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平成２１年度 第５回安曇野市スポーツ振興計画策定委員会 会議概要 

１ 審議会名 スポーツ振興計画策定委員会   

２ 日  時 平成２２年３月２４日 午後７時００分から午後９時００分まで 

３ 会  場 豊科公民館 大会議室     

４ 出席者  古澤会長、加々美副会長、大谷委員、降旗委員、高橋委員、宮沢委員      

       二木委員、阿部委員、廣田委員、鹿川委員、会田委員、内川委員、矢野委員   

       臼井委員、畠山委員                            

                                       

５ 市側出席者  赤羽課長・藤原係長・横山企画員・中島主査        

６ 公開・非公開の別  公開       

７ 傍聴人  ０人    記者  ０人  

８ 会議概要作成年月日     平成２２年３月２９日  

協  議  事  項  等 

１ 会議の概要 

 （１）開会（赤羽課長） 

 （２）会長あいさつ 

 （３）協議事項 

    ①スポーツアンケートの結果について 

    ②体育施設利用団体用アンケートについて 

    ③障害者用アンケートについて 

 （４）閉会（赤羽課長） 

 

２ 会長あいさつ 

年度末の忙しい中集まっていただきありがたく思う。各団体においても役員の交代など新年度に向けて動

いているのではないかお思う。年度末といっても高校野球や春高バレーがあったりと若い世代が活躍して

いる。そんな世代にもつなげていけるようにまとめていきたい。 

 

３ 協議概要 

 （１）スポーツアンケートの結果について 

 （会 長） 事務局のほうから説明をお願いしたい。 

 （事務局） 【資料内容説明】 

 （会 長） 質問、意見等あったらお願いしたい。 

 （会 長） 回収率が予定より低かった。スポーツを行わない人の理由は個人的なものがあり、時間的な余

裕がない方が多いと言える。新しいスポーツ施設を必要と考えている人が多くないのが意外で

あった。スポーツを親しんでいる人とそうでない人とでは開きがあると思った。 

 （委 員） アンケートをまとめたのは専門業者なのか。 

 （事務局） 集計は専門業者である。 

 （委 員） 回収率４２パーセントに対して業者は何かいっているのか。 

 （事務局） 他の自治体のアンケート等と比べても低いわけではないと聞いている。 

 （委 員） 役所としてはこれをどうみているのか。 

（事務局） スポーツ振興計画を策定するにあたり市民の考えの傾向をみるためのもので、多数決というと

いう利用はしない。 

（会 長） また、見ておいていただいて、今後にいかしていただきたい。 

 

 



協  議  事  項  等 

（２）体育施設利用団体用アンケートについて 

（会 長） 事務局のほうから説明をお願いしたい。 

 （事務局） 【資料内容説明】 

（会 長） 施設利用団体用アンケートを示していただいたが、このような内容でよいか。 

（委 員） １番の所属する団体で競技団体はどこに入るのか。 

（事務局） 体育協会であれば競技部というのが中にあるので、そういった部であれば体育協会に属してい

ることになる。代表者の方は分かっていると思う。 

 （委 員） ６番の利用料金についての質問は体育協会、スポーツ少年団に対してはあまり意味のない質問

ではないか。 

 （事務局） 現状ではスポーツ少年団は無料、体育協会は施設使用料が無料で照明料、暖房料が５０パーセ

ントになっている。言われてみれば、ピンとこないかもしれない。 

 （委 員） その他というのはどういう団体なのか。 

 （事務局） 体育協会、スポーツ少年団に属さない団体がかなりの数ある。そのような任意サークルを抽出

して行うことを考えた。 

 （委 員） その人たちの料金はどうなっているのか。 

 （事務局） 市内の任意サークルとして登録されていれば、使用料が５０パーセント、照明料、暖房料は全

額負担となっている。アンケートをとる方で正規な料金はいない。みんな減免になっている。

 （委 員） 料金については市民アンケートのほうで把握できる。 

 （委 員） 傾向をつかむということでは残してもいいと思う。 

 （事務局） ７番のほうで料金についてもっと広い意味で聞いているので、６番はなくてもいいかもしれな

い。 

 （委 員） なくてもいいのではないか。 

 （事務局） ７番で聞くので、６番は削除したいと思うがよいか。 

 （会 長） 削除でよいか。 

       （よいの声） 

 （委 員） どれくらいの人にだすつもりなのか。 

 （事務局） スポーツ少年団が約６０、体育協会が約１２０で 低でも１８０くらい。 

 （会 長） ９番の職員の対応というのは、受付の時の対応のことなのか。 

 （事務局） 施設の貸し出しの対応のことで職員だけとは限らないので体育施設の職員というような形にか

えたい。 

 （委 員） １１番の清掃業務とあるが、トイレがないところもあるのではないか。 

 （事務局） トイレがなくても草が生えているとか、ゴミが散乱しているとか、そういうことも含めてとい

うことになる。 

 （会 長） われわれも終わったあとは掃除しているが、その設備が整っているのかということか。 

 （事務局） 手が行き届いているかという意味である。 

 （委 員） １０番の施設、設備の内容や管理の状況との違いは何か。 

 （事務局） 施設、設備が充実しているかということである。外でいえば、トイレが少ないとか、バックネ

ットがないとか、ベンチがないとかという設備が足りない、壊れているというのを想定して設

問した。分からなければこれも表現を変える。 

 （委 員） 設備を個々に具体的に聞くことはないか。それぞれの設備を不足に感じているかどうかという

ようなことはどうか。 

 （委 員） 古い施設と新しい施設では違うと思う。 

 （事務局） １０－１として不満、やや不満と答えた方にどのようなものが設備として不満だったか聞けば

いいか。 

 



協  議  事  項  等 

 （委 員） 清掃業務というのは施設の管理者がきれいにしているかということか。 

 （事務局） そうである。清掃業務というとトイレ清掃のイメージが強くあるかもしれませんので、少し候

補をあげて日常管理についてどう思うかわかりやすくしたい。 

 （委 員） 平等利用の公平性とはどういうことか。 

 （事務局） 使いたくても使えないこともある。 

 （委 員） 分からないところもあるので具体的にしたほうがいい。 

 （委 員） 職員の対応だとか、清掃の状況とかは各施設で聞けばいいことであって、ご意見ボックスみた

いのがあってそこに投函できるシステムがあれば、いちいち対象者が分散されるところにむか

って発信するアンケートではないと思う。その施設に問題があれば、そこの管理をしっかりや

ればいい。そこを使った人にしか分からないので、意見ボックスを作ればアンケートをやらな

くてもいいのではないか。 

 （事務局） 管理人がいるところにはご意見ボックスはおけるが、グラウンドなどにはない。 

 （委 員） 貸し出し窓口でとればすむと思う。 

 （委 員） これはこれで意義があると思う。内容はもうちょっと検討する必要はあると思う。今、言われ

た意見のとおり窓口にも置けばいいと思う。日常の改革についてはそういうことでやっていけ

ばいいと思う。 

 （会 長） 利用している方のアンケートも参考にしてトータルで考えていくうえであってもいいと思う。

 （委 員） １２月の会議のときに一般のアンケートとは他に利用者や障害者にもアンケートをとったほう

がいいということであった。場所とかそういうことではなく別のものとしてとらえてもらった

ほうがいい。 

 （会 長） 利用者向けと障害者向けのアンケートを進めたいということであったのでその方向でいいか。

 （事務局） 体育協会、スポーツ少年団以外にも施設を利用する方もいるのでその方たちにも答えてもらう

ようにしたい。 

 （委 員） より幅広くでいいと思う。 

 （委 員） 管理人のいるところ、いないところで管理に差がある。 

 （事務局） 主に利用する施設はどちらかを聞きたいと思う。そうすれば、設備の状況などが分かると思

う。 

 （委 員） 利用団体向けのアンケートは施設のことが主でスポーツ施策のことは聞いていない。どんな年

齢層がどれだけ練習していて、どんな大会に年何回ぐらいいるとか、指導者が何人いるとか、

各団体がおもっていることとか、課題とか活動のことを聞けないのかと思う。 

 （事務局） １４番の自由記述に書いてもらえればと思う。各団体の活動までは想定していなかった。こう

いう機会なので、そういうことも含めて聞きたいと思う。 

 （会 長） そういうことは可能なのか。 

 （事務局） 家庭婦人とかはさらに枝分かれしているので、難しいところもある。 

 （委 員） 細かく聞いてもアンケートをまとめるのも大変だと思う。 

 （事務局） スポーツ振興計画策定のためには、いろいろなデータがあることはいいことだと思う。アンケ

ートと利用団体調書と分けてやるやり方もあるし、アンケートの中で一緒に聞くこともでき

る。 

 （会 長） 一緒にやってしまったほうがいいか。 

 （事務局） 別々にやるよりは一回で済ませたほうがいいと思う。 

 （事務局） 手直しを加えて実施したいと思う。先ほど６番を削除という話であったが、窓口に来られた方

にもアンケートをとるということなので残したいと思う。 

  

（３）障害者用アンケートについて 

（会 長） 事務局のほうから説明をお願いしたい。 

 （事務局） 【資料内容説明】 

（委 員） 障害者団体も身体障害者、聴覚障害者、視覚障害者などと別れているので、その辺、気をつけ

て欲しい。 

（事務局） できるだけ広くとりたい。 

（委 員） 施設について聞いて欲しい。あづみ野ランドは車イスでは入れないから、松本のプールまで行

っているという話も聞く。 

 
 



 

 

協  議  事  項  等 

 （事務局） わかった。 

 （委 員） スポーツ大会に参加したことあるか、知っているかを聞いて欲しい。 

 （事務局） わかった。 

（委 員） １１番の競技にマレットゴルフ、ゲートボール、車いすバスケット、サウンドテーブルテニス

を加えて欲しい。車いす駅伝よりは車いすマラソンのほうが主流。 

（事務局） １４番のほうも同じように変えたい。 

（会 長） ７番で行ったと答えた人はどの質問まで答えるのか。 

（事務局） ７番で行ったと答えた人は９番から１３番まで答えてもらって１４番からはみなさんに聞きた

い。ここから全員の方にお聞きしますと入れる。 

（会 長） ８番と９番からの設問の順番を入れ替えて欲しい。 

（事務局） 分かった。 

（事務局） ４月早々に出して４月末には回収したい。 

 

（４）その他 

（会 長） 全体を通じてほかに何かあるか。 

（委 員） 市民アンケートの結果を受けて市のほうでは計画の柱はもう立てたのか。 

（事務局） ２日くらい前に手にしたばかりなので、これからになる。年度替わりましたら、案を作ってま

たみなさんにお諮りしたい。 

（委 員） 若い人の回答が少ない。計画を立てる上で若い人の意見も加味するよう配慮して欲しい。 

（事務局） 年齢やスポーツやっている、やっていないなどでさまざま意見があるので、できるだけ考慮し

たい。 

 

  －閉会－ 

 
 


