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平成２７年度 第２回木更津市スポーツ推進審議会 議事録 

 

１ 日時  平成２７年１２月２１日（月）午後３時００分から午後４時４０分 

２ 場所  木更津市役所朝日庁舎 会議室Ｆ 

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、志保沢博央委員、吉澤

隆子委員、鈴木建二委員、榎本淳子委員（委員９名中９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 会長あいさつ 

⑶ 教育長あいさつ 

⑷ 諮問 

⑸ 報告 

① 報告第１号 平成２７年度社会体育事業について 

② 報告第２号 平成２８年度社会体育事業計画（案）について 

③ 報告第３号 ちばアクアラインマラソン２０１６について 

⑹ その他 全国大会等出場奨励金事業について 

⑺ 閉会 

６ 会議の概要 

●審議会 

１ 開会 

（高橋主幹） 

皆様、本日はお忙しいところ、「第２回木更津市スポーツ推進審議会」にご出席をいただきまして

ありがとうございます。只今から、平成２７年度第２回審議会を開会いたします。 

本日の審議会次第につきましては、お手元にございますので、適宜ご参照ください。 

２ 会長あいさつ 

（高橋主幹） 

初めに、鈴木木更津市スポーツ推進審議会会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

― 鈴木会長あいさつ ― 

３ 教育長あいさつ 

（高橋主幹） 

続きまして、木更津市教育委員会 髙澤教育長からご挨拶を申し上げます。 

― 髙澤教育長 あいさつ ― 

 

４ 諮問 
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（高橋主幹）  

ありがとうございました。 

続いて 教育長から 「議案第１号 平成２８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」に係る諮問書の提出がございます。 

        【鈴木会長   机の前に移動】 

        【髙澤教育長  会長席の前に移動し、諮問書を読み上げ】 

【鈴木会長   教育庁から諮問書を受け取る】 

（高橋課主幹） 

ありがとうごぞいました。それでは只今より、会議に入ります。 

本日の会議の議長でございますが、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、鈴木会長にお願いいたします。 

― 鈴木会長（議長席へ） ― 

（鈴木会長） 

本日、委員全員の出席でございますので、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、本日の会議録の署名委員を指名します。神谷委員と志保沢委員にお願いいたします。 

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３件、その他１件でござ

いますのでよろしくお願いいたします。 

初めに「議案第１号 平成２８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」を

議題に供します。審議に入る前に、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第４項の規定

により議案第１号を非公開といたします。 

それでは、事務局、説明をお願いいたします。 

（小磯課長） 
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（鈴木会長）  

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。 

              ―（委員） 休憩― 

（鈴木会長）  

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２８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」答申いたしたいと思います。髙澤教育長に答申書をお渡しいたしま

す。 

―（鈴木会長、髙澤教育長に答申書手交）― 

（鈴木会長）   

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２７年度社会体育関係事業に

ついて」、「報告第２号 平成２８年度社会体育関係事業（案）について」は関連がございますので、

まとめて報告のうえ、後ほど質問等を受けたと思います。 

それでは、事務局より報告をお願いいたします。 

（小磯課長）  

報告第１号平成２７年度社会体育関係事業についてご説明いたします。 

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。 

今年度は新たな試みとして、陸上自衛隊木更津駐屯及び木更津内港を会場とし、滑走路を走ること

のできる木更津トライアスロン大会を、８月３０日に開催いたしました。 

スイム１５００ｍ、バイク４０ｋｍ、ラン１０ｋｍのオリンピックディスタンスには男性８４７人、

女性５４人、合計９０１人の参加をいただき、完走率９４．３％でした。 

またスイム７５０ｍ、バイク２０ｋｍ、ラン５ｋｍのスプリントディスタンスには 男性２６１人、

女性３１人、合計２９２人の参加をいただき、完走率９６．６％でした 

その他、開催事業の内容、参加人数等は、資料記載のとおりでございます。 

今年度の未実施の事業は、市民元旦マラソン大会を１月１日に、第４回木更津市長杯争奪少年少女

グラウンドゴルフ大会を、１月３０日に開催を予定しております。 
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元旦マラソン大会につきましては、８５２人のエントリーがございました。 

続きまして、報告第２号、「平成２８年度 社会体育関係事業計画（案）」についてご説明いたしま

す。６ページをお開きください。 

平成２８年度の社会体育関係事業ついては、平成２７年度と同様にレクリエーション大会やスポー

ツ教室等を開催いたします。 

それでは、各事業についてご説明させていただきます。 

（１）市民スポーツ教室事業は、パドルテニス、ヨガ、健康体操など３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は、小中３０校の開放を予定しております。 

（３）スポーツ推進委員会事業委託は、春と秋の「市民歩け歩け大会」、「木更津市スポーツ・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。 

（４）「市長杯争奪小年少女スポーツ交流大会」は、スポーツを通して子ども達の心身の健全育成を

図り、子どもたちが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、

開催しておりまして、平成２８年度で５回目となります。 

（５）教育振興事業については、先程、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。 

（６）木更津市スポーツ表彰については、全国大会等で目覚しい活躍をされた選手や団体に対し、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。 

（７）全国大会等出場奨励金事業については、後ほど、その他で、ご説明いたしますが、国際大会・

全国大会に出場するアマチュアスポーツ選手に奨励金を交付するものでございます。 

（８）保健体育総務諸経費については、児童・生徒の体力の向上と 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・袖ヶ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。 

（９）「ちばアクアラインマラソン２０１６大会」については、後ほど、報告第３号でご説明いたし

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、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。 

（鈴木会長）   

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ありますか。 

ないようですので、続きまして、「報告第３号 ちばアクアラインマラソン２０１６開催について」

事務局より説明をお願いいたします。 

（小磯課長） 
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続きまして、報告第３号、「ちばアクアラインマラソン２０１６大会」についてご説明いたします。 

９ページをお開きください。 

 来年、１０月２３日の日曜日に、本市を主会場として開催される、３回目となる「ちばアクアライ

ンマラソン２０１６大会」についてご報告いたします。 

 種目は、距離４２．１９５ｋｍのマラソン、２１．０９７５ｋｍのハーフマラソンや車いすハーフ

マラソンでございます。コースは、潮浜公園をスタートしたのち、アクアラインを走り旧庁舎をフィ

ニッシュにするなど、２０１４大会とほぼ同様でございます。 

定員はマラソンで１２，０００人、ハーフマラソン、車いすハーフマラソン併せて約５，０００人 

合計で１７，０００人となっております。定員を超える申し込みがあった場合には、抽選により当選

者を決定いたします。 

参加料外については、資料をご覧になっていただければと存じます。 

運営面につきましては、２０１４大会同様、県、市で様々なイベントを企画し、ランナーや来訪者

に対し市を挙げておもてなしをする予定でございます。 

説明は以上でございます。 

（鈴木会長）  

只今、事務局より説明がありましたが、ご質問等ありますか。 

（小磯課長）             

ないようですので、それでは補足させてできます。２０１４大会との大きな違いとしてはマラソン

が１万３千人、ハーフマラソンが４千人定員でしたが、マラソンより人気がありましたので倍率が４．

５倍率と５倍近い倍率がありましたので、マラソンを千人減らして１万２千人、ハーフマラソン、車

いすハーフマラソンを含めて千人増やして５千人にとなっています。先程の説明でコースもほぼ同様

だとお話しましたが、アクアラインが強風により渡れない場合には、前回の大会ではコースを短縮す

るようにしましたが、今回は連絡道を使って金田から袖ケ浦の飯富への強風の場合でもフルマラソン

を行います。ハーフマラソンの場合は短縮します。ハーフマラソンのゴールは前回大会では三井アウ

トレットパークの駐車場でしたが、今回はそこを通り過ぎて牛込漁港の手前がゴールとなっています。 

大きな違いはこの３つでございます。以上です。 

（鈴木会長） 

ご質問等ありますか。 

（荻野副会長） 

木更津トライアスロン大会との関係ですけれども、これは隔年で開催するということでマラソンが

あるときはやらないと言うように理解してもいいしょうか。 

（小磯課長）  

トライアスロン大会は本市では実行委員会という組織を作っており、１０月の実行委員会で総

括をいたしました。その中でも出場者の評判が良く、観光協会からもホテルがいっぱいだったとい

うお話しをいただきました。 

実行委員会では次回大会の開催に向け関係機関と協議していくということになっていますが、何分

陸上自衛隊と内港で大会が完結しますので、陸上自衛隊の意向に従わなければならないと思います。

ただ現時点での実行委員会の結果では、次回開催に向け事務を進めていくということになっています。

来年はおそらく８月にトライアスロン、１０月にマラソンという形になると思います。 



 6 

（荻野副会長） 

では２８年度の事業にトレース大会が加わるということでしょうか。 

（小磯課長） 

まだ調整中ということになります。 

（鈴木会長） 

ありがとうございます。他に質問ありますか。 

（鈴木建委員） 

木更津市長杯争奪少年少女スポーツ大会の参加人数をどの程度見ていますか。 

（小磯課長） 

前年度ですと１３０名程度の小学性の参加をいただいています。 

（鈴木建委員） 

例えば昔は各種スポーツ大会をスポーツ少年団で開催していたと思いますが、このグランドゴルフ

での市長杯争奪はピンとこないような気がしています。それでは１００メートル走などのような運動

会形式でできないでしょうか。 

（小磯課長） 

市長杯争奪は少年野球が始まりで２３年間、２３回開催して参りました。これも実行委員会形式で

開催しています。５年前に小学生で運動が得意でない子どもたちも参加できる競技としてグランドゴ

ルフが始まりました。ただいま鈴木からいただいた意見も参考にしたいと考えております 

（志保沢委員） 

テニスコートですが、小櫃堰公園の施設に人工芝ができ、体育施設にはない状況です。予算的な面

もありますが整備されていないことについてどう考えますか。 

（小磯課長） 

整備できればいいと考えますが、江川総合運動場の整備も控えていますので、今のところお約束で

きない状況です。 

（鈴木会長）   

どうもありがとうございました。最後にその他ですが、事務局より説明をお願いいたします。 

（小磯課長） 

「全国大会等出場奨励金事業」について、ご説明させていただきます。 

１１ページをお開きください。 

初めに趣旨にもありますように、本市では、きさらづ未来・創造プラン（木更津市第１次基本計画）

の計画事業として、平成２８年度よりスポーツの全国大会や国際大会に出場する団体や個人選手に対

しまして、報償的な考えのもと、奨励金の交付を考えております。 

それでは事業内容の説明に入ります。 

はじめに第１は、奨励金交付対象となる大会の定義ですが、予選大会や選考会等の出場手続きを経

て出場する国際大会と国内の全国大会を考えております。 

国際大会は、ア）オリンピック競技大会、イ）パラリンピック競技大会、ウ）世界大会、エ）アジ

ア競技大会といたします。 

全国大会は、ア）国民体育大会、イ）文部科学省又はスポーツ庁が主催し、又は共催するスポーツ

競技大会、ウ）公益財団法人日本体育協会又は当該協会に加盟する中央競技団体が主催し、又は共催
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するスポーツ競技大会といたします。 

エ）以下についてはお手元の資料をご覧ください。 

次のページをお開きください。 

第２の交付対象者ですが、（１）から（４）にございますとおり、本市に住民登録のある者、在勤

在学者、あるいは、本市に活動拠点を置く団体や、その団体に所属する者を対象といたします。 

ただし第２、２のとおり、木更津市補助金等交付規則により補助金の交付申請を行なおうとする者

若しくは団体、実業団関係の大会に出場しようとする者や団体は、交付対象者から除くものとします。

補助金の交付の例として甲子園出場があります。 

次に第３から第５につきましては、奨励金交付に関する事務手続き等でございます。 

最後に第６の交付決定の取消しですが、市長が奨励金の交付決定を取り消す条件でございます。な

お、奨励金の金額等の事業内容の細部つきましては、今後検討してまいります。 

本事業を実施するにあたりまして、委員皆様の忌憚の無いご意見を頂戴したいと存じます。 

説明は、以上でございます。 

（鈴木会長）   

只今、事務局より説明がありましたが、これについて質問等ありますか。 

（志保沢委員） 

今年度の対象者はどの程度ですか。 

（小磯課長） 

高校総体が８６人、国体が４１人、平成２６年度は高校総体９０人、国体１０人です。今年度国体

が多いのは総合高校のソフト部が入っているためです。 

（神谷委員） 

スポーツレクリエーションが除かれ競技スポーツしか対象となっていませんがいかがですか。 

（小磯課長） 

申し込みのみだけではだめで、予選会を経て出場する大会を対象としています。 

（荻野副会長） 

どの程度の支出を考えていますか。 

（小磯課長） 

団体、個人で差をつける予定です。金額については現段階ではお答えできないところです。団体に

ついては上限を設け、一人、一団体に対し大きな額とはならない予定です。 

（髙澤教育長） 

主催、共催の部分にたくさんの大会があります。絞り込みが重要と考えます。 

（志保沢委員） 

 貰う側の期待が大きく膨らみますので、ルールの縛りもっときちんと詳しく決めてから事業を公表

した方がいいのではないでしょうか。 

（鹿間教育部長） 

今回お示ししたことは、たたき台であり決まったものではありません。今回はただ今発言されたよ

うな意見をお聞きししょうとするものです。 

過去の甲子園出場の補助金ではなく、委員の皆様からご意見を聞きながら新規事業を進めたいと思

います。 
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（髙澤教育長） 

小中体連でも小学生の大会はないのではないでしょうか。 

（鈴木建委員） 

全日本空手道連盟主催の小学生全国大会があります。 

（永嶌医院） 

社会体育の面であります。 

（荻野副会長） 

スポーツ少年団の全国野球大会があります。 

（神谷委員） 

体協の表彰で問題になりましたが、高専の全国大会前に予選として関東大会があり、ここには７校

しか出場しません。扱いはどうなのでしょうか。 

（小磯課長） 

このような大会も対象となると考えます。 

（鹿間教育部長） 

対象校が少ないにしても予選を経る必要はあると思います。 

（小磯課長） 

来年７月、木更津で高専のバレーボール大会があります。線引きは難しいので引き続き検討してい

きたいと思います。 

（鈴木会長）   

 他にございませんか。ないようですので、これで本日の会議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。 

●閉  会 

（高橋主幹）  

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２７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。 


