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第２回 令和２年度草津市スポーツ推進審議会 議事要旨 

 

■日時 

 令和２年８月２６日（水）１９時００分～２０時３０分 

■場所 

 草津市役所６階 教育委員会室 

■出席委員： 

 岡本委員、京近委員、小傳良委員、北川委員、古川委員、嘉悦委員、中西委員 

■欠席委員： 

姫野委員、髙岡委員、速見委員 

■事務局： 

 居川教育部長、南川教育部副部長、 

スポーツ保健課 織田課長、北野係長、谷口主査、田平主任 

スポーツ大会推進室 藤﨑室長 

■傍聴者： 

 ０名 

 

１．開会 

【居川教育部長】 

委員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、第２回草津市スポーツ推進審議会に

ご出席をいただきありがとうございます。 

さて、草津市スポーツ推進審議会におきましては、６月２９日の第１回目の審議会にお

いて、第２期草津市スポーツ推進計画の策定について、川那辺教育長より岡本会長へ諮問

させていただき、第２期計画の柱建てや関係者へのアンケート調査についてご議論いただ

いたところでございます。 

本日は、市民アンケート調査結果の速報ならびに第２期計画の骨子案についてご審議を

いただき、次回の会議においては、第２期計画の素案をお示ししてまいりたいと考えてお

ります。委員の皆様方におかれましては、限られた時間ではございますが、様々な観点か

らご意見をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．審議案件 

【委員長】 

コロナ禍の中で皆さん非常にご苦労されているかと思われる。今日、大学であるクラブ

の練習試合を見ていたが、以前と変わらない練習風景・試合風景であると感じた。しかし、

この１ヶ月ほどの間に、各大学でコロナ感染者が出ており、特にスポーツ選手での感染者
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が出ていることから、我々としてもどのように感染予防をしていくのかと考えているが、

結局のところ選手１人ひとりが感染予防を徹底するしかないのかなと感じている。 

そういった厳しい状況で、「する」「みる」、「ささえる」、「知る」スポーツということで

あるが、現在は特に「みる」を止められており、こういった状況で、今後どのように議論

を進めていけばいいのか、少し課題にもなってくると思われる。そういった意味でも、コ

ロナ禍が継続する中での取り組みも少し視点に入れていただき、ご意見をお願いしたい。 

 

（１）市民アンケート調査結果速報について 

【事務局】 

資料１に基づき説明 

 

【委員長】 

感想またはご質問などがあればお願いしたい。 

【委員】 

小・中学生アンケート結果をみると、総合型地域スポーツクラブついての子どもたちの

認知度が低い結果となっている。スポーツクラブの設立以来、毎年春休みと夏休み前に、

各小学校に全生徒分のチラシを作成してＰＲしているが、チラシを見てもらうことが出来

ていないのかと。毎年繰り返しＰＲを行っているのに、その割に知らないという意見が多

いので、ショックを受けている。 

団体アンケート結果で、ボランティアの人材不足が課題となっているが、イベントの受

付や準備に携わっていただくボランティアは募れば集まるが、健・幸クラブのボランティ

アというのは、教室やスクールの運営に携わるボランティアなので、週に１～２回、月に

２～３回出ていただける方を探しているが、なかなか理解が進まない状況である。健・幸

クラブそのものを知っていただいていないということもあるので、今後方法を考えていき

たいと思っている。 

【委員】 

ボランティアは、頼めば協力してくれるが、進んでやろうという人は少ない。 

障害者スポーツについて、関わろうと思っても、行事とスケジュールがぶるので、スポ

ーツ推進委員が両立することは難しいと感じる。 

【委員】 

アンケート結果からも出てきているが、平日だと現役世代が自ら進んでボランティアを

行うのは難しい。これは昔からの課題であり、それが続いている状況だと思う。 

【委員】 

子どもの外遊びについてだが、今の子どもたちは小さい時からスマホを触っていること

が多く、せっかく琵琶湖などの自然環境があり色んな遊びができるのに、スマホによって、

かなり運動経験が少なくなってきているのではないかと思っている。母親や家族が意識し
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て、運動する習慣をつけるといいのではないかと思う。 

【委員長】 

塾通いも要因だろう。 

【委員】 

ボランティアを募集することで、どれくらいの人が集まってくれるかわからない。スポ

ーツ協会でも募集をしているが、ボランティアは集まりにくいので、難しいところである。 

国スポ・障スポの開催に向けて、知事とスポーツ協会との話し合いがあったようだが、

結果はどうなったのか。 

【事務局】 

本日、日本スポーツ協会と知事が面談されたが、今後の対応については、県内競技団体

との調整された後、近いうちに県としての対応を決定されるだろう。国スポの開催には、「さ

さえる」といった市民の協力も必要になるので、この大会を契機として「ささえる」部分

については、アンケート結果を踏まえながら、皆様方のご意見もお聞きしながら、よりよ

い方向に取り組んでいきたいと考えている。 

【委員】 

１年延期になると、中学校１～２年生から選手を育てていかなければならないことにな

る。県としてできるだけ早く決定し、方針を示していただきたい。 

【事務局】 

各団体の協力を得ながら開催に向けて進めていくため、今後の取組にも影響するので、

県には早めに決定してほしいと伝えている。 

【委員】 

小学生は体を動かすのが好きなので、スポーツや運動が好きな子はたくさんいる。それ

を大事にしていきたいが、この時期は熱中症の危険が非常に高く、長休みはまだいいが、

昼休みは気温が高くなるので、外に出ないように指導せざるを得ない。 

【委員】 

小学校にはクーラーはついていないのか。 

【委員】 

教室にはついているが、グラウンドに出ると危ないので、ストップしている。 

【委員長】 

大学でも体育館にクーラーをつけているが、新型コロナウイルス感染症の影響で窓等を

全開放しているので、クーラーを付けている意味がない状態である。 

ボランティアについては、体育振興会の今後のあり方もひとつの大きな課題になってく

るだろう。地域を支えている体育振興会や自治会は今後どのような動き方をするのか。草

津市は人口増加しているものの、マンション群が増加していることから、自治会離れが進

みつつある。組織に関わりたくない住民が増えると、担い手が増えず、結局高齢者で担う

しかないことになる。そこに新たな施策が必要になるのではないか。今まで通り継続して
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いくのではなく、新しいやり方を模索することも必要になろう。甲賀市は人口減少で自治

会も動かないところも出てきている。草津市は２０３５年まで人口増加が見込まれるので、

皆様方で知恵を絞っていかなければいけないところだと思っている。 

小・中学生アンケートをみると、子どもの興味関心について、バトミントンが高い結果

となっているが、中学校ではバトミントンを部活動として受け入れる場所がないとのこと

だった。スポーツ少年団やスポーツ協会でバトミントンの希望者を受け入れる仕組みを検

討してもいいのではないか。 

【委員】 

新型コロナウイルス感染症の影響で、バトミントンをはじめ団体競技は難しい状況であ

る。体育館では、個人で申し込んでバトミントンを行っている人が多いようだ。 

老上中学校では部活動にテニスもない。 

【事務局】 

学校開放においても、バトミントンでの利用が非常に多く、小・中学生もされるなど、

人気があるようだ。 

 

（2）第２期草津市のスポーツ推進計画骨子（案）について 

【事務局】 

資料２に基づき説明 

【委員長】 

委員の皆様の関わりのあるところを中心にご意見をいただきたい。 

基本方針１ 子どもの体力向上とスポーツ活動の推進の目標値のうち、新体力テストの成

績は、女子ももうすぐ目標値である全国平均を上回るとう状況であるので、男女とも全国

平均を上回るというのは新たな目標値としては少し低いのではないか。 

【委員】 

体育の授業の工夫の中で、着実に子どもたちの体力はついてきているが、その年によっ

て数値に浮き沈みがあり、なかなか厳しいところである。今までは全国平均よりもかなり

低かったが、最低、全国平均を上回るところまできているという状況である。そこから、

全国トップレベルまで持って行くのは、非常に厳しいのではないかという印象である。 

【委員長】 

全国を３段階に分けた場合に、上のレベルくらいを目指すとうのではどうか。 

また、新たに追加する目標値である運動好きの子どもの割合は、現状で 80％ということ

だが、目標値としてはどのあたりを目指すのか。数値の出し方が難しいのではないか。 

【委員】 

運動好きの子どもの割合については、毎年数値を把握したとしても、あまり差が出ない

項目ではないかと思われる。半分になってしまうのは問題であるが、目標値としては達成

できるかどうかわからないくらいの８５点くらいではどうか。 
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【事務局】 

新体力テストと併せて実施されているアンケートの結果に、運動が好きという項目があ

るが、現状では、草津市の値は全国平均を超えていないので、両項目で全国平均を超える

という目標設定もあるのではないか。 

【委員長】 

ご意見を踏まえて、審議会としては、基本方針１については、目標値として２つの項目

をあげるということにさせていただく。 

基本方針２ 生涯スポーツ活動の推進についてはいかがか。 

【委員】 

３０～５０代の働き盛りのスポーツ実施率が低いということだが、この世代は通勤に時

間をとられており、仕事で歩く人もかなりおり、健康的な人も多いのではないかと思う。

仕事や通勤時も含めて、歩く時間をアンケート等で把握し、それをスポーツしていると考

えると、スポーツ実施率も上がる。 

【委員長】 

そういったアンケートをやっているところはあるのか。 

【事務局】 

毎年行なっている市民意識調査では、週１回３０分以上のスポーツをしているかどうか

という質問項目があり、そこでは、ウォーキングや簡単な体操など軽度なものも含めると

いう聞き方をしている。現状でのその設問のスポーツ実施率は平均５３％くらいとなって

いる。今回実施した市民アンケートでは、週１回３０分以上という縛りを外して、この１

年間で運動やスポーツをした人を聞いているが、それでもスポーツ実施率は６３％しかな

く、たった１０％しか増えていないことになる。つまり、４割の市民は全く行スポーツを

行っていないので、このあたりが問題だと思っている。 

【委員】 

働く人の軽度な運動とうことで、市役所でも職員が仕事中に階段を上ったり下ったりし

ていると思うが、とてもいいことだなと思う。 

【委員長】 

３０代と５０代のスポーツ実施率が低いので、このあたりをどう上げていくかが課題で

あろう。電車通勤だと結構歩くので、体を動かしているとは思うが、この会議はスポーツ

を検討しているので、スポーツとしてどういう取組をするのかが課題なのかと思う。 

【委員】 

「する」「みる」「ささえる」ということで、「みる」もスポーツのうちだが、スポーツ実

施率の目標値には「みる」も含むのか。 

【事務局】 

目標値に関しては、成人の週１回３０分以上のスポーツ実施率なので、「する」「みる」「さ

さえる」「知る」とは少し観点が違い、あくまでスポーツを「する」ことに関しての目標値
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である。 

【委員長】 

おもしろい視点である。基本方針２については、「みる」という視点を目標値としてあげ

ることについては、課題としてあげさせていただく。 

基本方針３ 競技スポーツの推進に関しては、滋賀県民体育大会における草津市の総合得

点については、第１期計画より少し下げてはどうかということと、また、全国大会の出場

者数を新たに目標値として追加してはどうかということである。これについて、ご意見を

お願いしたい。 

【委員】 

滋賀県民体育大会は、選手が充実している年はかなり高い点数が出る。令和元年度は５

位であったが、３位や４位とは３点か４点とわずかな差であり、あと１人参加すれば参加

点で届くという状況である。大津市は人口も多く参加人数が多いが、草津市は競技団体が

少なく、参加人数も少ないので、年によってスケジュール等の都合で選手が参加できない

とうこともある。 

目標値として、６５～７０点は、点数的にはこれくらいが適切だろう。 

【委員長】 

全国大会出場者数については、目標値の出し方は後日検討するということか。 

【事務局】 

実績としては、平成２８年が７４件、平成２９年は７７件、平成３０年は８２件、平成

３１年は８５件と微増傾向である。 

【委員長】 

過去５年間を平均して上限と下限をどこに置くかというところかと思う。 

基本方針４ スポーツ環境の充実については、社会体育施設等の利用者満足度と市内のス

ポーツ施設等の利用者数・利用団体数を目標値として設定してはどうかということである。

前回は社会体育施設のホームページのアクセス数であったが、１年で達成してしまったの

で、目標値を変更し、実際に市民の方々がどれくらい利用したのか。また、満足度につい

ては、こういった項目を出すことで施設を管理する側のマネジメント能力にも影響すると

いうことである。 

事務局としては、数値は出せそうか。 

【事務局】 

社会体育施設の利用者数は統計をとっている。施設整備を充実していくことで利用者が

増加すると考えている。また、利用者の満足度を高めていくことで、予約のとりやすさ、

場所が足りていない、交通アクセスの問題などが良くなっていけばいいと考えている。 

【委員長】 

基本方針５ スポーツによる地域の活性化については、広域的なスポーツイベントの開催

件数や参加者数、運営スタッフの参画数を目標値としてはどうかということである。団体
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のマネジメント能力が問われるところである。 

【委員】 

広域的なスポーツイベントというのは、チャレンジスポーツデーのようなものであると

思うが、開催件数が２桁になるとは思えないし、参加人数も大きく増減することは考えに

くいのではないか。 

【委員長】 

どこまで入れ込むことを考えているのか。 

【事務局】 

検討中ではあるが、市民を対象としたものに加え、チャレンジスポーツデー、駅伝、ス

ポレク等、近隣自治体も含めて対象としたものから、ＹＭＩＴアリーナができ、今後プー

ルもできるので、合宿利用や大会開催、また、「みる」という点について、プロスポーツの

観戦機会、また、スポーツ・ツーリズムで滋賀県や草津市を訪れることもあるので、基本

方針５では、少し外向きに開いている目標値が適切ではないかと考えている。内向きの市

民を対象としたものは、基本方針２や基本方針４に盛り込んでおり 市内スポーツ施設の

利用者数や市民のスポーツ実施率で把握していこうということである。 

【委員】 

そういうことであれば、地域の活性化という言葉がひっかかる。草津市の活性化の方が

いいのではないか。 

【委員長】 

草津市の活性化の方が理解しやすいかもしれない。地域というと、既存のイベントをイ

メージしてしまう。 

【事務局】 

国スポ・障スポにも記載があるように、地域住民の交流のような面もあるので、地域と

して記載しているということである。 

【委員長】 

国スポ・障スポを実施することによって、新たなイベントなどは考えているのか。 

【事務局】 

国スポ・障スポの大会のみならず、開催に向けて機運を盛り上げるためのイベントも検

討したいと思っている。また、まちづくりの観点からの取組も国スポ・障スポの大きな柱

であるので、大会に向けた各種取組を、地域住民や競技団体と一緒に進めていきたい。地

域、草津市の活性化に貢献できればと考える。 

【委員長】 

国スポ・障スポのデモンストレーションもここにはいってくるのか 

【事務局】 

国スポ・障スポは全ての基本方針に貢献できると考えているが、基本方針５が一番大き

いところであると考えている。 
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【委員長】 

草津市ではどのデモンストレーション競技が行われるのか。 

【事務局】 

ノルディック・ウォーク、インディアカ、スポーツウエルネス吹矢の３種目デモンスト

レーション競技として開催する。 

【委員長】 

スポーツウエルネス吹矢は市を超えて開催できそうなのか。 

【事務局】 

県域で広く考えてできそうかなと考えている。また、ほかの競技も含めて、国スポ後も

ひとつのレガシーとしてつながるように考えていきたい。 

【委員】 

バウンドテニスはなくなったのか。 

【事務局】 

 バウンドテニスは公開競技となっている。 

【委員】 

そうなると、体育振興会の活動の充実を大事にしなければならない。 

【事務局】 

体育振興会や他の競技団体とともに、協力しながら取組を行っていきたい。 

 

キャッチフレーズについて 

【委員長】 

 キャッチフレーズ案について、連絡協議会でもご意見をいただいたところであるが、ど

れがいいというのがあればご意見をお願いしたい。 

【委員】 

 ８番で、「健幸都市」が入っているのがいいと感じた。 

【委員】 

 草津市は「健幸都市」を押しているので、９番がいいと思う。 

【事務局】 

 草津市の最上位計画である総合計画基本構想を策定しているところであるが、キャッチ

フレーズとして「健幸創造都市」という文言を使っており、「健幸都市」という言葉は使い

方が難しいと感じている。 

【委員】 

 連絡協議会でこの資料を持って帰ってきたので、一般の人に聞いてみたところ、３番が

人気があったようだ。８番の健幸都市は固いとい印象である。 

【委員】 

８番がいいと思ったが、今の意見を聞くと選べなくなってしまった。 
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【委員長】 

今後はどうやって決めていくのか。 

【事務局】 

本日のご意見をもとに事務局でいくつかの案に絞って次回審議会で提示させていただく。

第４回審議会でパブコメ前の素案として固める予定であり、残り２回の会議の中で議論を

お願いする。 

【委員長】 

基本方針の枠組みが変わったので、それにあわせて目標値についても、第１期計画の５

年間の成果と課題を整理して、新たな数値を設定していきたいということである。 

 

３．その他 

第３回審議会は１０月９日（金）１９時 

 

４．閉会 

 


