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平成２８年度第３回伊賀市スポーツ推進審議会議事録 

 

日時 平成２９年３月１７日（金）午後１時３０分～午後３時２０分 

場所 ハイトピア伊賀５階多目的小研修室 

 

出席者：審議会委員 松嵜敏之、宮田久一、南出雅已 前川清、福寿勇 

山本志賀子、辻喜嗣、高橋春光 

伊賀市企画振興部 部長 藤岡淳次 

事務局 スポーツ振興課 前川浩也、福山朋宏、島井基吉 

１ 藤岡部長あいさつ 

前回からご審議いただいておりましたスポーツ都市宣言は、この３月８日の議会で

ご承認いただきました。また、スポーツ振興計画がこの３月で１０年目を迎えるとい

うことで、この１０年間の振り返り総括で、委員の皆さん方にご報告をさせていただ

き、今後のスポーツを振興する上での参考にしていきたいと思いますので、ご意見よ

ろしくお願いいたします。 

  松嵜会長あいさつ 

   スポーツ振興計画が１０年目を迎えるということで、本日はそのまとめを報告いただ

き、１つの計画の締めくくりとして結論を出していきたいと思います。 

２  報 告 

（１） 伊賀市生涯スポーツ都市宣言について 

委員長 これについて、事務局の説明をお願いします。 

事務局 スポーツ振興計画は、２２ページに掲載しています。スポーツの豊かな暮らしを支

える環境づくりの中で推進体制の強化ということで、生涯スポーツ都市宣言の制定を

掲げています。本年度は、最終年度で、過日３月８日に議会で議決をいただき、同日

告示をしていただき、生涯スポーツ都市宣言をいたしました。宣言文につきましては、

この審議会で何度も議論していただき、なおかつ庁内でも議論を重ね、再度委員の皆

様ご確認をいただいたなかで、最終案を議会に提示させていただきました。宣言文、

説明文は別紙を朗読させていただきます。 
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委員長 これに関して何か質問等ございませんか。（質問なし） 

（２） 伊賀市民体育館・弓道場・多目的広場について 

委員長 これについて、事務局の説明をお願いします。 

事務局 前会にも説明させていただいているところですが、また、この会終了後、施設見学

も準備させていただいているところです。別紙、写真をご覧ください。伊賀市民体育

館のアリーナですが、フットサルのコート１面、バスケットボールのコートが１面、

バレーボールは取りようで４面、バドミントン６面、テニスコート２面が取れます。

また、２階の小部屋は２箇所ございます。伊賀市民弓道場をご覧いただきたいと思い

ます。大幅に変わったところは、旧弓道場は６人立ちでしたが、９人立ちできるよう

になりました。審判員室も設けさせていただきました。伊賀市民多目的広場でござい

ますが、この後、草を刈り、砂を入れ転圧していく方向です。広さは 12,000 平米ほ

どございます。ボールが飛び交うスポーツは無理かと思います。管理棟の建物には倉

庫もございます。授乳室は女性の更衣室から入れます。工事の進捗は、現在、外構工

事と多目的広場の整地を行っているところです。なお、４月１日から供用開始となり

ます。 

委員長 これに関して何か質問等ございませんか。バレーボールコート６人制だと４面が取

れるということですが、ポールを刺す金具はあるのですか。 

事務局 あります。ただ、支柱は足りなくなりますので、他の施設から借用する必要がござ

います。９人制では無理です。 

辻委員 ４月１日から供用開始ということで、使用要綱、鍵を何処に借りに行くとか。料金

とかは決まっているのですか。 

事務局 広報いが市で周知もしていますし、伊賀市条例に金額等上がっています。使用料に

ついては、運動公園体育館から引き継いだ形で、グラウンドについてもただの土で、

他のグラウンドと同じ料金体系となっています。 

宮田委員 グラウンドを駐車場とした場合、料金が取られますか。 

事務局 取ります。施設の周りには１２０台が停められる舗装された駐車場がございます。

ので、そちらをご利用ください。 

宮田委員 この施設を周知するためにも市民フェスティバルの何らかの競技を開催すれば

と思います。 

事務局 ただ、観客席がないのが課題です。バスケットボールコートについては、書き直し

ています。 
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高橋委員 管理棟には職員が常駐しますか。 

事務局 指定管理する文化都市協会の職員が常駐し受付を行います。事前予約も４月１日か

らとなります。 

高橋委員 サッカーのゴールも置いていないということですか。 

事務局 何もございません。ネットフェンスもないので、ボールが道へ出て跳んでいくとい

うことです。 

高橋委員 今後も置く可能性はないのですか。 

事務局 利用形態が決まってきてからということになります。 

山本委員 申し込みは何ヶ月前からですか。 

事務局 使用目前の２ヶ月前です。 

山本委員 １年前から計画していても取れないということですね。 

事務局 いろんな予約の仕方もありますので、予約できる方法はございます。 

３  議 事 

（１） 伊賀市スポーツ振興計画 ―１０年間のまとめー 

委員長 これについて、事務局の説明をお願いします。 

事務局 これにつきましては、以前にお電話で依頼させていただいた件でして、スポーツ

振興計画は、この３月で１０年目を迎えることとなります。このまとめは、冊子の

２２ページから３４ページまで掲載しています。２１ページには、計画の体系とし

基本目標が３つございますので、まずはスポーツのある豊かな暮らしを支える環境

づくりということで、議事資料１６ページまで説明させていただきたいと思います。

伊賀市スポーツ振興計画の総括ということで、本市では、市町村合併後２年が経過

した平成１９年３月に「伊賀市スポーツ振興計画」を策定し、「だれもが気軽に楽

しみ、元気をはぐくむスポーツ振興」を基本理念とし、市民の元気をはぐくむ生涯

スポーツの実現を目指し、３つの基本目標を掲げて、平成１９年度から平成２８年

度まで、この計画を推進してきました。 

（１） スポーツのある豊かな暮らしを支える環境づくり 

（２） 健全な心身をはぐくみ、活力を生む生涯スポーツの推進 

（３） 互いの力を高め合う競技スポーツの振興 
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の３つを基本目標とし、基本施策、施策項目を設定しながら各分野において取り

組みを行い、一定の成果を得ることができました。ます、先ほど報告させていた

だきました生涯スポーツ都市宣言があります。次に２ページに総合型地域スポー

ツクラブ育成のこと。３ページは、スポーツ推進委員、体育協会、スポーツ少年

団のことを、７ページからはスポーツ施設を、８ページからは、学校開放のこと。

民間スポーツ施設の有効利用を。９ページからは、効率的な施設の管理運営と施

設の利便性の向上、的確なスポーツ情報の提供やスポーツ相談活動の充実ができ

ていないこともござます。１０ページは表彰。１１ページから１６ページまで体

育協会表彰受賞の推移として被受賞者等を掲載しています。伊賀 FC くノ一への支

援についても書かせていただきました。 

委員長 ここまでに関して何か質問等ございませんか。 

前川委員 この総括はどこかに出すのですか。 

事務局 ここでご意見をいただいて、公開したいと思います。 

前川委員 市と体協の関係ですが、体育協会が表に出しすぎている。基本目標の互いの力を

高め合う競技スポーツの振興は、あまり触れられていない。つまり体育協会の６００

万円の中身が書かれていない。３ページにスポーツ少年団のことは書いてあるが、体

育協会のことは書いていない。つまり、体育協会は何をしているか書いて欲しい。 

事務局 基本目標の互いの力を高め合う競技スポーツの振興は、２２ページで書いています。 

前川委員 競技力の向上は体育協会によるものだから伊賀市と体育協会の関係性を書く必

要があります。 

委員長 確かに体育協会、そしてレクリエーション協会のことも取り上げていく必要がござ

います。 

前川委員 地域賛同組織は、どのような組織ですか。 

事務局 市町村合併時に旧町村体育協会の組織が伊賀市体育協会に加盟し支部制を引いた

ことによるものです。その後、支部制は廃止し、来年度は阿山地域体育協会だけとな

ります。 

前川委員 １０ページの国、県へ申請する生涯スポーツ功労者および生涯スポーツ優良団体

等表彰しかなかったですか。社会体育功労者表彰もございますね。 

事務局 はい。あると思います。 
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高橋委員 スポーツ推進委員と体育協会の位置づけがわからないのですが、スポーツ少年団

は体育協会のなかにあるのですか。 

委員長 組織上は別です。 

高橋委員 市の行事は全て体育協会に委託しているのですか。 

事務局 現状からスポーツ少年団は、体育協会の配下でなく平行的な団体同士となっていま

す。全国的には、スポーツ少年団は、体育協会の配下になっています。当市は、競技

力の向上等は体育協会、教育委員会の青少年健全育成的なものはスポーツ少年団に委

託しています。ほぼ市の事業は実行委員会を形成しています。 

委員長 次に健全な心身をはぐくみ、活力を生む生涯スポーツの推進について説明をお願い

します。 

事務局 引き続き２２ページまで説明させていただきます。１６ページはスポーツ教室のこ

と。１７ページは市民スポーツフェスティバルの参加者の推移。１８ページは、ニュ

ースポーツの普及、高齢者、障がいのある人向けのプログラムの充実。託児体制の整

備ですが、設置要望もなく設置に至りませんでした。スポーツ安全保険への加入促進

も行っています。１９ページは、駅伝マラソン大会等への支援、忍びの里レディース

トーナメントのこと。在住外国人との交流イベント。２０ページは、健康推進課が所

管する忍にん体操のこと。２１ページと学校教育課でお世話になり、学校教育のこと。

２２ページは以前に書かせていただいたものも出てきております。 

委員長 ここまでに関して何か質問等ございませんか。スポーツ教室を総合型地域スポーツ

クラブに委託しているということは、参加者はそのクラブに行きにくくないでしょう

か。 

事務局 市のホームページで掲載し参加者を募っていますが、府中スポーツクラブは参加者

が殺到しているとのことでした。行きにくくはないと思いますが。 

委員長 府中地区内、地区外の数はどのくらいですか。 

事務局 比率というのは、報告書も出ていませんのでわかりません。 

委員長 地域でやると近くに住む人は参加しやすいが、市全体でやり市内のどこにいても参

加できるというのは、例えば、青山の人が府中のスポーツクラブに行くかというとい

かないでしょうが。 

事務局 この依頼をさせていただいている事業は全市を挙げて行っている事業で全市的に

参加を募ってくださいということにしています。人気のあるクラブないクラブの差が

激しいです。また、総合型地域クラブの宣伝にも使わせていただいています。 
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委員長 総合型地域スポーツクラブは全市で広がって行けば良いと思うのですが、これ以上

広がる可能性もないような気がするのですが、ゆめドームうえので開催する教室は、

伊賀の各地から参加されているようですので、地域で開催すれば、開催する施設も小

さく、また地域外の人が入りにくくなるように思います。今度はゆめドームでもスポ

ーツ教室がなくなるのですね。 

事務局 新しい指定管理者が決めることでありますが、続けてくれると思います。 

委員長 指定管理の条件にはないのですか。 

事務局 そんな条件はないです。 

前川委員 駅伝マラソン大会等への支援は、大会運営のことを書いているが、スポーツを通

じた交流の促進であるので、このような内容で良いのか。交流の促進ということを書

く必要があるのでは。 

事務局 駅伝等で交流の促進をどのように進めてきたかどうかを書きます。 

委員長 支援の成果も出していただいたらと思います。どのように推移したかでしょう。結

局は振興に繋がっているかどうかでしょう。だから支援して盛り上がればと思います。 

事務局 わかりました。 

委員長 学校教育関係はよろしいでしょうか。 

高橋委員 忍にん体操とスポーツ振興の関わり方は。 

事務局 健康づくりの主は健康推進課ですが、普及促進は、スポーツ推進委員が取りくんで

います。また、生涯スポーツ都市宣言にもうたわれています。 

宮田委員 幼稚園、保育園では推進しているが、小学校、中学校での取り組みはありますか。 

南出委員 中学校はないです。小学校はわからないです。 

宮田委員 小学校で取り組んでいただいたら、中学校へも繋がるので、検討していただくこ

とはできないでしょうか。 

南出委員 可能であると思います。 

委員長 夏休みのラジオ体操の変わりに教えていただいていました。結構、子どもたちは知

っていますね。 

委員長 次にお互いの力を高め合う競技スポーツの振興について説明をお願いします。 
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事務局 最後の章ですが、２２ページ、３３ページは先程質問がありましたこととかを書か

せていただいております。 

宮田委員 スポーツ推進委員でもニュースポーツ教室を普及していますが、住民の要望が可

能であった場合は、地区にでも出向いていけると思っています。１市民１スポーツに

向けて、スポーツをしない者にしていただくようにもっていくのが仕事だと思ってい

ます。また、スポーツ推進委員を知らない方がたくさんいます。新スポーツ推進委員

が決まりましたら広報して欲しいと思います。障がい者スポーツ大会においてもお手

伝いから入って勉強している状況です。 

高橋委員 スポーツの定義というのはありますか。 

事務局 昨今定義が広くなっています。 

高橋委員 伊賀市は忍者市宣言しているので、手裏剣打ちを伊賀市から盛り上げ、伊賀市の

観光にも繋げ、メリットも大きいと思うのですが。そういうものを各地区で普及すれ

ばと思います。観光協会の競技は全国規模で行っているのですが、地元の人の参加が

限られた人であり、あれをもっと地元から手裏剣に対しての意識を高めていければ、

伊賀へ足を運ぶ人も増えると思います。中には手裏剣道という考え方の人もいますが、

伊賀独自のスポーツとして振興していけばと良いと思います。 

委員長 吹き矢のスポーツもありますが、気軽に行えればと思います。スポーツチャンバラ

もそうですね。 

高橋委員 ぜひスポーツ推進委員の方で編み出していただければと思います。忍者フェスタ

も伊賀市内の地域でもそういったことで盛り上げ県外の人に見ていただきやりたく

なるようになれば良いですね。 

福寿委員 手裏剣の規格はあるのですか。 

高橋委員 観光協会がするものはあります。手裏剣は囲えばどこでもできます。 

委員長 １の項はよろしいでしょうか。それでは４のその他へ生かせていただきます。事務

局何かありますか。 

事務局 スポーツ振興計画の後は、総合計画で推進していくこととなりますので、現段階の

もの。まだ確定でないですが、お持ちいたしました。内容は大まかに書かれておりま

す。平成２９年度から４年間となっています。 

高橋委員 武道場はどうなります。 

事務局 引き続き小田の施設を使用します。 
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委員長 新弓道場から道へ矢が飛ばないのですか。 

事務局 確かに道に飛んできたら危ないので、現場を確認してフェンスみたいなもの設置で

きたらと思っています。また、伊賀市民体育館等の施設概要を送付させていただきま

す。ご覧いただければと思います。この後、先程もご連絡させていただいた施設の見

学を希望される方はおられないでしょうか。 

委員長 施設見学の希望がないようですので、長時間の会議ありがとうございました。これ

をもちまして、第３回伊賀市スポーツ推進審議会を終了させていただきます。ありが

とうございました。 


