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会 議 内 容 

１．令和３年度 スポーツ事業計画について 

２．第６６回 朝霞市民総合体育大会市民体育祭について 

３．小学生スポーツ教室「ミニテニス」について 
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・会議次第 
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・（資料１）令和３年度 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業計画 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

○司会（佐久間専門員） 

 皆様、こんばんは。会議に入ります前に、本会議は公開することになっていますので、

傍聴者の確認をさせていただきます。 

 

○事務局 

（傍聴者の確認） 

本日の傍聴者はいません。 

 

○司会（佐久間専門員） 

 傍聴者がいないとの事ですが、傍聴者の方がお見えになりましたら、傍聴要領により、

委員の許可で傍聴を認めるとなっておりますので、皆様にお諮りしまして、許可したい

と思います。 

 

＜開会＞ 

○司会（佐久間専門員）  

ただいまより、令和３年度朝霞市スポーツ推進委員委嘱式並びに、第１回朝霞市スポ

ーツ推進委員会議を始めさせていただきます。 

 本日、司会進行を務めます生涯学習・スポーツ課の佐久間と申します。宜しくお願い

します。会議に入ります前に、委嘱状を朝霞市スポーツ推進委員を代表しまして、馬場

委員に神頭生涯学習部長より交付させていただきます。 

 

（神頭部長から馬場委員へ委嘱状の交付） 

 

○司会（佐久間専門員） 

本来でありましたら、１人１人委嘱状を交付させていただくところでございますが、

時間の関係上、他の委員の皆様の委嘱状については、先程お渡ししました資料に同封さ

せて頂きましたのでご確認ください。なお、坂本委員、大越委員、中里委員の３名は所

用により欠席するとの連絡がありましたのでご報告します。 

 

○司会（佐久間専門員） 

はじめに、会議に先立ちまして、神頭生涯学習部長よりあいさつを申し上げます。 

 

○神頭部長 

皆様、こんばんは。生涯学習部の神頭でございます。スポーツ推進委員会議の開催に

あたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

本日は、令和３年度朝霞市スポーツ推進委員委嘱式並びに、第１回会議を開催いたし

ましたところ、委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらず、また、お足

元が悪い中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、一昨日に行われました、東京２０２０オリンピックの聖火リレーについては、

皆様のご協力により、事故なく無事に終了することができましたことを、この場をお借

りしまして厚くお礼申しあげます。この後、８月１９日の東京２０２０パラリンピック

の聖火リレーにつきましても、引き続き、皆様のご協力をお願い致します。 

皆様も御承知のとおり、本市は射撃の競技会場市として、大会を盛り上げるため、様々



 

な取り組みを行っており、大会を契機に市内のスポーツ人口が拡大し、オリンピックレ

ガシーとして根付いて欲しいと願っております。 

さて、委員の皆様方におかれましては、７月１日から２年間の任期でお勤めいただく

わけでございますが、全国で約５万人のスポーツ推進委員が活動されており、スポーツ

推進のための事業実施に係る連絡調整、実技の指導や助言を行う指導者の役割の他に、

市民がスポーツ活動を始めるきっかけづくりとして、最初の１歩を支援する重要なスポ

ーツコーディネーターとしての役割も担っていると伺っております。 

 本市の今年度におけるスポーツ事業につきましては、４月に推進委員の皆様のご協力

のもと実施した、ウォークラリー大会を皮切りに、感染対策を十分に講じた上で、市民

体育祭など、例年通りの行事を開催したいと考えておりますので、皆様方のご協力をお

願いしたいと存じます。 

 結びに、皆様の益々のご活躍を祈念いたしまして、私のあいさつとさせていただきま

す。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

○司会（佐久間専門員） 

ありがとうございました。今回、新たに委員になられた方もいらっしゃいますので、

ここで、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

〇各委員（自己紹介） 

 

○司会（佐久間専門員） 

 ありがとうございました。 

次に事務局の紹介をさせていただきます。 

生涯学習部長の神頭です。 

生涯学習部次長兼、生涯学習・スポーツ課長の菊島です。 

 生涯学習・スポーツ課 課長補佐の渡邉です。 

生涯学習・スポーツ課 スポーツ係長の西田です。 

 同じく、スポーツ係 主任の伊藤です。 

 同じく、スポーツ係 主事の伴仲です。 

同じく、スポーツ係 主事補の浜田です。 

私は、生涯学習・スポーツ課 専門員の佐久間です。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

これより会議に入りますが、本日の会議の出席者は、２２名中１５名です。定足数は、

条例により過半数の出席となっておりますので、本会議は成立していることをご報告い

たします。また、本日の会議の要点を記録した会議録は、朝霞市情報公開条例に基づき

公開されますので、会議前にお知らせします。最初に、配布しました資料の確認をお願

いします。 

・委嘱状 

・会議次第 

・朝霞市スポーツ推進委員名簿 

・（資料１）令和３年度 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業計画 

・（資料２）第６６回 朝霞市市民総合体育大会市民体育祭について 



 

・（資料３）小学生スポーツ教室 ミニテニス について 

 参考資料として、 

・令和３年度 朝霞市スポーツ推進委員 年間予定表 の以上、７点です。 

お手元にありますでしょうか。資料をお持ちでない方、資料が不足している方は、事

務局で用意しておりますので、お申し出ください。よろしいでしょうか。 

 

＜議題＞ 

○司会（佐久間専門員） 

それでは、議題に入ります。議題（１）令和３年度 スポーツ事業計画について、事務

局から説明をお願いします。 

 

○事務局（西田係長） 

それでは、議題（１）令和３年度 スポーツ事業計画について、ご説明します。 

資料１をご覧ください。 

令和３年度 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係の自主事業は、大きく分けて１１の事

業を予定しております。内訳については、大会は３、教室は３、オリンピック・パラリ

ンピック関連事業は２、開放事業は３となっております。 

事業ごとに上から順にご説明させていただきます。 

第２５回 朝霞市民ウォークラリー大会は、４月１８日（日）に、副題として、東京２

０２０オリンピック・パラリンピックを感じて朝霞の街を歩こう！と題し、中央公民館

を基点に周辺約５ｋｍのコースで、１４チーム４８名の方にご参加をいただき、好評の

うちに終えることができました。 

次に、市民スポーツ教室について、ご説明します。 

パラリンピック競技のボッチャ体験教室を８月２０日（金）に、時間は午後７時から、

場所は西朝霞公民館で、定員は１５名で実施する予定です。講師は、朝霞市スポーツ推

進委員連絡協議会にお願いしたいと思います。また、埼玉県ボッチャ協会にも依頼する

予定でいますので、ご協力の程、よろしくお願いします。なお、２回目は、令和４年２

月頃に予定しています。 

次に、小学生スポーツ教室についてご説明します。ミニテニス教室は、８月３日（火）

から８月５日（木）の午前中の３日間で、小学５年生と６年生を対象に、場所は朝霞第

７小学校の体育館で、定員は３２名で実施する予定でいます。７月１６日まで参加者を

募集しておりますが、毎年大変好評の教室のため、定員を上回る申込が予想されます。

いつも総合体育館で行っていますが、会場が変更になったため、いつもでしたら定員を

オーバーしても受け入れる予定でいるのですが、今年は定員でやる方向で考えています。 

なぎなた教室は、８月１１日（水）から１３日（金）の午前中の３日間にわたって、

総合体育館 サブアリーナで実施する予定でしたが、総合体育館が新型コロナウイルスの

ワクチン接種会場として使用することになり、代替場所の確保が出来なくなったため、

残念ながら今年度は中止を決定としております。 

オリンピック・パラリンピック事業では、ボッチャ、ビームライフル等を多くの方に

体験していただく、おもてなしイベントを総合体育館で開催する予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

誰でも OK！記録を破れ！は、オリンピック・パラリンピック機運醸成事業の一つと

して、実施する予定です。内容は、日本航空株式会社に所属されている、オリンピアン

の土井 杏南選手を招いて、陸上競技場で短距離走を行い、記録測定会を予定しています。

なお、日程は土井選手と調整中でございます。 

次に、第６６回 朝霞市民総合体育大会市民体育祭ですが、１０月１０日（日）に朝霞



 

中央公園陸上競技場で開催します。昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止となりましたが、今年度は、朝霞市スポーツ推進委員の皆様や町内会・自治会の役

員の皆様と協力しながら、コロナ禍でもできる種目の検討や、開催時間の見直し等、新

型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら開催する予定です。大まかな変更点に

ついては、次の議題（２）で報告させていただきます。 

第６０回 朝霞市ロードレース大会は、例年同様、１１月２３日（火）の勤労感謝の日

に、小・中学生、親子ふれあい、一般男女、壮年などの１７クラスに分け、朝霞中央公

園陸上競技場及び朝霞の森周辺で実施します。昨年度は、市民体育祭と同様に、中止と

なりましたが、今年度につきましては、開催する方向で検討しています。 

次に開放事業についてご説明します。 

学校体育施設開放事業は、市内各小・中学校１５校の協力の下、学校教育で使用しな

い時間帯に学校体育施設を市民のスポーツ団体への開放事業を行っており、学校ごとに

貸し出し曜日、時間帯を定めて実施しています。新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、体温測定やマスクの着用等定めたチェックシートを作成し、換気や手指の消毒、

使用する用具等の消毒の徹底を利用団体にお願いをして実施しています。 

陸上競技場個人無料開放事業は、毎週火曜日と第２・４土曜日に、総合体育館個人開

放事業は、毎週火曜日と水曜日に実施しています。マスクの着用や、手指の消毒の他、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、利用も朝霞市内在住、在学、在勤の方に

限定し、人数制限などの条件のもと開放を行っています。議題（１）の説明は以上でご

ざいます。 

 

○司会（佐久間専門員） 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますか。 

  

○茂木委員 

 個人開放の件でお聞きします。総合体育館が年内は利用できないということを聞いて

いますが、利用対象者はどなたでもと書いてあるのですが、今、市内在住、在学、在勤

の方とおっしゃっていましたが、市外の方でも倍額払えば、対象になるということでよ

ろしいでしょうか。 

 

○事務局（西田係長） 

 どなたでもと書かせていただきましたが、対象としては、市内の方に限定させていた

だいています。 

 

○司会（佐久間専門員） 

他にご意見、ご質問等ございますか。 

ご意見、ご質問が無いということで、次に議題（２）第６６回 朝霞市民総合体育大会

市民体育祭について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（西田係長） 

すみません、野島委員が到着しましたので、一言自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

○野島委員（自己紹介） 

 

○事務局（西田係長） 

ありがとうございました。それでは、議題（２）の第６６回 朝霞市民総合体育大会市

民体育祭について、ご説明します。 



 

資料２をご覧ください。前回の大会からの主な変更は、５点ほどあります。 

 １点目は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、午後１時までに終了できる

ように種目の削減等のプログラムの変更を行いました。コロナ禍でもできる種目の検討

や、見直しを行った結果、地区対抗種目は、輪ッショイリレー、綱引きの２種目、自由

種目は、障害物競走、親子動物競走、スポーツ○×クイズの３種目をそれぞれ削除し、

午後１時までに終了できるようにプログラムの編成を行いました。 

２点目は、地区対抗種目の、三世代玉入れの参加人数を最大３０人から２０人に削減

し、チームジャンピングのジャンパーを１０人から８人に削減しました。 

３点目は、前回の大会で好評をいただきました、エキシビジョンの市内実業団による

男子１，５００ｍ走ですが、距離を３，０００ｍに増やして行います。 

４点目は、レクリエーション種目が２種目になったことに伴い、レクリエーション種

目の表彰を実施しないこととし、本年度は、地区対抗種目の４種目による総合成績のみ

の表彰とします。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、地区成績の表彰式と市

民体育賞の表彰式は、大会当日に行わず、１０月２４日（日）の午前中に開催する予定

となっています。 

５点目は、参加される町内会・自治会の役員の皆様の負担軽減のため、実行委員会の

予算で各町内会のテント２張とテーブル２台の設営を業者委託することを行います。こ

れらの変更点については、６月１５日の総務専門委員会で了承されました。議題（２）

の説明は以上でございます。 

 

○司会（佐久間専門員） 

ただ今の説明について、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

○馬場委員 

 参加チームが減ったと聞いているんですが。 

  

○事務局（西田係長） 

 この前の自治会・町内会説明会が行われましたが、その後、１チーム変更がありまし

て、ただ今、８地区となっています。 

 

○司会（佐久間専門員） 

他にご意見、ご質問等ございますか。 

 

○司会（佐久間専門員） 

次に議題（３）小学生スポーツ教室 ミニテニス について、事務局から説明をお願い

します。 

  

○事務局（西田係長） 

 それでは、議題（３）小学生スポーツ教室 ミニテニス についてご説明します。 

資料３をご覧ください。 

開催日時は、８月３日（火）から５日（木）の３日間の午前中で、場所は、朝霞第７

小学校の体育館で行います。講師は例年同様、朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会に依

頼しています。定員は３２名で募集をしております。当日の推進委員の方の出席状況等

を加味して開催をしたいと思います。また、７月２９日の次回の定例会の後に、ミニテ

ニスの練習会の方を朝霞第５小学校の体育館で実施する予定でいます。議題（３）の説

明は以上でございます。 

 



 

○司会（佐久間専門員） 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

○馬場委員 

 今現在、公民館でミニテニスを大人の方も、子どももやっているのですが、公民館で

は、マスクの着用と言われています。やっていると、大人の方でも大変きついというふ

うに聞いています。子どもの場合、どのようにお考えですか。 

 

○事務局（西田係長） 

プレー中に関しては、マスクを外す方向で考えています。 

 

○馬場委員 

 ただ、指導する場合、どうしても声を出してしまうけどね。 

 

○事務局（西田係長） 

 我々の方はマスクをして、子どもに関しては、プレー中は外す方向で考えています。 

 

○司会（佐久間専門員） 

他にご意見、ご質問等ございますか。 

 

○茂木委員 

 今１度、マスクの件で再度確認したいのですが、実際に子どもたちにミニテニスをや

ってもらって、マスクをしながらだと苦しい状況になるとは思えないです。ボールを打

って、体育館の中をばんばん走ることはないと思いますので、私はマスクは着用してほ

しいと思います。 

 

○事務局（渡邊課長補佐） 

 確かにご心配される方が多いと思います。これから調整させていただこうと思います

ので、開催時期も８月の１番暑い頃の実施となりますから、考えられるのは、小学校の

体育館も一応今、空調が付いている状況です。若干は暑さに耐えられるのかと考えられ

るので、私共も現場をきちんと確認しまして、検討させていただくことでよろしいでし

ょうか。 

 

○茂木委員 

 はい。 

 

○司会（佐久間専門員） 

 ただいま、佐々木委員が到着しましたので、一言自己紹介をよろしいでしょうか。 

 

○佐々木委員（自己紹介） 

 

○司会（佐久間専門員） 

他にご意見、ご質問等ございますか。 

 

○塩味委員 

 練習は５小と言っていましたよね。本番が７小ということですが、駐車場は。 

 



 

○事務局（西田係長） 

両方ともあるんですけど、台数がそんなに止められないと思います。 

 

○塩味委員 

 なるべく、乗り合いで行ったほうがよろしいでしょうか。 

 

○事務局（神頭部長） 

 今、このようなご時世ですので、乗り合いではなく、恐れ入りますが、出来れば公共

交通機関でとご案内を打ち合わせの時にお願いしたいと思います。 

 

○司会（佐久間専門員） 

 他にご意見、ご質問等ございますか。 

ないようなので次に、議題（４）その他として事務局から何かありますか。 

 

○事務局（西田係長） 

皆さんに配布した資料の中に、活動予定表を配布させていただきました。次回のミニ

テニスから体育祭までの予定の出欠席の方を提出していただければと思います。提出期

限の方は、ちょっと短いんですけど、７月１６日までに提出をしていただければと思い

ます。宜しくお願いします。 

 

＜閉会＞ 

○司会（佐久間専門員） 

 他にご意見、ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

以上で議題はすべて終了となりますので、議題進行の任を解かせていただきます。 

 以上をもちまして、令和３年度朝霞市スポーツ推進委員委嘱式並びに、第１回朝霞市

スポーツ推進委員会議を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございまし

た。  


