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平成２５年度 第１回鶴岡市スポーツ推進審議会 会議録（概要） 
 

 

○ 日   時  平成２５年７月２日（火） 午後２時～午後４時４０分 

 

○ 会   場  小真木原総合体育館 ２階 大会議室 

 

○ 公開・非公開の別  公開 

 

○ 傍聴者の人数    ０人 

 

○ 次  第   １   開会  

         ２   委嘱状交付 

         ３   挨拶 

         ４   自己紹介 

         ５   会長及び副会長の選出 

         ６   諮問 

         ７   説明 

          (1) 鶴岡市スポーツ推進審議会について 

           (2) 国のスポーツ基本計画及び山形県スポーツ推進計画の概要について 

           (3) 鶴岡市総合計画における市民スポーツの振興について 

           (4) 鶴岡市スポーツ推進施策の概要について 

          ８   協議 

           (1) 鶴岡市スポーツ推進計画の策定方針（案）及び策定スケジュール（案）

について 

           (2) 鶴岡市のスポーツ環境の現状と課題について 

           (3) その他 

         ９   その他 

         １０ 閉会 
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１ 開会  

 

２ 委嘱状交付（教育長が交付） 

 

３ 挨拶（教育長） 

 

４ 自己紹介 

 

５ 会長及び副会長の選出 

【司会】 

 続きまして、会長及び副会長の選出でございます。 

 鶴岡市スポーツ推進審議会条例第５条には「委員の互選によりこれを定める」と規定されてお

りますが、いかがいたしましょうか。 

（「会長：稲泉委員、副会長：飯野委員」の声あり） 

 

【司会】 

 ただ今、会長に稲泉委員、副会長に飯野委員とのご提案をいただきましたが、皆様、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」の声） 

 

【司会】 

 「異議なし」の声がございましたので、それでは、もう一度拍手で確認をお願いいたします。 

（全委員：拍手） 

 

【司会】 

 ありがとうございました。全員の賛成により、会長に稲泉委員、副会長に飯野委員が決定いた

しました。よろしくお願いしたいと存じます。 

 

６ 諮問 

【難波教育長が「鶴岡市スポーツ推進計画の策定について」の諮問書を稲泉会長に渡す】 

 

７ 説明 

(1)  鶴岡市スポーツ推進審議会について  

(2)  国のスポーツ基本計画及び山形県スポーツ推進計画の概要について 

(3)  鶴岡市総合計画における市民スポーツの振興について 

(4)  鶴岡市スポーツ推進施策の概要について 

【議長】 

ご指名を受けましたので務めさせていただきます。今年の場合は大変大切な取り組みをやらな

ければならない年であり、しかも、この一年間、この資料の中を見ますと会議を重ねて運営して

いかなければならないという事がございますので是非皆様のご協力よろしくお願いいたします。
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昨年も審議会の委員を務めていましたけども、今日改めて名簿を見て指定１５人以内というフル

のメンバーでしかも先ほどもちょっとございましたが大変多彩な方々というご表現であったかと

思いますけども、多方面に渡る大変僭越ながらご期待申し上げてよい委員が選ばれており私も大

変嬉しく思います。それでは今日これからこの予定表を見るとかなりの時間を要する重要な説明

を聞く事になっておりますし、私どもの方からも申し上げなければならない、意見を出さなけれ

ばならないという面もあるという事で早速説明、協議のほうに入らせていただきたいと思います。 

それでは早速でありますが、この中で説明として(1)鶴岡市スポーツ推進審議会について (2)

国のスポーツ基本計画及び山形県スポーツ推進計画の概要について(3)鶴岡市総合計画における

市民スポーツの振興について(4)鶴岡市スポーツ推進施策の概要について、この４項目について事

務局からご説明お願いいたします。 

 

【説明：事務局】 

 

【議長】 

 どうもありがとうございます。大変急いで資料を確認すること省略してしまいましたが、再度

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。終了の予定時間を明示下さい。 

 

【事務局】 

終了の予定時間でございますが午後４時半ぐらいということで考えてございます。お手元の資

料ですけれども、次第の資料、こちらの方が一番目。それからスライドの資料が二つございます。

このスライドの資料２つは次第の中の８協議の（２）鶴岡市のスポーツの現状と課題についての

というのがスライドの資料になります。それから資料編という事でスポーツ施設の資料がござい

ます。それからスポーツライフに関する調査報告書。そして後ほど説明いたしますが意見質問提

出用紙、これですべてになります。本日、先に皆様にお送りした国のスポーツ基本計画、県のス

ポーツ推進計画をお持ちでない方がいればお知らせいただきたいと思います。 

 

【議長】 

 もし不足があれば挙手をして事務局から頂いていただきたいと思います。それでは４時半をめ

どにしてこれから協議を進めてまいりますが、後先になって申し訳ありません。  

いまスポーツ課長から説明がありました１，２，３、４項目についてご質問があれば受けたい

と思います。ございませんでしょうか。大変膨大な中身でありましたので説明に追いつくのが大

変であったと思います。同時に後でよく見ておいて下さいとの説明がありました。それでは先に

進んでよろしいですか。 

（「了解」の声あり） 

 

【議長】 

もし後で気づいた事があれば遠慮なく申し出て下さい。 

 

８ 協 議 

（１）鶴岡市スポーツ推進計画の策定方針（案）及び策定スケジュール（案）について 
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【議長】 

それでは次の協議のほうに入らせていただきます。（１）鶴岡市スポーツ推進計画の策定方針

（案）及び策定スケジュール（案）について事務局説明お願いします。 

 

【説明：事務局】 

 

【議長】 

ただいまご説明いただきましたけれども、一つは策定方針の基本となる４つの柱、それから二

つ目はスケジュールでございました。これに関して先ず最初にご質問があればうけます。ござい

ませんでしょうか。 

いきなり意見といわれましてもまだちょっとなかなか出にくいかとは思いますけども、質問・

ご意見も含めて結構です。ございませんでしょうか。 

課長これは協議していく段階で柱以外のことでもこれは当然協議の議題にあげてもいいと、ま

ず協議を進めるに当たっての仮の柱だけだという風に理解してよろしいわけですね。 

 

【事務局】 

そのとおりでございます。何もない中でお願いしますといってもなかなか容易でないかと思い

まして、仮というような形でこの策定方針等四つの柱というものを掲げさせていただきました。

これは協議を進めていく中でもっとこういうもののほうがいいんじゃないかというものがあれば

十分変更可能なものと認識しております。 

 

【議長】 

 そういう事でありますが、ご質問ございませんか。 

 

【委員】 

 質問意見どちらか判らないのですけれども、生涯スポーツの振興というところの子供のスポー

ツ機会の充実というところですけれども、先ほど学校地域においてという事がありましたけれど

も、体力の二極化のような状況がいま心配されていますので、それは学校に入ってからでは遅い

ので、幼児期からというところでそこも重点を置いた施策をお願いしたい。 

 

【議長】 

 わかりました。この件はまた協議の中でも触れられることかと存じます。ほかにございません

か。それでは、この四つの柱を持ってこの１年間で５回にわたる審議を経て成案を得るという、

これを了解していただけますか。それでは拍手を持って賛同していただければありがたいと思い

ます。 

（全委員：拍手） 

 

【議長】 

ありがとうございます。全員の賛成により提案のとおり決定しました。それでは今もありまし

たようにこれ以外はあってはならんということではありませんので、積極的なご意見を以後もよ
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ろしくお願いいたします。 

 

（２）鶴岡市のスポーツ環境の現状と課題について 

【議長】 

 続きまして（２）鶴岡市のスポーツ環境の現状と課題についてご説明を頂きますが、これに関

しては、これから協議するに当たってどのような市として課題を捕らえているのかということを

まずみなさんにご説明後ご意見を伺いたいということと理解します。それでは事務局の方でご説

明お願いします。 

 

【説明：事務局】 

 

【議長】 

休憩します。 

 

【議長】 

それでは揃いましたところで再開させていただきます。終わりの時間も気になりますが、丁寧

に簡明にお願いいたします。欲張った希望でありますがよろしくお願いいたします。 

 

【説明：事務局】 

 

【議長】 

 長時間にわたり大変丁寧な、しかも内容のあるご説明ありがとうございました。私も体育協会

に係ってきて、部分的には聞いた、或いは得た資料がありましたけども、こうしてこれだけの課

題をきちんと提示されたのは正直初めてだなあという改めて、しかも今の説明の中で課題は何か

というものを明確にしていただいたという事で、この会議が始まる前は今年度中にこれを出せと

いわれてもこれはなかなか容易なことじゃないなと思いましたけども、課題等に関してきちんと

提示していただいたということがありますので、それに我々委員の意見をいかに濃く反映させて

いただけるかということで何とかいいものが作れるんじゃないかな、そんな気を勝手ながら強く

いたしました。それでは今説明していただいた中で、特にご質問とかご意見も結構だと思います。

それから説明が無かったような事でこんな事をお聞きしたい、或いはすぐに資料は出せないかも

しれませんが、次回までこんな資料或いはこんな問題を提示していただきたいというようなこと

も含めて委員のほうからご意見をぜひ出していただければという風に思います。一応、示された

内容では、今回と次回でまず委員の方から出していただこうと、こういうことになってますので、

市のほうから提示された事に関連して、或いはまったく別の面からご意見があればお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

 こういう機会で一番最初にお話をするのは大変きついかとは思いますので、私の方からちょっ

と勝手ながら議長ではありますけども、４月から市の体育施設の管理運営ということに携わって

あらためて感じてる事、同時に今、現状と課題の中にもありましたけれども、施設の利用度が非

常に高いという事は間違いの無い事かなあという風に思います。これが完全に１００％というわ

けには行かないわけで、したがって申し込んでも毎月１日ですから、この７月１日に８月の使用
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計画の申込みをこの場で受付けてますけども、はずれて活動できないというようなことも往々に

してあるような状況になっています。そんななかで私どもも管理して思ったことは、今日のこの

説明の中にもありましたけれども、施設が古くなっていると、多くは平成４年のべにばな国体に

あわせて建設されてきた施設が多いわけでありますけれども、その間植木その他は非常にこう繁

茂して歩いたり走ったりする人にとっては、時間を選べば強い日差しも避けて気持ちよくできる

と利用者が私どもが係ってみて間違いなく増えているということがありますけれども、施設に関

しては、例えば人工芝等に関しては耐用年数が１０年とか１２年とかいったようなことでテニス

コートなんかももう２０年もたっているわけですから、当然人工芝そのものが痛んでしまってい

ると、いうような問題を顕著に感じております。それから照明設備等に関してもやっぱり故障が

多くなりつつある。さきほどもこのなかでも経費が増大傾向にあるという事はそのことを示して

いるのかなあと、あるいは総合体育館のエレベーターとか自動ドアの故障の問題とかがあります。

私も専門が建築でありますので、先般教え子たちと同窓会があったときにいわれたことは、いか

にその管理を良くして、手入れをこまめにして、建物を長期に持たせるかが、日本の今の企業そ

の他の多くが取り組んでいる事であります。立派なものを建てて、そのままずっといいものだか

ら、というような感覚ではだめで、常にこまめに手入れを加えながら修理を加えながらいかに長

く持つかということが今の建設業界全体の、したがって建てるだけの商売ではもはや成り立たな

いというか、それでは次の仕事はいただけないということをお聞きしました。でそういう意味で

はエレベーターあるいは自動ドアといったようなもの、本市の施設に関してはそろそろ問題が出

ていていることについては間違いの無い事だ思います。それから鉄筋コンクリートの寿命に関し

ては一般的に建築物の寿命に関しては４０年という数字がたとえば出ていますけれども、力学的

工学的にいうと、条件がよければ１００年以上もつという風にいわれてはいますが、特に東北地

方の場合、しかも屋外に露出しているような陸上競技場といったような施設に関していえば、こ

れは本当に手入れ次第で言えば、もう４０年なんか到底もたない状況にあるんじゃないか、そう

いう意味ではスタンドの鉄柵だとかいったようなものがあるかと思います。我々も芝生の問題な

どが出てますが、公園の中ではグランドゴルフをやってる芝生に関しては余りにも使用頻度が激

しいために芝が追いつかない、人の利用のほうが。一説には芝は一日５回踏まれると、同じとこ

ろを５回踏まれると枯れるという話があるくらい微妙なものでありまして、しかしうまく手入れ

をしていけば５０年は持つといわれるのが芝生だと。そんなことで、やっぱり過剰に利用する部

分がやっぱりどうしても出てきている現状にあるという事があると思います。それから公園内の

遊具なども非常に使用していて不安があるという風なことも我々の方で感じております。そして

この２０年間で見ていくと非常に利用頻度が上がってきている部分、特に退職後の年齢の６０代

７０代の人たちの施設の利用というのが間違いなくあがってきているんじゃないかと。それから

私もそういう年代でずっとこれに係ってきては退職後新たに、またはかつてのスポーツに戻って

きているというような人口が非常に多いというようなことを強く感じている次第です。えーっと

あまり私ばかりしゃべっていると申し訳ないので、まだ申し上げたい事いくつかありますが、た

だいま市のほうから現状と課題というような形で示されましたけれども、この立案に係って先ほ

どの４つの柱が示されております。それらに関わった点でも結構ですが、ご意見ありましたらお

願いします。 

 

【委員】 
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 鶴岡の現状と課題について膨大でありましたが、色々と多方面にわたって展開しているんだな

あという事実がわかりました。今後新たに計画を立てていくにしても、今やっている施策をさら

に発展、または充実させる。そして、できることとできないこと、これもあるんじゃないかと。

あわせて、しなければならないというものがあるんじゃないかなという感じがしました。それか

ら最後の方のまとめのところで、私もやはり一番思うのは、これは鶴岡に限らずですが、少子化、

高齢化これは間違いなく、そして私たちがいままで経験をしたことのない社会を迎えるというこ

とになると思います。いま、議長の方からは施設のことについてはありましたが、これも平成４

年のべにばな国体を終えて、どの市町村もそういうことについては課題としてとらえていると思

いますが、少子高齢化とこれからのスポーツの振興、このことは日本でも経験した事がありませ

んので慎重に考えていく必要があるのかなというように思います。それから、鶴岡市の総合計画、

私もちょっとインターネットで開いてみました。２５年から２７年まで三ヵ年実施計画というプ

ランがあったように思います。その中の第３章の節に、スポーツ振興というところが出てくると

ころです。その総合計画で非常にいい言葉といいますか、生命いきいき文化都市創造プランとい

うようなそういう言葉がありました。スポーツ基本法の中で、スポーツは権利であるというよう

なこと、スポーツ文化ということを大きく取り上げているわけですが、県を見てもちょっとその

スポーツ文化、前々からスポーツは文化であるという風には言っておりますが、もっと大きく考

えてみると、私には生命いきいきスポーツ文化の創造というところを鶴岡市は掲げてもいいので

はないかという風に思いました。スポーツ文化というような考え方と思います。それから、ずっ

と見ている中で、コミュニティスポーツ、つまり高齢化が進むことによって、コミュニティスポ

ーツ、スポーツの係りの中ではそういうこともある。それからあまり出てこないのですが、環境、

エコスポーツということもこれから考えていく必要があるんじゃないかなと。環境、自然とスポ

ーツが共有するといいますか、鶴岡には大きな資源が一杯ありますので、この自然界の事があま

り謳われていないなというようなところがありました。それから、２１世紀になって色々と科学

技術等が進んでいます。スポーツ医科学も進んでいるわけですので、そういう最新のものを享受

できるといいますか、そういうことも市民にとっては、やっぱり行政の中で何らかの形で与える

という事なども含まれてきていいのかなということを思いました。コミュニティスポーツ、エコ

スポーツ、そして最新の医科学トレーニングを享受させるということなども計画の中で考えてい

いかなというように思います。ちょっと生意気なようですがそんなこと思いました。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかにどんな事でも結構ですので、ご意見伺いたいと思います。 

 

【委員】 

 ただいま現状と課題という事で膨大な資料と説明いただいたわけですけども、ひとつは現状と

課題を、膨大な資料をいかに整理して次につなげることが大事だと思います。ひとつ説明の中で、

スポーツの果たしてきた役割とか、果たす役割というのは、ここの委員の方々は認識していると

思いますし、まず大事な部分だと思います。そしてアンケートの結果を見るとスポーツをやって

いない、やりたいけれどもできないみたいな、そんな数がかなりあったわけですけれども、やは

りスポーツの大切さをいかに市民に理解させる、啓蒙するか。その方法や段取りが大事なのでな

いかなというのがアンケートの結果を見て感じたところです。あともう一つは、スポーツ課で基
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本的には進めるわけですけれども施設とか色々地域づくりの関係でコミセンとかを含めたうちの

公民館とかですけれどもその辺の再編も進んでいるわけです。その辺の関連とか、あと子育て関

係では健康課とか関連あるわけですし、そこらへんとの行政の中での連携をいかに持っていくか、

その辺が課題となっていくのではないかなと。あと最後に、合併して東北一大きい地域になった

わけですし、いろんな条件が違うわけです。同じ方向性を条件の違うところにどう合わせていく

かというか、違いをどう認めていくかという、その辺もしっかり考えていかないと、同じ格好に

すると平等なようで、その地域では不平等みたいな格好になるような事もあります。その辺も検

討の中で考えていければと思ったところです。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 

【委員】 

 私も委員がおっしゃったように素晴らしい自然がたくさんあるわけですね。その活用をやっぱ

り幼児期から小学生の低学年、中学年、高学年でしっかりと親しみながら体力づくりができる、

仲間づくりができる、そして社会的にルールがしっかりと育てられるような健全育成につながる

自然の活用をぜひこの中に盛り込んで欲しいなというように思いました。それともう一つは本当

に素晴らしい資料を拝見しましたけれども、私は総合型地域スポーツクラブに係っている一人で

すけれども、２６Ｐの総合型スポーツクラブを知っておりますかということで、５４％の方が知

りませんという事には私ちょっと驚きました。はたして実際にクラブに通っていても、総合型地

域スポーツクラブであると認識しているのかどうかということが、その辺のところが考えさせら

れたところですけれども、なにはともあれこれだけのパーセンテージが出てきたということであ

り、やっぱりクラブがどういうものであるかという認知度を上げる努力をしないといけないのか

なというように思いました。で、クラブだけでできない部分もあると思いますので、様々な関係

機関団体と連携しながら、これは絶対に取り組んでいかなければならないと思いました。といい

ますのは、私もスポーツ推進委員とか様々な形で関わらせていただきながら、スポーツクラブの

設立に関わらせていただきながら、いろんな場面で県内のいろんなところ、県外のいろんなとこ

ろにおじゃまして、様々な意見を交わしたときに、情報交換したときに、行政がこれほどまでに

生涯スポーツにしっかりと力を注いでいるという市町村レベルの行政が少なかったんですよ。現

在も少ないと思うんです。わたしはその辺は鶴岡市がとても誇れる市であると思って、今もいろ

んなところに行きますと、生涯スポーツに対して素晴らしい理解をもっているんですよというこ

とを、声を大にしてお話させていただくんですけども、これからもそのあたりは私たちもしっか

りとお願いしたいところです。実際に市民としてしっかりとスポーツに係る環境づくりを、市民

としても作っていかなければならないでしょうし、行動しなければならないでしょうし、一方的

にお願いするばかりではなくって、これからの時代は市民一人ひとりが動く時代なのではないか

なという事も含めてスポーツクラブと係りながらその辺の事も頑張っていけたらなと感じたとこ

ろです。それからもう一つは、これはあの以前から色々な会議でちょっと話させていただいた事

もあったのですけれども、やっとここにきまして冬季間の屋外競技の場が不足している、その課

題に直面されたという事で、私としては大変遅いのでないかという風に思っております。しかし、

今回の施設に関するさまざまな課題という事で、是非ですね、これは取り組んでいただきたい本
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当に大事な課題です。これだけ冬の期間が長くて、しかも冬季間になると体育施設が溢れかえっ

て、スポーツをする機会が少なくなるという現状がここ数年さらに膨らんでいるわけです。その

ことも含めて是非これは、市民にとって、是非是非大きな課題として取り組んで欲しいというふ

うに願っているところだとおもいますのでよろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

 ちなみに、総合型スポーツクラブに関しては県下の総数の約２割まではいってませんけど２割

が鶴岡にあり、しかも鶴岡の各地域に必ず一つはあるという事で、運営されている県下ではモデ

ルといって間違いのない、ここと酒田もなかなか頑張っておりますけれどもそういう地域になっ

ていて、しかも鶴岡市のあるクラブに関してはいろんな機会で同席する機会が多いのですけれど

もやっぱりモデルになっていると。ただし、それでもまだ会員数が十分ではないという、自立、

自主財源という面では苦労はされておりますが、全国的に見るとどこも厳しい中で鶴岡市の総合

型スポーツクラブに関しては高い評価を得ている。その背景はいま委員さんからもありましたよ

うに、市と一緒になって着実に取り組んできたというこれが非常に大きいと思いますし、同じ意

味で鶴岡市の体育協会もこの点が大きく作用しており、今回の施設の管理運営にもつながってき

ているとそういう期待があるのじゃないかなと。ほかに、もう一人二人受けます。 

 

【委員】 

 いまの委員のお話に関連してあるかも分かりませんが、私共もスポーツクラブとして８年目に

なるわけですけれども、そういうなかで自主財源率６０％程度でありますが、年々自主財源率を

上げるために人員確保に苦慮しているのが現況の姿であります。そういうなかで、最近疑問に思

うといいますか、地域の体育協会の部分で、連盟、野球連盟とかソフトボール協会とか色々様々

あるわけですが、その協会さんをどうこう言うわけではありませんが、上部のほうに繋がってい

る協会さんが年々少なくなっているといいますか、自分たちがただ大会を楽しみにしてやってい

る、そういうスポーツ協会が増えてきているのが現実です。そういう部分で私どももスポーツク

ラブとの整合性といいますか、人員確保のためにどうあればいいかというのをいま色々と研究し

たいなあと思うわけですが、先ほどの説明の中で地域体育協会の駅伝競走大会、各種大会、スキ

ー教室と、これしか載ってないわけですが、そういう部分で今後、ＮＰＯになった体育協会会長

さんもおられるわけですが地域の体育協会のあり方をどのように考えて今後進めていこうとして

いるのか、その点も少しお聞きしたいなと思っているところです。 

【議長】 

体育協会として、合併するときにですね、体育協会は一つにはしましたけれども、例えば温海

地区に関しては、旧温海町の体育協会はそのまま残すと、そのまま残って実質的に活動していた

だくと。したがって体育協会はいわば分担金を出しては頂いておりますが財源を一体にしてすべ

て一緒にするというシステムはとっておりません。それは加盟した各旧町村の体育協会が同じで

はないということであります。歴史的にも活動内容にしても、或いはいま説明あった競技団体で

すね。競技団体の数や規模が同じではないということで、体育協会として同じ活動はするけれど

も、各旧町村の体育協会はそのまま存続して自分たちで活動していく、同時に自主財源も作って

いく、それから市の補助金もそれなりに受けているとそういう活動方針になっています。で、今

後の方向性に関してはしっかりと答える事が出来ない面もありますけれども、いま一番話題にな
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っているのは、私ども 4月 1日から市の１３体育施設を体協として管理に着手しました。そして

もし予定どおりに行けば来年度からは、できれば旧町村の体育協会も旧町村の持っていた体育施

設を管理していく。ただし、管理団体としてはＮＰＯ法人鶴岡市体育協会ですが、それを体育協

会あるいは皆さんのスポーツクラブその他団体があるわけですから、それらをもって維持管理を

していくというそういう方向を目指しています。で、実は昨日も各体育協会の代表がここに集ま

りまして、どんな方向を考えているかという事で話し合いを持ちました。これから一層それを重

ねて来年度に持っていければなあという状況にあります。したがってあくまでも旧町村の体育協

会に対しては、地域の旧温海町であれば、そこにありますスポーツクラブあるいはその他の色々

な団体とともに、計画を立てていくとそういう取り組みを望んでいます。したがって先ほどあり

ましたようにどうも最近楽しみがしたいなあというとそれはやっぱり内部でやらなきゃならない

し、ただ、私ども外から見ると、旧温海町のマラソンだとかトライアスロンだとか、特に続けて

いて指導者の多いバスケットだとか、そういった競技の良さを発揮していっていただきたいとい

うふうに強く思っています。そんな事でよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

私も体育協会の副会長をやっていたもんですから、体育協会会長さんのおっしゃる事は重々わ

かっているつもりです。そういう中で生涯スポーツというその一つに向かっている部分で、今後

どういう形が一番ベターなのかを探っていく必要があるのじゃないかなと感じているもんですか

ら、いまちょっとお話したわけですので。私も体育協会の中に２０年近く入っていて、地域の事

情も重々わかっているつもりですし、私共の部分はわかりますし、各地域で藤島さんとか羽黒さ

んとか、そういう人たちもやはりスポーツクラブの人員確保が今かなり大変だと思うんです。そ

ういうことでのすり合わせといいますか競合性といいますか、そういうことも少し議論が必要な

のかなあと感じていたものですからこの場で出させていただきました。 

 

【議長】 

ありがとうございます。ちなみに競技団体に関しては田川地区すべて一本ですから、バスケッ

トボール協会は田川地区のバスケットボール協会。鶴岡市体育協会の加盟団体とはなっておりま

すけれどもそのような形ですべてが活動しているという事であります。 

 時間になりましたが、どうしてもという方もう一人お受けしたいと思います。 

 

【委員】 

 ソフトとハード１点ずつだけ。ソフトの件なんですが、先ほど成人の方の運動の実施率が国に

比べても低いというお話がございまして、とくに１６歳以上６０歳未満いわゆる現役世代という

言い方がいいのか悪いのかちょっとわかりませんが、その世代がなかなかスポーツができないと

いうことの問題で、よく人間ドックとか様々検診を受けるとお医者様から何かスポーツやりなさ

いとか運動やりなさいとかいうような指摘をたぶん皆さん受けていると思うんですね。で、そこ

から先がなかなか無いという事で、例えば医師会と繋がりを持つとかそういうことで何かと繋が

ることでまた価値が生むわけですので是非そういう連携を模索していくことも、今もやられてい

ると思うんですけれども、これだけの素晴らしい資料もございますし、ただ、そこを検討される

のも一つの最終的にはプランがあって、具体的な施策があって、最終的には数値目標があると思
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うんですね、こういうプランの場合には。ですからそういうことも考えていくとそういうことも

必要なんでないかなと。さきほど啓蒙のお話もございましたけれども、これも企業として取り組

むに当たっては非常に大事な事でありまして、やはり、いかにスポーツがしやすい環境を企業が

いかに作っていくかという、そこが一つ大事な事だと思います。それからハードの面なんですけ

れども、第２体育館は非常にいい体育館でした。すごく使い勝手のいい体育館でありましたので、

ぜひあれは何とか復活させていただければ大変ありがたいという意見と、後もう一つは少子高齢

化にも繋がるんですが、何とか雇用機会も増えて若い人がとどまってもらうためには、Ｊリーグ

の試合がある、或いは１軍のプロ野球の試合ができるとか、そういうことが非常に地域の価値、

魅力を高めるため、必要な事だと思います。お金のかかる話ではありますけれども、そういうよ

うなことでぜひ取り組んでいただけたら大変ありがたいなと思います。私からは以上です。 

 

【議長】 

 ちなみに第二体育館が取り壊されたとき、耐震化がもう無理だという事で当然、残すという事

は体協としてもいろいろ意見はあったけれどもやむをえないと同意しました。と同時に昨年市長

に対して、ああいった使い勝手のいい、しかも経費が安くて利用者の近くにある施設を建設して

いただきたいという事はお願いしてきました。同時に今日出た中で、アスリートを積極的に採用

して地元に残していただきたい、これはついでながらスポーツに限らず、文化活動団体活動で頑

張る若者を地元に残していただきたいという要望はしてきました。ところでいまの件に関しては

事務局から何かありますか。無ければこれを聞いてくださったという事で結構ですから。 

 それでは、貴重なご意見を沢山頂きましたけれども、まだまだ皆さんから発言を頂いてません

ので、次回に向かって中をよく精査して、ご発言いただくことを考えて出席していただければ、

大変あつかましいですけれどもありがたく存じます。では、今日の私の担当を十分果たしたか自

分でも疑問の面もありますが、以上を持って私のほうの質疑は終わらせていただきます。事務局

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

９ その他 

１０ 閉会 


