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木更津市スポーツ推進審議会 会議録 

 

日 時：平成２８年１２月２０日（火） 

                           午後３時５分から３時４０分 

場 所：木更津市役所駅前庁舎 防災室・会議室 

 

●開  会 

（高橋主幹）  皆様、本日はお忙しいところ、「第１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２８年度第１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。 

        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 挨拶】 

 

●諮問 

（高橋主幹）  ありがとうございました。 

続いて 市長から 「議案第１号 平成２９年度木更津市体育協会が実

施する事業に対する教育振興事業補助金交付の適否について」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】 

        【市長  会長席の前に移動し、諮問書を読み上げ】 

 

（高橋主幹）  ここで市長は、一旦中座させていただきます。 

 

【市長 退室】 

 

（高橋主幹）  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】 

 

●報告 

（鈴木会長）  本日、委員全員の出席により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。 
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また、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」により、本日のス

ポーツ推進審議会の会議は、一部非公開となりますので、ご了解をお願い

します。 

 

 

（鈴木会長）  次に、本日の会議録の署名委員を指名します。 

       神谷委員と山野寺委員にお願いいたします。 

 

 

●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４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。 

なお、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。 

初めに「議案第１号 平成２９年度木更津市体育協会が実施する事業

に対する教育振興事業補助金交付の適否について」を議題に供します。 

事務局、説明をお願いいたします。 

 

（伊藤課長）  市長より諮問されました「議案第１号 平成２９年度木更津市体育協

会が実施する事業に対する教育振興事業補助金交付の適否について」ご

説明いたします。 

資料１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、木更津市体育協会が、

スポーツの振興と体力の向上を図るために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ございます。 

この補助金の交付については、スポーツ基本法第３５条に、「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。」とされておりますことから、木

更津市スポーツ推進審議会のご意見を伺うものでございます。 

なお、先ほどの市長からの諮問文は資料２ページのとおりでございま

す。 

続いて資料３ページをお開きください。 

木更津市体育協会は、現在、加盟２５団体、登録人数約２２，０００

人で構成されております。 

当協会は、加盟団体の各種大会の開催を通じて、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。 

市では、これらの事業を支援するために、体育協会に補助金を交付し

ようとするものでございます。 

平成２８年度は、２６７万２千円の補助金を交付しております。 

平成２９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
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成２８年度と同額の補助金の交付を考えております。 

なお、平成２９年度の予算は、３月市議会を経て、決定することとな

ります。 

説明は以上でございます。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

 

（鈴木会長）  只今、事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見がございまし

たらお願いします。 

 

（荻野委員）  体育協会に２６７万２千円の補助金をしているとのことですが、加盟

団体の２５団体、どの様な団体があるのか、いくら割当られるのか知ら

ないのですが、ご提示頂けるのでしょうか。 

 

（伊藤課長）  ただいまのご質問ですが、加盟団体の競技種目など、今手元に資料が

ございませんが、市のホームページ等に体育協会のことが掲載されてお

ります。あと、分配金ですが団体の人数等により一定の計算式により分

配金を支出しているところです。 

 

（荻野委員）  団体については、ホームページに記載されている、その団体にいくら

づづ支払われているかは分からないですよね。 

 

（伊藤課長）  それは、記載されておりません。 

 

（荻野委員）  私ども諮問を受けている訳だから、知ってもいいのではないかと思う

のですが、皆様いかがでしょうか。 

 

（伊藤課長）  その金額で数万円、たとえば 3 万円から 8 万円の範囲と記憶していま

す。 

 

（荻野委員）  皆さんご存知の様に運動は結構お金が掛かるので、その金額で補助金

を出していると、でかい顔できるのかなと思います。金額については、

限られた財政の範囲で活動するので増やせと言うのは無理でしょうか

ら、ただ補助金を渡しただけと言うのではなく、色々な補助の仕方があ

ると思うのでその辺をご検討いただければと思います。 

 

（伊藤課長）  はい。 

 

（鈴木会長）  その他何か質問がございましたらどうぞ。 

 

（神谷委員）  例年と違うのは、今までは教育長が諮問していましたが、今年は市長

の諮問と言うことで、法律をみると教育委員会が意見を聴かなければな
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らないとなっていて、その辺は問題ないでしょうか。 

 

（伊藤課長）  只今のお尋ねですが、資料の 3 ページの審議会等への諮問等について

に記載されておりますが、この 4月から所管が教育委員会から市長部局

に移っております。その関係でここの括弧書きの特定地方公共団体のそ

の長がとなっておりますので、今回市長が諮問させて頂いて、委嘱も市

長名でさせて頂いたということです。 

 

（神谷委員）  わかりました。 

 

（鈴木会長） いろいろご意見等ございましたが、それでは、木更津市体育協会が実施

する事業への教育振興事業補助金の交付については、これを了承し、適

当と認めるということでよろしいでしょうか。 

 

              ―（委員）異議なし― 

 

（鈴木会長） どうもありがとうございました。 

       事務局から、各委員に答申案の配布をお願いします。 

 

            ―（事務局）答申案を委員に渡す― 

   

只今、事務局から、配布のありました 「答申書（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― 

 

市長入室後、着席 

 

（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、木更津市長より諮問されております 

「平成２９年度木更津市体育協会が実施する事業に対する教育振興事業補

助金交付の適否について」答申いたしたいと思います。 



 5 

       市長に答申書をお渡しいたします。 

 

       【鈴木会長 答申案を読み上げ市長に渡す】 

 

（高橋主幹） このあと、市長は公務のため退席させていただきます。 

 

（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２８年度社会体育関係事業について」 

     「報告第２号 平成２９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、まとめてご報告いただき、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。 

 

（伊藤課長） 「報告第１号 平成２８年度社会体育関係事業について」 

       「報告第２号 平成２９年度社会体育関係事業（案）について」 

      ご報告いたします。 

      資料４、５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。 

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ので、

後ほどご覧になっていただければと存じます。 

また、今年度の未実施の事業でございますが、１月１日に市民元旦マラ

ソン大会を、１月２８日にグラウンドゴルフを競技種目として、木更津市

長杯争奪少年少女スポーツ大会を予定しております。 

なお、市民元旦マラソン大会につきましては、８７８人のエントリーが

ございました。 

次に資料６ページをお開きください。 

「その他の実施事業」でございますが、（１）「学校体育施設開放事業」に

ついては、市民の身近なスポーツの場として、小中学校の体育館や運動場

を開放し、生涯スポーツの振興を図っております。 

平成２８度の開放校は、小学校１７校、中学校１３校で、登録利用団体

は１７６団体、４０５６人でございます。 

次に（２）「教育振興事業（市補助金）」につきましては、先ほど審議し

ていただく中で、ご説明したとおりでございます。 

続いて（３）「木更津市スポーツ表彰」についてでございますが、国際大

会に出場、または全国大会で優勝、準優勝した選手を表彰しておりますが、

今年度の対象者は、現在とりまとめているところでございます。 

次に（４）「全国大会等出場奨励金交付事業」についてでございますが、

新規事業として、今年度より、全国大会や国際大会に出場した選手へ奨励

金を交付しております。 
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１１月１８日現在の交付対象者は、５６名の個人と８団体でございます。 

続いて、報告第２号 「平成２９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。 

資料７ページをお開きください。 

１．平成２９年度の社会体育関係事業につきましては、平成２８年度と

同様に、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いたし

ます。 

各事業の概要でございますが、（１）の「市民スポーツ教室事業」では、

市民の健康体力づくりなどを目的として、ヨガ教室などを開催いたします。 

（２）の「学校体育施設開放事業」につきましては、引き続き、小学校１

７校と中学校１３校を開放校として予定しております。 

（３）の「スポーツ推進委員会事業委託」でございますが、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）の「木更津市長杯争奪少年少女スポーツ交流大会」は、小学生を対

象としたスポーツの交流大会を予定しております。 

（５）教育振興事業につきましては、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。 

続いて、８ページをお開きください。 

（６）の「木更津市スポーツ表彰」と（７）の全国大会等出場奨励金事業

でございますが、報告第１号でご説明したとおり、スポーツの国際大会や

全国大会で活躍した選手や団体に対する表彰と奨励金の交付を行う事業で

ございます。 

次に、２．体育施設関係事業につきましては、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きましては、

指定管理者に、体育施設の維持・管理を行わせるための経費でございます。 

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、桜井運動場につきましては、設備点検や修繕をはじめ、除草や清掃

業務など、施設の維持管理に伴う経費の支出を予定しております。 

私からの説明は、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、これについて質問等ございます

でしょうか。 

（吉本委員）  学校体育施設開放の事業ですが、例えばバックネットの老朽化が進み

危険な状態になっているものがあります。学校の施設ですが、開放事業

を行っているときに事故等あった場合のことを考えると、教育委員会と

事業担当課共に確認・把握しておく必要があるのではないでしょうか。 

（伊藤課長）  学校体育施設開放事業につきましては、各学校に協力頂いて実施して

おりますが、施設の老朽化等につきましては、教育委員会の担当部署と

連携を図って、確認し修繕が必要なものは修繕するようにしたいと存じ

ます。 
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（鈴木会長）  続きまして、「報告第３号 ちばアクアラインマラソン２０１６ほかに

ついて」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（伊藤課長） 「報告第３号 ちばアクアラインマラソン２０１６ほかについて」ご説

明いたします。 

資料１０ページをお開きください。 

はじめに、ちばアクアラインマラソン２０１６の結果についてでござい

ますが、 １０月２３日の日曜日に、本市を主会場として、第３回目とな

る「ちばアクアラインマラソン２０１６大会」が開催されました。 

種目は、距離４２．１９５ｋｍのフルマラソンと２１．０９７５ｋｍの

ハーフマラソン、そして、新たに正式種目となった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ハーフマ

ラソンは牛込漁港がゴールとなり、フルマラソンは袖ケ浦市内、ほたる野、

清見台を走り旧木更津市役所がゴールとなりました。 

出走者数と完走率は、フルマラソンが１１，１２６人で８９．６％、ハ

ーフマラソンが４，７１６人で９５．１％、車いすハーフマラソンが９人

で５５．６％でございました。 

気象条件、入賞者等については、資料の１１ページ・１２ページをご覧

になっていただければと存じます。 

続いて、資料１３ページをお開きください。 

「木更津トライアスロン大会」の結果についてご説明いたします。 

昨年度に引き続き、８月２８日に、陸上自衛隊木更津駐屯地と木更津港

内港で、第２回目の「木更津トライアスロン大会」を開催いたしました。 

総距離５１．５キロのオリンピックディスタンスには、１，１５３人、

半分の距離のスプリントディスタンスには、２１５人が出走いたしました。 

また、スイム、バイク、ランニングをチームで分担できるリレー種目を

新たに設け、２６組が出走いたしました。 

気象条件や入賞者などは、資料の１４ページ、１５ページをご覧になっ

ていただければと存じます。 

私からの説明は、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、質問等ございますでしょうか。 

 

（鈴木（建）委員）アクアラインマラソン、前回と比べて大変良かったと思います。た

だ終ってから清見台方面の方が家に帰れない、何処にも出られないと言う、

周回コースは如何なものかと思います。ただ、県が主催なので変更は難し

いと言うのもありますが、あれだけ坂があるとニュースになる様な新記録

が出ないのでもっと坂を減らして話題になるようなコースが良いのではと

思います。 
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可能ならば、県のほうに言って頂いてコースを変えるほうが住民のため

になると思います。 

 

（伊藤課長） 交通規制の件については、清見台方面だけで無く他の地域の住民の方か

らも市に色々ご意見を頂いておりまして、先日実行委員会が開催されまし

てその辺のご意見は県の方に伝えております。 

あと、コースのことでございますが、確かに記録が出ずらいと伺ってお

りますが、今回公認コースとなる申請をしておりまして、ただ、ご意見と

して実行委員会を通じて県に伝えたいと思います。 

 

（鈴木会長） 続きまして、「報告第４号 江川総合運動場拡張整備事業の進捗状況につ

いて」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（伊藤課長） 「報告第４号 江川総合運動場拡張整備事業の進捗状況について」ご説

明いたします。 

資料１６ページをご覧ください。 

はじめに、事業の整備計画をご説明いたします。 

江川総合運動場拡張整備事業につきましては、防衛省が整備予定区域の

樹木の伐採や造成工事などの公園的基盤整備を行い、市は、この基盤整備

に連動して、野球場、陸上競技場、サッカー場の運動場機能を付与いたし

ます。 

施設の概要でございますが、多目的広場１の野球場は、両翼約９７．５

ｍ、センター約１２１．９ｍの硬式公認野球場規格として整備いたします。 

また、多目的広場２の陸上競技場は、全天候型ウレタン舗装８レーン、

４００ｍトラックや天然芝のフィールドを持ち、中学生陸上競技大会等で

公認記録を取得できる３種公認の競技場として整備いたします。 

そして、多目的広場３のサッカー場は、天然芝で、１０５ｍ×６８ｍの

サッカー協会認定種別Ｃとして整備いたします。 

続いて事業の進捗状況についてご説明いたします。 

まず、防衛省でございますが、昨年度、１期工事として、陸上競技場部

分の樹木伐採や地盤改良工事を実施いたしました。そして、２期工事とし

て、野球場と東側駐車場部分の樹木伐採や地盤改良工事、陸上競技場の基

盤整備のうち、残る工事を平成２８年度と２９年度の２ヵ年で実施するも

のと伺っております 

整備の現況でございますが、資料１７ページをご覧ください。 

上の写真は、１６ページの図のＡ地点から東側、多目的広場２の陸上競

技場側を撮影したものでございます。 

また、下の写真は、Ｂ地点から西側を撮影したもので、黄色矢印でお示

ししておりますように、造成後の平らになっている様子を伺うことができ

ます。 

次に市の取組状況についてご説明いたします。 
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市では、昨年度、防衛省の基盤整備に連動して、運動場機能を付与する

ため、３つの施設の基本設計業務を実施したしました。 

また、今年度は、陸上競技場の費用対効果の調査、検証を進めていると

ころでございます。 

このほか、進入路の整備状況でございますが、測量や補償額算定のため

の物件調査を実施してところでございます。 

最後に、今後の予定でございますが、陸上競技場につきましては、平成

３０年度末の完成を目指し、野球場とサッカー場は、その後に順次整備を

進めていく予定でございます。 

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、質問等ございますでしょうか。 

 

（志保沢委員） 既存の野球場とテニスコートが図面にないのはどうしてですか。 

 

（伊藤課長）  図面に既存の施設入って無くて申し訳ないですが、既存の施設は図面

の現駐車場と書いてある緑の枠の所です。 

 

（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。 

 

（伊藤課長） それでは「（仮称）スポーツ推進計画について」ご説明いたします。 

資料１８ページをお開きください。 

（仮称）木更津市スポーツ推進計画につきましては、スポーツ基本法で「地

方スポーツ推進計画」の策定が努力義務になっていることを踏まえ、新た

に策定しようとするものでございます。 

初めに１の「目的」でございますが、市民のだれもが、いつでも、どこ

でも生涯にわたって、スポーツに親しむことができる生涯スポーツの環境

づくりをめざすことを目的といたします。 

次に２の「計画の位置付け」でございますが、市の基本構想の基本方向

「まちを支える人づくり」の基本政策「スポーツ・レクリエーションの推進」

の実現を目指すための基本的な取組みを示すものでございます。 

続いて、３の「主な策定予定内容」でございますが、基本理念、基本方

針、基本目標、基本施策などを予定しております。 

最後に４の「今後の予定」でございますが、庁内の策定委員会を設置し、

平成２９年度の策定を目指して取組んでまいります。 

 

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ございま

すでしょうか。 
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（志保沢委員） 資料等はないのでしょうか。ないと議論は難しいと思うのですが。 

 

（伊藤課長）  ただいま説明した趣旨は、今後市町村がこういうもの作る努力義務が

あると言うことで、取組んでいきますと言うことで、内容については今

後庁内で策定委員会を設置して骨子を固めてから、審議会に図ることに

なります。  

 

（志保沢委員） わかりました。 

 

（荻野委員）  小学生のスポーツは野球やサッカーなど社会体育となりますが、学校

教育との関係でスポーツ大会日と学校行事日などで問題になる場合が

あります。社会体育の指導者がやる気を出せるように学校教育現場とう

まく調整が出来るようなものがあったらと思います。これは意見です。 

 

（伊藤課長）  只今、ご意見伺った件ですが、教育委員会の学校教育課や生涯学習課

など、関係部署と連携をとりながらやって行きたいと考えております。 

 

（鈴木（建）委員）それに伴って、今、公認スポーツ指導員をいっぱいつくっていると

思うので、それを活用して学校関係とタイアップしたら如何か。 

 

（鈴木会長）  社会体育と学校現場で難しい面もあるかとおもいますが、校長先生何

かありますか。 

 

（鶴岡委員）  学校のほうでは、行事調整委員会と言うのがあって、基本的に月・木

は行事を持たないと言う原則があって、それを４市で調整しながら行事

等を進めことになっています。 

 

（吉本委員）  そうですね、あと祝日等の行事についてもその年間の計画を近隣の学

校と情報交換を行いながら、年間の中で決めるとなっています 

        千葉は、地域・学校・家庭で、抜けて教育委員会が一番強いと言われ

るところですので、その関係の方々と頻繁に連絡を取合える様な状況、

学校では教頭が窓口になっておりますが、そこと頻繁に連絡を取合って

頂くのが一番良いかなと思います。 

 

（鈴木会長）  いろいろな機会でそう言う話をして頂ければと思います。 

 

（伊藤課長）  はい。 

（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。 
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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２８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。 

 

 

議事録署名人  神谷 信久   

山野寺 由紀 


