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日 時  平成２１年３月３０日（月）午後７時３０分 

場 所  八王子市役所議会棟   第５委員会室 

 

 



第４回スポーツ振興審議会日程 
 

１ 日  時    平成２１年３月３０日（月）午後７時３０分 

 

２ 場  所    八王子市役所議会棟   第５委員会室 

 

３ 議  題 

１．委員の辞職について 

２．平成２１年度のスポーツ振興審議会の活動について 

  （１）八王子市スポーツ振興基本計画の見直しについて 

３．その他 

  （１）平成２１年度スポーツ振興課予算について 

  （２）総合型地域スポーツクラブの設立状況について 

  （３）国体に向けた準備活動について 

  （４）第５９回全関東八王子夢街道駅伝競走大会の結果について 

  （５）戸吹総合スポーツ施設の進捗状況について 

  （６）新体育館整備に向けた取組み状況について 

 

          
  八王子市スポーツ振興審議会委員 

       市内スポーツ関係   長 田 正 美 

                  澤 本 則 男 

                  立 川 冨美代 

                  西 澤 敬 司 

       学 識 経 験   和 田 喜久夫 

       公      募   鴨 川 泰 史 

                  川 井   昂 

関 係 行 政 機 関   菊 谷 文 男 

                  原 島   一 
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【午後７時３０分開会】 

○和田会長  それでは、定刻を３０分ほど過ぎましたけれども、ただいまの出席委員数は８名に

なりました。条例第５条第２項の規定による定足数に達しておりますので、本審議会は有効に

成立をしております。なお、鴨川委員からはおくれるというご連絡が入っております。 

皆様の手元にあります、平成２０年度第４回八王子市スポーツ振興審議会進行表がございま

す。この進行表に従って、本日の会議を進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○和田会長  ありがとうございます。それでは御異議なしとして、そのように進行させていただ

きます。 

   それでは初めに、委員の辞職について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局  スポーツ振興審議会の委員でございます、レク協の小林肇委員が、体調不良というこ

とで辞任をしたいという御意思の届け出がございました。３月いっぱいをもって辞任したいと

いう御希望でごさいます。今後、教育委員会に上程したいと考えております。よろしくお願い

したいと思います。 

○和田会長  事務局の説明は終わりました。小林委員の辞職につきましては、教育委員会に上程

するということです。 

   次に、ただいま事務局から説明のありました、委員の選任の件を日程に追加をして審議をし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○和田会長  はい、ありがとうございます。 

   本審議会の委員数は、条例で１５名以内となっております。小林委員が辞職されたことに伴

い、小林委員の推薦母体であるレクリエーション協会から後任者の推薦をいただきたいと思い

ますが、その方向で御異議はございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○和田会長  ありがとうございます。 

   次に、日程議題の２に入ります。「平成２１年度のスポーツ振興審議会の活動について」を議

題といたします。 

   それでは事務局、よろしくお願いいたします。 

○事務局  八王子市のスポーツ振興基本計画は、平成１６年からの１０年間を計画期間としてご

ざいます。平成２１年度はスポーツ振興基本計画の見直しの年でございます。年内に作業を完

了するためには、事務局における検証作業の後に７月ぐらいから見直し作業にかかる必要があ

ると考えておりますので、その時期にまたお願いすることもございますので、よろしくお願い

したいと思います。以上でございます。 

○和田会長  ありがとうございました。次に、その他（情報提供）を議題とします。事務局から

説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、資料の１をごらんください。 
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まず予算でございます。２１年度予算は、スポーツ振興費５，３６１万３，０００円、対前

年比４１１万７，０００円、８．３％の増でございます。スポーツ振興審議会運営、総合型地

域スポーツクラブ活動環境整備、国体調査、学校施設開放、駅伝競走大会などの経費を計上し

ております。増減の主な要因は、増となったものにつきましては、国体準備委員会設立総会費

用としまして１０２万９，０００円、由木中央小学校の校庭夜間開放照明工事、これが３００

万円、駅伝負担金といたしまして６０７万８，０００円が増となっております。減としまして

は、総合型地域スポーツクラブ運営補助３５１万円、体育館のランプ修繕２０９万９，０００

円が減となっております。スポーツ振興審議会の運営でございますが、スポーツ振興基本計画

の見直しのために、小委員会を６回程度開催いたしたいと考えております。総合型地域スポー

ツクラブ活動環境整備につきましては、クラブの設立・運営費補助金は、当初予定のとおり２

０年で終了いたします。２１年度からは、クラブの活動拠点となる学校施設の環境整備、空き

教室等をクラブハウス等に転用することや、クラブの活動拠点となっている空き教室への冷房

の設置などに力点を移していく考えでございます。国体の関連経費でございますが、引き続き

先催自治体の調査を行うほか、準備委員会の第１回総会を開催いたします。学校施設の開放経

費につきましては、学校体育館のランプの取替えについては、学校教育部の予算で対応するこ

とといたしました。 

   ２番目に、体育施設費でございますが８億８，９００万５，０００円計上いたしました。対

前年比は９，５２３万４，０００円、１２．０％の増でございます。引き続き各施設の管理・

運営費用を計上したほかに、市民球場バックネットウィンチ等の改修工事、戸吹スポーツ施設

の整備工事、新体育館整備のためのＰＦＩ導入可能性調査、ＰＦＩとなった場合のアドバイザ

ー委託料などを計上いたしました。市民球場のバックネットウィンチでございますが、国体の

会場となる市民球場のバックネットウィンチとベンチ等の改修工事を行います。戸吹のスポー

ツ公園でございますけれども、２０年度から工事はしておりますが、２１年度から整備工事が

本格化する予定でございます。新体育館の調査・研究については、ＰＦＩ導入可能性調査、Ｐ

ＦＩアドバイザー委託、建設用地の測量などが計上してございます。 

   以上でございます。 

○和田会長  はい、どうもありがとうございました。この時代にこれだけ８．３％増、それから

１２％増というところを聞くと、少し心がうれしくなるところでございますが、逆に言うと、

我々の使命をうんと感じるというところであります。 

   その中にありましたように、スポーツ振興基本計画の見直しの小委員会を設置するというと

ころもありました。私の手元に、ちょっとこれ東京都のもあるんですけれども、東京都も東京

ビジョンということで、平成１４年に東京都のスポーツ振興基本計画をつくったんですけれど

も、それを完全見直しをしています。やはり国体、それからオリンピックに向けてこうしてい

くというところが東京都のほうもありますし、当然、私ども八王子市もその中に入り、さらに

独自のものも見直していこうというところだと思います。 

   今の御説明について、何か御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 
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○委員  総合型地域スポーツクラブ活動環境整備の中で、学校施設の環境整備という、空き学校

ですか、これ名前は、幾つかあるんですか。学校名は。 

○事務局  予定としましては、稲荷山小学校と横川小学校のクラブハウスの整備について計上し

てございます。 

○和田会長  よろしいですか。 

○委員 施設の開放経費についてなんですが、私たちも時々学校の体育館を貸していただいている

んですが、電気が切れてもなかなか変えてもらえないという嘆きが多いんですよ。学校教育部

の予算で対応ということなんですけれど、昔で言う社会教育、今は生涯学習スポーツ部ですか、

学校の体育館を貸す業務は学校教育へいっているわけですね。そうすると、そっちのほうには

余りウエートはかかっていないということなんですね。要するに、学生用に照明が必要なんで、

夜の開放で電気が全部はつかないということで、学校側がよく校長先生たちが話しするのは、

なかなか陳情しても電気がつかない、つかないと言っていたんで、そんなことがあってどうし

てどうなっているのか。これ昔で言う学校教育と社会教育が同じ場所で活動する場所じゃない

ですか、体育館というのは。それはどうなっているのか、すみ分けがよくわからないので教え

てください。 

○事務局  学校の電気につきましては、現在、スポーツ振興課のほうで、２０年度の作業につい

ては予算計上してやっております。変える基準でございますけれども、足場を組んで取りかえ

るようになるわけなんですね。そういう関係で、３つ切れたら交換しましょうと、そういう話

で現在進んでおります。ただ、これからは話し合いにもよるんですけれども、学校教育の施設

整備のほうにやっていただくということで、予算上は、来年度はそういう形で組むようにはな

っております。 

○委員  ３つ切れたら条件は同じなんですか学校教育に言っても、３つ切れたら変えるという、

そういう条件なんですか。 

○事務局  そこのところは、運営についてはまだこのまま私どものやり方を引き継ぐかどうかと

いうところまで話はまだ進んでおりません。ただ、学校教育でございますので、私のほうから

余りこういう話はできないんですけれども、学校事務員がいますので、そこでやればできなく

はないという事務処理の考えはございます。そのあたりをどういうふうにしていくかというの

は、学校施設のほうで考えていかなければいけないのかなと考えております。 

○委員  ３つ切れたらという基準があるけれど、その３つというのはそのまま譲り渡しというか、

申し渡しで３つなんですか。 

○事務局  ですから、その辺が、引き継ぎの中では、３つ切れたらやるかどうかというあたりは、

施設整備の考えが入ってくると思います。まだ決定は聞いておりません、どういうふうにする

かという決定は聞いておりません。 

○委員  ということは、整備のほうにも関係するということですね、この話は。学校側の窓口は

学校教育部に言えば、窓口はそうなっているということですね。学校側からすると、どこへ言

っていいんでしょうかねなんて時々言う人がいるんで、施設のほうに直接言ったらいいんじゃ
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ないですかなんて言ったりするんだけれど、ということは、これからは学校教育部のほうに校

長先生が申し上げる、こういうことですね。 

○事務局  今年度までは、それはスポーツ振興課が担当しておりました。来年度から学校施設整

備のほうで担当するように予算的にはなっております。 

○和田会長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

○委員  印刷ミスだと思いますけれども、この資料の下から６行目の軟式野球と公式野球の表現

についてはどうなっていますか。 

○事務局  下から６行目ですか、（軟式野球・公式野球）になっていますが、これは高校野球の誤

りでございますので、訂正をお願いします。普通、高校野球、私ども軟式野球と高校野球が会

場になっておりますんで。それからその上なんですが、市民球場バックスネットウィンチにな

っていますが、これバックネットウィンチの誤りでございますので、スを消していただきたい

と思います。大きな２番の最初の小さい星です。よろしくお願いします。 

○委員  具体的にバックネットウィンチってどんなものなんですか。 

○事務局  ウィンチというのは、要するにバックネットの網を張る道具ですね。電動式でネット

を張るものでございます。 

○委員  きのうスコアボードの改修工事が完成して、ちょっと話が出ていましたけれど、あと両

翼を５メートル下げると正式なというか、いい球場になるということで、何で先に言わないん

だと言ったんだけれど、野球連盟のほうが、あと５メートルぐらい下げられると。今９１メー

トルなんですけれど、９５になればいいということで、その辺の予定というのはあるんですか。

要望しないとできないんですか。 

○事務局  ただいまの話につきましては、私どもも実は要望はある団体さんからいただいており

まして、そういう話を受けて、今後、それについては検討していくべきであろうというふうに

考えております。今の段階では、まだ確実にやるという話にはなりませんが、ただ、やっぱり

検討はしていきたいので、今後ちょっとその動向については注目していただきたいと思ってお

ります。 

○委員  ある団体といいますと、スポーツ団体のことを言っているんですか、それとも民間の普

通の団体ですか。 

○事務局  具体的に言いますと、東京都の高野連さんでございます。 

○委員  地元の軟式野球連盟は要望していないんですか。 

○事務局  今、文書をもらったのは高野連さんだけでございます。ただ話としては、野球連盟さ

んのほうからも来ております。文書でもらっていないだけでございます。 

○澤本委員  一応、体育協会の傘下の場合には、体育協会に話を通していただくという決まりは

ないんですが、私たち全然話を聞いていないもんで、それが高野連がやろうと何しようと、八

王子の団体の場合には一応体育協会を窓口にするという話になっていますので、逐次そういう

情報がありましたら体協のほうにも入れていただきたいんです、こういう動きがありますとか。 

○事務局  野球連盟さんのほうも、恐らくそういう動きを多分考えていると思います。私のほう
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では、それについては情報という形で、たまたま入手しただけでございますので、将来的には

そういったお話が恐らく会長さんのほうに行くと思います。 

○和田会長  それでは、１番の平成２１年度スポーツ振興課予算もろもろについては、ここで終

了したいと思います。 

   次に、「総合型地域スポーツクラブの設立状況について」、事務局お願いいたします。 

○事務局  資料の２をごらんください。 

   総合型地域スポーツクラブの設立状況でございますけれども、正式に１３地域のクラブが立

ち上がってございます。今、一覧でお示ししました１５地区でございますけれども、米印のと

ころは今のところまだ規約が届いてございませんので、活動はされているようなんですが、正

式にはまだ設立というふうになかなか認められないというところでございます。今年度、結構

立ち上がりまして１３地区になりました。以上でございます。 

○和田会長  ありがとうございます。特に、これについてはよろしいですかね。 

   次に、「国体に向けた準備活動について」、事務局お願いいたします。 

○事務局  国体の準備状況でございますけれども、第６８回の国民体育大会の八王子市における

準備状況について、平成２０年度第２回スポーツ振興審議会で報告して、以降について動きの

あったものについて御報告いたします。 

   まずは、準備組織でございますが、１月２０日に「八王子市国体準備委員会」を設立するた

めの事前組織といたしまして、「発起人会」を都内で初めて設立いたしました。ここでは、八王

子市国体準備委員会の設立趣意書や会則、役員・委員の選任等について議事を進めてまいりま

した。ことしの８月ごろに「八王子市国体準備委員会」を設立する予定でございます。 

   続きまして、中央競技団体による正規視察でございますが、自転車のロードレースの視察の

みがまだ終了してございませんでしたが、３月１７日に無事に正規視察を終了いたしました。

この視察におきまして、当初コースは奥多摩町をスタートし檜原村、あきる野市を経由し、八

王子市でゴールという想定でございましたが、標高差が１，０００メートル近くあり、その下

りの部分で危険があるということから、八王子市をスタートし、あきる野市、檜原村を経由し

奥多摩町でゴールといったコースになりました。八王子市のコースでは、陣馬街道、高尾街道

を周回するコースが予定してございます。 

   続きまして、デモンストレーションとしてのスポーツ行事の種目についてでございます。本

調査におきまして、「ネオテニス」「インディアカ」「ターゲットバードゴルフ」「少林寺拳法」

「グラウンドゴルフ」の５種目について希望を提出したところでございますが、２月２０日の

第１次選定としまして、インディアカとグラウンドゴルフが承認されました。平成２１年度以

降も引き続き選定作業は行われる予定でございます。 

   最後に、国体の軟式野球と高校野球の会場であります富士森公園野球場のスコアボードが、

東京都の国体の補助を受けながら完成いたしました。昨日、オープニングセレモニーも行われ

ました。電光掲示板とバックスクリーンの一体型といたしまして、大変見栄えのいい球場とし

て様変わりしたところでございます。 
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   以上、国体についての準備状況についてでございます。 

○和田会長  ありがとうございました。これもよろしいですね。 

○澤本委員  このことで、自転車のことで聞きたいんですけれど、幹事市がどこであるかという

ことを、大分自転車連盟が気にしていたんですが、結局どこになったんですか、幹事市という

のは。 

○事務局  幹事市については、現在のところまだ決まってございません。 

○澤本委員  これ関連しますけれど、６つあるわけですね、大会が、６競技ありますよね。八王

子はどことどこを幹事するんですか、担当するんですか。 

○事務局  ６競技のうち、単独開催種目がございますので、単独種目であります高校野球、それ

と体操、それとゴルフ、これはすべて八王子のほうでやりますので、自動的に幹事としての仕

事が来るということになります。 

   推進体制でございますけれども、２１年度に３名の職員の増員を見込んでございます。あと

１人、東京都のほうにまた派遣研修という形で、引き続き派遣するという予定でございます。

ですから、国体担当といたしまして４名の体制で来年度以降は臨んでいけるんではないかと思

ってございます。 

○和田会長  国体準備について、ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

（なしの声あり） 

○和田会長  それでは、次に４番にいきます。「第５９回全関東八王子夢街道駅伝競走大会の結果

について」、事務局からお願いします。 

○事務局  それでは、資料の３をごらんください。 

   まず、申し込み状況でございますが、５９回大会４６４チームのエントリーがございました。

これは史上最高の数でございます。結果でございますけれども、実際は４３７チーム、これが

参加いたしました。受付段階では４４４チーム受け付けは通ったんでございますけれども、実

際走ったのは４３７チームということでございます。これは前年よりも７５チーム多い出場で

ございます。 

   結果につきましては、その下のほうの表にございますとおりでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。以上でございます。 

○和田会長  駅伝大会について、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

（なしの声あり） 

○和田会長  それでは、ないようですので、次、５番にいきます。「戸吹総合スポーツ公園の進捗

状況について」、事務局よりお願いいたします。 

○事務局  資料の４をごらんください。戸吹のスポーツ公園の事業でございます。 

  事業の目的でございますけれども、戸吹最終処分場跡地に、市民が気軽に利用できるスポー

ツ公園を整備し、市民の健康増進に役立てるということが目的でございます。 

   事業の概要でございますが、２番に書いてございます。施設の概要としまして、面積が９．

８ヘクタール、進入路及び駐車場、中央広場、管理棟、便所棟、修景池、植栽、原っぱ広場、
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テニスコート、Ｘ－Ｓｐｏｒｔｓ広場、サッカー兼ラグビー場、園路・ジョギングコースなど

が計画してございます。概算の事業費でございますが１４億６，０００万円でございます。ス

ケジュールは、２０年度から造成工事に入りまして、２２年度、２３年の春オープンを目指し

てございます。 

ここの３番に書いてございます、第２期工事、これが来年度行う工事でございます。工事の

内容について説明させていただきますけれども、敷地の造成工事及びガス抜き設備工、植栽工、

給水設備工、雨水排水設備工、汚水排水設備工、園路広場整備工、管理施設整備工、テニスコ

ート整備工、遊技施設工などを来年度予定してございます。 

簡単でございますが、以上でございます。 

○和田会長  はい。 

○事務局  その次のところに、戸吹のスポーツ公園の絵が示してございます。現在このような絵

のとおり事業のほう進めてございます。よろしくお願いします。 

○和田会長  戸吹総合スポーツ公園について、何か御質問、御意見ございましたら、よろしくお

願いいたします。よろしいですか。 

（なしの声あり） 

○和田会長  それでは、次にまいります。皆様のお手元にカラー刷りの立派な冊子となりました、

「新体育館整備に向けた取組み状況について」、よろしくお願いいたします。 

○事務局  それでは、資料の５番を見てください。新体育館の基本計画・基本方針につきまして

は、スポーツ振興審議会及び小委員会で審議いただきまして完成いたしました。どうもありが

とうございました。 

   新体育館の整備基本方針・基本計画の公表につきましては、２１年の３月１８日に市のホー

ムページで公表いたしました。内容は、そちらのとおりでございます。 

   ＰＦＩ導入可能性調査の実施についてですが、事業者の公募を３月の３日から１６日に行い

ました。応募者は６社ございました。第１次審査が３月１７日から１９日、６社とも合格いた

しました。第２次審査といたしまして３月２３日選定委員会で行いました。事業者の決定につ

きましては、３月２６日、財団法人日本経済研究所さんのほうに決定をいたしました。委託契

約につきましては、３月２７日に締結いたしました。導入可能性調査の期間としまして、３月

２７日から２１年の７月２６日までということで導入可能性調査のほうを進めていくという形

でございます。 

   その後のスケジュールでございますけれども、導入可能性が結果として適切となりましたら、

アドバイザーを選定して、実施方針であるとか特定事業の選定であるとか、そういう部分を法

にのっとって進めてまいる所存でございます。以上でございます。 

○和田会長  はい、ありがとうございます。体育館、本当に我々も一生懸命審議をして、現実的

にいろいろ調査、それから調査の業者が決定したというようなところでございます。市長も体

育館のこと、ぼんともっとでかく言うのかと思ったら、今度は医療刑務所跡地のことをまた一

生懸命おっしゃっていましたけれども、皆さん、定額給付金使わない方は市に寄附して欲しい
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とおっしゃっていましたが、これについては報告ということで、よろしいでしょうか。 

（はいの声あり） 

○和田会長  はい、ありがとうございます。 

   それでは、きょうの日程については以上でございますが、その他、委員の皆様方から御意見、

御質問等がございましたら、ここでお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員  今のことでいいですか、ちょっと。 

○和田会長  今のこと、どうぞ。 

○委員  今、市長が話していたということなんですけれど、あれは随分広い土地なんですけれど、

うわさによると、八王子市が買うとかという話を聞いていますけれど、そういう予定はあるん

ですかね。 

○事務局  そうですね。あの土地は今は法務省が所管しているんですが、その用途がなくなると

財務省の所管となるんです。財務省の原則というのは、公開の入札によってより高い金額で売

るというのが原則なんです。それをやられてしまうと、多分あの位置からするとマンションか

なんかになる可能性があるということで、市としては南口の再開発事業からずっと連坦して片

倉城址公園までを考えていますね、エリアとして。今後、あの辺のまちづくりをどうしていく

かというときに、あの刑務所の土地をそういう形で民間に国から売却されては困るわけで、市

としては、はっきり言いますと取得の意向です、取得していこうと。市長は、そこへその取得

資金として市民の皆さんから定額給付金の寄附をいただければということで、かなり入れ込ん

でいるんですが、考え方としては緑ということを売り込んだ上で、それに同感していただける

市民の方は定額給付金を原資として寄附をお願いしますということで言っているんですけれど、

取得の意思ははっきり言ってあります、市としては。あれを黙って見過ごしていると、ちょっ

とまちづくり的にはぐちゃぐちゃになってしまうなと。 

○委員  ある都議会議員とちょっと話をしたんですけれど、八王子が買うか買わないか私はその

とき聞いていなかったんですが、綾瀬のほうに東京武道館ありますよね。スポーツをやってい

る人は真ん中の千駄ヶ谷とかあの辺とれなくて、大体が綾瀬のほうまで行くんですよ。八王子

から２時間ぐらいかかるんで、東にあるんだから西のほうに都立体育館なんていうのもいいん

じゃないかななんていう話もちょろっと出ていたんですけれど、その辺の兼ね合いというか、

できれば八王子が大きい施設をつくればいいんだけれど、この間、事務局に言ったら、とんで

もないと、そんなにお金は使えないと言われましたんで、プールをつくるとかといろいろ大き

な話があったんですが、できなかったじゃないですか。総合体育館じゃないんですよね、狭間

駅前の新体育館は。ですからもっと違ったスケールで、それこそ市にお金が入るような、よそ

からも、埼玉アリーナみたいにしてたくさん興行を打ってもうけるような、そういう構想はな

いんですかね。私が聞いた中では公園という話だったんだけれど。個人的には皆さんきっと公

園じゃもったいないんじゃないかという声のほうが多いんですよね。 

○事務局  今のところ公園というところまでで、まだ市としての最終決定というのはしていませ

ん。都議会議員とか国会議員とは、定期的に情報交換会なんかやっていて、そこでは都議のほ
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うからその話は出なかったですけれど、ある都議というのはどなたかちょっとわかりませんけ

れど、代議士は国のレベルで、あそこの土地を使って馬術の練習所が、強化選手を育てるのに

都内から近いところに欲しいんだというような、その場合だったら国も相当お金を出すよとい

うことは言っていましたけれども、今のところ、そのお話も全く具体化はされていません。現

時点では、とりあえずは公園ということを聞いていますけれど、そこもまだ完全に詰め切った

わけではなくて、寄附をいただくに当たっては、そういう表現になって、周りを緑で囲んで中

へ何をつくるのかという、それは出てくる可能性というのはあります。 

○委員  要するに、取得の希望はあると。 

   わかりました。皆さんに私もあの辺に住んでいるんで、地域の人はすごく気にしているんで

すよ。 

 

○事務局  定額給付金の辞退の話がありますよね。政策的に反対だという方がいて、辞退すると

市としては国へお返しするようになってしまうんですよ。寄附という意向をお持ちであるなら

ば、一たん受領してもらって、自分の手元に入ったお金を寄附してもらうという、こういう考

え方です。ただ、いろんなところで市長がお話をすると皆さん拍手をしてくれると言うんで、

かなり入れ込み始めているなという、そういう感じではあるんですけれど。 

○委員  これは質問で、新体育館の整備基本方針・基本計画の４ページの利用のところですけれ

ども、平日、土曜、日曜とやって、平日は昼間、夜間という表現。土曜と日曜は全日というの

で、特に土曜は午前、午後という表現がしてあるんですが、そうすると平日というのは夜間も

あるんだけれど、土曜、日曜は全日というのは夜間は入るのか入らないのかということですが。 

○事務局  これは当然入ります。 

○委員  そうすると、その平日のところは全体を全日として昼間部、夜間部、土曜日だけはどう

いうわけか午前と午後という表現があるわけですけれども、ちょっと私そこに。 

○事務局  平日の場合は、月曜日以外は夜間は団体が利用できない。昼間は曜日によって団体が

利用できる日と利用できない日とがある。土曜日は、午前のみ団体が利用できない。というよ

うに、曜日と時間によって利用形態が異なるため、このような表現になったものです。 

○委員  利用する側としてこの分け方は、じゃ、夜はこれはないのかなと思ったり、特にここだ

け夜間という言葉を使ったりというのが疑問に思ったもんですから。 

○事務局  これにつきましては、３ページの表をごらんいただきたいんですが、午前、午後Ａ、

午後Ｂ、夜間という４区分になっております。それで土曜日については、どうしてここが午前

のみ利用かと書いてあるかといいますと、土曜日の午前中は検討いただきましたエアロビクス

の一般開放が入っております。ですので、土曜日の団体利用ができるのは午後ＡＢ、夜間とい

うことになりますので、このような表現になっているということでございます。平日につきま

しては、午前、午後Ａ、午後Ｂと昼間の３区分がすべてこのような形、夜間がこうなっている

と。そういうことで区分が特殊ということではなくて、実態に合わせた表現になっているとい

うことです。 
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○委員  当然それは市民には知らされるわけですよね、わかりました。 

○和田会長  これについては、現状ということですので、将来像ではないというところですので、

利用状況。ホームページは皆さん見られましたか。ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思いま

す。 

   それでは、ほかによろしいでしょうか。 

（はいの声あり） 

○和田会長  それでは、ほかになければ、次回につきましてですけれども、次回のスポーツ振興

審議会につきましては、改めて委員の皆様には事務局から通知をさせていただきます。今回の

ように急に月末ということはないと思いますけれども、お願いしたいと思います。 

   また、本日の中にありましたように、スポーツ振興基本計画の見直しに向けての小委員会等

もございますので、それについて来年度、集中的に行うということをまた皆様で確認をお願い

したいと思います。 

   それでは、以上をもちまして本日のスポーツ振興審議会を終了いたします。 

   ありがとうございました。 

 

【午後８時１０分閉会】 
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