
 

様式第３号 

会  議  録 

会議の名称 
令和４年度 第１回朝霞市スポーツ推進委員会議 

開 催 日 時 令和４年７月２８日（木）午後７時～午後７時４０分  

開 催 場 所 朝霞市立総合体育館 会議室  

出 席 者 

委員１８名  

（馬場委員、塩味委員、椎橋委員、茂木委員、佐々木みはる委員、野島委

員、佐々木雄悦委員、篠崎委員、土屋委員、荒川委員、藤田委員、谷津委

員、大越委員、吉井委員、大橋委員、坂本委員、野内委員、伊藤委員） 

事務局６名  

星野生涯学習・スポーツ課主幹、渡邉同課長補佐、相澤同課スポーツ係長、

伴仲同課同係主任、浜田同課同係主事補） 

会 議 内 容 

１．令和４年度 スポーツ事業計画について 

２．第６７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 

４．その他 

会 議 資 料 

・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４年度 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業計画 

・（資料２）第６７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）市民体育祭チラシ（２種類） 

・（参考資料）令和４年度 朝霞市スポーツ推進委員 年間予定表 

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 
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〇司会（渡辺課長補佐） 

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。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 ただいまより、令和４年度 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・スポーツ課の渡辺です。宜しくお願い

します。なお、和田委員、安岡委員２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。 

はじめに、会議に先立ちまして、生涯学習・スポーツ課主幹 星野よりあいさつを申

し上げます。 

 

〇星野主幹 

 皆様、こんばんは。生涯学習・スポーツ課主幹の星野でございます。 

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４年度 第１回朝霞市スポーツ推進委員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、ご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

さて、昨年実施した東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会におかれま

しては、コロナ禍ということもあり、原則無観客で迎えたわけでございましたが、オリ

ンピックで日本史上最多となる５７個のメダルを獲得し、暗いニュースが多い世の中で、

国民に勇気と感動を与えていただいたことが思い出されるところです。 

本市におきましても、射撃の競技会場市として、世界中のアスリートを迎えることが

できました。 

この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昨年７月１日から２年間の任期でお勤めいただ

いているところでございますが、「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。 

本市の今後のスポーツ事業につきましては、８月に行われる小学生スポーツ教室「ミ

ニテニス」や、市民スポーツ教室「ボッチャ体験教室」、そして市のスポーツイベントで

ある市民体育祭など、皆様のご協力がなければ、実施することが難しい事業ばかりでご

ざいますので、改めて、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。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

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１８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。 

 ・会議次第 

 ・朝霞市スポーツ推進委員名簿 

 ・（資料１）令和４年度 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係事業計画 

 ・（資料２）第６７回 朝霞市市民総合体育大会市民体育祭開催要項 

 ・（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、 

・第６７回朝霞市民体育祭チラシ が２種類 

・令和４年度 朝霞市スポーツ推進委員 年間予定表 

以上です。 

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。                                                                                                                                                                                                                                                                                          

それでは、議題に入ります。 

議題（１）「令和４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。 

 

〇事務局（相澤係長） 

それでは、議題（１）「令和４年度 スポーツ事業計画」についてご説明します。 

資料１の令和４年度生涯学習・スポーツ課スポーツ係事業計画の一覧をご覧ください。 

令和４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１２の事業

を予定しております。 

事業ごとに上から順にご説明させていただきます。 

第２６回 朝霞市民ウォークラリー大会は、４月１７日日曜日に、副題として「時代(と

き)の流れを感じながら朝霞を巡る」と題し、根岸台市民センターを基点に周辺約５ｋｍ

のコースで、１９チーム７６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。 

ボッチャ体験教室を８月２５日木曜日の午後６時３０分から、総合体育館で実施いたし

ます。また、２月は、２月２１日火曜日と２２日水曜日の２日間を予定し、教室名をボ

ッチャ教室とし、試合数を多く取り入れ、より実践的な内容とする予定です。 

いずれも、講師は朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会の皆様に依頼いたしますので、皆

様のご協力のほどよろしくお願いいたします。 

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２日火曜日から８月４日木曜日の３日間で、午前中に小学４年

生から６年生を対象として、場所は総合体育館で、定員は４８名で実施します。 



 

なぎなた教室は、８月１６日火曜日から８月１８日木曜日の３日間で、同じく午前中に

小学４年生から６年生を対象とし、総合体育館で、定員は３０名で実施します。 

７月１８日まで参加者を募集し、いずれも定員を上回る申し込みがありましたが、講師

のスポーツ推進委員の皆様やなぎなた連盟の皆様と相談し、全員受け入れることといた

しました。 

次に、オリンピック・パラリンピックレガシー事業では、誰でも OK！記録を破れと題

し、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

競技場で短距離走の記録測定会を実施します。なお、日程は土井選手と調整中でござい

ます。 

次に、溝沼子どもプールですが、７月９日土曜日から９月４日日曜日まで計５８日間

の開場とし、今年度も引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用対象者

を朝霞市内在住者に限定し、午前、午後の２部制、各部３００人の先着順とさせていた

だいております。 

また、昨年度は滝のプールのろ過ポンプモーターが故障しておりましたが、今年度は

修繕を行い、全面利用可能となっております。 

次に第６７回 朝霞市民総合体育大会市民体育祭ですが、１０月９日日曜日に朝霞中央

公園陸上競技場で開催します。近年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止が

続いておりますが、今年度は、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。 

次に、市民体育賞表彰式ですが、例年は市民体育祭の場で表彰を行っておりましたが、

開催時間を縮小するため、市民体育賞の表彰を１０月１６日日曜日に行います。詳細は

調整中ですが、１０時３０分から、中央公民館・コミュニティセンターで実施する予定

です。 

第６１回 朝霞市ロードレース大会は、例年同様、１１月２３日水曜日の勤労感謝の日

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。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、朝霞市陸上競技協会と協議し、参

加対象者を朝霞市内在住、在学、在勤者と限定して行うことといたします。また、陸上

競技連盟の指針等を参考に、受付方法や健康チェックリストの提出など、関係者の皆様

と協議のうえ、開催できればと考えています。 

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。開放時間枠の見直しに伴い、令和４年

４月以降は、陸上競技場の土曜日の開放枠を４部制から２部制に縮小し、総合体育館の



 

開放枠を２部制から３部制に拡大しました。 

令和４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。 

  

〇司会（渡辺課長補佐） 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますか。野島委員。 

 

〇野島委員 

 市民体育賞表彰式を市民体育祭当日とは別に実施すると説明いただきましたが、我々

スポーツ推進委員の出席はありますか。 

 

〇事務局（伴仲主任） 

 １０月１６日日曜日の市民体育賞表彰式につきましては、事務局のほうで執り行いま

すので、スポーツ推進委員の皆様の出席はございません。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

次に議題（２）第６７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。 

 

〇事務局（伴仲主任） 

それでは、議題（２）第６７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。 

お手元の資料２の１ページ及び２ページをご覧ください。これらは、市民総合体育大

会実行委員会の役員が出席する会議にてお諮りし、ご了承いただいた内容になっており

ます。大まかな変更箇所を３点報告します。 

 資料の３ページをご覧ください。 

１点目は、新型コロナウイルス感染拡大防止として、また、地区の選手集めの負担軽

減として、種目の削減や競技の変更を行いました。こちらの表は左側が２０２１年度に

作成したプログラムで右側が２０２２年度に作成したプログラムを比較したものです。

昨年同様、終了時間は昼食を取らないよう午後１時とします。変更箇所については、三

世代玉入れの年齢制限の撤廃や、小学生男女混合リレーを年代別リレーに組み合わせ、

新たに綱引きを追加しました。 

 ２点目は、町内会・自治会に対して行ったアンケートをもとに、参加賞及び景品を見

直しました。資料の４ページをご覧ください。こちらは、写真１枚あたり８０円程度の

お菓子の詰め合わせを参加賞として競技参加者に配布します。また、参加者全員を対象

とした抽選会を行います。抽選会で使用する抽選券については、参加賞のお菓子の詰め

合わせに１枚同封し、抽選結果を市民体育祭の閉会式で発表する予定です。 

資料の５ページをご覧ください。抽選会の景品はＡ賞からＤ賞の４区分あり、当選者

は計５１人となります。資料の６ページから８ページがそれぞれＡ賞、Ｂ賞、Ｃ賞の抽

選会の景品案です。A 賞は５，０００円程度、B 賞は３，０００円程度、C 賞は２，０

００円程度を予定しております。当選者は該当の賞から任意の景品を選び、後日市役所

で景品を授与します。Ｄ賞の野菜セットは、後日当選者宛に郵送する形で対応したいと

考えております。 

なお、お菓子や抽選券の詰め合わせ作業は朝霞市社会福祉協議会に、Ａ賞からＣ賞の



 

景品は市内業者に、Ｄ賞の野菜セットはＪＡあさか野農協に依頼を予定しております。 

３点目は、広報の手段を見直しました。資料の最後に本大会のチラシを添付しており

ます。例年は片面刷りであったものを両面刷りとし、各公共施設の他、参加者数の増加

を見込んで市内各小・中学校の全生徒に配布しました。 

また、朝霞駅前に設置してありますカウントダウンボードに市民体育祭を掲載します。 

 そのほか、関係機関への参加依頼の見合わせや、テント等の設置を業者に委託するな

ど、昨年同様の変更点につきましても、６月１５日に行われた総務委員会で承認されま

した。 

議題（２）の説明は以上でございます。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますか。塩味委員。 

 

〇塩味委員 

 景品の抽選会を当日の閉会式で行うと説明しておりましたが、これを実施して、午後

１時までに終わるのですか。 

 

〇事務局（伴仲主任） 

 最終種目が終了次第、速やかに抽選を行います。 

 

〇塩味委員 

 もう一つ伺いたいのですが、発表方法はどのようにする考えですか。 

 

〇事務局（相澤係長） 

 発表方法ですが、閉会式で口頭によりＡ賞何番、Ｂ賞何番というような形で読み上げ

ます。それ以外にはホームページで掲載する予定です。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 他に質問ございますか。野島委員。 

 

〇野島委員 

 今の塩味委員の質問に関連しますが、今日の資料を見る限りでは、全て事務局が行う

となると、当日必ずバタバタすると思います。例えば、我々スポーツ推進委員に協力を

仰ぐとか、競技役員に御協力いただくとか、全て事務局で抱えてしまうと、上手くいか

ないことが想定されます。 

 また、抽選方法ですが、参加者の前で公開して行うのか、事務局が行うのか、そのあ

たりも整理しておかないと当日トラブルに繋がりかねないので、内容を精査していただ

ければと思います。これはあくまで私の意見でございます。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 ありがとうございます。他に質問ございますか。椎橋委員。 

 



 

〇椎橋委員 

 抽選についてですが、例えば抽選券が余った場合に、余った番号が間違えて抽選され

ないように、数の把握をしておかないといけないので、賞品係と調整してください。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 ご意見ありがとうございます。他にございますか。佐々木みはる委員。 

 

〇佐々木みはる委員 

 この抽選券ですが、あくまで競技に参加した方だけに配布するのですか。地区の中に

は世話役や、役員が補助している場合があるので、その方にも渡してもいいのではない

でしょうか。 

 

〇事務局（伴仲主任） 

 例年、参加賞は競技に参加した方にのみ渡しているので、今回大会も同様に競技に参

加した方のみに配布いたします。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 他にございますか。野島委員。 

 

〇野島委員 

 佐々木委員の質問に関連してですが、例えばチームジャンピングでは縄を回す人もい

るし、控え選手もいます。また、綱引きも参加している選手の他に旗を振って応援して

いる人もいます。どこまで渡してどこから渡さないという基準があったほうがよいと思

います。私の意見でございます。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 ありがとうございます。他にございますか。荒川委員。 

 

〇荒川委員 

 景品は当日引き換えですか。 

 

〇事務局（相澤係長） 

 当選者については、当日景品を選んでいただき、後日市役所で配布する予定です。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 他にございますか。 

 それでは、皆様から様々なご意見をいただきましたので、次回の会議までにまとめて

説明できるようにいたしますので、ご理解いただければと思います。 

 

 



 

 それでは、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。 

 

〇事務局（伴仲主任） 

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

資料３の１ページご覧ください。開催日時は、８月２日火曜日から４日木曜日の３日

間の午前中で、場所は、朝霞市立総合体育館メインアリーナで行います。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。７月１８日まで参加者を募

集し、定員を上回る５０名の申し込みがありましたが、講師のスポーツ推進委員連絡協

議会と相談し、全員受け入れることといたしました。 

２ページをご覧ください。３日間のプログラムの概要としましては、１日目、２日目

でラケットの使い方、レシーブ練習、ラリーを行い、３日目に試合を行う予定です。 

３ページをご覧ください。会場配置図として、今回は申込が５０人ということで、３

コートで実施いたします。 

４ページをご覧ください。事前に皆様より出欠確認をさせていただき、出席いただけ

る委員でコート毎に振り分けさせていただきましたので、ご確認ください。 

また、この会議終了後に、サブアリーナに移動していただき、ミニテニスの練習会を

行います。 

議題（３）の説明は以上でございます。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますか。荒川委員。 

 

〇荒川委員 

 ３日目のスケジュールで私が体操をやることになっているのですが、３日目は欠席な

ので、修正をお願いいたします。 

 

〇事務局（浜田主事補） 

 承知いたしました。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

 他にございますか。他にないようでございますので、議題（４）その他として事務局

から何かありますか。 

 

〇事務局（伴仲主任） 

本日の会議資料とは別で、各委員の今後の出欠を再度確認させていただきます。以前

に市民体育祭まで確認させていただきましたが、ロードレース大会までの確認票を個別

にお配りしておりますので、会議終了後までにご提出いただければと存じます。 

また、次回のスポーツ推進委員会議は９月８日（木）午後７時から総合体育館会議室

を予定しております。 

最後に、８月２５日木曜日に市民スポーツ教室でボッチャ体験教室を予定しておりま

す。サブアリーナで４コートを作る予定ですが、コート設営に時間がかかりますので、

当日午後５時から設営を手伝っていただける方がいらっしゃればお越しいただけると助

かります。 



 

以上です。 

 

〇司会（渡辺課長補佐） 

以上で議題はすべて終了となります。これをもちまして、令和４年度 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。ありがとうございました。 

 


