
 

様式第３号 

会  議  録 

会議の名称 令和３年度 第１回朝霞市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和３年７月９日（金）午後６時００分～午後６時４０分  

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 大会議室（奥） 

出 席 者 

委員：１４人 

石原会長、渋谷副会長、馬場委員、塩味委員、鈴木（静）委員、椎橋委員、

松尾委員、奥山委員、鈴木（智）委員、齋藤委員，筒井委員、田中委員、

稲泉委員、石川委員 

事務局：７人 

神頭生涯学習部長、菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長、渡邉

同課長補佐、佐久間同課専門員、西田同課スポーツ係長、伊藤同課同係主

任、宮地総合体育館所長 

会 議 内 容 

１．正副会長の選出 

２．令和３年度 スポーツ事業計画について 

３．第６６回 朝霞市民総合体育大会市民体育祭について 

４．その他 

会 議 資 料 

・委嘱状 

・会議次第 

・朝霞市スポーツ推進審議会委員名簿 

・（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 朝霞市民総合体育大会市民体育祭について 

（参考資料） 

・過去３年間の学校体育施設開放事業利用実績 

・過去３年間の個人開放事業利用実績 

・過去３年間のスポーツ施設利用実績 

・過去３年間の補助金交付実績 

・公益財団法人 朝霞市文化・スポーツ振興公社 令和３年度事業計画         

・令和３年度 スポーツ係を除く関係各課のスポーツ事業計画 

・公益財団法人 朝霞市文化・スポーツ振興公社 スポーツ通信 

会 議 録 の 

作 成 方 法 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 
電磁的記録から文書に書き起こした場合

の当該電磁的記録の保存期間 
■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

議長による確認・署名         



 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
傍聴者０人 

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。審議会に入ります前に、本審議会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、

会長の許可で傍聴を認めるとなっておりますが、本日第１回目の会議ということで、ま

だ会長が決まっておりません。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審議会委員委嘱式並びに、第１回朝霞

市スポーツ推進審議会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です。宜しくお願いします。 

審議会に入る前に、委嘱状を朝霞市スポーツ推進審議会委員を代表しまして、石原委員

に神頭生涯学習部長より交付させていただきます。 

 

（神頭部長から石原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、他の委員の皆様につきましては、委嘱状をお手元に配布させて頂きまし

たのでご確認ください。なお、稲葉委員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） 

はじめに審議会に先立ちまして、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。朝霞市スポーツ推進審議会の開

催にあたりまして、一言あいさつを申し上げます。 

本日は、令和３年度 朝霞市スポーツ推進審議会委員委嘱式並びに、第１回審議会を開

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、委員

の皆様１５名におかれましては、７月１日から新たな任期を迎えているところですが、

今回の改選は、１１名が再任、４名が新任ということになっております。皆様、これか

ら２年間どうぞよろしくお願いいたします。 



 

さて、皆様ご存知のとおり、昨夜、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部におき

まして、東京都に４回目の緊急事態宣言の発令が決まり、今月２３日に開会式を迎える

東京２０２０オリンピックにおいて、大会会場の無観客などの開催内容が、更に大きく

変更されることになりました。本市は、射撃競技の開催市として、収束の兆しが見えな

い状況の中でございますが、今まで、大会を盛り上げるための様々な取り組みを行って

きたところですが、今回の発令により、対応について更なる縮減を余儀なくされたとこ

ろでございます。このような状況下ではございますが、東京オリンピック・パラリンピ

ック大会の開催を契機に、市民のスポーツへの関心がこれまでにも増して高まり、スポ

ーツを通じた健康づくりや、生きがいづくり等のスポーツの力を再認識する絶好の機会

として、様々なスポーツ大会やイベントの開催等の普及につながり、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。 

また、朝霞市スポーツ推進計画に定めております、誰もが いつでも どこでも楽しめ

る 生涯スポーツ社会の実現 の基本理念を基に、スポーツ推進を目指して、施策の円滑

な実施に取り組んでまいりたいと考えておりますので、委員の皆様方におかれましては、

高い見識と広い視野からの貴重なご意見を賜りますよう、お願い申しあげます。 

結びに、委員皆様の益々のご活躍を祈念いたしまして、簡単ではございますがご挨拶

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） 

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。 

 私は、生涯学習・スポーツ課 専門員の佐久間です。 

朝霞市の体育施設１４箇所の指定管理をしています、公益財団法人 朝霞市文化・スポー

ツ振興公社 朝霞市総合体育館所長の宮地です。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

＜議題＞ 

○司会（佐久間専門員） 

これより議題に入りますが、本日の審議会開催の出席者は１５名中１４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、本審議会は成立していることを

ご報告いたします。また、本日の審議会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、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審議会委員名簿 

・（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 朝霞市民総合体育大会市民体育祭について 

参考資料として、 

・過去３年間の学校体育施設開放事業利用実績 

・過去３年間の個人開放事業利用実績 

・過去３年間のスポーツ施設利用実績 

・過去３年間の補助金交付実績 

・公益財団法人 朝霞市文化・スポーツ振興公社 令和３年度事業計画 

・令和３年度 スポーツ係を除く関係各課のスポーツ事業計画 

本日の追加資料として、 

・公益財団法人 朝霞市文化・スポーツ振興公社 スポーツ通信 の以上１２点です。 

 

 なお、資料２の市民体育祭についての資料ですが、皆様に送付した後に、種目名に一

部変更が生じたため、資料２の差し替えをお願いします。No.９のパン食い競走がパンつ

かみ取り競走に種目名の変更になっています。 

お手元の資料に不足はありませんでしょうか。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。 

では、議題に入りますが、議題の進行は会長が議長となることになっております。改

選後の第１回目の会議のため、まだ会長が選出されておりませんので、会長が決定する

までの間は、仮議長として生涯学習部 次長兼生涯学習・スポーツ課長の菊島に進行して

いただくことでよろしいでしょうか。 

 

○（委員了承） 

 

○仮議長（菊島課長） 

 それでは、会長選出までの短い間ですが、進行を努めさせていただきます。 

議題（１）正副会長の選出について、事務局から説明を求めます。 

 

○事務局（西田係長） 

 議題の（１）正副会長の選出についてですが、事務局からご説明をします。 

正副会長の選出については、朝霞市スポーツ推進審議会に関する条例第５条第２項に、

会長及び副会長は、委員の互選により決定すると定められておりますので、ご審議のほ

どよろしくお願いします。議題（１）の説明は以上でございます。 

 

○仮議長（菊島課長） 

ただいま事務局から説明がありましたが、会長の選出について、自薦・他薦を問いま

せん。どなたかいらっしゃいませんでしょうか？ 

 

○塩味委員 

 体育協会の石原 茂委員に議長をお願いしたいと思います。 



 

 

○仮議長（菊島課長） 

他にいらっしゃいませんでしょうか。ただいま、会長に石原委員という意見が出まし

たが、皆様いかがでしょうか。 

 

（賛成という声） 

 

○仮議長（菊島課長） 

異議なしと認めまして、会長を石原委員にお願いしたいと思います。会長が決まりま

したので、会長に議長をお願いし、仮議長の任を解かさせていただきます。ご協力あり

がとうございました。 

 

○司会（佐久間専門員） 

それでは、ここで石原会長に席を移動して頂き、一言ごあいさつをいただきたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（石原会長） 

 一言申しあげます。このたび、皆様方にご推挙いただいた石原でございます。皆様方

のご指導・ご協力をいただき、この任を勤めさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  

（拍手） 

 

○司会（佐久間専門員） 

ありがとうございました。これからの議題の進行は、石原会長にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（石原会長） 

 ご指名がありましたので、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。皆様、議

題の進行にご協力をお願い申しあげます。続きまして、副会長の選出について、自薦・

他薦を問いません。どなたかいらっしゃいませんでしょうか。 

 

○馬場委員 

 陸上競技協会の渋谷 昇委員に副会長を推薦したいと思います。 

 

○議長（石原会長） 

ただいま、馬場委員から副会長に渋谷委員という意見が出ましたが、皆様いかがでし

ょうか。 

 

（拍手・異議なしの声） 

 

○議長（石原会長） 

 異議なしと認め、副会長には前回と同じ渋谷委員にお願いしたいと思います。渋谷委



 

員、お引き受けいただけますでしょうか。 

 

（渋谷委員了承） 

 

○議長（石原会長） 

 それでは、席を移動して頂き、一言ごあいさつをいただきたいと思います。 

 

○渋谷副会長 

 渋谷でございます。会長の助けになるよう、勤めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

  

○議長（石原会長） 

ありがとうございました。それでは、議題（２）令和３年度 スポーツ事業計画につい

て、事務局から説明を求めます。 

 

○事務局（西田係長） 

それでは議題（２）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。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ていま

す。今年度に限っては、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、

なぎなた連盟と協議した結果、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、日程につきましては、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の予定をしています。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、関係者の皆様と協議して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。なお、総合体育館につきまし

ては、現在、新型コロナワクチンの会場として使用しているため、開放事業につきまし

ては行っていません。また、資料１の総合体育館の個人開放の対象が、どなたでもとな

っていますが、朝霞市民限定になっていますので訂正をお願いします。令和３年度生涯

学習・スポーツ課 スポーツ係の事業計画についての説明は、以上でございます。 

続きまして、公益財団法人 朝霞市文化・スポーツ振興公社の令和３年度事業計画につ

きましては、朝霞市総合体育館の宮地所長より簡単に説明していただきます。 

 

 ○宮地所長 

それでは、朝霞市文化・スポーツ振興公社で予定している令和３年度事業計画をご説

明します。参考資料は、Ａ３の資料の手前の資料ですね。朝霞市文化・スポーツ振興公

社としては、全部で１７事業を予定しています。 

上から Relax ヨガレッスン、はじめてのピラティス and･･･、Refresh 骨盤体操は、こ

ちらのカラーのスポーツ通信の方で募集している状況でして、武道館の方で、ヨガ、ピ

ラティス、骨盤体操の教室の事業を行っているところです。 

お外 deヨガにつきましては、教室としてではなくイベントとして、朝霞中央公園陸上

競技場の人工芝の上で、年３回、１回目は朝、２回目と３回目は夜ということで、広い

空間の中でのびのびとヨガを楽しんでもらう事業になっています。次回の開催は、７月

２５日ということで、今、募集中です。もし、よろしければ、ご参加いただければと思

います。 

小学生フィジカルトレーニング教室、子育てパパママスポーツ教室、Enjoyテニスは、

ASAKAビギナーズサッカースクール、ASAKAフィジカルトレーニングクラブは、子育て中

のお父さん、お母さんのリフレッシュ法を目指して教室を行っており、テニス、サッカ

ーということで、いろいろな種目の教室事業の展開をさせていただいています。２ペー

ジにいきまして ASAKA フィジカルトレーニングクラブは、中学生以上の大人を対象にし



 

たフィジカル、トレーニングを対象にした教室で、競技力を向上したい方や、健康増進、

ダイエットのコースに分けて、パーソナルトレーニングを受けるまででもないけれど、

みんなと一緒に、トレーニングをして苦しい所を乗り切りたいということを目指すクラ

ブになっております。専門的なコーチがそれぞれのコースのメニューを考えて、トレー

ニングを進めていく事業です。 

続きまして、オリンピアンに学ぼう！小学生スポーツ教室です。こちらは、自衛隊体

育学校さんと協力しまして、オリンピアンの方に直にご指導いただています。これまで、

レスリングであったり、近代五種であったり、アーチェリーであったり、ボクシングで

あったり、そういったところを学んでいます。今年度も予定しているのですが、新型コ

ロナウイルスの関係で、もしかしたら、実施できないかもしれないところでございます。

続いて、スポーツセミナーは、指導者育成セミナーとして、今まで実施していたもので、

名称を変えて実施するものです。市内や近隣にお住まいで指導が出来そうな方に、ぜひ

セミナーを受けていただて、積極的に指導者として活躍していただきたいということを

目指している事業になります。 

大会になりますが、オープンラージボール卓球大会です。総合体育館のメインアリー

ナを利用して、全国からラージボールを楽しむ方が参加していただいているもので人気

のある大会でございます。次は、プロ野球選手がやってくる！！あさか少年野球教室で

すが、こちらは例年、ロッテのプロの現役の選手を呼んで、子どもたちとふれ合ってい

ただき、夢のあるプロ野球選手を目指すという、朝霞市内の野球をやっている子どもた

ちや、これから野球を始めたいという子どもたちのために行っている事業でございます。

こちらについても、プロ野球選手のコロナに関連して、参加がなかなか難しいところも

あるので、今年度予定はしていますが、もしかしたら実施できない事業になります。 

次に新規の事業なりますが、親子ふれあいサッカー、こちらについては、彩夏祭のあ

る土曜日の日に、親子でサッカーを楽しんでもらうという事業です。続いて、ノルディ

ック・ウォーク健康増進フェスタは、こちらは、朝霞中央公園を中心に、市内で活動し

ているノルディックあさかさんの方に協力いただき、共催する大会でございます。 

続いて、ファーストテニスです。こちらも新規の事業で、Enjoyテニスでビギナーと、

レベルアップを目指してやっているのですが、本当にはじめてやる方で、テニスラケッ

トの選び方を対象に、テニスをやるきっかけになってもらえればという教室でございま

す。 

続きまして、親子で始めるキャッチボール教室についてですが、こちらも新規事業で、

朝霞市と提携のある西武ライオンズさんと協力しまして、野球をしたことのないお子さ

んですとか、これから野球を始めてみたいお子さん、キャッチボールとか、フリーバッ

ティングを、西武のコーチの方と一緒に楽しんでいただく事業になります。 

また、１番下ですが、事業とは別になりますが、トレーニング室の利用者講習会。総

合体育館が、今年度１２月末まで、ワクチン接種の会場になっていますのでお休みして

いますが、開館と同時に講習会を始める予定でございます。 

１ページ戻っていただいて、下から４つ目の小学生フィジカルトレーニング教室です

が、こちらの方、年５回予定していたんですけど、総合体育館の利用が出来なくなった

ことから、青葉台芝生広場での教室を増やすことによって、日程を確保できないことも

あり、①の４月～６月、②の６月～８月、③の９月～１１月の後の④の１１月～１月を

中止にして、１月～３月を④にして、年５回を４回に縮小して実施してまいります。 

また最後に、ここには載っていないのですが、直近でやりそうな事業としまして、Ｔ

リーグの観戦事業、昨年度も開催したのですが、卓球のプロリーグ、男子ですが、昨年

も張本選手や水谷選手に来ていただいて、総合体育館で試合を見せてもらったのですが、

こちらを来年の２月２６日と２７日の土・日に予定がございます。以上でございます。 

 



 

○議長（石原会長） 

それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

○議長（石原会長） 

よろしいでしょうか。特に意見はないようなので、次に議題（３）第６６回 朝霞市民

総合体育大会市民体育祭について、事務局から説明を求めます。 

 

○事務局（西田係長） 

それでは、議題（３）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につながればと思い、

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台の設営を業者に委託すること

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（３）の説明につきましては以上でございます。 

 

○議長（石原会長） 

ただいまの説明について、他にご意見、ご質問ございますか。 

 

○齋藤委員 

 市民体育祭について、担当の方からご説明していただきありがとうございました。昨

年は、コロナの影響で市民体育祭ができなくて残念だったと思いますけど、こういう時

期ではありますけれども、時間の事や内容や方向など、コロナ対応でできる事等、かな

り工夫されているなぁと思いました。感染状況を見ながらやっていかないと難しいと思

いました。 

 

○議長（石原会長） 

ありがとうございました。斉藤委員から、市民体育祭についての感想がありました。

ただいまの説明について、他にご意見、ご質問ございますか。 

 

○塩味委員 

 １つだけ確認しておきたいと思いますけど、感染防止対策の関係で、マスクの使用、



 

利用についてどういうふうにしていくのか、周知徹底、方針についてもしあれば、お聞

きしたいと思います。 

 

○事務局（西田係長） 

 感染防止対策については、熱中症の関係もございますので、競技中はマスクは外し、

それ以外は着用していただく方向で考えています。以上です。 

 

○議長（石原会長） 

他にご意見、ご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

無いようなので、最後に議題（４）その他として、事務局から何かございますか。 

 

○事務局（西田係長） 

 特にありません。 

 

○議長（石原会長） 

 皆さんの中で何かございますか。よろしいですか。 

以上で、本日の議題はすべて終了とさせていただきます。皆様のご協力に感謝を申し

上げ、議長の任を解かせていただきます。 

 

＜閉会＞ 

○司会（佐久間専門員） 

石原会長、ありがとうございました。会議を終了する前に、本日の会議録の承認につ

いては、後日、石原会長にお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、令和３年度 朝霞市スポーツ推進審議会委員委嘱式並びに、第１回

朝霞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。 

   


