
平成２６年度第１回小牧市スポーツ推進審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成２６年８月７日（木） 

        午後２時～午後３時１５分 

 

２ 開催場所  小牧市役所本庁舎４階４０２会議室 

 

３ 出席者   会長 長尾 英俊   (公財)小牧市体育協会競技委員長 

委員 佐藤 史郎    (公財)小牧市体育協会副会長 

委員 花井 忠征   中部大学教授 

委員 黒田 真二   名古屋造形大学講師 

委員 中川 宣芳   中小体連小牧支所代表 

委員 舟橋 巧     小牧南小学校区スポーツ振興会会長 

委員 杉田 久美子  小牧市スポーツ推進委員連絡協議会副会長 

委員 宮崎 加代   小牧市体操連盟理事 

委員 松浦 昌美   市民公募委員 

委員 田中 雅之   市民公募委員 

         

４ 説明のため出席した事務局員 

       （教育委員会事務局） 

        教 育 長   安藤 和憲    教育部長   大野 成尚 

      教育部次長   舟橋  泉      ｽﾎﾟｰﾂ推進課長 落合 健一  

        ｽﾎﾟｰﾂ推進係長   長谷川 潤治  

ｽﾎﾟｰﾂ推進係主事  吉田 祐将 

        

（小牧市体育協会） 

事務局長 井上 武     事業係主事 佐橋 清 

                 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 会議の内容 

（１）会長及び職務代理者の選任 

（２）議題  

議題第１号 平成２５年度社会体育事業実施結果概要について 

議題第２号 平成２６年度社会体育事業実施計画について 

（３）報告・連絡事項 

報告第１号 平成２５年度体育施設利用状況について 

報告第２号 平成２５年度(公財)小牧市体育協会事業報告及び収支決算について 

報告第３号 平成２６年度(公財)小牧市体育協会事業計画及び予算書について 

 

７ 会議の資料 

（１）平成２５年度社会体育事業実施結果概要 



（２）平成２６年度社会体育事業実施計画 

（３）平成２５年度体育施設利用状況 

（４）平成２５年度事業報告及び収支決算 公益財団法人小牧市体育協会 

（５）平成２６年度事業計画及び予算書  公益財団法人小牧市体育協会 

（６）小牧市スポーツ推進審議会条例 

 

８ 議事内容（要旨） 

○事務局 

只今から、平成２６年度第 1回小牧市スポーツ推進審議会を開催いたします。 

それでは会議に先立ちまして、前任委員の方の任期が７月３１日をもって満了と

なりましたので、新たに８月１日から平成２８年７月３１日までの２年間の任期と

なり、再任８名、新任２名の方となります。本来ならば、一人ずつ辞令を交付しま

すが、机上に辞令を配布してあります。当審議会の職務の内容を説明します。スポ

ーツ基本法３５条で地方公共団体が社会教育関係団体である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、予め教育委員会に対して意見を申し述べる。

小牧市スポーツ推進審議会条例第２条でその職務が規定している。スポーツの推進

に関して次に掲げる事項について調査審議するとしており、１つ目は、スポーツの

施設及び設備に関すること。２つ目はスポーツの指導者養成及びその資質の向上に

関すること。３つ目は、スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。４つ目は、

スポーツ団体の育成に関すること。５つ目は、スポーツの事故防止に関すること。

６つ目は、スポーツの技術水準の向上に関すること。７つ目は、その他スポーツの

推進に関することとなっています。 

それでは、長尾委員から左に順番に自己紹介をお願いします。 

（委員が順番に自己紹介） 

続きまして、事務局の紹介をいたします。 

（事務局が順番に自己紹介） 

また、オブザーバーとして体育協会が出席していますので紹介をいたします。 

（体育協会職員が自己紹介） 

本日の資料を確認します。本日の次第、委員名簿、小牧市スポーツ推進審議会条

例の写し、「平成２６年度社会体育事業実施計画について」の追加資料を机上に配布

しました。事前に郵送済みの「平成２５年度社会体育事業実施結果概要について」、

「平成２６年度社会体育事業実施計画について」、資料１「平成２５年度体育施設利

用状況」、資料２「(公財)小牧市体育協会の平成２５年度事業報告及び収支決算」、

資料３「(公財)小牧市体育協会の平成２６年度事業計画及び予算書」であります。 

それでは、始めに教育長から挨拶いたします。 

○教育長 

暦の上では、今日は立秋ということですが、まだまだ暑い日が続いています。こ

のような中、本審議会にご出席いただきまして、大変ありがとうございます。委員

の皆様には、辞令を交付させていただきました。2年間の任期になりますが、小牧市



のスポーツの推進のために、格別お力添えをいただきたいと思います。始めに、ス

ポーツの話題を少しお話します。 

2020年東京オリンピックが決定しました。それに伴い、最近の国の動向としては、

「五輪効果全国へ」ということで、参加国のホスト役となる自治体を募集しようと

いうことで新聞報道がされています。小牧市も代表選手の受け入れ、あるいは受け

入れた国を市民が支援していくという形で、今後、地方自治体に対してどこが手を

上げるのかということが起こってくると思い、もし、小牧市も参加できるようなこ

とがあれば、市としてオリンピックに係わっていきたいと考えますので、これから

情報を集めていきたいと思います。 

2 点目として、2020 年にフットサルのワールドカップが開催されます。愛知県が

この大会の開催地として立候補しています。本市においては、パークアリーナ小牧

で受け入れが可能であるので、愛知県での開催が決定しましたら、是非、本市での

開催が可能となるように手を上げていきたいと思っています。 

また、本市が取り組んでいる「こども夢・チャレンジＮＯ.１都市」ということで、

こども達の夢を育む事業として、こころのプロジェクト夢先生事業を、平成 26年度

に立ち上げました。具体的には、小学 5 年生を対象にアスリートを学校に招いて、

実技とお話をしていただきます。日本サッカー協会と本市が協定締結をいたしまし

た。これで事業がスタートしており、年度当初は 3 校から希望があり、6 月 27 日に

陶小学校で、水泳の萩原智子選手が挫折を乗り越えてオリンピック選手になったと

いう夢の実現について話をさせていただきました。これを他校の校長先生たちに見

学をしてもらいました。その結果、わが校でも実施したいと言う雰囲気が広がりま

したので、動向を見守りたいと思います。それでは限られた時間ではありますが、

委員の皆様から小牧市のスポーツの推進・発展のために、いろいろとご意見を聞か

せていただきたいと思います。 

○事務局 

続きまして、次第２の会長及び職務代理者の選任についてを議題とします。 

小牧市スポーツ推進審議会条例第４条１項の規定により、審議会に会長を置き、

会長につきましては、委員の互選によってこれを定めることになっておりますので、

互選出をお願いしたいと思います。 

○委員 

長年にわたりスポーツ推進でご尽力いただき、前回まで会長の長尾委員に引き続

き会長をお勤めいただけたらと思います。 

○事務局 

只今、長尾委員にお願いしたらという発言がありましたが、これにご異議ありま

せんか。 

（委員より異議なしの発言） 

○事務局 

それでは、長尾委員が会長に選任をされました。席の移動をお願いします。 

○事務局 



長尾会長よりご挨拶をお願いします。 

○会長 

小牧のスポーツ推進の役割を果たす審議会でありたいと思います。よろしくお願

いします。 

○事務局 

職務代理者につきましては、規定により会長が指名することになっていますので、

会長から指名をお願いします。 

○会長 

職務代理者を舟橋委員にお願いしたいと思います。 

○事務局 

舟橋委員が職務代理者に選任されました。 

本日の会議は、小牧市審議会等の会議の公開に関する指針に基づいて、会議を公

開となっており、本日の傍聴人はありませんでした。 

本日は委員全員が出席していますので、規定により会議は成立しています。 

○事務局 

・議事録署名人を杉田委員に指名 

・規定により会長が会務を総理するので、会長に議事進行を依頼 

○会長 

それでは、議題第１号 ｢平成２５年度社会体育事業実施結果概要について｣を議

題とします。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

（議題第１号、資料に基づき概要を説明） 

○会長 

事務局から説明が終わりました、何かご質問はありますか。 

小中学校運動部活動への指導者派遣事業については、１６小学校のうち米野小学

校の 1 校だけであり、何か理由があると思うので、そのあたりを委員に説明してく

ださい。 

○事務局 

平成 24年度までは、中学校でジュニアクラブを実施していたが、25年度からは部

活動中心の活動になりました。小学校はジュニアクラブを続けて実施しているので、

民間指導者の派遣が少なくなっています。 

○委員 

小中学校運動部活動への指導者派遣事業の派遣数は、どういう数え方になるのか。 

○事務局 

1 回でも派遣した指導者は、「1 人」と数えています。通年で派遣している指導者

もあれば、途中でやめている指導者もこの数字に含まれます。 

○委員 

小学校のジュニアクラブは、土日に外部コーチが来ているが、中学校の部活動は、

民間指導者が平日も派遣されるのですか。また、中学校のジュニアクラブで何か問



題があって休日も部活動になったと思います。外部指導者と部活動顧問の間で上手

くいっていなかった部分があったと聞いていたが、現状はどうですか。 

○事務局 

民間指導者は、平日については１月当たり２日までを１人、土日祝日は５日まで

を２人として、学校からの希望で派遣している。民間指導者と部活動顧問の間で特

に問題な点は聞いておりませんので、上手くいっているのではないかと思います。 

○会長 

民間指導者の派遣の人数については、予算の中で取り決めがあるということでし

ょうか。 

○事務局 

 そのとおりです。 

○会長 

全ての中学校でジュニアクラブが反対されたわけではないが、学校教育サイドの

視点を優先した時に、そのほうが良いだろうと教育委員会で判断したと認識してい

る。小学校は、学校教育の中でスポーツ活動を取り入れていると考える。いずれに

せよ１、２点は課題が残っているのではないかと思います。 

○委員 

スポーツ振興会として地域スポーツ教室に係わっているが、地域スポーツ教室が 

１３教室の実施であるので、１６校区すべてで実施できるように努力したい。 

○委員 

シルバースポーツ協会の委託料について加盟団体補助とあるが、適切に補助金が

使用されているかどのように確認しているか。 

○事務局 

各団体から収支決算や実績報告書の書類が提出されますので、書類で確認をして

います。 

○委員 

補助金が適切に運用されていると判断しているということでよろしいでしょうか。 

○事務局 

そのとおりです。 

○委員 

シルバースポーツ協会への委託事業ではあるが、加盟団体が年に何回活動して、

何人活動しているのか、この資料の中で示していただきたい。 

○事務局 

今後は資料に記載します。 

○委員 

去年１年間で、死亡事故や後遺症が残るような事故はありましたか。 

○事務局 

市事業や体育協会事業では、そのような事故はありませんでした。 

○会長 



ケガなどについては、スポーツ安全保険で対応していると思うが、市には報告が

ありますか。 

○事務局 

各団体などがスポーツ安全保険に入っているものは、個々で処理されており、市

には報告は入りません。市主催や体育協会主催の事業は、報告が入ります。 

○会長 

市の様々なスポーツ活動の事故や怪我を、総合的に把握はしていないということ

ですか。例えば、スポーツ振興会の行事でケガをした場合は、市に報告があります

か。 

○委員 

学校管理下における事故は、生徒は保険に入っているので、その申請した件数で

分かる。市主催で民間指導者を派遣したスポーツ活動で事故があれば教えていただ

きたい。 

○委員 

スポーツ振興会では、運動会の参加者が熱中症で搬送されたので体育協会へ報告

している。 

○事務局 

 体育協会の加盟団体が主催する事業で事故があった場合は、基本的には報告はあり

ません。先ほどの運動会での搬送事案は、たまたま体育協会の関係者が出席していた

ので報告があった。 

○会長 

事故の報告については、今後の検討課題とします。 

○会長 

他にご質問もないようですので、議題第１号 ｢平成２５年度社会体育事業実施結

果概要について｣は、承認いただけますか。 

（委員から異議なしの声） 

○会長 

異議なしとのことですので、議題第１号は承認いたします。続いて、議題第２号

「平成２６年度社会体育事業実施計画について」を議題とします。事務局から説明

をお願いします。 

○事務局 

（議題第２号、資料に基づき概要を説明） 

○会長 

ご質問はありますか。 

○委員 

民間指導者の派遣について、公認スポーツ指導員養成講座に必ず参加しなければ

ならないとか、必要な資格はありますか。 

○事務局 

民間指導者は、できれば公認スポーツ指導員養成講座を受けていただきたいが、



日程の都合で受けていない方もある。公認スポーツ指導員養成講座を受講しないと

民間指導者になれない訳ではない。仮に、受講していない方を、民間指導者として

派遣するためには、その学校長の推薦があり、受講者と同等の知識などがあると認

める場合は民間指導者として派遣しています。 

○委員 

市民球場で夏の高校野球を実施しており、資料にも記載されている。春や秋も市

民球場で高校野球を実施しているが、資料に記載がないのはどうしてか。 

○事務局 

誘致事業としては、春・夏・秋の高校野球を誘致している。夏の高校野球は、観

客が多く、市有バスで利用者の送迎をしているので、資料に記載しました。 

○委員 

年間で何日間、市民球場が高校野球で利用されているか。 

○事務局 

体育施設の利用人数は、資料を添付していますが、これでは試合数がわかりませ

んので、今後統計の取り方を検討したい。 

○委員 

高校野球の利用日数が多いと市民が利用できる日数が少なくなると思う。調べて

おいてください。 

○会長 

他にご質問もないようですので、議題第２号「平成２６年度社会体育事業実施計

画について」は承認いただけますか。 

（委員から異議なしの声） 

○会長 

議題第２号は承認いたします。議事が終了しましたので、事務局で進行をお願い

します。 

○事務局 

次に次第４の報告・連絡事項（１）～（３）について、事務局から説明します。 

（ 資料１～３に基づき概要を説明 ） 

○事務局 

何かご質問はありますか。 

○委員 

温水プールの１１月、１２月の利用者がないのは閉館ですか。 

○事務局 

工事を実施したため約２ヶ月間を閉館としました。 

○事務局 

他にご意見もないようですので、以上をもちまして、平成２６年度第１回小牧市

スポーツ推進審議会を閉会いたします。次回は２月頃の開催を予定しています。 


