
№ 受付日 計画本文 提出されたご意見 考え方(市の回答)

■項目及びページ

■意見

「市民が年齢や障がいの有無にかかわら

ず、 気軽にまた快適にスポーツを行うこと

ができるよう、スポーツ参加機会の提供に

努 めます。」と有りますが施設をオンライ

ンで予約しようと試みたが長良川多目的運

動場がほぼ使用不可か養生中で予約出来ま

せん、もう少し公平に予約できるシステム

になりませんか？

■理由

有る団体が優先的に予約し新しく参入しよ

うとしている団体取れない現状では何の意

味もないと思います。例えば岐阜市の施設

みたいに抽選とするかキャンセルが出たら

他取れるようにするか平日も使用できるよ

うにして貰いたい。結局オンライン予約は

諦めました。詳しい人に相談したら年度終

わりに次年度の調整会が開かれそれに参加

しないと予約出来ない事が判明しました。

■項目及びページ

■意見

以下の事柄をP25~の（2）基本目標のどこ

かに追加記載して計画書に反映させること

・スポーツを通じた健康増進・健康長寿社

会の実現

取り組み内容例題：

・ウォーキング機会の充実

　（はしまウォーキングマップ作成　2021

年1月13日）

・レンタサイクル事業

■理由

第2期スポーツ基本計画では「スポーツを通

じた健康増進・健康長寿社会の実現」の単

語が記載されている。

健康増進とはスポーツ競技をすることだけ

でなく、体を動かしていくことも健康増進

となりますし、高齢者が楽しく継続的に取

り組むことができるよう、生活習慣病の予

防や介護予防を通じた～と表記されていま

す。

よって羽島市同計画書にも「健康増進」の

取り組みを記載する必要があると考えま

す。

1 2月12日

市民が年齢や障がいの有無にかかわらず、

気軽にまた快適にスポーツを行うことがで

きるよう、スポーツ参加機会の提供に努 め

ます。

スポーツ施設の予約について、公平な利用

が確保されるよう努めておりますが、施設

によっては、予約の競争が激しいために利

用者間の調整が必要な場合もあり、利用者

の方々にご不便をおかけしています。

できる限り公平に利用をしていただけるよ

う、施設を運営する指定管理者と協議しな

がら、利用状況の改善に努めていきたいと

考えています。

2 2月20日

　P24~　第3章　計画の基本的な考え方

競技スポーツだけで幅広い層の健康増進に

つなげることが難しいことは、ご意見のと

おりです。

すでに総合型地域スポーツクラブにおいて

もウォーキングなど、気軽に取り組めるイ

ベントを実施しており、市はこうしたクラ

ブの支援を通して、高齢者でも楽しく継続

的に取り組むことのできる運動機会の創出

に取り組んでいるところです。ご意見にあ

るような「ウォーキング」や「サイクリン

グ」など個別具体的な事業名は記載してお

りませんが、レクリエーション・スポーツ

の活動の推進について、P28「【具体的な

施策】(1)スポーツに関わる機会の提供」に

含めて考えております。



№ 受付日 計画本文 提出されたご意見 考え方(市の回答)

■項目及びページ

■意見

以下の事柄をP25~の（2）基本目標のどこ

かに追加記載して計画書に反映させること

・ICT、情報端末機器を活用したスポーツ

情報等の発信

■理由

メディアやインターネットでは健康づくり

に役立つ情報が気軽に招集できるようにな

り、ICT機器等の発達に伴い、食事や運

動、体重、睡眠など生活習慣を管理する機

能を備えるスマートフォン等が増えてきま

した。

スポーツ庁では「歩く」に「楽しさ」をプ

ラスして、健康につなげる「FUN＋WALK

PROJECT」を実施しています。

今後はスポーツ情報や健康増進の手法とし

て、ICT機器等を利用した取り組みを調

査・研究していく必要があると思います。

■項目及びページ

■意見

令和元年度総合型地域スポーツクラブに関

する実態調査結果のクラブが抱える課題の

上位3項目として「クラブ運営を担う人材の

世代交代・後継者確保」「会費・参加費な

ど受益者負担による財源確保」「指導者の

確保（育成）」となっております。

そこで以下の2点について質問します。

・羽島市総合型地域スポーツクラブの抱え

る課題の現状とそれに対する対策があれば

説明してください。

・総合型地域スポーツクラブの課題や在り

方について、現状把握、課題の共有、意見

交流などの場はありますか？

■理由

3

　P24~　第3章　計画の基本的な考え方 （運動習慣を身に着けるアプリなどの）先

行する民間の事例等も参考に、ご意見のよ

うな「 ICT機器等を利用した取り組み」を

含めた個別具体的な施策は、「基本目標6

スポーツ環境の整備」を達成するための施

策の一つととらえ、今後どのような形で実

現可能かなど検討したいと考えています。

4

1点目の羽島市の総合型地域スポーツクラブ

の抱える課題の現状とそれに対する対策に

ついてですが、現在、羽島市では3つの総合

型地域スポーツクラブが3つの中学校区ごと

に、それぞれの地域の実情にあった活動を

展開しています。ご意見にある3項目の課題

について、それぞれのクラブともに共通し

て抱えている問題です。

どのクラブも主に会員の会費や参加費で運

営していますが、十分に財源を確保できて

いるわけではありません。また、クラブ運

営を担う人材や指導者育成についても不足

しており、市とともに有効な施策を模索し

つつ、地域住民からの情報で地域の人材を

探し、地域スポーツへの貢献と協力を呼び

かけるなど、地道な人材発掘に努めている

状況です。

2点目の現状把握、課題の共有、意見交流な

どの場はあるかについてですが、各々のク

ラブで役員会を定期的に開催しており、ま

た、3クラブの代表者による合同会議を年3

回程度開催して意見交換を行い、各クラブ

が抱える課題の共有と、羽島市でのクラブ

の今後のあり方について議論し、共通認識

の形成を図っています。



№ 受付日 計画本文 提出されたご意見 考え方(市の回答)

■項目及びページ

■意見

以下の事柄を追加して計画書に反映させる

こと

・将来を見通したスポーツ施設整備計画等

を策定して関係部局と連携して取り組みま

す。

■理由

公共スポーツ施設ですが、2016年3月に策

定された「羽島市公共施設等総合管理計

画」により今後の老朽化対策が喫煙の課題

であり、各施設の個別計画が策定されてい

る最中です。公共スポーツ施設も対象と

なっております。羽島市は財政安定化コロ

ナ渦による税収の減少で、予算確保が非常

に厳しく施設によっては長寿命化、統廃

合・廃止としていくでしょうから。

■項目及びページ

■意見

学校体育施設開放事業ですが、利用者の統

計をしているのであれば、最新のデータで

いいので学校体育施設の利用者人数を教え

てください。

■理由

■項目及びページ

■意見

以下の事柄を計画書に反映させなさい。

・最新年度の「体力・運動能力調査結果」

を計画書に掲載しなさい。

■理由

平成27年度体力・運動能力調査結果が掲載

されておりますが、データとして古すぎま

すので統計していれば最新年度の数字を計

画書に掲載すべきだと思います。

6

　P43　学校体育施設 当市の令和元年度における、学校体育施設

開放事業の年間利用者数は、市内小中学

校・義務教育学校13校の合計で、延べ

108,070人です。

本計画は、平成28年度から令和7年度まで

の計画期間の中間見直しであり、平成27年

度体力・運動能力調査結果は現計画策定段

階の元となったデータで、このデータ自体

は策定の根拠となるものであるため、この

まま記載させていただいております。

　P30～31　２学校体育の推進

7

5

P41～　スポーツ環境の整備 「羽島市公共施設等総合管理計画」に基づ

く市が所有するスポーツ施設の個別計画と

して、「羽島市運動公園長寿命化計画」、

「羽島市柔剣道道場中長期修繕計画」、

「羽島市弓道場中長期修繕計画」を平成31

年3月に策定し公開しております。また、関

係部署との連携の必要性は、スポーツ環境

の整備施設長寿命化や修繕計画の実施を含

むスポーツ環境の整備にとどまらず、当計

画のあらゆる施策について言えるこれであ

り、既にP2「2　計画の位置づけ」におい

て、「…学校教育、生涯学習や健康づく

り、高齢者・障がい者福祉、子ども支援等

の関連部署と一体となって検討するなど連

携を密にし…」と記載し、施設整備だけで

なく計画全体で必要なことであると認識し

ております。



№ 受付日 計画本文 提出されたご意見 考え方(市の回答)

■項目及びページ

■意見

以下の下線部分を追加して計画書に反映さ

せること

・施設内部にスポーツジムを設置し、~生

涯スポーツの拠点として利用できるように

なりましたが、今後のあり方を含め検討し

ていきます。

■理由

防災ステーションでスポーツジムを設置し

ている　とありますが、令和元年度羽島市

事業所分けにて「トレーニングジム運営事

業」は抜本的見直しと評価が下りました。

市民判定人の感想として「民間が行う事業

形態への見直しはできないか」等がありま

す。

今は立地条件がよい場所に民間業者がス

ポーツジムを運営して市民に利用されてい

る状況です。今後の公共施設でのスポーツ

ジム運営の在り方について考えていくべき

です。

■項目及びページ

■意見

以下の事柄を追加して計画書に反映させな

さい。

・出前講座により、指導員を派遣し、地域

スポーツを推進する

■理由書

羽島市出前講座は分野ごとに利用されてお

ります。スポーツについては講座名「はじ

めようつづけようあなたのスポーツ！」、

詳細は生涯スポーツ、総合型地域スポーツ

について。

■項目及びページ

■意見

以下の事柄を計画書に反映させなさい。

・周辺市町のスポーツ施設の相互利用の可

能性について協議検討していきます

■理由

2021年2月17日中日新聞朝刊にて公共施設

合理化に向けてスポーツ関連施設では柔剣

道道場が、他施設へ集約する検討に着手す

る　とありました。

集約化するのは反対しませんが、他の自治

体と連携していく、つまり「広域化」とい

う視点を大切にするべきだと考えます。

よって公共施設についても周辺市町と相互

利用ができるのであれば協議していくべき

と私は考えます。

8

　P42~44　市内の体育施設

P44　その他社会体育施設

ご意見を参考に当該文言の追加を検討しま

す。

9

　P27~　１地域スポーツの推進 ご意見のような施策は、地域スポーツ振興

を目的とする「総合型地域スポーツクラ

ブ」の果たすべき役目であると考えます。

羽島市にも3つの総合型地域スポーツクラブ

がございます。

市としましては、現計画の目標の達成に向

けて注力しつつ、ご意見にあるような地域

スポーツの活性化に資する活動を、総合型

地域スポーツクラブが実施できるよう、支

えていきたいと考えています。

10

　P41~　６スポーツ環境の整備 ご意見の通りと考えます。ただし、現在で

も、岐阜県のスポーツ施設や周辺市町のス

ポーツ施設を羽島市民が利用することは可

能です。



№ 受付日 計画本文 提出されたご意見 考え方(市の回答)

■項目及びページ

■意見                                              以下の

事柄を追加して計画書に反映させなさい

・みんなが楽しめるスポーツとしてニュー

スポーツの導入について検討していきます

■理由                                        ニュース

ポーツとは老若男女、障がいの有無に関係

なく、みんなが楽しめるスポーツとして注

目されています。

競技スポーツとなれば実力の差がでてしま

い、仲間どうして集まりにくいですが、

ニュースポーツは誰もが気軽に参加できる

という点が魅力です。

羽島市で実施していないのであれば、ぜひ

普及・道具の貸し出しの周知、発信をして

いただきたいです。

■項目及びページ

■意見                                           　以下の

事柄を計画書に追加して反映させること

・障がい者スポーツの情報提供

　ホームページなどを活用し、県内の障が

い者スポーツに関する情報提供を充実させ

る。

■理由                                                 P34

施策の方向性で「より多くの障がい者がス

ポーツに参加する機会を確保するため~」

といっても、いつどこでどんな競技で障が

い者スポーツが実施しているか情報を取得

できません。知ることができなければ参加

することもできません。情報発信は基本中

の基礎で大事だと考えます。

　P27~　１地域スポーツの推進

今回の中間見直しでは、当初計画の数値目

標の達成度合いと、当市で実施する障がい

者スポーツの機会の創出に主眼をおいて見

直しを図りました。県内の他自治体の障が

い者スポーツに関する情報提供について

は、できる限りの情報提供がなされるべき

と考えますが、当市でのスポーツ機会の創

出に主眼を置いて見直しを実施しました。

12

　P34~35　３障がいスポーツの推進①

まずは、現計画の目標の達成に注力するこ

とが優先だと考えます。ニュースポーツな

どの新しい運動の紹介や実施については、

次期計画で施策として導入するべきかを検

討すべきと考えます。

11



№ 受付日 計画本文 提出されたご意見 考え方(市の回答)

■項目及びページ

■意見                                              以下の

事柄を反映して計画書に追加しなさい

・障がい者の週１回以上のスポーツ実施率

40%達成（R6）

のための具体的な施策を示しなさい

■理由                                            P45で意

見の内容で数値目標を設定しましたが、達

成するための具体的な施策が示されており

ませんので追加する必要がある。また国の

第2期スポーツ基本計画では障害者のスポー

ツ実施率について若年層（7~19歳）は50%

とすることを目指すとあります。

自治体、学校、スポーツ団体、障害者福祉

団体と連携していかなければこの数値目標

を達成することは難しいと考えます。

■項目及びページ

■意見                                              以下の

事柄を修正して計画書に反映させなさい

数値目標

項目「全国障がい者スポーツ大会出場者

数」

新目標（R6）　3名　→　1名

■理由                                              策定時

の数値目標は2名、H31は6名でしたが、R

元では0名で未達でした。

前半の5年間で0名なので、目標を達成する

ためにただ単純に数値を半減するのではな

く、1名に引き下げるべきと考えます。障が

い者アスリートの発掘状況についてご説明

してください。

■項目及びページ

■意見                                           　障がい

者の週1回以上のスポーツ実施率ですが、障

害者福祉施設にいる方々は地域住民や総合

型スポーツクラブの人々とスポーツ交流を

しているのでしょうか？実態をご説明して

ほしい。目標を達成するためには、障害者

福祉施設にいる方々にスポーツをする環境

を構築していくべきであると考える。

■理由

15

ご指摘の目標数値を含め今回の計画中間見

直し案は、羽島市スポーツ推進審議会での

審議を経てお示ししており、同審議会でご

理解を得たものでありますので、適切に設

定した数値目標であると考えております。

また、障がい者アスリートに関する情報

は、当市の福祉部局への情報収集や市民か

らの情報提供により得ております。

14

　P34~35　３障がいスポーツの推進③

P45　数値目標

今回の数値目標は、文部科学省が示した第2

期スポーツ基本計画の目標を踏まえて設定

しました。そのため、ご意見のとおり、自

治体、学校、スポーツ団体、障害者福祉団

体の連携がなければ達成の難しい目標との

認識はございます。しかし、だからこそ当

計画が一方的に有効な施策が決定できるこ

とではございません。まずは、障がい者ス

ポーツを取り巻く羽島市での現状把握に努

め、障がい者がスポーツを楽しむためにど

んな必要な施策について、当事者を含めた

様々な立場の意見を聞きながら、具体的な

施策について検討して重ねたいと考えてい

ます。

13

　P34~35　３障がいスポーツの推進②

P35　具体的な施策

今回の数値目標は、文部科学省が示した第2

期スポーツ基本計画の目標を踏まえて設定

しました。そのため、ご意見のとおり、自

治体、学校、スポーツ団体、障害者福祉団

体の連携がなければ達成の難しい目標との

認識はございます。しかし、だからこそ当

計画が一方的に有効な施策が決定できるこ

とではございません。まずは、障がい者ス

ポーツを取り巻く羽島市での現状把握に努

め、障がい者がスポーツを楽しむためにど

んな必要な施策について、当事者を含めた

様々な立場の意見を聞きながら、具体的な

施策について検討して重ねたいと考えてい

ます。


