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 龍ケ崎市スポーツ推進計画審議会会議録 

 

 記録者 スポーツ都市推進課 宇津野 寛子 

供   覧 

部  長 課  長 課長補佐 主査・係長 グループ員 

     

件   名 令和3年度第2回龍ケ崎市スポーツ推進計画審議会 

日   時 令和3年12月21日（火）午後1時30分～午後2時30分 

場   所 龍ケ崎市役所5階 全員協議会室 

主 催 者 龍ケ崎市長 中山一生 

出 席 者 [委員] 

田簑健太郎会長，山﨑伸夫副会長，田畑亨委員，時田淳次委員，池田由枝委員，  

酒井一浩委員，飯島進委員，吉原誠一委員，菊地耕委員，太田垣淳一委員， 

青木サヨ子委員，上原正和委員，根岸安里子委員，篠塚豊委員，高野美枝子委員 

欠席委員…菊地光夫委員，安藤佳子委員，石川賀杜代委員，三渕和也委員 

塚本節子委員 

[ 市 ] 

岡田明子健康づくり推進部長 

スポーツ都市推進課…足立典生課長，杉本桂子課長補佐，記録者 

傍聴人の数 0名 

会議の内容 議 事 

（1）龍ケ崎市第2次スポーツ推進計画の進捗管理について 

（令和3年度主要事業の中間報告） 

（2）龍ケ崎市次期スポーツ推進計画策定について 

（3）その他 

情報公開 

公    開 

部分公開 

非 公 開 

非公開（一部非公開を含む）と

する理由 

 

公開が可能となる時期（可能な

範囲で記入） 
     年  月  日 

 

下記については，令和3年12月21日(火)に開催した令和3年度第2回龍ケ崎市スポーツ推進計画審議

会の会議録に相違ないことを確認したので署名する。 

 

 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

 

委 員 
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発言者 発言の内容（要旨） 

事務局 〔開会〕 

それでは，定刻となりましたので，ただいまより令和 3年度第 2 回龍ケ崎市スポー

ツ推進計画審議会を開会いたします。 

本日の席のレイアウトについては，新型コロナウイルス感染症対策としてこれまで 

と変更し，市議会の全員協議会と同じように一つの机に一人お座りいただきソーシャ

ルディスタンスを取れる形で行わせて頂きます。 

それでは，ただ今より令和 3年度第 2回龍ケ崎市スポーツ推進計画審議会を開会い 

たします。開会に先立ちまして，健康づくり推進部長の岡田よりご挨拶を申し上げま

す。 

岡田健康づく

り推進部長 
〔部長・挨拶〕 

事務局 続きまして，田簑会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。宜しくお願いいたします。 

田簑会長 〔会長・挨拶〕 

事務局 議事に入る前に，委員の皆様にお願いいたします。発言する際は，必ず席の前のマ

イクのボタンを押してから発言してください。また，発言が終わりましたら，同じよ

うにマイクのボタンを押してください。 

それでは，会議次第に従いまして議事に入ります。 

ここからの議事の進行につきましては，龍ケ崎市スポーツ推進計画審議会条例第 6

条第 1 項の規定により，会長にお願いをいたします。田簑会長よろしくお願いいたし

ます。 

田簑会長 それでは，会議次第に従いまして，議事に入ります。 

 はじめに，本日の審議会は，委員総数20名のところ，1名遅れて出席予定の委員が

いますが，現時点で出席者は14名で委員の過半数が出席されていますので，会議が成

立していることを宣言いたします。 

会議に入る前に会議録作成に関して申し上げます。会議録が会議の公開と同様に，

「龍ケ崎市附属機関の会議の公開に関する条例」により，一般に公開することとなっ

ております。その中で，会議録には原則，発言者の氏名を記載するようになっており

ますので，委員の皆様にはあらかじめご了解をいただきたいと思います。 

続きまして，会議録署名人の指名をさせていただきます。今回は山﨑伸夫副会長と

青木サヨ子委員にお願いしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

山﨑副会長 

青木委員 

[両委員・了承] 

 

田簑会長 二人には会議録が作成され次第，事務局から連絡させていただきますので，よろし

くお願いいたします。 

それでは，議事「(1)の龍ケ崎市第2次スポーツ推進計画の進捗管理（令和3年度主

要事業の中間報告）について」を，事務局より説明をお願いいたします。 

吉原委員 〔遅れて入室〕 

事務局 議事(1)龍ケ崎市第 2次スポーツ推進計画の進捗管理について（令和 3年度主要事業

の中間報告） 

〔会議資料に基づき説明〕 

田簑会長 ありがとうございました。 

ただいま，事務局から説明のあった内容について，ご質問またはご意見がございま

したらお願いいたします。 

無ければ，続きまして，議事「(2)龍ケ崎市次期スポーツ推進計画策定について」

を事務局より説明をお願いいたします。 

事務局 

 

議事(2) 龍ケ崎市次期スポーツ推進計画策定について 

会議資料に基づき説明させていただきます。 
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事務局 まず，はじめに，龍ケ崎市次期スポーツ推進計画策定に係る市民意識調査について

ご説明いたします。 

前回の審議会でご説明いたしました市民意識調査を実施いたしました。 

一般市民については，住民基本台帳から 16歳以上の市民について年齢別に無作為抽

出を行い，2,000人の方に調査票を発送し，542人の方にご返送いただきました。回収

率は 27.2％となっています。 

小中学生の意識調査については，小学 5 年生及び中学 2 年生の児童生徒を対象と

し，学校を通じて調査票の配布・回収を行いました。小学校 11校・中学校 6校のうち

各校 1 クラスに実施いたしました。小中学校合わせた在籍者数 483 名のうち 465 名の

方に回答していただき，回収率は 96.3％となっています。 

続きまして，団体ヒアリングについてですが，次期スポーツ推進計画策定の参考と

させていただくため，各スポーツ分野で活躍されている 8 団体にそれぞれヒアリング

を実施いたします。現計画の「龍ケ崎市第 2 次スポーツ推進計画」を策定する際にも

ヒアリングを実施していますが，今回も同様に，市スポーツ協会，市スポーツ推進委

員協議会，市スポーツ少年団本部，市レクリエーション協会，流通経済大学，市総合

型地域スポーツクラブＮＰＯ法人クラブ・ドラゴンズ，市社会福祉協議会，市長寿会

連合会の 8団体に実施いたします。ヒアリングの実施期間については令和 3年 12月か

ら令和 4年 1月下旬までに順次行って参ります。 

また，団体ヒアリング実施と並行して，市民意識調査の結果から分析等を行い，2

月末までに市民意識調査報告書を作成する予定です。 

続きまして，計画の位置づけと本市における上位計画の策定状況についてご説明い

たします。 

スポーツ推進計画はスポーツ基本法第 10条第 1項規定に基づく本市のスポーツ推進

に関する計画として位置づけられており，国のスポーツ基本計画を参酌するととも

に，茨城県の計画や龍ケ崎市の最上位計画等との整合性を図って参ります。なお，本

市における最上位計画等については，次期計画を令和 5 年度からの前期・後期合わせ

て 8 年間を計画期間として策定する予定となっていますが，次期スポーツ推進計画期

間につきましては，令和 4 年度のスポーツ推進計画審議会の方でお諮りして決定して

いただくこととなりますのでよろしくお願いいたします。 

事務局 

（足立課長） 

補足で説明をさせていただきます。 

先ほどご説明したとおりアンケート調査を実施いたしましたが，回収率が非常に低

い結果となりました。 

また，市民意識調査アンケートと並行して順次，団体ヒアリングを実施して参りま

す。先日には，流通経済大学のスポーツ健康科学部の先生方とヒアリングを行い，ご

意見を頂戴いたしました。その中でこれまでの龍ケ崎市のスポーツに関する取り組み

は，非常に前向きに様々なことに取り組んでいるという評価もいただきましたが，一

方，龍ケ崎市独自の取組についてはあまり見られないというご意見もいただきまし

た。全国でも珍しく，あまり取り入れられてないような取り組みを行えば目立つので

はないかというご意見でございます。次の計画では，様々な立場の方々のご意見や大

学で力を入れているスポーツなども取り入れることができれば，本市らしい取組にな

るのではないかと考えているところです。 

これからヒアリングを実施しながらご意見をお出しいただき，市民意識調査の結果

とあわせて取りまとめ，上位計画等との整合性を図りながら計画を策定したいと思っ

ております。今後の本市におけるスポーツ推進の進め方も合わせて令和 4 年度に検討

して参ります。非常に大事な計画となりますので，委員の皆様方からご意見をお出し

いただきご審議いただければと思っております。 

審議会は例年，計画の進行管理で年 2 回行っていますが，令和 4 年度については，

計画策定にあたり年 4 回程度は開催することとなるかと思いますので，引き続きよろ

しくお願いいたします。 

以上でございます。 

田簑会長 ありがとうございました。ただ今の説明につきまして，ご質問またはご意見がござ 
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田簑会長 いますか。特にございませんか。 

各委員 〔各委員からの質問や意見・なし〕 

田簑会長 それでは私の方から 1点申し上げます。 

小中学生の回収率は 96.3％と非常に高くて良いのですが，16歳以上の一般市民の回

収率 27.2％という低さが少し気になっています。田畑委員は最初「スポーツ推進計

画」を策定したときのアンケート調査について覚えていますか。その時は何％ぐらい

でしたでしょうか。もう少し高かった気がします。 

田畑委員 いいえ，覚えていません。 

事務局 

 

最初の計画策定の際の市民意識調査アンケートは，平成 20 年度に行い 42.7％，次

に平成 24年度に行い 41.2％，前回が平成 28年度に実施し 42.6％でした。 

田簑会長 

 

市民の方からアンケートの回答の返信がなかったので仕方のないことだとは思いま

すが，一方で，前回と比べても非常に低い回答率の中で市民のご意見等をどのように

分析するのか気になります。無理やり回収率を上げるわけにもいきませんし，この結

果を基に計画策定に進んでいくということであれば，それもまた仕方のないことだと

思います。今回，もしかしたら色々な事情があったのかもしれません。ネットニュー

スなどでも色々な情報がたくさんありますので，コロナ禍で送られてきた配送物にウ

イルスが付着しているかもしれないと思い警戒して封を開けることすらしなかった可

能性も十分あります。しかし，それを確かめる方法はありませんので，今回の低い回

収率については，何らかの事情があったのではないかという理解をして次に進んでい

くということでよろしいでしょうか。普通に考えればやはり少し低い回収率だと思い

ますが，このような特殊状況があったという理解をせざるを得ません。 

岡田健康づく

り推進部長 

先程ご説明したように，次期最上位計画等について策定中であり，その他，健康増

進食育計画という別の計画も策定中でございますが，どの計画についても市民の方の

意見を伺い反映させるために同じようにアンケートを実施しています。アンケートの

実施方法につきましては，紙媒体だけではなく，スマートフォンアプリの LINEを使

ったアンケートなど色々な形で意見を徴取する方法もあるかと思いますので，今後の

アンケートの実施方法については検討していく必要があると思います。また，今後，

計画策定が進んでいく中で，市民のご意見等を聞けるようなところがあれば方法を工

夫したり，他の計画のアンケートも参考にして今後に生かしていけたらと思います。 

田簑会長 

 

ありがとうございました。 

何かご意見はございますか。無ければ次に移りたいと思います。 

議事の 3「その他」ですが，委員皆様からその他ございますか。 

無いようですので，事務局からは何かございますか。 

特に無ようですので，以上をもちまして本日の議事を終了させていただきたいと思

います。 

事務局 それでは以上をもちまして，令和 3年度第 2回龍ケ崎市スポーツ推進計画審議会を

閉会させていただきます。 

本日はご出席いただきましてありがとうございました。 

 


