
備前市スポーツ推進計画に対する意見募集の公表について 

 

 備前市スポーツ推進計画に対して、市民の皆様からご意見を募集した結果について、ご意見の要旨と

市の考え方は下記のとおりです。備前市教育委員及び備前市議会厚生文教委員よりご意見をお寄せいた

だき、ありがとうございました。 

  

パブリックコメント 令和 3年 7月 1日(木)～7月 30日(金)  

教育委員会     令和 3年 7月 19日（月）、8月 19日（木） 

厚生文教委員会   令和 3年 7月 26日（月） 

意見募集結果    31件(6名) 

 意見等の要旨 市の考え方 

1 目次の前文に(第 1 章 計画の概要からの入りが

非常にかたいので)、「はじめに」の項目があって

もよい。市のスポーツ社会の実現に向けての市長

の想いや、あいさつが入る。 

教育委員会が策定しますので、「はじめ

に」のあいさつを入れさせていただきま

す。 

2 1ページ 計画策定の趣旨(国・県・市)・・・市

の部分が短い。この分の+R文はできないか。 

第 3次総合計画の記述から追記を入れさ

せていただきます。 

3 2ページ 計画の目標の部分 

① 計画の必要の部分の見直し：市民の誰もが、

「いつでも」「どこでも」「いつまでも」ライ

フステージに応じて気軽にスポーツを楽し

めるきっかけづくりができるよう環境づく

りを行います。そのために関係団体と連携し

た・・・。と訂正する。 

② 3ページの文：積極的にスポーツを楽しみ、

喜びや感動を得ることで、・・・。と訂正す

る。 

共にご意見のとおり訂正します。 

4 4ページ 生涯スポーツの部分 

① スポーツ(運動)を「週に 2日以上している」

「週に 1日以上している」行っている人・・。

と訂正する。 

② 335件(35.4％)を 消すこと。 

 

 

共にご意見のとおり訂正します。 

 

 

 

 

 

5 5ページ (2)課題の部分  

場所や施設などの環境問題、組織・集団・仲間、

指導者・コーディネーターなどの課題を検討

し、学校・家庭・地域社会などに関連した具体

的な課題を記述する必要がある。 

 

ご意見の趣旨を鑑み検討させていただ

きます 



6 7ページ (表 1 備前市体育協会加盟競技団体) 

可能であれば、所属チーム数、人数の推移や、

主な大会の成績など記述。 

備前市スポーツ協会に訂正した上、各連

盟の活動は多岐にわたり、競技規模やチ

ーム、人数の考え方も異なることから、

連盟のみの標記としております。 

7 8ページ  (参照：スポーツ庁)の参照の言葉を

入れる。 

ご意見のとおり訂正します。 

8 9 ページ 2 子どものスポーツ及び運動能力を  

子どものスポーツ習慣及び運動能力について、と

する。 

ご意見のとおり訂正します。 

 

9 14 ページ 現状分析をもっと詳細に行い、課題

を見つけ出し記述すること。 

ご意見の趣旨を鑑み検討させていただ

きます。 

10 16ページ 計画の理念と体系 

① 主な課題の部分で 60歳代を 50歳代に訂正 

② 体系図の下(課題解決方法の欄を入れるこ

と。内容を検討の事。) 
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① 市民意識調査に合わせています。現

役世代は定年延長の要素もあり、60

歳のままでいきます。 

 

② 左記追加を入れさせていただきま

す。 

11 19ページ スポーツのための体制づくり 

(1)スポーツ推進委員活動の推進の部分の最後

ご意見のとおり訂正します。 

 



の文を  知識を高め、地域のスポーツ普及に

努めます。の記述を加える。 

12 20ページ 

① (4)をこのページの冒頭に持ってくる。最後

の部分に、資格取得を積極的に働きかけ、資

格取得に係る経済的支援を行います。の記

述を加える。 

② トップレベルで活躍する選手等への支援。 

最後の部分に、このような選手の情報を市

民に提供し、全市での応援体制をつくりま

す。の記述を加える。 

③ 野球場、人工芝のサッカーコートの整備  

の記述を加える。 

⓵ページの冒頭につきましては、市教委

が委嘱するスポーツ推進委員活動は第

一と考えます。資格取得については一般

的に競技団体等に所属している方が個

人として又はチームの役員として受け

ることと考えます。市としてはスポ少な

ど資格取得に繋がる県の認定講習等を

開催することで指導者の養成等の支援

を検討しています。 

⓶ご意見の趣旨を鑑み検討させていた

だきます。 

⓷ご意見は伺いますが、明記はいたしま

せん。野球場の記述も再検討します。 

13 P1 最後の６行、「備前市では」の記述のうちス

ポーツに関する記述をもっと膨らませてみては。 

第 3次総合計画の記述から追記を入れさ

せていただきます。 

14 全体 １０年ごとの更新と言うことだが、データ

の表などは５年区切り。さらに５年続けるとデー

タが古くなる。このデータを使うなら５年の見直

しが必要では。 

本計画については、備前市スポーツ推進

審議会にて、その進捗状況を点検、検証

することとし、必要に応じて見直しを図

っていくこととしています。 

15 P２ 下から７行目「人間の本源的な」言い回し

が難解で硬い。 

ご意見のとおり訂正します。 

 

16 P17、23 目標値が高いのでは。また P17 男女差

の数値はなぜ差があるのか。 

目標については、実現可能な範囲で設定

をしており、またスポーツ推進審議会で

の進捗状況確認の際に点検を行います。 

目標値の男女差については、スポーツが

実施できる環境の差などを考慮した結

果であり、目標値はそれぞれに実現可能

な範囲で設定をしています。 

 

17 P22 スポーツツーリズム、スポーツコミッショ

ン ※印で字句の解説・説明を 

ご意見のとおり注釈を挿入します。 

 

18 P16 第３章の体系表から具体的なもの、なぜ、

何をしていかなくてはならないかというビジョ

ンが見えにくいと思います。 

10番目のご意見どおり、課題に対しての

解決方法を追加します。 

 

19 P17 各世代におけるスポーツ機会の充実のう

ち、幼児期・幼少期及び青少年期の機会の充実に

ご意見の趣旨を鑑み検討させていただ

きます。 



ついて、子育て世代のちょっとした時間がとれな

いこと、週末に家族単位で体を動かせる公園がな

いことが要因ではないでしょうか。マニュアルが

あっても場所がない、政策がほしい。 

 

 

 

 

 

20 P21 スポーツ合宿、スポーツの全国イベントに

ついて、実際はどうなのか。泊るところがない（イ

ンターハイ）県外の集客誘致にはクリアするべき

点がある。ここの表記はもっと具体的にしてほし

い。 

ご意見の趣旨を鑑み検討させていただ

きます。また国際大会についての記述は

再検討いたします。 

 

 

21 18 ページの運動部活動の向上について、2023 年

から始まる部活動の地域移行という部分が触れ

られていないのですが触れておかなくて問題な

いでしょうか。令和 3 年から令和 12年度までの

計画なので触れておくべきではないでしょうか。 

 

文章挿入「専門的な知識を有する指導者

に定期的に指導を受けることは子ども

たちにとっても有意義ですので、適切な

指導者や活用可能な事業の有無等につ

いて、地域のスポーツ団体と連携を図

り、岡山県や他自治体との調整を図りな

がら検討を進めてまいります。」 

 

22 18 ページの障がい者スポーツ支援について、支

援では少し弱い、物足りないと感じるが、行政が

主導してチームを作るとか、体育協会の加盟団体

の中に加盟させる等、行政主導計画することはで

きないか。 

スポーツ活動については、あくまで自主

的な活動との認識を持っています。した

がって行政が主導して行うのではなく、

あくまで自発的にスポーツを行う方の

支援を行います。 

その中で行政として、障がい者スポーツ

の紹介や機会の確保を行い社会参加の

促進や環境づくりに努めます。 

23 23 ページの進行管理について、障がい者のスポ

ーツ実施率を入れることはできないのか。 

障がい者も健常者と同様にスポーツを

楽しむことができるべきであることか

ら『障がい者のスポーツ実施率』は入れ

ていませんが、今議会答弁のような岡山

県障がい者スポーツ大会への参加者数

であれば進行管理表に記入いたします。 

24 前半は図とかグラフがあるが、後半はずっと文章

なのでわかりにくい部分がある。前回のスポーツ

基本計画のように項目立てをするなどわかりや

すくしたほうがいいのではないか。 

ご意見の趣旨を鑑み検討させていただ

きます。 

25 総合計画との整合が取られていない部分がある。

23 ページの進行管理など総合計画とあっていな

い部分が見受けられる。 

第 3次備前市総合計画に合わせ修正いた

します。 



26 図、表の番号がズレいているところがある。例え

ば 11 ページの競技スポーツの部分表 3 となって

いるが表 8ではないか。同様にずれている部分が

見受けられるので確認をしてほしい。 

修正します。 

27 文部科学省が出しているスポーツ基本計画では

スポーツ基本計画のポイントというようなまと

め方をされている。ほかにも姫路市のスポーツ推

進計画では推進計画自体は文章でしっかり構成

されているが、その概要版という形でわかりやす

いものを出している。そのような工夫をしてもう

少しわかりやすくしたらいいのではないか。 

ご意見の趣旨を鑑み検討させていただ

きますが、概要版については、現時点で

は同時に作成する予定はございません。 

28 20 ページのスポーツ指導者の養成と資質の向上

について、学校の土日の部活動の地域移行を実施

する中で、指導者の資格取得を積極的に働きか

け、資格取得に係る経済的支援を行います等の積

極的な策を講じて、指導者の養成を検討してほし

い。 

12番目の質問の回答どおりです。 

29 21 ページ、競技スポーツを通じた地域活性化の

中で、活性化のために施設の整備や周辺環境、宿

泊場や食事をする場所、公共交通の整備も検討で

きないか。 

働きかけは行いたいと思いますが、本計

画への具体的な記述は市教委で明記が

できないと思います。 

30 12 ページのスポーツ施設について、全て使える

施設ということで記載されているのか。三石運動

公園の体育館は使用禁止になっているがその辺

りの記載については問題ないのでしょうか。 

施設一覧については、策定時点での使用

可否を記載しているものではなく、条例

上記載がある施設を記載しています。 

31 施設の整備状況はどうなのか。整備計画みたいな

ものを記載できないか。 

施設については、細かい修繕を含め多く

の修繕・工事を行いながら運営していま

す。備前市公共施設個別施設計画等に基

づき施設の改修・工事を計画して行きま

す。 

 

 

 

 


