほしい。趣味で盆踊り、ダンス、

または競技はしないが体を動かすといったものも含んでいるという理解で話しを

進めていっていただければと思う。地域の中でもクラブを作って活動しているの

もあれば、趣味で各地域の公民館等で体を動かしてやっている方もいるが種目協

会には入っていない。でもスポーツを楽しんでいることに変わりはない。どんな

方が何をやって何を楽しんでいるか、そういった情報は今までなかった。スポー

ツ課で情報を集めて、よりスポーツを広めていく、スポーツの楽しさを知ってい
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ただこうとのスタートが今回、説明していただいたことになると御理解いただけ

ればと思う。 

ぜひ皆様に地域単位とは何か、スポーツとは何かについて考えていただき、こ

れからも意見をいただければと思う。 

 

山本(洋)委員 

この今やろうとしている内容と黒岩知事が揚げている未病という考え方とはリ

ンクしているかしていないか。 

 

諸星部長  県の方では意識していただいていると思う。小田原市は地域単位でというとこ

ろもあるので、改めてつなぎ直さないといけない部分も含んでいるが、当然つな

がっている話しだと考えている。 

 

鈴木副会長 基本的には、スポーツ基本法は平成２３年に施行された。その時に、体育指導

委員がスポーツ推進委員になった。これは県内どこでも同じだと思う。この役割

を総点検しないといけない。体育振興会とまだ「体育」が残っている。体育指導

委員がスポーツ推進委員に変わった、ここの辺りをもう一度行政がどう受け止め

るか、スポーツ基本法は議員立法でできているので、ある意味では政権が変わっ

ても変わらないということが言えるかもしれない。ある意味ではざる法になって

しまう恐れがあり、やってもやらなくてもあまり意味がない。スポーツ庁の設置

が附則にあるので動いてくると思う。 

地域としては、スポーツ推進委員の方たちが今までと同じような体育指導員の

あり方ではいけない。体育振興会が駅伝とか市民総合体育大会のメンバー合わせ

に困っているようだが、今なぜスポーツかという、楽しみのスポーツ、自分の健

康づくり・体力づくりの手段的なスポーツそのバランスが考えられるのであれば、

最初から種目から入っていくのではなくて、そこに行けばスポーツをという時間、

指導しなければいけないというのであれば、団体が活動をしながらお手伝いをし

ようかという、やはり負担ばかりではなく、自分の健康のためにもなるというこ

とをやっていかないと、いつも教えているだけの体育教師ではないので、自分も

スポーツを楽しむことをしないと負担ばかり増えることになる。上手くなること、

強くなることを必要としなければ、コーチ・指導がいる必要はなく、自分達が下

手でも体を動かして楽しむことが原点であればいいので、その延長線上にうまく

なりたいのであればバドミントン協会の指導を受ければよく、最初からバドミン

トン協会から指導を受けるということにならなくてもいいのではないか。協会に

入っていなくても運動をやっている人はいるので、そこの掘り起こしをどうする

かだと思う。 

 

杉﨑副部長 バドミントンの話しからはじまったので、種目協会が中心のように聞こえるが、



15 

 

例えば体操をしたい、ウォーキングをしたいといったことも掘り起こしをしてい

る。したがって、幅広く体を動かすにはどんなことをやりたいかを聞いて講師派

遣を考えている。 

今回もグラウンドゴルフの大会であってもスポーツ吹き矢をやってみたいとい

う意見があったので、それをやってみようという流れだったものである。 

スポーツ推進委員については、地区単位の身近な所でできたらというのがある

ので、その地区に入っていったが、負担の面に関しては情報集めをしてもらって

いるが、情報を集めて提供後は、動くのは地区の方で、やりたい方同士でやり取

りをしてください、やりたい方が種目協会等にコンタクトをして、お互い自分た

ちでやりましょうという状態で体育振興会やスポーツ推進委員に困った事、施設

の事を相談など、コーディネートをしましょうと考えている。つなぐにはコーデ

ィネートする方や場所がないといけないので、まずコーディネーターとしてのス

ポーツ推進委員を考えている。 

種目協会だけではなく、いろいろなものを包含して、その方の趣向に合った体

の動かし方をと考えている。 

 

江島会長  より良くしていこうということには様々な意見があり、小田原市の考えがすべ

てではない。皆様がどんなかたちで地域を捉え、どんなかたちでスポーツを捉え、

どういう活動をしていけばより良くなるのか、小田原市ではスポーツをやってい

る方の割合を５割６割まで高めようという目標もあるので、それを踏まえて考え

ていただければと思う。 

次の議題に移ります。 

 

（３） ウォーキング・ランニングの定着に向けて 

 

江島会長  議題の（３） ウォーキング・ランニングの定着に向けてについて、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

岩澤主事  それでは、議題（３）ウォーキング・ランニングの定着に向けてについて説明

させていただきます。 

まず、資料３のウォーキング・ランニングの定着に向けてを御覧ください。１

の目的につきまして、先ほどの地域単位でのスポーツ振興と同様に昨年度から始

めていますこの事業は、市民が身近な場所で気軽にウォーキング等が楽しめる環

境を整備し、ウォーキング等を生活の中に定着させることで、市民の健康増進を

図ることを目的としております。 

また、ウォーキング等は手軽に行えるスポーツであることから、スポーツを日

常的に行っていない人を取り込むことでスポーツ実施率の向上につなげ、あわせ

てウォーキングをする者同士がコミュニケーションをとることで、地域コミュニ
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ティの醸成に寄与するという点も目的としております。 

２の事業概要としては、モデル地区を選定し、地区体育振興会や地区体育協会、

スポーツ推進委員等と連携して、市民がウォーキング等を気軽に行えるコースを

モデル地区内に設定し、モデル地区内の各団体や関係機関に声をかけ、コースを

利用したお披露目イベントを開催することにより、コースの啓発をしていきます。 

３の事業の展開方法ですが、大きな区分けとして、コースを設定し、様々な情

報を掲載したコースマップを作成・配布、その後お披露目イベントやウォーキン

グ講座を開催することでコースの啓発を図っていくものです。 

以上が前回の審議会でもご説明した内容となります。 

つづきまして、資料３の３ページをご覧ください。 

４のこれまでの経過及び予定につきまして、今年度、上府中地区体育協会及び

上府中地区スポーツ推進委員、上府中地区連合自治会長、小田原市体育協会に本

事業の説明を行うとともに、連合自治会長会議の場で市内全２６地区の連合自治

会長の方々にも本事業の情報提供を行いました。 

６月４日には、コース設定及びコースマップ作成に向けて、上府中体育協会及

び上府中地区スポーツ推進委員、小田原市体育協会、また、健康増進に取り組ん

でいる市の健康づくり課ら各関係者とともに会合を行いました。会合内容につい

ては、資料３の４ページ目のコースマップ作成についてを後程御覧いただければ

と思います。 

７月～１２月の間では、会合をもとに設定したコースを個々で検討・修正して

いただき、書面においてコース調整を行いました。 

また、１月には小田原市のホームページにおいて事業概要をアップいたしまし

た。 

今後の展開方法といたしまして、２月にコースマップの完成を予定しており、

その後、関係団体と共にお披露目イベントの調整・周知をしていきます。 

また、２月～３月にかけて平成２７年度のモデル地区の選定を行っていく予定

です。 

さらに、３月以降に上府中地区コースのお披露目イベント開催事業の紹介及び、

コースマップを小田原市ホームページに掲載し、ウォーキング・ランニングの啓

発を行っていきたいと考えております。 

５の取組内容としまして、これまでの経過及び予定でご説明したとおり、上府

中体育協会及び上府中地区スポーツ推進委員、市体育協会、また、市の健康づく

り課ら各関係者とともに主にコースなどの事業内容について検討いたしました。

会合をもとにコースの見所をあげていただき、その後、コース案の照会を数回行

い各関係者とともに歩きやすさ、危険個所等を留意し、検証していただきました。 

また、小田原市のホームページにおいてウォーキング・ランニングの定着につ

いて概要を説明するページの作成を行い、市民に対して事業の発信を行いました。

資料３の６ページ目、７ページ目がそのホームページの概要となっております。 
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さらに、資料３の８ページのとおり、市健康づくり課よりウォーキングで健康

になろう！とのトピックスをいただいたので、コースマップの裏面に印刷する予

定です。 

現在、コースマップ作成を進めるにあたり、印刷業者の選定などの調整を行っ

ております。 

６の今後の予定としまして、上府中地区をモデルとしたウォーキング・ランニ

ングのコースを活用したお披露目イベントを実施した後、関係団体と検証を行い

たいと考えております。また、今後どのように設定したコースを有効利用してい

くことができるのか模索していくとともに、距離表示の看板や設定したコース図

の看板等の設置についても検討していきたいと考えております。 

今回、酒匂川から東の地区からモデル地区を選択しましたので、平成２７年度

では酒匂川から西の地区から１地区、候補を選定し、事業を展開していきたいと

考えております。 

また、モデル地区以外においても各地区で実施しているウォーキング・ランニ

ングの定着に向けて取り組んでいる地区でのイベントやウォーキング・ランニン

グに関する人物等を広報等で取り上げて市民に発信し、誰もが関心を高め日常的

にウォーキング・ランニングにつなげられるような広報・啓発活動を展開してい

く予定です。 

簡単ではございますが、ただ今御説明させていただいたウォーキング・ランニ

ングの定着に向けて皆様の御意見を伺いたいと考えております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

江島会長  ウォーキング・ランニングの定着となっていますが、説明はウォーキングが中

心でした。上府中の体育協会会長の加藤委員から何かコメントがあればお願いし

たい。 

 

加藤委員  前項で役員の負担の話しがありましたが、上府中体育協会で主催・主管する大

会が１０大会、その他川東地区で行われる大会が４大会、尊徳マラソン大会など

の３つの行事があり、全体で１７ぐらいの行事をこなしている。役員はタイトな

状況で、準備や人の派遣、都合で来れない人をどうするか手配をする。 

ウォーキングに限ると、我々は世代間交流ハイキングを開催しており、今年で

１０年目を迎える。会長・副会長等をやって１３年になるが、当時と比べ、上府

中の人口が６００人増えた。今は１０，０００人弱ぐらいである。高田の辺りの

地区では人の流れで人口が増えている。同時に地域を知らない人もいる。ただ体

育協会が地域を知ってもらうためにウォーキングをやるだけではないが、郷土愛

が生まれてくれればよいという問題と、ただ体育協会が主催するだけではなくて、

社会福祉協議会の団体、ボランティア、民生委員、体育協会の女性の方等が食事

を作る等をしながら、子ども会、老人会、一般の方を自治会長の窓口で募集をし、
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スタッフ含め１９０名ぐらい参加があった。こういう事業を続けてきて、今年、

阪神淡路大震災から２０周年で人の絆と言われる中、ちょうどいいタイミングで

モデル地区となって、今年それがお披露目できるのはいいタイミングなのではな

いかと思っている。ただ、人の手立ては大変なことでトップに立つ人間が棒振り

しないといけない。 

ランニングに限れば、去年１２月の第１日曜日に上府中公園ロードレース大会

を開催したが、これも問題があり、小学校長・中学校長にお願いをして参加を募

った。一回目を締めたときに中学生の参加申込みはゼロであった。中学校に赴き

クラブ活動の先生にお願いした結果、６７名の参加があった。参加料の問題もあ

り、参加証のタオルや記録証を出すのでコストはかかる。財政上非常に難しい部

分である。 

発生する問題もあるが、底辺に子どもの体力テストがあり、４７都道府県のう

ち、神奈川県は４６位がほとんどで、一番良くても４１位となっている。神奈川

県の状態は非常に良くない中、地域の会長として何ができるということになると、

走ることの文化を定着させようと考え、大会を増やした。 

人を増やせば、役員の負担は減るのではないかと考えた。去年と同じ、１８ぐ

らいの行事を行う予定である。 

行事を行うと問題もあり、例えば、地域スポーツとスポーツ少年団の場所の取

り合いの問題もあった。 

一方で声をかけると、例えば、スポーツ少年団のチームが練習前のウォーミン

グアップの一貫として参加していただける。 

主催する側とすると、やっている所にやっている分だけ何か支援をしていただ

けるとありがたい。やっているところには財政支援をしてもらえると我々も活動

しやすい。 

学校の先生には、スポーツテストの結果を踏まえ、早く手を打たなくてよいの

かと去年から半鐘を鳴らしている。行政がそういうスタンスでやらないといけな

い。 

昔はいろいろな種目・競技・運動をやったが、今は同じスポーツを朝から晩ま

で行っている。 

今現状は、上府中地区ではウォーキング・ランニングは行事として定着してい

るので継続していきたい。できれば労働的な部分は負担するので、財政的な部分

を負担してもらえるとありがたい。 

市民総合体育大会もそうだが、上府中地区は昨年１６種目のうち１５種目参加

した。もっと大きな世帯数でありながら、４種目、５種目しか参加しない地区も

ある。これは役員の力の入れ方次第で変わると思う。どうしても集まらないので

あれば、合併してオープン参加でもかまわないのではないか。 

小学生・中学生の「走る」という基本的なスポーツの土台をつくっていくのが

大事であり、それが体力テストの向上になると思う。 
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江島会長  上府中地区のいろいろな取組の中で、コースを利用してくれればいいと思う。

千代小学校の宮川委員はいかがか。 

 

宮川委員  昨年、世代間交流ハイキングに参加させていただいた。児童から年配の方まで、

２通りのコースに参加することができるものであり、職員も一緒に参加させてい

ただいた。児童も年配の方も一緒に歩きながら話しながら地域を楽しみながら、

戻るとカレーが待っているというとても楽しい行事であったので一日を楽しく過

ごせた。準備をされた方々は大変だったと思う。また、当日の運営も大変で御苦

労があったと思う。そういう行事があって、自由に参加できるというかたちがあ

ると、体を動かすことが好きな子どもにとってはよいと思う。 

体力の低下について、学校現場としても危惧している。体育の中だけではすべ

て賄うことはできないので、地域のこうした行事と一緒に考えていきたい。なお、

そのハイキングの際に千代小学校を通過したが、体育館ではバスケットボール、

グラウンドではソフトボールとそれぞれになっている。子どもの数が次第に減少

と限られている中、子どもの取り合いにならないような仕組みを考えなければな

らない。 

 

川向委員  第一歩としてコースを設定するのは良いことである。その設定したコースをい

かに利用することが問題である。コースを設定するだけで安心してはならない。 

ウォーキングは日常行動の中での移動手段である。それをスポーツとして、ひ

とつの活動として捉えていくと、私たちは生きていくために歩く、日常行動する

こと自体がウォーキングの基本姿勢である。コースを設定することもひとつであ

る。だけれども、日常の中で一日一万歩と言われているが、なかなか実行できな

い。 

買い物を車で行くのではなく歩いて行くといったような、こうするとこういう

効果があるので、買い物だけは歩いて行って、一週間でどのぐらいできたのかを

累積して何歩歩いたか、そうしたらこうなるといった、むしろ歩くことを日常化

し、スポーツから健康につなげていくとすれば、そういうところを駆り立てるよ

うなプランを並行してやっていくと、おもしろくできる。日常の中で歩いている

ことが、背中の筋肉を若返させる・お尻がくっと上がるなど、歩き方ひとつ変え

ただけで、こんなに効果が違うということを示し、歩くことを楽しんでもらえる

ような仕組みと並行しながら行うと定着するのではないか。 

 

遠藤委員  保育園に関係しているが、子どもたちの学資障害の中で一番先に出てくるのは

運動障害である。運動障害をしっかり補正すれば、大きくバランスを崩さない。

保育園児の歩き方が非常に乱れてきている。子どもたちの歩き方を正しい歩き方

でいい姿勢にすれば運動能力は上がるはずである。まずは歩き方をしっかり、コ
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ースを設定して歩かすことも大事だが、正しい歩き方で正しい姿勢で長く歩ける

状況を作ることが一番大事である。歩く行事があれば、歩き方がおかしい方には、

歩き方の指導をしていただきたい。 

「ウォーキングで健康になろう！」と掲げているが、必ずウォーキング前の定

期健診、自己チェックが大事であることを強調してもらいたい。健康づくり課が

加わっていれば、定期健診を受けるような状況を作り、定期健診をして問題がな

いということを確認したうえで、ウォーキングをする。また、ウォーキングの途

中で調子が悪かったら、途中でやめることを教えたうえで行わないと健康にはな

らない。その辺を強調していただきたい。 

 

山本(洋)委員 

ウォーキングでもランニングでも、ただただ走れでは広がっていかないと思う。

目標を掲げると同時に、目標を達成したら御褒美があるといいと思う。例えば、

５キロ歩いたらスタンプを押すとか、どこかでやっていると思う。そういうよう

なかたちでやったことに対して、次はもう少しやろうという仕掛けしたらいいと

思う。 

別に設備投資をしなくても「ヘルスケア」というアプリがあるが、そのアプリ

の中にウォーキング・ランニングがある。数値を見ると目標になり、やることに

励みが出てくる。ウォーキング・ランニングは飽きっぽいので、目標を持たせて

いくような仕掛けをやっていければと思う。 

 

今井委員  国際医療福祉大学として関わっていけることとして、理学療法士という仕事は、

大学でも正常歩行の歩行分析を筋電計や三次元動作解析、ビデオを使用するなど

して歩行を学問として学んでいる。それについて、機能改善・テーピング・イン

ソール等、歩行に関して取り組んでいる。将来的には国際医療福祉大学の学生が

関わりを持てればいいなと思っている。 

 

宇佐美委員 子どもの体力と御褒美の話しが出たが、乳幼児期にどれだけ体を動かすかとい

うことが非常に大事になってくる。まずは授業の中で保育者としての姿勢を大切

にしていこうとの考えから姿勢のところから授業を行っている。 

学校教育、保育園等で先生方が第三者的に子どもたちの姿勢、歩き方を指導で

きると良いと感じている。やはり学生をみると姿勢が良くない。骨盤の上に脊柱

を乗せてしっかり立つことができない方が多い。 

学校だけではなく、地域の中で子どもたちと関わる方が、少しずつアドバイス

していただけると良い。 

御褒美という意見があったが、ラジオ体操でラジオ体操のカードにスタンプが

押されることは子どもたちにとって楽しいことだと思う。 

大人はスマートフォンを持っているが、子どもにスマートフォンを持たせるの
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は難しいと思うので、例えば、自分の住んでいる家からここまで進めた、何日か

かけて日本一周しよう、世界一周しよう、地球一周したとか子ども向けのカード

もあると子どもたちへの動機付けになるのではないかと思う。また、大人でも東

海道を何キロ歩けたか、どこの宿場町まで行けたかなど、御褒美ではないが動機

付けになるのではないかと思う。 

 

江島会長  ウォーキングの健康になる効果をより具体的にどう示せるかではあるが、上府

中地区のコースをうまく利用していただいて検証していってもらいたい。 

次の議題に移ります。 

 

（４） その他 

 

江島会長  議題の（４） その他について、事務局から説明をお願いします。 

 

鈴木主任  それでは、議題（４）その他として東京オリンピック・パラリンピックに向け

た取組について説明させていただきます。 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック大会の開催に向け、全国の自

治体において、事前合宿の誘致、スポーツ振興、地域経済活性化、観光客誘致な

ど、さまざまな取組が始まっています。 

本市としても、企画部企画政策課を中心とし、東京オリンピック・パラリンピ

ックというまたとない機会を最大限活かし、都市セールスや経済活性化、スポー

ツ振興の好機と捉え、小田原の魅力を世界に向けて発信していくための取組を進

めています。 

資料４の東京オリンピック・パラリンピックに向けた推進体制についてを御覧

ください。 

小田原市の庁内の推進体制として、「東京オリンピック・パラリンピックおだ

わらプロジェクト推進会議」を設置しました。 

この推進会議は、市長をトップとし、副市長、教育長及び関係部局長を構成員

としており、スポーツ振興に関すること、本市の魅力発信に関すること、経済・

観光振興に関すること、その他オリンピック・パラリンピックに関連する施策の

推進に関することを検討事項としています。 

また、下部組織として関係所管の職員により構成された推進部会には、「スポ

ーツ振興推進部会」と「経済・観光振興推進部会」を設置し、そのうち「スポー

ツ振興推進部会」には、スポーツ課も構成員の一員として、スポーツ振興の検討

を行っております。 

また、官民推進体制として、「東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西

部連絡会」を設置しました。 

「東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会」とは、２０２０年
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及びその後に向けて、地域を挙げて取組を行っていくための連絡会であり、発起

団体は、小田原箱根商工会議所・小田原市体育協会・小田原市・箱根町です。参

加団体は、県西地域２市８町をはじめ、圏域内の各種経済団体、スポーツ団体、

教育団体、民間事業者など７０近くにのぼります。なお、会長は小田原市長が務

めています。 

資料の４の２ページ目を御覧ください。 

「東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会」の活動の大きな枠

組みとして、事前キャンプ地誘致の実現や障がい者スポーツの振興、身近なスポ

ーツ環境の整備、未来のアスリート育成・支援などをテーマとする「スポーツ・

文化振興分科会」、情報発信と誘客促進、おもてなし環境の整備、都市ブランド

向上などをテーマとする「経済活性化・観光振興分科会」の２つの分科会を設置

し、そのうち「スポーツ・文化振興分科会」には、スポーツ課も参画し、スポー

ツ振興の検討を行っております。それぞれの分科会で数度の検討を重ねて、連絡

会としての活動内容をまとめていく方針となっております。なお、参加団体につ

いては、参加登録団体一覧のとおりです。 

資料４の３ページ目の２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に向

けた取組を御覧ください。 

こちらはそれぞれの会議などの取組スケジュールとなっております。平成２７

年度４月を目途に、とりまとめ予定となっております。 

いずれにいたしましても、オリンピック・パラリンピックの機会を、スポーツ

振興や地域活性化のために、何ができるのかを民と官が連携して模索し、それら

の取組が後世に残せるものとなるよう検討している状況でございます。 

以上で説明を終わりますが、皆様から御意見がありましたら、お伺いさせてい

ただき、各々の会の構成員の一員として文化部及びスポーツ課が位置付けられて

おりますので、各々の会の場で発信してまいりたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 

 

江島会長  それでは、その他ということで、東京オリンピック・パラリンピックに向けた

推進体制について説明がありましたが、皆様から御質疑ございますか。 

 

山本(洋)委員 

１ページ目の推進体制を見ると競技団体が絡む部分が入っていないように見受

けられる。余計な心配かもしれないが、こういう体制の中で議論されて、物事が

決まってから、市体育協会から競技団体に落ちてくるのではないかとの危惧があ

る。東京オリンピック・パラリンピックの中心は競技だと思う。競技がしっかり

していれば、それに伴った観客誘致や盛り上がりもあると思う。そういった競技

の特性の部分、どういう種目を選ぶ、どういう内容があって、そういう情報がど

のようなかたちで反映され、具体的な施策や事業に活かされていくのか、疑問に
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感じるがいかがか。 

 

川口課長  小田原市体育協会については、資料４の１ページ目のとおり、左側が小田原市

内部の推進体制として設けられているもので、右側は官民推進体制となっており、

小田原市体育協会には発起人として参画をいただいている。ここに入っている民

間団体、２ページ目に参加登録団体があるが、これらのそれぞれの団体が取り組

むことをこの連絡会でそれぞれが連携していくために、事業を挙げていただき、

どのように吸い上げて、どのようなかたちにしていくかという会になる。各市町

の体育協会等も加盟されているので、そういう連携も含めた会である。 

 

山本(洋)委員 

１ページ目の左側にある「東京オリンピック・パラリンピックおだわらプロジ

ェクト推進会議」と「東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会」

との連携が見えないが、この仕組みはどうなっているのか。 

 

諸星部長  「東京オリンピック・パラリンピックおだわらプロジェクト推進会議」（庁内

推進体制）は市役所内部の協議体であり、官民推進体制の中では小田原市体育協

会及び小田原市が発起人として入っているので、今後、小田原市体育協会ともス

ポーツ課とも様々な協議をして、具体的な話しとしてはこれからになり、資料に

は具体的に書かれていないので心配になるかと思うが、実際には各種目協会の方

とも相談をしながら、この機を捉えて市のレベルであるいは連絡会のレベルで、

できることが何かを今後絞り込んでいくことになる。本日説明したものは、会議

体の枠組みの話しであるので、事業的にはまだ具体化していないものである。 

例えば、資料の２ページ目の「スポーツ・文化振興分科会」の中で、例えば、

文化部門に関しては柱としても欠落しているなどして、まだ過渡期のものである。

オリンピック・パラリンピックはオリンピック憲章の中にもあるように、スポー

ツだけではなく、文化もこの中に入ってくる。そういったものも事業化していく

にあたっては柱立てがないと本来はどうかということもある。 

一方では、連絡会を参加された方々との様々なフリーなディスカッションをし

ていく中では、オリンピック・パラリンピックを目標とした選手強化の話しも出

る一方で、それは国や県や市でそれぞれ役割が違うであろうというところもある。

市町村レベルでいうとポストオリンピックに向けて、オリンピックの準備をして

いく中で、オリンピックを過ごした後の地域として残るものをどう残せるかにつ

いて、先ほど御説明した地域単位でのスポーツ振興にどう着地できるのかという

ことは、行政からだけでなく民間の方からも担い手の確保の問題であるとか継続

して各種目協会にしても、地域のスポーツ活動にしても、子どもたちの育成にし

てもオリンピック・パラリンピックが終了した後もいいかたちで継続していく状

態を多くの方が望まれている。地域レベルで、市町村レベルでそういったものを
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目指すべきなのかと思っている。いずれにしてもこの資料には具体的な事業が表

示されていないので、これは私どもや市体育協会、各種目協会等と相談をして具

体的な事業として挙げていきたい。本日それにつながる御意見・御提案をいただ

ければ、反映させていただきたい。 

 

鈴木副会長 昨年の１２月にオリンピック・パラリンピックに関係する学会で、為末氏に来

ていただき基調講演を行った。開催の種目については別の問題なので、ここで討

論はしません。 

ＩＯＣが言っているのは「オリンピックレガシー」という言葉を使用している。

日本語に訳せば「未来遺産」、レガシーは遺産である。未来遺産は、そのオリンピ

ックをやって何が遺産として残るか、その後のことだと思う。 

ここでは推進体制となっているが、それが終わった後に未来遺産が２市８町にど

う残るかという視野で話しをしていくべきではないかと思う。具体的な種目につ

いての議論はできないと思うので、未来に向けた遺産をどう残すのか、小田原市

がどう考えるのかだと思う。 

 

江島会長  事務局には、ただいまいただいた委員の皆様からの意見や提言を踏まえ、地域

と十分連携をしながら、地域でのスポーツ活動を推進していただきたいと思いま

す。以上で、本日の議題については終了させていただきます。 

 

司 会   ありがとうございました。以上で議事は終了となりますが、最後に皆様から御

意見等ございましたらお願いいたします。 

 

山本(洋)委員 

このスポーツ推進審議会の開催頻度はどれぐらいか。 

 

川口課長  基本的には年２回程度である。 

 

司 会   それでは皆様、長時間にわたり御審議くださり、誠にありがとうございました。 

これをもちまして、平成２６年度第１回小田原市スポーツ推進審議会を終了い

たします。本日はありがとうございました。 


