別紙
「胎内市スポーツ推進計画（平成 30～39 年度）の策定」に関する
パブリックコメント（意見募集）の結果について

【意見募集の期間】平成 30 年 1 月 18 日（木）～2 月 8 日（木）
【意見総数】

12 通 36 件
※同じ方から複数のご意見をいただいた場合は、
それぞれ 1 件として計上している。
ただし、同様のご意見の場合は、まとめて１件として計上している。）

【意見の概要及び教育委員会の考え方】
以下の表のとおり。
※提出いただいたご意見を、事務局の責任において整理しています。

第 １ 章 スポーツ推進計画の策定にあたって
1 スポーツ推進計画策定の趣旨
意見の概要
1

教育委員会（生涯学習課）の考え方

文内の表記として「取組」で統一されているが、 御指摘の点につきましては、本計画では、動詞
「取り組み」とした方がいい場合もあるような 扱いを「取り組む」や「取り組み」と表記し、
ので、取組と取り組みの表記方法を検討してほ 名詞扱いを「取組」と表記しています。
しい。

2

公用文における漢字使用では、「すべて」は原 御指摘を踏まえ、「全て」と修正します。
則とし「全て」と漢字で書くこととしているの
ではないか。

3

数字が全て半角の表示となっているが、1 桁な 御指摘のとおり修正します。
ら全角、2 桁以上は半角にしたほうが読みやす
いと思う。

4

「 」と「 」の間に読点を入れた方がいいの 御指摘の点につきましては、本計画では、カッ
ではないか。

コの連続に句点や並列点（中黒）は入れずに表
記しております。

5

「主に世代別のスポーツ振興事業に取り組 御指摘のとおり修正します。
み、」は、「取り組んできた。」とした方がわ
かりやすいのではないか。

6

2009 トキめき新潟国体・トキめき新潟大会と 御指摘を踏まえ、2009 トキめき新潟国体・ト
2020 東京オリンピック・パラリンピック競技 キめき新潟大会を、平成 21 年トキめき新潟国
大会については、一つの名称として「 」でく 体・トキめき新潟大会とし、2020 東京オリン
くった方がわかりやすいのではないか。
ピック・パラリンピック競技大会を「2020 東
単なる開催年の表記であれは、平成○年として 京オリンピック・パラリンピック競技大会」に
ほうがよい。

修正します。

1

7

「平成 26 年４月開校の開志国際高等学校は、 御指摘を踏まえ、平成 30 年 4 月の新潟食料農
スポーツ強豪校になりつつあり、」とあるが、 業大学胎内キャンパスの開学について、明記し
平成 30 年４月に新潟食料農業大学が開校する ました
ことが決定しているので、明記するべきではな
いか。

8

2016 年 5 月や 2014 年 4 月など、西暦で表記さ 御指摘を踏まえ、西暦表記をを元号表記に修正
れているが、元号表記（平成）とした方がわか します。
りやすいのではないか。

9

「スポーツ基本法」の施行について、簡潔でも 御指摘を踏まえ、「平成 23 年のスポーツ振興
いいので、いつ、どんな風になったのか追記し 法の全部改正によるスポーツ基本法の制定」に
ていただきたい。
修正します。

10

ニュースポーツについて、注釈があった方がわ 御指摘を踏まえ、ニュースポーツについての注
かりやすいのではにないか。
釈を追加しました。

２ スポーツ推進計画の位置付け
意見の概要
11

教育委員会（生涯学習課）の考え方

(1)スポーツ推進計画の位置づけ内に、位置づ 御指摘を踏まえ、(1)スポーツ推進計画の位置
け、他計画との関係、推進体制の３つの内容が づけ、(2)他の計画との関係、(3)推進体制と項
盛り込まれているので、もう少しわかりやすく 目立てして整理します。
整理した方がいいのではないか。

12

「障害」をどう表記すべきかという点で、「障 御指摘の点につきましては、本市の「第２次障
がい」ではなく「障害」とする見解が多いが、 がい者計画」及び第４期障がい福祉計画」にお
本計画で「障がい」と表記が見られる。意図は いて、「障がい」としていることから、同様の
あるのか。

表記とします。

第 ２ 章 国の第２期スポーツ基本計画
２ 国の第２期スポーツ基本計画の基本方針
意見の概要
13

教育委員会（生涯学習課）の考え方

(1)について、国の第 2 期計画の基本方針では、 御指摘のとおり修正します。
と「スポーツの価値」に関しの間に“前述のと
おり”と記したがよいのでは。

第 ３ 章 スポーツ推進計画の基本方針
２ スポーツ施策の具体化の必要性
意見の概要
14

教育委員会（生涯学習課）の考え方

本市のスポーツ実施率が 35％で低調とある 御指摘を踏まえ、国のスポーツ実施率 42.5％
が、国や県との比較が必要ではない。
県のスポーツ実施率 41.6％（いずれも H28 調
査）を明記します。

15

医療費の抑制に効果があるとの調査結果が出 国の第 2 期スポーツ基本計画内に表記されて
ているということだが、どこから得た情報なの おり、いなべ市、見附市、東北大学における調
か教えてほしい。

査結果とのことです。
2

３ 本市のスポーツを取り巻く状況
意見の概要
16

教育委員会（生涯学習課）の考え方

H30 年 4 月から、国においてスポーツの統一組 御指摘を踏まえ、ＮＰＯ法人スポーツクラブた
織である日本体育協会を日本スポーツ協会に いないが、本市のスポーツの統一組織として、
することしているが、本市におけるスポーツ団 市民のスポーツ参画を促すべき設立されたこ
体である NPO 法人スポーツクラブたいないに とを明記します。
ついても述べておく必要があるのではないか。

４ スポーツ推進計画の基本方針
意見の概要
17

教育委員会（生涯学習課）の考え方

「育てる」「競う」を加える意図の説明があっ 御指摘を踏まえ、「育てる」は子ども世代を対
た方がいいと思う。

象としていること、「競う」は競技力向上を対
象としていることを記載します。

18

取組項目数が「23」となっているが、子どもの 御指摘のとおり修正します。
体力が漏れていると思われるので「24」になる
のではないか。
併せて P17 推進項目 1-1 について、“（3）子
どもの体力向上”が抜けているのではないか。

19

推進項目 2-1 内の○印はターゲット毎である 御指摘を踏まえ、
「○」の記載を削除しました。
ことを表していると思うが、削除しても構わな
いのではないか。あるいは推進項目としてもよ
いのでは。

20

具体的施策を誰がいつ実行するのか不明確な 御意見を踏まえ、本計画に基づき、これまでス
印象があるが、ぜひ市民を巻き込むようなイベ ポーツに関心がなかった人の意欲向上を図り、
ントなどを企画してほしい。

多様なスポーツへの関わり方を提案すること
を考えています。

21

スポーツは押し付けられてやるものではない 御指摘の点につきましては、例えば、第 2 章（2）
と思うので、自発的にスポーツに取り組む機運 イにおいて、「みる」ことがきっかけで「する」
の醸成を心がけてほしい。

「ささえる」ことをはじめたり、「ささえる」
ことで「する」ことのすばらしさを再認識した
りすることもある。と記載しています。今後の
施策実施に当たって、御指摘の点を参考にさせ
ていただきます。

第 ４ 章 スポーツ推進計画の基本施策
１ 「育てる」スポーツの推進
意見の概要
22

教育委員会（生涯学習課）の考え方

小学５年生における子どもの体力は、県内でも 御指摘の点につきましては、毎年実施している
トップレベルの成績とあるが、どこのデータに 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結
よるものか。
果によるものです。

3

２ 「する」スポーツの推進
意見の概要
23

教育委員会（生涯学習課）の考え方

昨今は TV でも健康に関するストレッチや運動 いただいた御意見につきましては、今後の政策
が紹介され「体幹リセットダイエット」という 検討、施策実施に当たっての参考にさせていた
本はベストセラーだという。家でもできる効果 だきます。
的な体操を普及させてみてはどうでしょうか。

24

企業内で社員のスポーツ活動を後押しする取 御意見を踏まえ、関連施策を推進してまいりま
組は必要だと感じている。ぜひ、進めて欲しい。 す。

25

高齢者の運動として、地域包括支援センターが 御指摘の点につきましては、第 4 章 2 推進項目
行う「スマイル体操」というのがあるが、そう 2-2 の中に、御指摘の趣旨は含まれていると考
いった他課の取組についても明記することが えているため、原案のとおりとさせていただき
できればよいのではないか。
ます。

26

本市にはスキー場があることから、運動不足に いただいた御意見につきましては、今後の政策
なりがちな冬のスポーツとしてスキーを推奨 検討、施策実施に当たっての参考にさせていた
してはどうか。雪などの地域資源を活用した新 だきます。
スポーツの開発とあるが「スキー」を活用する
とよいと思う。

27

共通して取り組むべき策として、「既存の生活 御指摘のとおり修正します。
習慣病予防の取組との連携」を挙げた方がいい
のではないか。ウォーキングイベントなどはこ
れに繋がるものだと思う。

３ 「競う」スポーツの推進
意見の概要
28

教育委員会（生涯学習課）の考え方

企業スポーツは、地方におけるスポーツ振興や いただいた御意見につきましては、企業スポー
競技力の向上には、現在も貢献していると考え ツの更なる向上に向け、関係施策を一層推進し
られることから、働きながら安心してスポーツ てまいります。
に打ち込むことができる環境整備を進めてほ
しい。

29

「競うスポーツ」における現状と課題の内容 御指摘を踏まえ、＜現状と課題＞と＜施策の方
に、施策の方向性と捉えられる内容が見られ 向性＞が関連づくように修正しました。
る。（期待できる..など）

第 ５ 章 スポーツ推進計画の達成目標
意見の概要
30

教育委員会（生涯学習課）の考え方

第２次総合計画の生涯スポーツの成果指標が 御指摘を踏まえ、第２次総合計画に掲げた３つ
掲げられていないが、関連があることから掲げ の成果指標を追記します。
るべきと思うがどうか。

31

成果指標 3 について、全国体力・運動能力、運 御指摘の点につきましては、原案のとおりとさ
動習慣等調査で、昭和 60 年度との比較で 90％ せていただきますが、ＰＤＣＡサイクル等を踏
以下の結果数とあるが、100％とすべきではな まえ、より適切な成果指標となるよう参考にさ
4

いか。
32

せていただきます。

ささえるスポーツの成果指標としては、総合型 御指摘の点につきましては、原案のとおりとさ
スポーツクラブの会員数やサークル数という せていただきますが、ＰＤＣＡサイクル等を踏
項目もあっていいのではないか。

まえ、より適切な成果指標となるよう参考にさ
せていただきます。

33

ささえるスポーツの成果指標として、スポーツ 御指摘の点につきましては、原案のとおりとさ
ボランティア数という項目があっていいので せていただきますが、ＰＤＣＡサイクル等を踏
はないか。

まえ、より適切な成果指標となるよう参考にさ
せていただきます。

その他
意見の概要
34

教育委員会（生涯学習課）の考え方

全体的に、国の流れを踏まえて作成されてお 御意見を踏まえ、施策を推進してまいります。
り、よくできていると思います。

35

ぷれすぽ胎内のトレーニングルームには、若い 御意見を踏まえ、施策を推進してまいります。
人だけがくるわけではなく、男女中高年の方も
多く来てそれぞれのペースでやっている。皆さ
んも時間のあるときにやってみたらどうでし
ょうか。

36

ぷれすぽ胎内のランニングレーンの定期券は 御意見を踏まえ、施策を推進してまいります。
本当にお得でうれしく思っています。体重も減
ってきましたし、喜んでいます。

5

