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令和元年度第１回 茅ヶ崎市スポーツ推進審議会会議録 

議題 １ 議題 

 (1) 令和元年度社会体育関係団体への補助金について 

 (2) 茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画の進捗状況について 

 (3) オリンピック関連事業について 

(4) その他 

日時 令和元年６月１２日（水）１９時から２０時３０分まで 

場所 茅ヶ崎市総合体育館２階 第２会議室 

出席者氏名 （委 員） 

大森会長、五反田副会長、今井委員、和田委員、石井委員、山田委

員、本間委員、小﨑委員、國分委員、伊藤委員 

（事務局） 

 村上文化生涯学習部長 

仲手川課長、浅井主幹、伊藤担当主査、西村主任 

会議資料 １ 次第 

２ 資料１ 令和元年度社会体育関係団体への補助金について 

３ 資料１別紙 令和元年度社会体育関係団体補助金 

４ 資料２ 茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画事業一覧 

５ 資料３ 平成３０年度事業進捗管理シート 

６ 資料４ オリンピック関連事業について 

会議の公開

・非公開 
公開 

非公開の理

由 
 

傍聴者数 ０名 

 

（会議の概要） 

○事務局  

皆様、こんばんは。令和元年度第１回スポーツ推進審議会に御出席をいただき

ましてありがとうございます。ここで、配付資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料の確認） 
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なお、本日は、委員１０名の方に御出席をいただいておりますので、茅ヶ崎市

スポーツ推進審議会規則第５条第２項を満たし、会議が成立しておりますことを

報告いたします。 

議題（１）につきましては、補助金申請団体に所属している委員がいらっしゃ

ることから、７団体への補助金ごとの審議とし、その所属委員がいらっしゃる場

合は、その審議時に一時退席していただくこととします。 

なお、今年度より新設する東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会に関する、茅ヶ崎２０２０実行委員会への補助金につきましても、同様に審議

をし、その際、実行委員会所属の五反田委員につきましては、審議時に一時退席

をお願いいたします。 

また、大森会長におかれましては、補助金申請団体の１つである「茅ヶ崎市体

育協会」の所属ではありますが、議事の進行を行い、議事に対する答申の意見を

とりまとめる役目を担い、議決には参加しないため、退席はいたしませんので御

承知おきくださいますようお願いいたします。  

会議録の署名委員につきましては、会長と会長の指名する委員お一人にお願い

をしたいと思います。後ほど、大森会長より指名をお願いいたします。 

会議に入ります前にこの４月に文化生涯学習部、及びスポーツ推進課の職員の

異動がありましたので、自己紹介を含めて御報告させていただきます。 

（村上部長、仲手川課長、西村主任が自己紹介） 

それでは、ここで大森会長にごあいさつをいただきたいと思います。その後、

引き続き議事進行をお願いいたします。 

○大森会長 

本日はお忙しいところお集まり頂きありがとうございます。議題に対して疑問

等があれば、皆様でしっかり審議して進めてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

それでは、ただ今から、令和元年度第１回茅ヶ崎市スポーツ推進審議会を開会

いたします。 

これより議事に入りたいと思います。 

先ほど事務局から説明のありました、本日の会議録の署名委員は、石井委員に

お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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スポーツ推進課で議事録を作成いたしますので、連絡がありましたら署名をお

願いいたします。 

 

１ 議題（１）令和元年度社会体育関係団体への補助金について 

○大森会長 

それでは、初めに、議題(1)令和元年度社会体育関係団体への補助金について、

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 

  令和元年５月１６日付けで、令和元年度社会体育関係団体への補助金の交付に

関し、茅ヶ崎市長より諮問がなされました。  

この諮問はスポーツ基本法第３５条に基づくもので、この第３５条では、地方

公共団体がスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、

スポーツ推進審議会の意見を聴かなければならないとされています。  

内容につきましては、茅ヶ崎市体育協会をはじめとする資料１の別紙記載の１

～６団体に対し、生涯スポーツの推進とスポーツ・レクリエーション活動の普及

振興を図り、市民の健康の保持増進と体力の向上に寄与することを目的として、

それぞれの活動経費の一部について補助するものと、本日、追加資料の７「茅ヶ

崎２０２０実行委員会」の東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けた機運醸成等を目的とした活動の一部について補助するものでございま

す。 

交付額につきましては、１～６は昨年度と同額となっております。７につきま

しては、今年度新規で立ち上がった団体です。実行委員会の詳細説明につきまし

ては、個別審議時に御説明させていただきます。説明は以上でございます。 

○大森会長 

 説明が終わりました。それでは、１ 茅ヶ崎市体育協会事業費補助金について、

活動内容等、体育協会への質問がございましたらお願いいたします。 

○大森会長  

よろしいでしょうか。他にございませんか。ほかに質問がなければ、審議には

いりますので、茅ヶ崎市体育協会に所属している、山田委員は一時退室してくだ

さい。 

（山田委員退室） 

それでは、１ 茅ヶ崎市体育協会事業費補助金について、御意見等がございま
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したらお願いいたします。 

○大森会長  

他にございませんか。 

  それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市体育協会」への補助

金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付であると答申する

ことに御異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

○大森会長  

御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市体育協会」への補助金

につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することといたします。 

山田委員は入室してください。 

（山田委員入室） 

続きまして、２ 茅ヶ崎市レクリエーション協会事業費補助金について、活動

内容等、レクリエーション協会への質問がございましたらお願いいたします。 

○今井委員 

  資料の予算書についてですが、各団体で、前年度の決済が記載しているものと、

前年度の予算が記載しているものがあるが、統一はしないのか。 

○事務局 

  各団体が資料を提出する時期に総会が終わっており、決算が提出できる団体に

は決算で提出しているところもある。 

○大森会長 

他にございませんか。ほかに質問がなければ、審議にはいりますので、レクリ

エーション協会に所属している、小崎委員は一時退室してください。 

（小崎委員退室） 

  それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市レクリエーション協

会」への補助金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付であ

ると答申することに御異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

○大森会長 

御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市レクリエーション協会」
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への補助金につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することといたし

ます。 

それでは、小崎委員は入室してください。 

続きまして、３ 茅ヶ崎体育振興会連絡協議会事業費補助金について、活動内

容等、体育振興会への質問がございましたらお願いいたします。 

○石井委員 

  体育振興会は５月９日に総会を実施しているので、予算書に決算額を記載する

ことはできなかったのか。 

○事務局 

  平成３０年度の決算額は市に提出されているが、団体が作成した資料は予算書

で提出されている。必要があれば提示することはできます。 

○石井委員 

  いいです。わかりました。 

○事務局 

  御指摘にあるよう資料を統一した方が審議しやすいと思うので、今後は資料の

統一を図ってまいります。 

○大森会長 

 他にございませんか。ほかに質問がなければ、審議にはいりますので、茅ヶ崎

体育振興会連絡協議会に所属している、本間委員、及び五反田委員は一時退室し

てください。 

（本間委員、五反田委員退室） 

それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎体育振興会連絡協議会」

への補助金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付であると

答申することに御異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

○大森会長 

御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎体育振興会連絡協議会」

への補助金につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することといたし

ます。 

  それでは、本間委員、及び五反田委員は入室してください。 

続きまして、４ 茅ヶ崎市スポーツ少年団活動育成事業費補助金について、御
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意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

他にございませんか。 

それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市スポーツ少年団」へ

の補助金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付であると答

申することに御異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

○大森会長 

御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市スポーツ少年団」への

補助金につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することといたします。 

続きまして、５ 茅ヶ崎市婦人軽スポーツ連盟事業費補助金について、御意見、

御質問等がございましたらお願いいたします。 

○今井委員 

  この団体は予算書に前年度の情報が掲載されていない。 

○事務局 

  来年度は各団体で統一した書式を目指します。なお、市からの補助金額は前年

度と同額になります。 

○大森会長 

 他にございませんか。 

それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市婦人軽スポーツ連盟」

への補助金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付であると

答申することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

○大森会長 

御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市婦人軽スポーツ連盟」

への補助金につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することといたし

ます。 

続きまして、６ 茅ヶ崎市スポーツ推進委員協議会事業費補助金について、活

動内容等スポーツ推進委員協議会への質問がございましたらお願いいたします。 

 他にございませんか。ほかに質問がなければ、審議にはいりますので、ここで、

茅ヶ崎市スポーツ推進委員協議会に所属している、五反田委員は一時退室をして
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ください。 

(五反田委員退室) 

  それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市スポーツ推進委員協

議会」への補助金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付で

あると答申することに御異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

○大森会長 

  御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎市スポーツ推進委員協議

会」への補助金につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することとい

たします。 

五反田委員は入室してください。 

続きまして、７ 茅ヶ崎２０２０実行委員会事業費補助金についてです。 

この補助金は新規の補助金のため、目的や活動内容等について事務局より説明

をお願いいたします。 

○事務局 

それでは、茅ヶ崎２０２０実行委員会の説明をさせていただきます。 

  本実行委員会は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け

た機運醸成等を目的とした活動を展開する主旨に賛同した別紙名簿のとおりのメ

ンバーで構成され、５月２０日に立ち上げられた団体です。 

  団体の事業計画は別添のとおりです。上段が２０１９年度、下段が２０２０年

度で現在実施が決まっている事業が記載されております。 

  主な事業の分類として、１段目は日本人オリンピアン・パラリンピアン等との

交流事業、２段目は本年４月にホストタウン登録された「北マケドニア共和国」

に係る関連事業、３段目はその他オリンピック全般の啓発事業となっています。 

  現在実施可能な事業が記載されておりますが、今後随時増えていく可能性があ

ります。 

  次に、予算書の説明をいたします。本審議中の補助金１５０万円と、仮の金額

ではありますが、趣旨に賛同する団体・個人等からの寄附金を募り活動していく

予定のため寄附金１０万円とし、合計１６０万円の収入としています。 

  支出としては、先ほど御説明した各事業を実施する費用を想定しており、その

使途については、説明に記載のとおりです。 
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  この実行委員会は、２０２０年に開催される東京２０２０オリンピック・パラ

リンピック終了後一定の時期までと想定しておりますが、この予算書は今年度単

年のものとなっています。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○大森会長 

それでは、７ 茅ヶ崎２０２０実行委員会事業費補助金について、御意見、御

質問等がございましたらお願いいたします。 

○國分委員 

  予算について予備費が残った場合はどうするのか。 

○事務局 

  市の補助金については公金であるため、残った場合は戻入するが、寄附金につ

いては繰り越すことになります。 

○國分委員 

  他の団体と比較すると額が大きいが適正なのか。 

○事務局 

  使途については現時点で不明な部分もあるが、今後、茅ヶ崎市出身のオリンピ

アン・パラリンピアンが出た場合や、テストキャンプの対応等があった場合はか

なりの費用が必要となります。ただし、余った場合は市に戻入します。なお、他

市と比較すると額は少ないものです。 

○大森会長 

他にございませんか。ほかに質問がなければ、審議にはいりますので、茅ヶ崎

２０２０実行委員会に所属している、五反田委員は一時退室してください。 

（五反田委員退室） 

それでは、７ 茅ヶ崎２０２０実行委員会事業費補助金について、御意見等が

ございましたらお願いいたします。    

○本間委員 

  先日、柳島スポーツ公園に来ていたのはどの団体だったのか。 

○事務局 

  平塚市がホストタウン登録しているリトアニアの選手団がテストキャンプで柳

島スポーツ公園を使用していました。当日は柳島小学校の生徒が見学にき、選手

たちと交流の時間を持つことができました。 

○大森会長 
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他にございませんか。 

それでは、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎２０２０実行委員会」

への補助金につきまして、スポーツ基本法に照らし、適正な補助金交付であると

答申することに御異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

○大森会長 

 御異議なしと認めます。 

よって、令和元年度社会体育関係団体のうち「茅ヶ崎２０２０実行委員会」へ

の補助金につきましては、諮問のとおりで異議がない旨答申することといたしま

す。五反田委員は入室してください。 

（五反田委員入室） 

 

議題（２）「茅ヶ崎スポーツ振興基本計画」の進捗状況について 

○大森会長 

続きまして、議題（２）「茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画における平成３０年

度事業の進捗状況について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 

  それでは、事務局より平成３０年度各課担当事業の進捗状況について御説明い

たします。スポーツ振興基本計画に位置付けられた事業は、再掲という位置づけ

の事業も含めまして全部で９２事業あります。このすべてについて、御報告する

ことはできませんので、今日は重点事業を中心に、主なものについて御説明いた

します。 

なお、シートの左上の番号が通し番号となりますが、かっこ書きがあるものが

あります。これらの事業につきましては、そのかっこ内の番号のところで再掲と

して掲げられていることを表しています。 

初めに、1 番、体力テストの開催につきましては、総合体育館及びレインボー

フェスティバル、市内７小学校で開催いたしました。測定結果は前回の自分の記

録と比較できることから、毎年御参加いただいている方も増えてきました。 

４番のジュニアスポーツ事業につきましては、市主催の一輪車教室のほか、総

合体育館等で指定管理者による教室を開催いたしました。目標を大きく上回る参

加者数となり、子どもたちへのスポーツの機会の提供に繋がっていると考えます。 
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２７番スポーツ教室等の開催につきましては、新規で柳島しおさい公園庭球場

での「朝活ワンコインテニスサポート」と、総合体育館での「かけっこ教室」を

実施するなどし、参加者は年々増加しています。今後も時代のニーズに合った教

室の開催に努めます。 

４３番に茅ヶ崎市スポーツ推進委員の育成・支援ですが、年度実績欄にありま

すように、スポーツ推進委員の資質向上に繋がる研修会や講習会を開催いたしま

した。スポーツ推進委員の人数は現在８４人と目標を下回っておりますが、今後

増員につきましては、スポーツ推進委員の皆様と協議してまいります。 

５１番総合型地域スポーツクラブの育成につきましては、団体数は５団体のま

までしたが、会員数は減少傾向にあります。「総合型地域スポーツクラブ」の認

知度が低いと計画改定時アンケートでも出ておりますので、機会を捉えながら、

活動について広報等の支援をしてまいります。 

６５番の（仮称）柳島スポーツ公園整備事業ですが、平成３０年３月に無事開

園することができ、１年が経ちました。利用団体や市民の方々と意見交換のため

の指定管理者による「利用者懇談会」が年４回開催されており、その声を聞きな

がら、引き続き維持管理運営をしてまいります。 

７１番の体育施設の利用促進につきましては、利用者数は体育館及び体育施設

はやや減少し、屋内温水プールは増加となりました。利用者数は大きなイベント

等により左右されることもありますが、引き続き利用者の皆様の御意見を聞きな

がら、各施設の管理運営に努めます。 

駆け足ではございましたが、茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画における平成３０

年度各課担当事業の進捗状況につきましては、以上です。 

○大森会長 

  説明が終わりました。御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

○五反田委員 

  このスポーツ振興基本計画については平成３２年度までとなっているが、今後

方針はどのように考えているか。 

○事務局 

  計画については今年度と来年度の２年間で改定を予定しています。今年度につ

てはアンケート調査を実施、その結果を分析し、来年度に計画の改定を行います。 

○大森会長 

他にございませんか。 
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基本計画に位置付けられた事業については、本日出されました意見にも十分留

意しながら、引き続き取り組みをお願いいたします。 

 

議題（３）オリンピック関連事業について 

○大森会長 

続きまして、（３）「オリンピック関連事業について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 

  資料４「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組

みについて」を御覧ください。 

１ 茅ヶ崎２０２０実行委員会の立ち上げについて、５月２０日に、オリンピ

ック・パラリンピック競技大会に向けての機運醸成と、大会レガシーの次世代へ

の継承により、茅ヶ崎市の更なる発展を目指すことを目的として、実行委員会を

立ち上げ、市体育協会の石田会長が、実行委員会の会長、商工会議所の亀井会頭

が副会長として就任しました。 

  今後の事業展開につきましては、次ページの別紙を御覧ください。 

「日本人オリンピア・パラリンピア等交流事業」、「ホストタウン関連事業」、

「啓発事業」を事業の柱として展開してまいります。 

  ホストタウンにつきまして、登録の経緯を御説明します。 

  ホストタウンとは、２０２０年東京大会に向けて、地域の活性化や観光振興な

どの観点から、日本の自治体と参加国・地域の住民とのスポーツ、文化、経済な

どを通じ、交流を図る制度で、駐日北マケドニア共和国大使より、神奈川県知事

あてに県内の市町村とホストタウンを締結したいとの手紙が届いたことがきっか

けで実現しました。 

  北マケドニア共和国は１９４５年、旧ユーゴスラビア構成共和国の一つとして発

足。１９９１年、旧ユーゴより独立。面積は約２万６０００k ㎡で九州の約３分

の２の大きさで、人口は２０８万人、 首都はスコピエでございます。詳細は、本

日お配りの広報ちがさき６月１５日号を御参照ください。 

ホストタウンとして北マケドニア共和国と交流計画の概要ですが、誕生の地で

あるマザーテレサのパネル展示、名産品のワインや食文化、伝統芸能の紹介など

により、北マケドニア共和国への理解を深める機会を創出するとともに、本市の

文化を発信します。あわせて、大会終了後には選手による学校等への訪問や市民
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との交流イベントを実施する予定でございます。 

  ホストタウン登録に伴う記念イベントにつきましては、資料４に掲載してござ

いますので、御参照ください。 

  次に、「東京２０２０オリンピック聖火リレー」について、御報告させていた

だきます。 

  資料は、本日配布資料「神奈川県資料、本県における東京２０２０オリンピッ

ク聖火リレーの通過市町について」を御覧ください。 

  神奈川県の聖火リレーは、来年の６月 29 日〜７月１日に実施されます。茅ヶ崎

市を通る１日目のルートは、箱根町（箱根駅伝ゴール付近）を出発し、日本遺産

に登録された大山を有する伊勢原市、小田原市、大磯町、平塚市、茅ヶ崎市を通

り、藤沢市で走者の到着を祝う式典を行うこととなっております。 

  ルートの詳細につきましては、組織委員会が１２月の公表を予定して調整して

いるとのことです。 

  説明は以上となります。 

○大森会長 

説明が終わりました。御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

他にございませんか。 

オリンピック関連事業については、引き続き取り組みをお願いいたします。 

 

議題（４）その他 

○大森会長 

 最後に、その他といたしまして、委員の皆様から何かありましたらお願いしま

す。 

事務局から何かございますか。 

 他に御意見がなければ、以上をもちまして本日のスポーツ推進審議会を閉会い

たします。 

委員の皆様、御協力ありがとうございました。 

 

             会長署名   大森 久巳男 

 

             委員署名   石井 晴美 


