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スポーツ推進計画（素案）の意見集約表 

 

素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映なし 

≪岩井委員意見≫ 

各大会等の日程が分かりにくいとの事で、毎

月「広報ひらかた」に掲載されているが、「広報

ひらかた」を読まない方もいるため、コミュニ

ティーや各校区の体育振興会とも連絡を密に取

り、校区の自治体の掲示板等に貼り出してみて

はどうか。 

また、市内の運動施設は 40万市民のまちにし

ては少ない。陸上競技場の近くの池を埋めるの

でなく、開放広場（多目的）には出来ないのか。 

健康スポーツの底辺は子どもたちからである。 

 

 

・計画策定後、事業の具体化段階で検討いた

します。 

 

 

 

 

・公共スポーツ施設の状況や課題を把握、検

討します。 

反映なし 

≪齊藤委員意見≫ 

P.29 

表記：障害者は障がい者でなくてもよいのか。 

 

 

・枚方市では、漢字表記で統一しています。 

表記について国においても検討されたもの

の、結論が出ておらず、枚方市では、従来の

漢字表記を使用しています。 

 

反映 

≪齊藤委員意見≫ 

P.35 

大人数で行うイベントができないなど、のくだ

りの後、それを解消するためのひとつに、26 年

度からブロック制をひいている。 

 

 

・「しかしながら、45小学校中、スポーツ推

進委員がいない校区が４校区あることや、地

域によっては体育振興会などが組織されてお

らず、地域によって活動内容にばらつきが生

じています。スポーツ推進委員が一人で活動

する場合、大人数で行うイベントができない

など、それを解消するためのひとつに、平成

26年度からブロック制をとっています。」に

修正し反映します。 

 

反映 

≪谷口委員意見≫ 

P.８（１）①スポーツに対する関心度について 

次の通り変更してはどうか。 

スポーツに「関心がある」割合は、全体で 78.6%

となっており、世代に関係なく、高い。特に若

年層で関心度が高い。 

 

 

 

 

・「関心がある」「どちらかといえば関心があ

る」を合わせた割合は、全体で 78.6%となっ

ており…に修正し、反映します。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪谷口委員意見≫ 

P.10 表 1 実施しているスポーツの種目につい

て、全体では「ウォーキング」が 47.1%、「体操」

が 25.6%、「室内運動器具を使ってする運動」

18.9%となっているが表１に示している数値と

の関連がわからない。 

 また、表 1 の①②③が何を示しているかわか

らない。 

 

 

・表の数値については、全体集計に補正を行

う前の数値となっていたため、修正します。 

 

 

 

・①②③については、順位を意味しています。

表題に「上位３種目」と追記します。 

その他の表についても、該当する図表につい

ては同様に追記します。 

 

反映なし 

≪谷口委員意見≫ 

P.15 

②スポーツを一緒に行いたい相手について、図

が必要ではないか。 

 

 

 

 

・参考資料１－２「資料編」の４６ページに

掲載します。 

反映なし 

≪谷口委員意見≫ 

P.17 

「幼稚園教諭等」、「教員間」を他の表現にして

はどうか。 

 

 

・本市の関係課会議等で特に意見がなかった

ため修正なしとします。 

反映 

≪谷口委員意見≫ 

P.17 

小学校入学時においてつまずきがないようとあ

るが、文章の意図がわかりにくい。 

 

 

・小学校入学時において、円滑な就学がなさ

れるように修正します。 

反映なし 

≪谷口委員意見≫ 

P.18（２）①小・中学生の体力の状況 

図が必要ではないか。 

 

 

 

 

・参考資料１－２「資料編」の８０～８８ペ

ージ「平成 27年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査における本市の結果」にて掲載し

ます。 

反映なし 

≪谷口委員意見≫ 

P.19 

（家族からの積極的な運動のすすめの有無）に

ついて、小学校の男女、中学校の女子では全国

平均を下回っていますが大阪平均を上回ってい

ます。とあるが、中学校の男子も全国平均を下

回っているのではないか。また、中学校男子は

大阪府平均を下回っている。 

 

 

 

・本文中に、「中学校の男子は、全国及び大

阪府平均を下回っています。」 

と、記載があるため修正なしとします。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪谷口委員意見≫ 

P.45（４）地域スポーツの充実 

新しく「ニュースポーツの紹介・普及の推進」

を追加してはどうか。 

 

 

・修正し、反映します。 

反映なし 

≪谷口委員意見≫ 

全体について、調査実施概要の記述で、「高くな

っています。」という表現が各所で使われている

が、「高い」と表現してはどうか。 

 

・です・ます調で文末を統一しているため修

正なしとします。 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.６ スポーツ推進の基本的視点 

・地域活性化につながるスポーツ活動の推進 

「住民の」「住民による」「住民のための」→「市

民の」「市民による」「市民のための」 

 

 

 

・修正し、反映します。 

 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.６ スポーツ推進の基本的視点 

・（4）として「競技スポーツの推進」を標題項

目として追加してはいかがか。 

総合体育大会をはじめ市民レベルの競技大会が

数多く開催されている。また、子ども夢基金活

用事業としてトップアスリートによる体験教室

も開催しおり、競技スポーツの推進はスポーツ

をするきっかけとしても重要。また、競技水準

の向上（スポーツ基本法）、世界で競い合うトッ

プアスリートの育成・強化（スポーツ立国戦略）、

国際競技力の向上（スポーツ基本計画）の観点

からも、地域から競技スポーツの推進を行うこ

とは必要。結果、スポーツへの関心が高まり、

スポーツを親しむ市民が増加すると考える。 

・市の基本的視点としては「生涯スポーツの

推進」、「健康スポーツの推進」、「地域の活性

化につながるスポーツ活動の推進」を考えて

おり、競技スポーツは取組の方向の１つとし

て考えます。 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.31（4）競技スポーツの状況 

・本市では、ラグビーの強豪校が活躍しており、

「ラグビーのまち」として知られています。と

あるが、「スポーツ振興ビジョン」では、“ラグ

ビー資源を活用した「ラグビーのまち」全国発

信として、位置づけラグビーカーニバル等を開

催し、すそ野拡大に取り組んできた。従って、

本市では、ラグビーの強豪校が存在し、ラグビ

ーカーニバルを開催するなど、「ラグビーのまち

ひらかた」を発信してまいりました。と変更す

べきではないか。 

 

 

 

・本市では、ラグビーの強豪校が活躍してお

り、ラグビーカーニバルを開催するなど「ラ

グビーのまちひらかた」として知られていま

す、に修正し反映します。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.31（4）競技スポーツの状況 

・様々な競技大会を開催や全国大会等で活躍し

ていることを記載すべきではないか。 

①春季・秋季体育大会の市民大会（体育協会加

盟団体の競技種目）を開催 

②枚方市駅伝競走大会・市長杯軟式野球大会等 

③小学校においては小学生陸上競技大会・駅伝

競走大会開催 

④高校バレー大会 

➄その他小・中・高と全国大会出場選手を輩出

している等。 

 

 

・枚方市春季・秋季総合体育大会、枚方市駅

伝競走大会、小学生陸上競技大会・駅伝競走

大会について追記します。 

 

 

 

 

 

 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.31（4）競技スポーツの状況 

・公的な計画書に一部の企業名（パナソニック・

ティアモ等）を掲載するのは適切ではないと思

われるので、「市内のプロスポーツを含むトップ

チームやトップアスリート」にとどめておいて

はいかがか。 

・もし、掲載するのであれば、枚方スイミング

（水泳）・枚方信用金庫（ソフトボール）・ダイ

コロ（柔道）・ガンバ大阪（サッカー）などもス

ポーツイベント事業等に協力していただいてい

るので全て記載が必要だと考える。 

・また、逆に「Vリーグや Jリーグなどトップレ

ベルの試合観戦の機会を提供」も追記が必要で

は。 

 

 

・スポーツ基本法の考え方から、プロスポー

ツ等の固有名詞を計画書に記載することに関

しては、特に支障がないと考えます。 

 

 

・プロスポーツの考え方として、市内に拠点

を置いているプロスポーツを対象と考えてい

ます。パナソニック野球部については、プロ

スポーツではなく社会人チームであるため、

削除いたします。 

・こちらの章では現状を記載しており、具体

的な取組の方向については P.50（８）プロス

ポーツとの交流促進で記載しています。 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.31（4）競技スポーツの状況 

・商品提供→賞品提供 

・修正し、反映します。 

 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.31（4）競技スポーツの状況 

・地域に貢献しています→地域に貢献していた

だいています。 

・修正し、反映します。 

 

 

反映 ≪西邨委員意見≫ 

P.31（4）競技スポーツの状況 

・北河内地区総合体育大会における本市の総合

順位は「平成 15 年度大会から平成 27 年度ま

で 13年連続で第 1位」に修正。 

・修正し、反映します。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.32 

（５）スポーツ関係団体等の状況 

①公益財団法人枚方体育協会 

・総合型地域スポーツクラブの運営とあるが、

「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラ

ブ」は協会が枚方市の支援を受けて設立した枚

方市で唯一のクラブなので、その名称を明記。 

・「健康スポーツ」、「生涯スポーツ（障がい者、

子ども、高齢者、性別など全ての世代を対象と

した）」、「競技スポーツ」のすべてのスポーツを

推進していることも明記。 

修正案 

①公益財団法人 枚方体育協会 説明文（原案） 

スポーツの普及と競技スポーツの振興、市民

の健康づくりに寄与することを目的に設立され

た公益財団法人枚方体育協会（以下「枚方体育

協会」という）では、その傘下に 27競技団体が

加盟し、「健康スポーツ」、「生涯スポーツ（障害

者、こども、高齢者、性別など全ての世代を対

象とした）」、「競技スポーツ」のすべてのスポー

ツを推進しています。 

主な事業としては、総合体育大会をはじめと

して各種スポーツ大会や様々な市民を対象とし

たスポーツ教室を実施、また、市内のスポーツ

施設について指定管理者制度により施設管理を

行うなど、本市におけるスポーツ振興及び推進

の上で重要な役割を担っています。 

また、子供から高齢者まで自由に様々なスポ

ーツ種目を楽しむことができる総合型地域スポ

ーツクラブ「キングフィッシャーズスポーツク

ラブ」を設立・運営、また、スポーツサポータ

ーズバンクを設立し、スポーツ指導者やボラン

ティアの育成等を行い、スポーツ情報の提供、

スポーツ団体への支援、及び医療機関と連携し

た健康スポーツや介護予防事業等を企画実施す

るなど、本市のスポーツ推進のためのパートナ

ーとして不可欠な存在となっています。引き続

き本市とパートナーシップをもって様々な事業

を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・修正し、反映します。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪西邨委員意見≫ 

P.33 

枚方体育協会の主な実施事業の概要 

下記事業名の訂正・追加。 

・スポーツ教室事業（楽 10 体操、ボディバラン

スチェック体験、健康ウォーキング（健康医療

都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業） 

・友好都市（北海道別海町）との交流事業 

・ジュニア陸上クリニック、ジュニア軟式野球

体験教室＆講演会（小中学生を対象としたトッ

プアスリートとの交流事業 ）の実施 

・枚方体育協会の運営に係る会議として役員会、

理事会、評議員会等を開催、監事会 

・総務委員会・事業施設委員会による事業計画

立案、事業実施に関する広報活動より各種規約

や事業について検討など 

 

 

・修正し、反映します。 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.38 

４今後の取組課題 

・３ スポーツ推進の基本的視点（６ページ）

と同様に、競技スポーツの推進も表題として明

記。 

 

 

・（2）子どものスポーツ活動の充実 

貧困の子どもが年々増加しており、スポーツを

する機会が平等に与えられない状況である。そ

のような子ども達が気軽にスポーツができるよ

うな支援についての取り組みも必要ではない

か。 

・（4）スポーツ関係団体や企業と行政が協働し

たスポーツ推進体制の強化 

「東京オリンピック・パラリンピックに向けた

選手育成への取り組み及びその後の体制の維持

の検討」は入れられないのか。 

 

 

 

・市の基本的視点としては「生涯スポーツの

推進」、「健康スポーツの推進」、「地域の活性

化につながるスポーツ活動の推進」を考えて

おり、競技スポーツは取組の方向の１つとし

て考えます。 

・子どものスポーツについては気軽に親しめ

るよう推進しています。経済的支援について

は、特定の個人を対象とした取組となり、行

政で取り組む課題ではないと考えます。 

 

 

・国際的な競技大会への選手育成等は地方自

治体で完結する事業ではなく、市民が、国際

的競技大会を目指せるよういかに裾野の拡大

に努めていくかが地方自治体の課題であると

考えます。 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.42 

④のスポーツに関する情報発信 

・スポーツ振興課や体育協会、保健センターな

どを含めた枚方市のスポーツに関連する情報を

統括するホームページを作成してはどうか。 

 

 

・計画策定後、事業の具体化段階で検討いた

します。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.43 

（2）スポーツを通じた健康づくり 

・取り組みの方向として「医療機関と連携した

健康スポーツ事業の推進」が必要ではないか。 

※健康づくりシステムの構築（スポーツ振興ビ

ジョンに記載） 

・成人の多くが企業に属しており、企業が従業

員に対して行う「健康経営」が「健康経営銘柄」

の設置等により注目されている。成人期から健

康に対する意識を高めることが重要であること

から「健康経営」の推進にも触れるべきではな

いか。 

 

 

 

 

 

・計画策定後、事業の具体化段階で検討いた

します。 

 

 

 

・健康経営とは、従業員の健康増進を重視し、

健康管理を経営課題として捉え、生産性向上

を目指す経営手法をさす言葉であり、本計画

にはなじまないものと考えます。また個人の

健康管理については、第２次健康増進計画の

範囲と考えます。 

 

 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.45 

⑤学校部活動の充実 

・学校体育(スポーツ)についてが、あまりに書

かれていない。 

 

 

 

 

 

・スポーツ基本計画での地方公共団体の役割

として記載されている、学校体育施設、研修

内容の充実、指導者の派遣を取組の方向とし

て記載しております。 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.48 

（７）各種競技スポーツのレベルアップ 

・市の公認資格の制度化の検討は出来ないのか。 

スポーツサポーターズバンク事業と連携して、

市の公認資格の位置づけをすることにより、学

校教諭を含むより多くの指導者の発掘や育成、

また資質向上ができると思われるがいかがか。

当然しっかりした組織化の検討が必要となる

が。 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定後、事業の具体化段階で検討いた

します。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

P.52 

（２）スポーツ関係団体と行政との役割の明確

化と適切な協働体制の確立 

・今後の方向性の検討や課題解決の具体策、各

主体（団体）の連携を行うため、枚方市の関係

部課や体育協会、スポーツ団体、民間企業、プ

ロスポーツなどで組織するスポーツ推進チーム

を設置することはできないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定後、事業の具体化段階で検討いた

します。 

 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

資料編：P.1 

資料編：１ 枚方市の主なスポーツ事業一覧（平

成 27年度） 

・平成 27年度の事業を列記していることに違和

感がある。また事業の内容が細かすぎ、繰り返

し記載されていて分かりにくい。もう少しまと

められないか。 

進行管理として毎年度事業計画を立案すると記

載されているので、平成 28年度の事業計画をベ

ースに大まかな事業名だけ記載してはどうか。 

若しくは、今後の計画にそぐわない内容なので、

別冊の参考資料としてはどうか。 

 

 

・資料編：１ 枚方市の主なスポーツ事業一覧

の既存事業に関しては、毎年方向性に則して

既存の事業を見直し、方向性に則した新たな

事業を出来る限り具体化するものとして位置

づけています。 

 また、資料編は、本計画の資料と位置づけ、

本計画策定時には、仕切り紙を入れる等の手

法で対応を行うものと考えています。 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

資料編：P.1 

資料編：１ 枚方市の主なスポーツ事業一覧（平

成 27年度） 

・実際に事業を実施している関係団体（体育協

会、スポーツ団体、民間企業、プロスポーツ等）

の名称は入れておくべきではないか。 

 

 

 

 

・市の計画であるため、各事業の所管部署を

掲載しており、修正なしとします。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映なし 

≪西邨委員意見≫ 

■全体的な考え方 

基本理念として枚方市を”スポーツのまち“と

して全国発信し、スポーツの先進都市として「ス

ポーツ・健康都市・住みたいまち日本一めざす」

など、オリジナリティを持った方向性を示して

いってはどうか。 

※枚方市におけるスポーツ推進において、下記

のような特色があり、これを連携させて新たな

スポーツ推進の取組ができないか。 

①スポーツ推進委員協議会・スポーツ少年団・

枚方レクリエーション協会が活発に活動してい

る。 

②公益財団として枚方体育協会が 27の加盟団体

を有し、スポーツ推進を行っている。 

・総合型地域スポーツクラブ（HKSC）がある 

・指導者や支援者を育成しているスポーツサポ

ーターズバンクがある。 

・市内公共スポーツ施設を体育協会が指定管理

者として一元管理している。 

③パナソニック企業スポーツセンター、枚方ス

イミング、ダイコロ、枚方信用金庫等とのトッ

プアスリートとの連携が可能である。 

④パナソニック企業スポーツセンターの施設を

借用できる。 

⑤ガンバ大阪のホームタウンでもある。 

⑥関西医科大学等医療系の大学があり、健康医

療都市ひらかたコンソーシアムを形成してい

る。 

 

 

・本市の上位計画である第５次総合計画の基

本構想の中のまちづくりの５つの基本目標の

ひとつから本計画の基本理念をとったもので

あるため、修正なしとします。 

また、今後の事業計画については、各担当部

署において事業計画を立案し実施する中で検

討させていただきます。 

反映なし 

≪浜田委員意見≫ 

枚方市はスポーツが盛んな市である。少年野

球、ラグビー等全国レベル。その他のスポーツ

も盛んに行われている。 

スポーツ環境が必要。スポーツ施設、スポー

ツ広報等市民が手軽に出来るような環境作りが

必要。土日祭日は施設が取りにくいため、校区

の学校等、利用して無い枚方市の施設を開放す

べき。 

広報にしても、地域と協力してスポーツイベ

ントや関係することを知らせる。もちろんスポ

ーツ推進委員の働きも必要。 

 

・頂いた意見については、本計画の現状や取

組の方向で記載している内容のため、反映な

しといたします。 

参考 

P.31（４）競技スポーツの状況 

P.42 ④スポーツに関する情報発信 

P.45 ⑤学校部部活動の充実 

P.46（５）障害者スポーツの促進 

P.47（６）スポーツ資源の充実と活用 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

 

枚方市民は今回の各データの結果よりスポー

ツを行っている。結構 20代、30代もスポーツを

行っている。高齢者においてもウォーキング、

体操、グラウンド・ゴルフ等データ以上に高齢

者はスポーツを楽しんでいる。 

小学校や中学校のクラブ活動も指導者が先生

になりがちである。例えば地域のリタイヤされ

た方にはスポーツ経験者がいると思われる。現

在制度があっても周知不足。具体的に各校区に

協力してもらうべき。 

身体障害者の方々のスポーツ環境について、

枚方市は良いとは言えない。専用施設、交通面

等それに担当部署の具体と社会福祉協議会との

連携も必要。 

枚方市（役所）はスポーツに今ひとつ関心が無

いように思える。 

 

反映なし 

≪福島委員意見≫ 

P.43 

①スポーツを通じた成人の健康増進の推進 

取組の方向の２つ目の項目ツールやインセン

ティブの付与とあるが、もっと具体的に「健康

ポイント」の付与はどうか。 

健康ポイントは、吹田市等他の市町村において

も実施されている。今後に向けて方向性を示す。 

枚方社会福祉協議会（旧組織名？） 

ひらかた生き生きマイレージは、ポイント制度

を実施している。 

 

 

・健康ポイントを含むその他インセンティブ

事業も読み取れる文言とするため反映なしと

しています。 

反映なし 

≪福島委員意見≫ 

P.47 

②効率的なスポーツ施設の運営と利便性の向上 

10月 21日 NHK Eテレ「団塊の世代」にて放映 

愛知県東海市における「いきいき元気推進事業」 

市民体育館トレーニング室において、週 1 回健

康診断の結果等を元に市民一人ひとりにあった

「運動応援メニュー」を提供している。 

枚方市は、トレーニングルーム利用登録時に設

置器具の利用方法の説明があるのみ。 

自分に合ったトレーニング方法を教えること

で、多くの市民が効率よく無理なくスポーツを

楽しむことができる。今後に向けて方向性を示

す。 

 

 

・取組の方向については、幅広い事業を包括

するものであり、具体的な施策の記載は行い

ません。 

枚方体育協会では、ボディバランスチェック

体験事業を実施しており、その中で、自分に

合ったトレーニング方法を教えています。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映なし 

≪福島委員意見≫ 

 国が取り組んでいる「スマートウエルネスシ

ティ」を追加 

 枚方市スポーツ推進のテーマで審議している

ことは、理解しています。 

 他の部署との連携が必要と思いますが、枚方

市として、スポーツだけでなく、生きがいを持

って生活することを市民に提案を行う。 

・健康で元気に過ごすことは「社会貢献」 

・健康づくりで医療費抑制 

上記でも述べましたが、 

スポーツをもっとしましょう+食育（野菜をも

っと食べましょう）+健康診断受診の推進これら 

により、市民の健康寿命を延ばすとともに医

療費の抑制を図る。 

枚方市民健康寿命日本一を目指すのはどうか。 

 

・計画策定後、事業の具体化段階で検討いた

します。 

  

反映 

≪事務局修正≫ 

P.3 

目次修正。 

アンケート集計等をまとめ、本編とは別に資

料編を追加したため、目次修正。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.38 

（３）多様なニーズに対応したスポーツ環境の

充実 

○身近にスポーツや健康づくりができる公園や

河川敷機能の充実  最後に追加する 

 

 

市民アンケートの結果より、スポーツを実施

したい場所の上位に「公園」があがっていた

ため、追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.38 

（４）スポーツ関係団体や企業と行政が連携・

協働したスポーツ推進体制の強化 

 

 

 

「連携」と「協働」が重複するため、削除。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.41 

（１）スポーツに気軽に親しめる環境づくり 

市民のだれもがスポーツに気軽に取り組むこと

ができる・・・・・・・を 

市民のだれもが気軽に身近でスポーツに取り組

むことができる・・・・・に修正。 

 

 

 

市民アンケートの結果より、スポーツを実施

したい場所の上位に「公園」があがっていた

ため、追記。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.41 

②勤労世代や子育て世代の身近なところでのス

ポーツ実践への支援 

○出産後の機能・体力回復や子育て期の心身の

健康保持のための運動・スポーツ機会の提供 

 

 

適切な表現に修正。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.42 

④スポーツに関する情報発信 

○健康づくりに役立てる公園緑地の利活用の促

進・情報提供の充実  追加。 

 

 

市民アンケートの結果より、スポーツを実施

したい場所の上位に「公園」があがっていた

ため、追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.43 

②スポーツを通じた介護予防活動の推進 

「高齢者率」を「高齢化率」という表現に修正。 

 

 

適切な表現に修正。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.43 

③地域でのスポーツ・レクリエーション活動の

充実 

○健康運動を目的とした健康器具系公園施設の

整備促進  追加。 

 

 

市民アンケートの結果より、スポーツを実施

したい場所の上位に「公園」があがっていた

ため、追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.44 

①家族等で楽しむスポーツ活動の充実 

○子どもたちの冒険心をあおり、チャレンジ性

を高い複合型公園遊具の整備促進 追加。 

 

 

市民アンケートの結果より、スポーツを実施

したい場所の上位に「公園」があがっていた

ため、追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.47～48 

（６）スポーツ施設の充実と活用 

また、学校体育施設や市内企業の協力に基づく

スポーツ施設の・・・・を 

また、学校体育施設や公園緑地及び市内企業の

協力に基づくスポーツ施設の・・・・に修正。 

④公園緑地の利活用の促進 

「健康づくりの場」という一面を持つ身近な施

設として、幅広い世代による多面的な公園緑地

の利活用を促進。 

○市民団体や企業等との連携・協働によるスポ

ーツイベント等の開催 

○スポーツを通じた健康づくりの発信の場とし

て利活用しやすい環境の整備 など  追加。 

 

 

市民アンケートの結果より、スポーツを実施

したい場所の上位に「公園」があがっていた

ため、追記。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.52 

第４章１（２）スポーツ関係団体と行政との役

割の明確化と適切な連携・協働体制の確立 

プロスポーツやスポーツに関わる地域の団体や

様々な活動主体等と適切な連携・協働体制を確

立し、・・・・ 

 

 

「連携」と「協働」が重複するため、削除。 

反映 

≪事務局修正≫ 

資料編：P.1 

資料編：１枚方市の主なスポーツ事業一覧（平

成 27年度） 

保健センターの取組として「健康講座」追加 

 

 

 

追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

資料編：P.3 

資料編：１枚方市の主なスポーツ事業一覧（平

成 27年度） 

取組の方向．健康づくりに役立てる公園緑地の

利活用の促進・情報提供の充実 

公園みどり推進室の取組として「里山ウォーキ

ング」追加。 

 

 

 

追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.7 

資料編：１枚方市の主なスポーツ事業一覧（平

成 27年度） 

取組の方向．健康運動を目的とした健康器具系

公園施設の整備促進 

公園みどり推進室の取組として「星ヶ丘公園、

日置公園の２公園を整備」追加。 

 

 

 

追記。 

反映 

≪事務局修正≫ 

P.8 

資料編：１ 枚方市の主なスポーツ事業一覧（平

成 27年度） 

取組の方向．子どもたちの冒険心をあおり、チ

ャレンジ性の高い複合型公園遊具の整備促進 

公園みどり推進室の取組として「鏡伝池緑地、

宇山東公園、平野公園の３公園を整備」追加。 

 

 

 

追記。 
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素案に反映

する意見 
委員意見 事務局の考え方 

反映 

≪事務局修正≫ 

資料偏 P.15～P.98 

資料編：２アンケート調査結果 

    ３平成 27年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査における本市の結果 

    ４市民スポーツ賞受賞者一覧 

    ５用語説明 

 

 

追記。 

 


