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平成２７年度 第１回木更津市スポーツ推進審議会 会議録 

 

１ 日時  平成２７年７月２９日（水）午後３時２５分から午後４時４０分 

２ 場所  木更津市役所 ６階委員会室 

３ 出席者   

⑴ 委員 

鈴木晟夫委員、神谷信久委員、永嶌博文委員、鶴岡敦委員、吉澤隆子委員、鈴木建二委員、

榎本淳子委員（委員９名中８名） 

⑵ 事務局 

高澤教育長、鹿間教育部長、齊藤教育部次長、小磯教育部スポーツ振興課長、高橋スポーツ振

興課主幹（５名） 

４ 傍聴人 なし 

５ 次第 

⑴ 開会 

⑵ 仮議長選出 

⑶ 正副会長選出 

⑷ 正副会長あいさつ 

⑸ 報告事項 

① 報告第１号 江川総合運動場拡張整備事業等の進捗状況について 

② 報告第２号 真舟・請西スポーツクラブについて 

⑹ その他 

⑺ 閉会 

６ 会議の概要 

●審議会 

１ 開 会 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

平成２７年度第１回木更津市スポーツ推進審議会を開会いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

第１回の審議会でございますので、審議に入る前に、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思

います。お手元の委員名簿のとおり、鈴木晟夫 委員よりお願いいたします。 

 

― 鈴木晟夫 委員より順に自己紹介 ― 

 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

続いて職員の紹介をさせていただきます。 

鹿間教育部長からお願いいたします。 

― 各自起立をして順に自己紹介 ― 

私は、スポーツ振興課の高橋でございます。よろしくお願いいたします。 
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さて、本日の審議会次第は、お手元にお配りしております次第のとおりでございます。適宜ご覧

ください。 

 

２ 仮議長選出 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

それでは、委嘱後、最初の会議でございますので、初めに正副会長の選出を行わせていただきま

す。会長が決まるまでは、事務局で仮議長を務めさせていただき、進行させていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（荻野副会長） 

異議なし。 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

鹿間教育部長、仮議長をお願いいたします。 

 

３ 正副会長選出 

（鹿間教育部長） 

それでは、会長が決定されるまで、仮議長を努めさせていただきます。会長及び副会長の選出に

ついてですが、木更津市スポーツ推進審議会条例第６条第１項の規定によりまして、委員の互選で

選出することになっておりますが、いかがいたしましょうか。 

（神谷委員） 

会長に鈴木晟夫委員、副会長に荻野敬次委員はいかがでしょうか。 

（鹿間教育部長） 

只今、神谷 委員から会長に 鈴木晟夫 委員、副会長に 荻野敬次 委員というご意見があり

ましたが、いかがでしょうか。 

         ―「異議なし」との声あり― 

 

４ 正副会長挨拶 

（鹿間教育部長） 

それでは、会長に鈴木晟夫委員、副会長に荻野敬次委員で決定いたします。早速ですが、新会長、

副会長さんよりご挨拶をいただきたいと思います。 

―新会長、新副会長 挨拶― 

（鹿間教育部長） 

ありがとうございました。会長が決定いたしましたので、仮議長の任を解かしていただきます。 

 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

それでは、木更津市スポーツ推進審議会条例第７条第１項の規定によりまして、会議の議長を鈴

木晟夫会長にお願いいたします。 

（鈴木会長）  

本日、ご都合により１名の方、志保沢委員が欠席されておりますが、出席委員は過半数でござい
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ますので、木更津市スポーツ推進審議会条例第７条第２項の規定により、会議が成立しております

ことをご報告申し上げます。 

次に、会議を始める前に、本日の会議録の署名委員を指名します。神谷委員と永嶌委員にお願い

いたします。 

 

５ 報告事項 

（鈴木会長) 

お手元の審議会次第のとおり、本日は議案はございませんが、報告事項が２件ございますので、

よろしくお願いいたします。今回、新たに委員に就任された方もおりますので、ご報告をいただく

前に、木更津市スポーツ推進審議会の設置目的等について、事務局より説明をお願いいたします。 

（小磯スポーツ振興課長） 

先ほどの辞令交付式におきます髙澤教育長の挨拶にもございましたが、木更津市スポーツ推進審

議会は、スポーツ基本法及び木更津市スポーツ推進審議会条例に基づき設置され、市におけるスポ

ーツの推進に関する計画、スポーツ団体への補助金の交付及び市教育委員会からの諮問に応じての

スポーツの推進に関する事項について調査審議し、必要な事項を建議する機関でございます。 

審議会の委員構成は、木更津市スポーツ推進審議会条例第５条第１項により、スポーツに関する

学識経験者及び関係行政機関の職員での委員構成となっております。 

この条例により学識経験者の皆様、及び関係行政機関の職員に委嘱させていただきました。 

審議委員会の開催は、年２回の開催を予定するものでございます。以上でございます。 

（鈴木会長） 

それでは、「報告第１号 江川総合運動場拡張整備事業等の進捗状況について」事務局より報告

をお願いいたします。 

（小磯スポーツ振興課長） 

私からは、「報告第１号  江川総合運動場整備拡張事業等の進捗状況について」に

ついてご説明させていただきます。  

それでは、資料の１ページをご覧ください。 

はじめに、「１ 平成２５年度の状況」についてご説明いたします。 

市は防衛省の交付金を利用し、１０３台分の駐車場を増設いたしました。工事内容、工期、契約

金額等につきましては、記載のとおりでございます。 

また、８ページの次に資料１として、駐車場平面図を、次ページに完成写真を添付してございま

すのでご覧ください。恐れ入ります、１ページにお戻りください。 

続いて「２ 平成２６年度の状況｣について、ご説明いたします。 

はじめに（１）北関東防衛局は、公園的整備において、市からの要望に沿う形で、スポーツ施設

として利用できるよう、①から③のとおり、測量調査、地質調査及び運動施設新設設計を実施して

おります。それぞれの委託内容、工期、契約金額等については記載のとおりでございます。 

それでは、資料２全体計画図をご覧ください。 

本図は、現在の江川総合運動場と拡張整備予定区域を記載したものでございます。 

図面の黒い点線で囲まれた部分が、現在の江川総合運動場で、「野球場やテニスコート、遊具が
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設置されておりますちびっこ広場」、「少年野球やグラウンドゴルフで利用されております多目的

広場」がございます。 

はじめに野球場についてご説明いたします。施設の規模は、硬式公認野球場規格の、センター  

１２２メートル、両翼９８メートルでございます。北関東防衛局実施の基本設計時にはなかった盛

土スタンドですが、観戦応援席・避難場所としての設置が必要と、要望をしてまいりましたところ、

北関東防衛局は高さ制限を考慮したうえで、１塁側、３塁側にそれぞれ盛土スタンドを設置するこ

ととなりました。また、外野部分には芝生を張る予定でございます。 

次に陸上競技場について、ご説明いたします。 

３種公認規模の、８レーン４００メートル曲走路及び１００メートル直走路でございます。 

基本設計時には、トラック曲走路が６レーンであったことから、８レーン化を要望してまいりま

したところ、直走路、曲走路ともに８レーンとなりました。 

直送路の東隣（右側）には、走り幅跳び、３段飛びの専用レーンがございます。 

３種公認に必要な全天候型ウレタントラックについては、市で整備するものとして、北関東防衛

局ではウレタン舗装前まで整備していただけることになっております。 

また、野球場と同様に、陸上競技場にも高さ制限を考慮した、盛土スタンドが２箇所設置され、

観覧応援席、避難場所として利用できるよう計画されております。トラック内のフィールドについ

ては、サッカー場と同規模の芝張りがされます。 

次にサッカー場についてご説明いたします。 

サッカー場ついては、日本サッカー協会認定種別Ｃとして設計され、フィールドは１０５メート

ル×６８メートルのものでございます。フィールド内は芝張りをされる予定でございます。盛土ス

タンドについては高さ制限から、他２施設と異なり整備できないものと北関東防衛局から伺ってお

ります。代わりにフィールド周辺は、観戦スペースをとっております。 

以上が、スポーツ３施設の概要でございますが、他の施設についてもご説明いたします。 

まず、駐車場でございますが、整備予定区域内の東側と西側に１カ所ずつ設置されます。 

東側駐車場は、普通車の外、身体障害者の方々や大型バスの乗り入れを想定した、駐車スペース

が確保されております。 

西側駐車場は、身体障害者の方々のスペースを含め、普通車の駐車場となっております。 

次に園路についてご説明いたします。園路は、オレンジ色の部分でございますが、整備予定区域

内の人の移動や整備車両（軽トラック等）の通行のため整備されるものでございます。 

また、陸上競技場東側及び北側の園路については、東側駐車場が満車になったときに、普通車が

整備予定区域から外へ出ることもなく、東側駐車場から西側駐車場へ移動できるよう、幅員が５メ

ートルに拡幅され、歩車兼用のものとなっております。他の園路の幅員は、３メートルでございま

す。 

整備区域の駐車場を除いた外周部には、管理区分を明確化するため、フェンスが設置されます。 

その外、北関東防衛局では、陸上競技場の東側（右側）、赤い四角で表示されている場所にトイ

レを１箇所、また、東西に調整池をそれぞれ整備する予定となっております。 

次に、資料３をお開きください。 

設置後、３０年余り、大きな改修をしていなかった、江川総合運動場の大規模改修工事を防衛省

の補助金を受け、平成２６年度に行いました。 

資料３の次に写真を添付しておりますとおり、水洗トイレの新設、フェンスや遊具の改修工事を

行いました。さらに、避難場所機能を持たせるため、防災パーゴラやかまどベンチを設置いたしま
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した。 

平成２７年３月には整備を完了し、この４月より供用開始したところでございます。 

なお、工事内容、工期、契約金額、請負業者等については、２ページから４ページに記載してい

るとおりでございます。以上が、施設の概要でございます。 

次に、４ページ下段（３）のとおり北関東防衛局の実施設計にあたり、市の要望を取り入れてい

ただけるよう、協議してきたところでございます。 

また、５ページ（４）のとおり、北関東防衛局が市と協議しながら実施設計を進める中、検討さ

れている内容を競技団体に説明し、意見をいただいたところでございます。 

次に、平成２７年度の状況について、ご説明いたします。６ページをご覧ください。 

はじめに（１）北関東防衛局ですが、平成２６年度の実施設計に基づき、運動施設新設造成工事

について、５月２９日に入札公告し、７月２８日開札予定、工期を平成２８年３月３１日までとし

て、整備予定区域内における調整池や盛土などの造成工事、樹木等の伐採等の撤去工事を実施する

予定でございます。 

次に（２）教育部ですが、北関東防衛局が行う公園的施設整備に連動し、運動場機能を付与する

施設整備工事のため、陸上競技場のウレタン舗装や、高さ制限を考慮した野球場のダッグアウトや

バックネット、サッカーゴールの設置等、必要な基本的事項の検討を行います。 

併せて、本市の実施設計に向けた基本設計を行う予定でございます。 

予算額を４千２百万円とし、昨日７月２８日に入札を執行したところ、資料には記載しておりま

せんが、株式会社オオバ、千葉支店が６５５万５千６百円で落札したところでございます。 

次に７ページ（３）都市整備部所管の、江川総合運動場拡張整備事業に関連する、道路整備の進

捗状況について、ご説明いたします。 

まず、最終のページの、資料４江川総合運動場道路整備予定図をご覧ください。 

赤の破線で示しております部分が、道路整備を予定している箇所でございます。東ルートは東側

駐車場にアクセスする道路で、延長２００ｍの新設道路となります。南ルートは既存駐車場と西側

駐車場にアクセスする総延長８２０ｍの道路で現道拡幅が主となりますが、一部を新設道路として

整備をいたします。 

７ページにお戻り願います。 

今年度の道路整備事業として、ただ今ご説明いたしました、２ルートに係わる測量及び設計委託

を既に記載のとおり契約を完了しております。 

なお、今後の事業内容は、用地測量、物件補償、用地取得、道路改良工事等でございます。 

続いて８ページをご覧ください。 

（４）北関東防衛局と市の協議等ですが、①のとおり、平成２７年４月６日北関東防衛局におい

て、平成２８年度の本市実施設計に向け、防衛省の、補助金に関し、申請方法や対象となる事業範

囲等について協議いたしました。 

また②のとおり、平成２７年４月２２日、市において、木更津飛行場周辺地区運動施設新設設計

の結果についての説明を受けたところでございます。 

最後に（５）説明会ですが、北関東防衛局による整備予定区域内の造成工事や撤去工事が、本年

度より開始されることから、①のとおり教育部、都市整備部で、江川総合運動場拡張事業の概要、

及び拡張事業予定地への進入路に関する地元説明会を江川区と久津間区で各々開催いたしました。 

加えまして、②のとおり、本市が北関東防衛局の整備に引き続き運動場機能を付与するための基

本設計を進める中で、競技団体と協議を実施する予定でございます。 
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なお、資料には記載しておりませんが、整備予定区域周辺地区にございます、岩根小学校、岩根

西中学校の児童生徒及び保護者に対し、工事開始見込みに関するお知らせ文を、７月１７日の終了

式の日に配布したところでございます。 

工事開始日が決定いたしましたら、あらためて地元区や学校に対し回覧等でお知らせいたします。 

報告第１号に関する説明は、以上でございます。 

（鈴木会長） 

只今、事務局より報告がありましたが、何かご質問等がございますか。 

（荻野副会長） 

３施設の整備はオリンピック、パラリンピックを見据えてのことだと思いますが、施設はいつ頃

完成するのでしょうか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

市としては陸上競技場を優先的に、オリンピック、パラリンピックキャンプ地誘致活動に支障の

ないよう事業を進めてまいりたいと考えています。しかしながら北関東防衛局から江川総合運動場

拡張整備事業に関してスケジュール的なことを教えていただけない状況にありますので、何年とい

ったことについてはお答えできないところでございます。 

（荻野副会長） 

報告にありました多目的広場のバックネットやトイレ、駐車場などが改修され綺麗になったこと

についてはたいへんありがたいことだと思います。 

江川総合運動場が拡張整備されようとしている中で、今ある多目的広場を利用する少年野球のこ

とでお願いがあります。少年野球をするのにライトがレフトに比べ短くライト側が狭い状況にあり

ます。かつて国より総合運動場の土地を借りたときにもっと広く借りて造成して欲しかったと思い

ます。以前の審議会の中でもお話させていただきましたが、１０ｍくらいですけれどもフェンスの

外を埋めライト側を大きくしてもらいたいと要望します。 

（小磯スポーツ振興課長） 

貴重なご意見として承ります。 

（鹿間教育部長） 

資料の写真でいうライト側ですか。 

（荻野副会長） 

そうです。せっかく試合をしたいと思ってもライト側が狭く公式戦ができないという状況です。

ライト側が広がればより有意義な施設になるものと思います。 

（永嶌委員） 

報告で大型バスの乗り入れは東側駐車場ということでしたが、小中体連の陸上大会では大型バス

が毎回１８台程度来場しています。そうすると足りないので東側駐車場だけではなく西側駐車場へ

の乗り入れはできないのでしょうか。 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

東側駐車場への大型バスの乗り入れは北関東防衛局と検討した結果となっております。西側駐車

場へ至るルートについては、現在、海上自衛隊正門北近くにある交差点から入る市道のみとなりま

す。この市道は狭く、大型バスの通行は難しいと考え東側駐車場への乗り入れということで現段階

では協議がまとまっているような状況にございます。 

（永嶌委員） 

それではサッカー場に行くときには、一旦、東側の方へ車を置いていくことになるのでしょうか。
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ここにある市道２０２３号線は太い道路ではないのでしょうか。 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

現状では普通乗用車の幅１．５倍くらいしか道路幅がなく、すれ違う時にはどちらかの車が一旦

止まるというような状況にございます。西側駐車場までに至るまでの途中のルートが曲がったりし

ており、駐車場まで行くのは難しいものと考えておりますので、北関東防衛局との協議の中では東

側駐車場を利用しようということになっております。 

（鈴木会長） 

市で西側駐車場への大型バスの乗り入れの検討するような考えはありますか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

東側駐車場には普通車のほか現状では大型バス９台、防衛省の整備区域、資料の赤の点線内を考

えますと、各競技場、駐車場、調整池のスペースでいっぱいの状態です。市道２０２３号線は図を

見ていただくとクランクなどがあって大型バスの通行には支障を来すこともあり、現時点では東側

駐車場の大型バス９台で対応したいと考えております。 

（鈴木会長） 

他に質問等ございますか。ないようでしたら次に、「報告第２号真舟・請西スポーツクラブにつ

いて」事務局よりお願いいたします。 

（小磯スポーツ振興課長） 

本市３つ目となる総合型地域スポーツクラブ、真舟・請西スポーツクラブについて、順を追って

ご報告させていただきます。 

１の名称、２の設立目的、３の設立経過、４の設立年月日についてですが、平成２７年６月２１

日に真舟・請西地区に真舟・請西スポーツクラブとして、スポーツの日常化や環境整備のほか、青

少年健全育成、多世代間及び地域の交流を推進することを目的に設立されました。 

設立経過については、資料に記載してあるとおりとなっております。 

次に５の活動場所についてですが、クラブ活動の拠点は真舟小学校屋内運動場とグラウンドとな

ります。 

６の対象についてですが、クラブの参加対象は真舟・請西・請西東・請西南に居住する成人です。

指導者と子どもの場合は、市内どこから参加されても良いようになっております。 

７の役員については、役員は、石井代表ほか、資料に記載してあるとおりとなっております。 

８の会員数、９の会費、１０種目については、設立時の会員数は３１１名で、設立時の種目とし

ては、剣道、ミニバスケット、バドミントン、野球、サッカーとなっております 

クラブは会員から会費をいただいて運営するようになっておりますことから、個人会員につきま

しては年間２，０００円、家族会員については同居家族であれば何人でも年間３，０００円となっ

ております。 

また、総合型地域スポーツクラブが地域に根ざしたクラブとして発展していくため、地域の方々

を対象としたスポーツ大会やレクリエーション大会などを開催していく中で、会員ではないが参加

したい方や、スポーツを体験したい方を非会員として、１回２００円という規定になっております。 

１１の活動開始年月日については、６月２１日に設立し７月１日から活動開始しております。準

備段階でほかの種目もありましたが、クラブとして今後、増やしていく予定でおります。 

また、設立総会時に石井代表は、地域の方々をまきこんだ初心者教室などを開催すると申してお

りました。以上です。 

（鈴木会長） 
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只今の報告につきまして、何かご質問等がございますか。 

（鈴木建委員） 

クラブの運営は役員にすべて任せているのでしょうか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

クラブの運営については、クラブ自らが行っていくものでございまして、行政が携わることは基

本的にはないものと考えます。 

（鈴木建委員） 

クラブ員以外の者は学校施設を利用できないのでしょうか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

このクラブも学校体育施設の目的外使用の範疇で活動していますので、手続きを踏み地元老人会

や保育園などが利用しています。 

（鈴木会長） 

どうもありがとうございました。 

 

６ その他 

（鈴木会長） 

最後にその他ですが、事務局で何かありますか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

８月３０日に開催します木更津トライアスロン大会についてご説明いたします。パンフレットが

お手元にあろうかと思いますが、開催期日は８月３０日になります。８時３５分からセレモニーを

開始して９時に競技の開始、１５時ぐらいで大会が終了する予定です。会場は陸上自衛隊木更津駐

屯地で自転車とランニング行い、駐屯地に隣接する木更津市内港でスイムを実施します。ちょうど

窓から見える青い屋根、管制塔の正面で泳ぎます。 

この大会は実行委員会主催の大会であり、実行委員会には木更津市の関係課、木更津市観光協会、

木更津青年会議所、木更津市スポーツ推進委員の皆さん、株式会社シーオス、千葉県トライアスロ

ン連合で構成されております。 

大会の役員ですけれども名誉会長に衆議院議員であります浜田代議士、会長に渡辺木更津市長、

副会長に千葉県トライアスロン連合臼井会長、それにシーオス社長の松島様となっております。 

コースとしてはパンフレット裏面にありますように、青い線が泳ぐコース、赤い線がランニング、

緑の線がバイクのコーストなっております。 

競技種目ですけれども、オリンピックディスタンスが、これはオリンピック正式種目で水泳が 

１．５ｋｍ、自転車４０ｋｍ、ランニング１０ｋｍとなっております。１，０００人の募集に対し

まして、７月２７日現在、９９９人の応募がございました。１，０００人のインターネット申込み

があり一旦締め切ったのですが、その後一人キャンセルが出て半端な９９９人となっております。 

もう一つスプリントディスタンスがございます。こちらはオリンピックディスタンスのすべて半

分となっており、７月２７日現在５００人の募集に対し２７２人の申し込みがございます。募集の

方は８月３日までとなっていますので、スプリントディスタンスの方はもう少し増えるのではない

かと思います。 

当日観戦もできます。自衛隊の会場に入る場合には付近に駐車できないため、市役所駐車場から

シャトルバスが出ておりますのでご利用ください。自衛隊内に入るには手荷物検査ございますこと

をご承知おきください。以上で報告終わります。 
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（鈴木会長） 

ありがとうございます。何かご質問ありますか。私からですが、毎年トライアスロン大会を実施

する計画でいますか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

この大会は実行委員会を組織して初めての大会となります。開催の経緯につきましては、アクア

ラインマラソンが実施され、スポーツの関心、市民の運動の意欲が向上したところですけれども、

来年はアクアラインマラソン開催が決定されておりまして、前回終わった時に今年は何もないなと

いうことで、この大会を計画させていただきました。 

トライアスロン大会を継続していくかどうかについては第一回目の今大会を検証していくこと

がまず必要と考えています。今の時点でのお答えは控えさせていただきたいと思います。 

（荻野副会長） 

ちなみにオリンピックディスタンスで応募者というのは市内、市外の比率はどうなっていますか。 

（小磯スポーツ振興課長） 

比率は出していませんけれども、上位５つの都道府県から申し上げますと、７月２７日現在、東

京都５３０人、千葉県２５１人、神奈川県２０３人、埼玉県８５人、茨城県３３人、少し離れて愛

知県が３３人、あと少ないですけれども、北海道や沖縄からも応募がありました。 

（鈴木会長） 

他に質問ございませんか。なければこれで本日の審議を終了したいと思います。なお、社会体育

関係事業等により、市民の体育スポーツ活動の振興が図られることを期待いたします。 

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。 

 

●閉会 

（高橋スポーツ振興課主幹） 

以上を持ちまして、平成２７年度第１回木更津市スポーツ推進審議会を終了いたします。 

次回第２回審議会は１１月頃を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 会議録署名人 神谷信久 永嶌博文 


