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木更津市スポーツ推進審議会 会議録 

 

会 議 名  木更津市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時  平成２５年１２月１８日（水）午後１時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所  木更津市役所 ６階委員会室 

出 席 者 氏 名  ○委員６名（９名中） 

         鈴木晟夫、荻野 敬次、神谷信久、永嶌博文 志保沢博央、鈴木建二 

         ○事務局７名 

         初谷教育長、能城教育部長、本多教育部次長、原課長、多賀副主幹、伊藤副主幹 

         星野主査 

議題及び公開又  公  開 

は非公開の別  議  案 

         議案第１号  平成２６年度体育振興団体に対する教育振興事業補助金の交付に 

ついて（諮問） 

         報  告 

         報告第１号  平成２５年度社会体育関係事業について 

         報告第２号  平成２６年度社会体育関係事業計画（案）について 

         報告第３号  ちばアクアラインマラソンについて 

         報告第４号  江川総合運動場について 

         報告第５号  学校体育施設開放事業について 

 

傍聴人の数   ０人 

議事の概要 

１ 開  会   審議会開会  多賀副主幹により審議会開会 

２ 挨  拶   初谷教育長より挨拶 

３ 議長選出   木更津市スポーツ推進審議会条例第７条第１項の規定により会長を議長に 

選出。 

４ 会議成立   会議成立（委員９名中６名出席） 木更津市スポーツ推進審議会条例第７条 

の 確 認   第２項の規定により会議成立の確認 

５ 会議録署   志保沢委員、鈴木委員 

  名人選出 

６ 議  事 

（鈴木会長）  それでは、お手元の審議会次第のとおり、本日は議案が１件、報告事項が５件 

   でございますのでよろしくお願いいたします。 

  まず、１点目の平成２６年度体育振興団体に対する教育振興事業補助金の交付

についてですが、初谷教育長から諮問書の提出がございます。 

（初谷教育長） 平成２６年度体育振興団体に対する教育振興事業補助金について（諮問） 

        スポーツ基本法第３５条の規定により、平成２６年度における別紙の教育振興 
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       事業補助金の交付について諮問します。  

（鈴木議長）  只今、補助金についての諮問書を受け取りました。 

  それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 

（原課長）   それでは、議案第 1号平成２６年度体育振興団体等に対する教育振興事業補助金 

       について、提案理由の説明をさせていただきます。 

        ３ページをお開きください。 

        木更津市教育振興事業補助金交付要綱に基づき、スポーツの振興及び体力の向上 

       を図るため、木更津市体育協会が実施する事業に対して補助金を交付しようとする 

       ものであります。 

        この補助金の交付については、スポーツ基本法第３５条、スポーツ団体に対して 

       補助金を交付しようとする場合には、スポーツ推進審議会等の意見を聴かなければ 

       ならない、との規定に基づき木更津市スポーツ推進審議会の意見を求めるもので 

       ございます。 

        木更津市体育協会については、現在、加盟２６団体、登録人数約８，７００名 

       で構成されておりまして、加盟団体による各種大会の開催を通じ、スポーツの普及 

       や指導者の育成を行うほか、県民体育大会への選手の派遣や体育功労者の表彰など 

       を行い、本市のスポーツ振興を図っております。これら体育協会が実施する事業を 

       支援するため、補助金を交付しようとするものであります。 

        なお、平成２５年度には木更津市体育協会に同額の２６７万２千円の補助金を 

       交付しております。 

        平成２６年度についても、依然厳しい財政状況ではございますが、平成２５年度 

       同様の補助金の交付を考えております。 

        よろしくご審議をお願いいたします。 

（鈴木議長）  只今、事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらお願い 

       します。 

（鈴木議長）  それでは、特にないようですので、平成２６年度教育振興事業補助金の交付に 

       ついて、これを承認するということでよろしいでしょうか。 

（委   員） 異議なし。 

（鈴木議長）  どうもありがとうございました。 

        事務局より、各委員に答申案の配布をお願いします。 
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        只今、事務局から、配布のありました答申案でございますが、この案でよろ 

       しいでしょうか。 

（委   員）  異議なし。 

（鈴木議長）  これから、事務局が、答申書を作成いたしますので、随時休憩をいたします。 

（鈴木議長）  休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

        それでは、木更津市教育委員会より諮問されております、平成２６年度体育振興 

       団体に対する教育振興事業補助金の交付について、答申したいと思います。 

        初谷教育長に答申をお渡しいたします。 

        平成２６年度体育振興団体に対する教育振興事業補助金について（答申） 

        平成２５年１２月１８日、当審議会に対し意見を求められた平成２６年度体育 

       振興団体に対する教育振興事業補助金については、下記のとおり答申します。 

        本市の体育振興団体の体育振興にとって有効的であると認めます。 

（鈴木議長）  続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

        報告第 1号 平成２５年度社会体育関係事業について 

        報告第２号 平成２６年度社会体育関係事業計画（案）について 

       は関連がありますので、まとめて報告のうえ、後ほど質問等を受けたいと思いま 

       す。 

        それでは、事務局より報告をお願いいたします。 

（原課長）   報告第 1号 平成２５年度社会体育関係事業について説明いたします。 

        ４ページをお開きください。 

        社会体育関係事業については、市民の健康・体力づくりへの意識を育むため、 

       誰もが気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション大会やスポーツ教室等を開 

       催し、生涯スポーツの推進を図っております。 

        ５月２９日に実施いたしました市民総参加型スポーツイベント「チャレンジー

デー２０１３」は、昨年に引き続き市民の皆様のご協力をいただきまして、実施

いたしました。 

        対戦相手は、山形県鶴岡市でございまして、本市は総実施者数７３，５４８人、 

       参加率５５．９％で、鶴岡市に勝利し、金メダルを獲得しております。 

        また、１１月１７日に実施しました第１３回秋の市民歩け歩け大会は、市民外 

       １２６人の参加をいただき、かずさ丘陵地帯矢那周辺１２ｋｍの自然散策と秋の 
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       実りを収穫し、ふるさと木更津の魅力を味わいながら、健康体力づくりの理解を 

       深め、歩こう運動の普及を図りました。 

        その他、開催事業の内容、参加人数等は、記載のとおりでございます。 

        今年度の未実施の事業は、元旦マラソン大会と、新たな事業として、取り組ん

でおります、市営体育施設の指定管理者の株式会社オーエンスによります、初心

者卓球教室を、３月に開催を予定しております。 

        続きまして、報告第２号、平成２６年度社会体育関係事業計画案について説明 

       いたします。 

        ６ページをお開きください。 

        平成２６年度の社会体育関係事業については、平成２５年度と同様にレクリエ

ーション大会やスポーツ大会やスポーツ教室等を体育課で開催しますが、今まで

開催していました、スポーツ教室の大半を、市営体育施設の指定管理者の株式会

社オーエンスに企画・運営をお願いしたいと考えております。 

        それでは、各事業について説明させていただきます。 

        （１）市民スポーツ教室事業は、健康体操やパドルテニスの２つのスポーツ教

室を体育課で開催し、指定管理者の株式会社オーエンスでは、卓球教室を始め５

教室の開催を予定しております。 

        （２）学校体育施設開放事業も引き続き実施いたします。 

        （３）健康体力づくり推進事業は、暮らしの中での健康づくりの実践を支援し、

チャレンジデーを実施し、運動、スポーツ実施への意識向上を図り、健康増進を

図ります。 

        （４）スポーツ推進委員会事業委託は、市民歩け歩け大会・スポーツ・レクリ

エーション大会・市民元旦マラソン大会等の事業を予定しております。 

        （５）市長杯争奪少年少女スポーツ交流会は、スポーツを通じて子ども達の心

身の健全育成を図り、スポーツに慣れ親しみ生涯スポーツへの興味・関心を育む

ことを目的に、開催していきたいと考えております。 

        （６）教育振興事業については、先ほど、ご審議いただきました木更津市体育

協会への補助金でございます。 

        （７）木更津市スポーツ表彰については、該当者や団体に対し、市長が表彰を

行い、スポーツの振興・普及を図るものでございます。 
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        （８）保健体育総務諸経費については、体力の向上と心身の健全な育成を図る

ため、千葉県小中学校体育連盟木更津・袖ケ浦支部に負担金を支出いたします。 

        その他、社会体育振興の事務運営に必要な諸経費を支出いたします。 

        次に、体育施設関係事業については、施設の効果的な維持管理を行い、安全か

つ良好な施設を提供するための事業でございます。 

        （１）施設維持・管理運営の中の市営体育施設指定管理料については、指定管

理者が行っている体育施設の維持・管理及び施設利用に係る業務に対する委託料

でございます。 

        また、市民体育館、貝渕庭球場、市営野球場、市営弓道場、江川総合運動場に

ついては、修繕・消耗品・光熱水費等の施設の維持管理に伴う経費の支出を予定

しております。 

        以上でございます。 

（鈴木議長）  只今、事務局より報告がありましたが、これについて質問等ございますか。 

（荻野副会長） ６番目の補助金は、諮問にもありましたが、体育協会の団体数、加盟人数は判

りましたが、各団体にどれだけの金額を交付しているのか。また、どのような団

体があるのか。それが判る資料があってもいいと思う。 

（原課長）   体育協会ですが、２６団体、登録人数は、８，７００名で構成されております。

予算としましては、この補助金で１００％ではありませんが、全体で約４００万

円位であります。各団体の運営は、参加費を徴収したり、補助金内で活動してい

る団体等様々です。毎年、体育協会総会時に冊子を作成しておりますので、体育

協会で差し支えがなければ、次回からこの資料を提出したいと考えています。 

（荻野副会長） 内容が判らないので宜しくお願いします。その他の事業は、市の予算で対応す

るのですね。判りました。 

（鈴木建委員） 様々な大会が開催されますが、参加者の保険はどうしているのですか。 

（多賀副主幹） 市加入の市民活動災害補償制度で対応しています。 

（鈴木議長）  続きまして、報告第３号ちばアクアラインマラソンについて事務局より報告を

お願いいたします。 

（原課長）   続きまして、報告第３号、ちばアクアラインマラソンについて説明いたします。 

      ９ページをお開きください。 

       新聞報道等でご承知だと思いますが、ちばアクアラインマラソン２０１４の開催 
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が平成２６年１０月１９日、日曜日、午前１０時スタートと決定し、新たにハー

フマラソンが加わりました。スタートは、前回と同じ潮浜公園前でございまして、 

コースは、マラソンは前回と同じ、ハーフマラソンにつきましては、フィニッシ

ュが三井アウトレットパーク木更津となります。また、強風等でアクアライン橋

梁部の走行が出来ないと判断された場合は、一般道のみの大会に変更され、マラ

ソンは３１．６４６キロ、ハーフマラソンは１０キロになります。 

 制限時間はマラソンが６時間、ハーフマラソンが３時間１０分となっておりま

す。次の１０ページの参加資格には、マラソンは５時間４０分、ハーフマラソン

は２時間５０分程度までに完走できる方と記載されておりますが、最後尾のラン

ナーがスタート地点に達するまでに２０分かかるため、このようになっておりま

す。関門につきましては、マラソンにつきましては９箇所、ハーフマラソンにつ

きましては３箇所、アクアライン橋梁部にも別途設置する予定となっております

が、場所については現在検討中でございます。定員については、マラソンが１万

３千人、ハーフマラソンについては４千人、併せて１万７千人の県下一の大規模

な大会となっております。参加資格につきましては、平成８年４月１日以前に生

まれた方となっております。 

 参加料につきましては、マラソンが前回より千円あがり、１万１千円、ハーフ

マラソンが８千円となっております。参加料の値上げの理由は、高速道路上の安

全対策費や医療救護体制の充実のためと実行委員会事務局から説明を受けてお

ります。参加申し込みについては、明けて４月４日から受け付け、定員を超える

申込があった場合は、抽選となっております。 

 なお、詳細については、平成２６年２月に開催されます、実行委員会第３回総

会で募集要項が決定され、その後に発表される予定でございます。 

（鈴木議長）  只今、事務局より報告がありましたが、これについて質問等ございますか。 

（志保沢委員） 前回のマラソンは好評でしたが、ボランティアの方も多く参加されたと思いま

す。その中の道路整備関係で、警察職員から威圧的な扱いをされた様な話しを聞

いたので、今後運営委員会等が開催された時に、この点を配慮してくれるように 

       お願いしたい。永く続けていくためにもこの事は大事と思います。 

（原課長）  県マラソン事務局に伝えておきます。 

（荻野副会長） マラソンも２回目で、前回の反省点を改善して素晴しい大会になると思います。 
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        関係団体により、それぞれ立場があるので調整して頂き、このマラソンを継続

してほしいボランティア団体も沢山あるし、各スポーツ団体も協力を惜しまない

と思いますので遠慮なく頼んでほしい。今回、新たにハーフマラソンもあり、参

加人数が増えるのではないか。マラソンとハーフマラソンは一緒のコースを走る

のか。大きな違いはあるのか。 

（原課長）   ボランティアにご協力ありがとうございます。前回は３１万人が沿道にて選手

を応援していただきました。ある面、応援については日本一のマラソンとういう

方もおりますし、地域で歓迎する気持ちが伝わるマラソンとの評価を頂いており

ます。特に、子供たちがハイタッチで迎えるなど、市内小中学校、スポーツ少年

団等の活躍が、一番の評価を受けています。 

        次に、今回のマラソン、ハーフマラソンの２つの種目があり、一緒にスタート

し、ゴールは別になります。ハーフマラソンの定員４，０００人とは、前回のリ

タイヤ者が約４，０００人おり、アクアラインを渡り、最後まで走っていただく

ために、ハーフマラソンが設定されました。ハーフマラソンのゴールは三井アウ 

       トレッドパーク木更津で、現在、造成工事をしている海側になり、ゴールした選

手を牛込海岸方面に誘導する予定であることから、1 万数千人の誘導が出来ない

事もあり現在の定員になりました。 

（鈴木議長）  続きまして、報告第４号、江川総合運動場について事務局より報告をお願いい

たします。 

（原課長）   報告第４号、江川総合運動場について説明いたします。 

        １２ページをお開きください。 

        江川総合運動場の拡張整備については、具体的な動きがございましたので、報

告いたします。 

        本年、６月２０日に市長から防衛省北関東防衛局長へ、江川総合運動場の拡張

整備に関する要望書を提出し、防衛省北関東防衛局において、これを受け本市体

育施設である市営江川総合運動場に隣接する防衛省所管の財産の一部を運動公

園として拡張を行うにあたり、本年１０月２３日、基本設計業務の契約を締結し

た旨、報告がありました。この業務は、木更津飛行場周辺地区における既設運動

公園拡張に係る基本設計で、対象面積は約１２．６hａ、運動施設は、３種公認

規模、４００ｍトラックの陸上競技場、硬式公認野球場規格の野球場１面、サッ
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カー協会認定種別Ｃのサッカー場１面でございます。また、附帯施設は、駐車場、

園路、給排水、調整池１箇所でございまして、株式会社エーシーイーと契約して 

       おります。なお、契約金額は、１３，１２５，０００円でございます。 

（鈴木議長）  只今、事務局より報告がありましたが、これについて質問等ございますでしょ

か。 

（鈴木議長）  どうもありがとうございました。 

        続きまして、報告第５号、学校体育施設開放事業について事務局より報告をお

願いいたします。 

（原課長）   最後に、報告第５号、学校体育施設開放事業について説明いたします。 

        １７ページをお開きください。 

        学校体育施設開放事業とは、ご存じのとおり、身近なスポーツ施設として、市

立小・中学校の体育館や運動場を市民に開放している事業でございます。本市で

は、現在、全３１校について開放しておりますが、事業開始から３０年以上が経

ち、取り巻く時代・環境が変化して参りました。国のスポーツ基本計画でも、こ 

       れまでの学校が地域住民へ単に場を提供する開放型から学校と地域社会の共同

利用型への移行を促進し、積極的な利用の促進を図っていくことが求められてお

ります。そこで、制度見直しにあたり、本事業の現状について、各校の利用者の

代表と各校の担当者へアンケートを実施しましたので、ご報告いたします。こ 

       れにより明らかになった課題、そして対応について整理をいたしました。 

        まず、１点目は中学校の開放曜日の拡大でございます。現在、水・土曜日に限

定している中学校の体育施設の開放について、登録利用団体の増加に伴い、開放

する曜日の拡大を検討する時期に来ている点です。ただし、体育館の耐震工事等

がここ３年間で予定されているため、その後の検討課題としたいと考えておりま

す。 

        ２点目は、開放委員会への委託料の廃止です。平成１４年度から各校の開放委

員会と委託契約を結び、当初は各校５万円の委託料でスタートしましたが、厳し

い財政状況のもと、委託費を段階的に減額の見直しを行い、平成２３年度から各

校１万円となりました。現在の金額になり３年が経過していることや、受益者負

担の観点から、平成２６年度から委託費としては廃止する予定でございます。 

        この受益者負担の観点について、３点目、受益者負担（有料化）実施の検討と
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関連しますが、県内の５４市町村中、１５市町村が、何らかの形で利用団体から

実費相当分又は使用料を徴収しており、現在使用料の設定を検討している市町村

も９市町村ございます。このように適正な受益者負担を求める時代の動きや、市

営体育施設利用者との公平性の観点から、光熱水費相当分程度の実費負担を検討

する時期に来ているのではないかと考えております。今後、この点について、次

回の審議会において、諮問、答申を頂けるよう、他市事例や徴収方法など調査を

進め、実施に向けて取り組んで参ります。 

        最後に、総合型地域スポーツクラブとの連携でございます。 

        来年４月に開校する予定の真舟小学校を含め、学校体育施設と地域との共同利

用化を視野に入れた、総合型地域スポーツクラブを中核とした運営体制、の研究 

       を進めたいと考えております。以上、中間報告も含めてではございますが、時期

に応じた皆様の意見をお伺いしながら、より有効な学校体育施設の管理運営につ

ながる方法を検討して参りたいと考えております。 

（鈴木議長）  只今、事務局より報告がありましたが、これについて質問等ございますか。 

（荻野副会長） 本日は、スポーツ団体の代表の方がお集りになっていますが、当市はスポーツ

施設が非常に不足している状況にあり、その中で学校施設を使用することはとて

も有意義であり、学校施設を使用しないと対応が出来ない状況。学校開放では子

供から大人まで利用しており、受益者負担は大変良い考えであると思うが、子供

の団体には減免、大人の団体は有料化等にすれば、問題は無いと思う。次回の審

議会で諮問をされるようであれば、その様な内容で提案して頂ければ、我々も検

討しやすいので、ご検討をお願いしたい。これは要望です。 

（原課長）   先程の説明に補足します。近隣市の君津市・袖ケ浦市は既に有料化の検討をし

ております。現状の学校運営についても、授業以外の体育館の電気の使用料並み

の経費の受益者負担を今のところ考えておりますが、学校開放の登録時に年間又

は月額料等色々な形態が考えられるので、早い時期に皆様方の意見を頂き、改め

てお諮りをしたいと考えております。 

（志保沢委員） 子供だけの団体でも体育施設を借りられるのか。中学生だけで体育施設を貸出

しをしていいものなのか。例えば、貝渕庭球場で夜間使用しているが、ゴミは有

り、コートの整備は未実施。中学生は何時まで活動をしていいのか。 

（原課長）   木更津市学校体育施設開放事業実施要綱の第４条第２項に「団体は、成人を含
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む５人以上で構成されたものとする。」とあります。 

        また、施設の利用後の整備につきましては、指定管理者に伝え、指導を行いま

す。学校開放についても、市から委託料を支払っていますので、次回の施設開放

利用団体登録説明会にて説明を行います。 

（永嶌委員）  中学校の部活動時間は学校によっても異なるが、夏の総体前は、午後６時か６

時３０分まで行っており、大規模な中学校によっては部活動を振り分けている状

況であるので、一度、中学校に連絡をして頂き、学校の意見を聞いてほしい。 

        また、委託料については、数校で掃除用のダスキンを賃貸借契約をしているの

で、この委託料が無くなると困る。 

（原課長）   利用時間につきましては教育現場であるので、児童・生徒が前提で影響の少な

い中で、対応をしていきたいと考えています。この数年は、耐震工事の関係で利

用できない施設もありますので、市の施設と調整しながら運用をしてまいります。 

        委託料については、今後の研究、検討をさせて頂きたいと思います。 

（永嶌委員）  競技の種目ですが、体育館でフットサルがありますが、どこかの学校で貸出し

をしたところ非常灯や壁などの破損があり、その後利用をお断りしたことがあり、

最初から市の方で、利用団体にお断りをして頂くとありがたいと思います。 

（原課長）   考慮していきます。 

（荻野副会長） 社会体育に携わる者として、子供たちのスポーツ団体が中心でありますが、 

       具体的には、少年野球連盟として学校用地を毎年お借りしておりますが、利用団

体のやり方で、近隣住民に迷惑をかけることがあり、小学校のグランドで早朝か

ら行っていたところ、うるさいとの苦情が警察に通報されて、現場に警察官がき

て説明を受けたことがあり、指導者も驚いていた。また、町内の役員からもうる

さいとの苦情もあった。指導者も少なくなってきている状況の中で、地域の協力

が得られないというのは、非常に厳しい状況でスポーツの振興をするには、地域

の協力が必要になります。何か救済手段として、勉強会等の開催など指導者の養

成のために、何か行って頂ければと意見として申し上げましたがどうでしょうか。 

（原課長）   体育課にくるのは、悪いケースの苦情です。また、学校用地での苦情もありま

す。解決に対する具体的な方策も無い状況です。 

（鈴木建委員） スポーツ少年団の組織作りの中に、育成会というものがあり地域の方々も参加

して頂くが、この地域ではうまく機能していない。 
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（本多次長）  学校予定地、学校用地も含め開放を実施しているが、土・日曜日はどうしても

早くから利用したいので送迎する、応援する父母や指導者などの声が大きくなる

と近隣住民の方に聞こえるとのことで、幾つかの団体には市からお願いし早朝の

集合や応援等を控えて頂いています。また、野球・サッカーにしても、応援の声

や太鼓や笛を使用することがありますので、少しは控えて頂くことも必要と思い

ます。 

（鈴木議長）  最後にその他ですが、事務局で何かございますか。 

（原課長）   その他ですが、昨年から研究・検討をしております全国大会等の出場に係る助

成制度については、１２月議会でも質問がございましたが、先進自治体の例を参

考に検討を行っておりますが、対象者やスポーツ・レクリエーションの範囲、大

会の類別等、整備するべき課題が多くございますので、更なる検討を加え、制度

の骨子ができた時点で委員の皆様にお示ししたいと考えております。 

（鈴木議長） これで、本日の議事を終了したいと思います。 

      以上で、議長の任を解かさせていただきます。 

      委員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

（多賀副主幹） 鈴木会長、長時間にわたりありがとうございました。 

        以上を持ちまして、平成２５年度第２回木更津市スポーツ推進審議会を終了い 

       たします。 
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