
意見照会後対応一覧

頁 行 ご意見 回答 修正前 修正後 備考

全体 ー

「茅ヶ崎市のスポーツ推進における
基本的な考え方（案）」は、現在の
「茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画」
と同じ位置づけと考えてよいですか
？

「茅ヶ崎市のスポーツ推進におけ
る基本的な考え方（案）」は、ス
ポーツ基本法に基づく計画ではあ
りません。市の総合計画における
取り組みの方向性と合わせて、施
策や事業を推進するための指針と
なるものです。

― ー ー

全体 ー

「茅ヶ崎市のスポーツ推進における
基本的な考え方（案）」は、何年間
（〇〇年～〇〇年）の計画ですか。
なお、コロナ後（2年後）は、具体的
な事業の取り組みや数値目標等を示
すのですか。

コロナ後（2年後）には、市の総合
計画に基づく実施計画が策定され
る予定です。実施計画に具体的な
事業名等が掲載された場合には、
整合性を図るため、見直していく
必要があります。 ― ー ー

資料１－３



全体 ー

「成人のスポーツ実施率の向上」は
、基本的な考え方（案）に入れたほ
うが良いと思います。

「成人のスポーツ実施率の向上」
は、基本方針１　ライフステージ
に応じたスポーツ活動の推進とし
て、取り組んで行くものですが、
基本的な考え方（案）について、
現段階では具体的な数値目標を掲
載しておりません。今後は、神奈
川県スポーツ推進計画における数
値や茅ヶ崎みんなの食と元気と歯
っぴい計画における「1日30分・週
1回以上の運動をしている者の割合
」を参考にしながら、施策を展開
してまいります。

　ー ー ー

1
4段落
3行目

「～、スポーツを取り巻く環境は大
きく変化してきている。」とあるが
、オリンピック、ねんりんピックの
開催がもたらすのは、「スポーツに
対する関心」ではないか。環境の変
化まで言えるのか、表現について見
直してはいかがか。

修正しました。 １　経緯
「～スポーツに対する関心が高まることが期待さ
れ、スポーツを取り巻く環境は大きく変化してい
きます。」

１　経緯
「～スポーツに対する関心が高まることが期
待されます。」

ー

2
3段落
4行目

「～実施計画の策定を令和5年度まで
延期し、この2年間は新型コロナウイ
ルス感染症のまん延防止を図り～」
とあるが、令和5年度までであれば、
３・４・５の３年間となるのでは？

修正しました。 実施計画の策定を令和5年度まで延期し、この2年
間は新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図
り

実施計画の策定を令和4年度末まで延期し、こ
の2年間は新型コロナウイルス感染症のまん延
防止を図り

ー

2 図１

【図1　位置づけ】について、今回の
基本的な考え方が、実施計画に「基
づく」（下位に位置する）ものであ
ると見える。実施計画は事務事業を
政策施策分野ごとに整理したもので
あるため、連携を図るのは本市の大
局的な考え方を示す「総合計画」の
みでよいのでは。

修正しました。 【図1　位置付け】　（実施計画【令和5年度】）
表記あり

【図1　位置付け】　（実施計画【令和5年度
】）表記なし

ー



3
上から
4行目

「それぞれの世代のスポーツ実施率
の向上を目指し～」とあるが、実施
率５０％以上はそれぞれの世代の目
標で、成人のスポーツ実施率５０％
以上にすることは重点目標だったの
では？

修正しました。 それぞれの世代のスポーツ実施率の向上を目指し
、「成人のスポーツ実施率（※１）を５０％以上
にする」ことを重点目標に設定していました。

それぞれの世代でスポーツ実施率が５０％以
上となることを目指し、「成人のスポーツ実
施率（※１）を５０％以上にする」ことを重
点目標に設定していました。

ー

3
■重点
目標

成人のスポーツ実施率について、当
初値（平成21年度）、中間値（平成
26年度）はほぼ同じ規模・内容で、
アンケート実施されたと認識してい
ます。現状値（平成29年度）実施方
法について回答願います。当初計画
時に、同じ規模・内容でのアンケー
ト調査でなければ、比較検討ができ
ないとのことだったと思います。

平成29年度茅ヶ崎市のまちづくり
市民満足度調査の実施方法は、茅
ヶ崎市内に居住する満 16 歳以上の
男女3,000名を無作為抽出し、実施
したものです。

当初値、中間値は市在住の20歳以
上の市民3,000名を無作為抽出し、
実施したもののため、平成29年度
の数値は参考とします。

■重点目標
重点目標である「成人のスポーツ実施率を５０％
以上にする」については、目標を達成しているこ
とから、市民がいつでも気軽にスポーツができる
環境づくりを推進できたと考えます。

成人のスポーツ実施率
当初値、中間実績値、現状値を直列に並べて記載

■重点目標
重点目標である「成人のスポーツ実施率（※
１）を５０％以上にする」については、平成
２６年度以降は、同指標による調査を行って
いませんが、市が平成２９年度に行った茅ヶ
崎市のまちづくり市民満足度調査（※２）の
結果において、５０％を超えています。

成人のスポーツ実施率
当初値、中間実績値を直列に並べて記載

欄外に、平成29年度の市民満足度調査の結果
を記載

P３.文頭2段落目において
「この重点目標を達成するため、３
つの基本目標を掲げ、それぞれの取
り組みを進めてきた結果、重点目標
を達成することができました。」を
「この重点目標を達成するため、３
つの基本目標を掲げ、それぞれの取
り組みを進めてきました。」に修正
しました。

3
下から
7行目

各年度障害福祉課へ照会を行う「茅
ヶ崎市スポーツ振興基本計画に係る
取り組みについて」において、神奈
川県障害者スポーツ大会を報告して
いるため、次のとおり案を示します
。

修正しました。 障がい者のスポーツレクリエーションへの参加促
進については、福祉部局において、身体・知的・
精神障がい者が参加できる障がい者運動会を実施
しました。

障がい者のスポーツレクリエーションへの参
加促進については、福祉部局において、身体
・知的・精神障がい者が参加できるスポーツ
交流会を実施するとともに、神奈川県障害者
スポーツ大会への出場を支援しました。

ー

4
上から
4行目

「スポーツ施設の利用については、
令和元年度は新型コロナウイルス感
染症の影響で～」とあるが令和2年度
または令和2年では？

修正しました。 スポーツ施設の利用については、令和元年度は新
型コロナウイルス感染症の影響で利用者が減って
いますが、平成２８年度から３０年度までは利用
者数の目標値を達成しました。

スポーツ施設の利用については、令和２年は
新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が
減っていますが、平成２８年度から３０年度
までは利用者数の目標値を達成しました。 ー



4
下から
5行目

各基本目標における課題３　スポー
ツ活動・健康づくりを広げる基盤づ
くりと連携・協働において、「〇施
設の利用について～」と「〇情報発
信について～」の間に「〇スポーツ
・健康づくり関係団体等の支援と民
間企業も含めた連携・協働の推進を
図っていくこと。」記載する必要が
あるのでは？

修正しました。 〇施設の利用について、市民サービスの向上を図
るため、スポーツ施設の指定管理者と協力しなが
ら、施設の管理運営を向上させ施設の利用を促進
すること。

〇情報発信について、SNSを活用した周知方法を
検討すること。

〇施設の利用について、市民サービスの向上
を図るため、スポーツ施設の指定管理者と協
力しながら、施設の管理運営を向上させ施設
の利用を促進すること。
〇スポーツ・健康づくり関係団体等の支援と
民間企業も含めた連携・協働の推進を図って
いくこと。
〇情報発信について、SNSを活用した周知方
法を検討すること。

ー

5 全体

現行の「茅ヶ崎市スポーツ振興基本
計画」の評価及び課題の整理・抽出
の各基本目標における課題（１～３
）の中の健康づくりが、今回の考え
方（案）の基本方針（1～３）から消
えたのはなぜですか。誰もが生涯を
通して、いつでも・どこでも・気軽
にスポーツを楽しむことを推進する
ためには、スポーツ活動と健康づく
りは一体と思います。

「茅ヶ崎市のスポーツ推進におけ
る基本的な考え方（案）」は、関
連する個別計画と連携しながら施
策を展開することとしています。
健康づくりについても茅ヶ崎みん
なの食と元気と歯っぴい計画と連
携を図りながら、施策を展開する
ものです。

― ー ー

5
基本方
針２
2行目

基本方針２　「スポーツへの関心を
高める機会づくり」の施策の方向①
「トップスポーツとの連携とアスリ
ートの育成」において、トップスポ
ーツの言葉の意味が分かりませんで
した。

修正しました。 基本方針２
スポーツへの関心を高めるため、本市ゆかりのア
スリートとの触れ合いや、プロスポーツの観戦な
ど、トップスポーツにふれる機会の推進を図りま
す。

基本方針２
スポーツへの関心を高めるため、本市ゆかり
のアスリートとの触れ合いや、プロスポーツ
の観戦など、トップアスリートにふれる機会
の創出に取組みます。

ー

6,7
考え方
の体系
２－①

トップスポーツとの連携とアスリートの育成 トップアスリートにふれる機会の創出とアス
リートの育成

ー



5
下から
6行目

基本方針３において、積極的にスポ
ーツに取り組む・・・スポーツのみ
？スポーツ活動では？

修正しました。 基本方針３
「市民が積極的にスポーツに取り組めるよう、ス
ポーツ関係団体、指定管理者や民間企業など様々
な主体と連携・協働を推進します。」

基本方針３
「市民が積極的にスポーツ活動に取り組める
よう、スポーツ関係団体、指定管理者や民間
企業など様々な主体と連携・協働を推進しま
す。」

ー

7

基本方
針１－

①

基本方
針３－

②

現在、令和３～５年度を計画期間と
する「第６期茅ヶ崎市障がい者保健
福祉計画」の策定作業を進めていま
すが、本課も実施計画の策定が延期
されたことに伴い、別紙（参考１、
２）の記述に留めています。
本計画に具体的な事業を掲載しない
ため、「※４　茅ヶ崎市障害者保健
福祉計画に基づく」は削除をお願い
します。

修正しました。 基本方針１－①ライフステージに応じたスポーツ
レクリエーション活動の推進
事業内容
①－２　高齢者のスポーツ機会の提供（※３）
①－３　障がい者のスポーツ活動の支援（※４）
①－４　スポーツを通じた健康増進（※５）

基本方針３－②スポーツ施設の整備・運営
事業内容
②－４　学校施設の有効利用（※８）

基本方針１－①ライフステージに応じたスポ
ーツレクリエーション活動の推進
事業内容
①－２　年齢や障がいの有無にかかわらず、
誰もがスポーツを楽しめる機会の提供や活動
の支援
①－３　スポーツを通じた健康増進

基本方針３－②スポーツ施設の整備・運営
事業内容
②－４　学校施設の有効活用

P.5 基本方針において、
茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画の評
価及び課題を踏まえ、～目指すべき
姿を「すべての市民の生涯にわたる
豊かなスポーツライフの実現」とし
、の後に
「関連する個別計画（※３）と連携
を図りながら」
を加え、
※3　茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介
護保険事業計画、茅ヶ崎市障がい者
保健福祉計画、茅ヶ崎みんなの食と
元気と歯っぴい計画、茅ヶ崎市教育
基本計画
とします。

基本方針１－①－２、１－①－３に
各々の施策の方向に基づく事業の内
容が記載されていますが、ユニバー
サルな考え方として、「年齢や障が
いの有無にかかわらず、誰もがスポ
ーツを楽しめる機会の提供や活動の
支援」とした方がよいのではないで
しょうか。

基本方針1及び３において、個別計画
との連携を示すために※印で表記し
ていると思うが、意図が伝わりにく
いと感じる。P５の基本方針の説明
文の中に、各分野の個別計画との連
携を図っていく旨を記載したほうが
よいのではないか。


