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平成 24年度第１回 鎌倉市スポーツ推進審議会 議事録 

 

日  時  平成 24年 7月 2日（月） 14 時～16時 15分 

場  所  鎌倉武道館 第１会議室 

日  程   

１ 委嘱辞令交付式 

２ 議題 

（１）会長、副会長の選出について                Ｐ2 

（２）鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況及び施策評価について  Ｐ2 

３ 報告事項 

（１）平成 23年度スポーツ事業実績について            Ｐ14 

（２）平成 24年度スポーツ事業について              Ｐ18 

（３）平成 24年度鎌倉海浜公園水泳プールの開場及び学校水泳プールの開放について                      

Ｐ21 

（４）鎌倉体育館駐車場敷地の一部を利用した「だいいち子ども会館・子どもの家の建設」

について                           Ｐ23 

４ その他 

（１）総合型地域スポーツクラブと運動部への追跡調査による生涯スポーツ社会構築の可能

性と海洋教育プログラムの実践と検証について         Ｐ26 

（２）鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直しについて        Ｐ27 

 

会議内容 

[事務局]    これより平成 24年度第 1 回鎌倉市スポーツ推進審議会を開催いたします。 

本日の審議会には、天野委員と荒松委員から欠席の御連絡をいただいてお

り、本日は、8名の委員さんの御出席をいただいておりますことから、過半数

に達しておりますので、鎌倉市スポーツ推進審議会条例第 7条第 1項の規定

によりまして、この会議が成立しておりますことを報告いたします。 

なお、会議録作成のため、録音をさせていただきますので御了承いただき

たいと思います。 

 

（委員自己紹介） 

（事務局職員自己紹介) 

 

[事務局]    次に、当審議会の会長及び副会長を選出していただくことになりますが、

会長が決まるまで市民活動部長が議事を進行させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 
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[小礒部長]   それでは、会長、副会長が選任されるまで、私が議事を進行させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

議題に入ります前に、委員のみなさまに確認をさせていただきたいのです

が、当審議会の際に傍聴希望者があった場合には傍聴を許可すること、また

本審議会の議事録は発言者のお名前を記載した上、要点筆記とし委員の皆様

に内容の御確認をしていただいた後、市のホームページで公開することを御

了解いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

             （総員了承） 

[小礒部長]    ありがとうございました。 

それでは、みなさまの御了解をいただきましたので、傍聴の許可及び議事

録のホームページによる公開をすることで、御確認をいただきました。なお、

本日は傍聴者がおりませんので、報告いたします。 

 

２ 議題（１）会長、副会長の選出について 

[小礒部長］   議題(1)「会長、副会長の選出について」を議題といたします。 

    会長、副会長の選出につきましては、鎌倉市スポーツ推進審議会条例第 5

条第 2項の規定により、委員の互選により定めることとなっております。各

委員の皆様、いかがいたしましょうか。 

[冨田委員］   海老原委員にお願いしたいと思います。 

副会長も今までと同じでいいと思います。 

[小礒部長]   只今、冨田委員さんから、会長に海老原委員、副会長に山口委員との発言

がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

（総員了承） 

[小礒部長］   それでは、会長に海老原修委員、副会長に山口宇宙委員が選出されました

ので、よろしくお願いいたします。 

これからの議事の進行は海老原会長にお願いいたします。 

（海老原会長、山口副会長挨拶） 

[海老原会長]  それでは、お手元の次第に沿って、議事を進めさせていただきます。 

 

議題（２) 「鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況及び施策評価について」を議題とい

たします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

[事務局]    議題（2）鎌倉市スポーツ振興基本計画に係る進捗状況及び施策評価につい

て、説明をさせていただきます。 

    資料 1の鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況チェックシートの 1ページ

を御覧ください。このチェックシートは、スポーツ振興基本計画において実
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施目標として短期で取り組むものを抜粋して、その進捗状況を表にしており

ます。短期というのは 5年以内で実施可能なものを指しており、基本計画が

策定された翌年度の平成 18年度からの進捗状況を表しており、全ての個別事

業について着手、あるいは実施をしている状況です。 

     続きまして、資料 2の鎌倉市スポーツ振興基本計画施策評価シートの 1ぺ 

ージから 2ページを御覧ください。 

このシートは施策の方向性に対し、それに係るコストやその効果を表しそ 

れに基づき、内部評価をしたものです。 

         それでは、「施策の柱」ごとの進捗状況について説明していきます。 

      まず、資料 1は 1ページを、資料 2は 1ページから 2ページを御参照くだ

さい。 

「あらゆる市民のスポーツ」では、「市民へのスポーツの啓発或いは市民

のスポーツイベント参加促進」で主な事業のラジオ体操及び市民運動会は

43,011人の参加があり、このうち、市民運動会は 10,952名の参加で、地区住

民によるスポーツ振興を促進しました。 

         「鎌倉の歴史や自然を活かしたスポーツの活性化」の健康ウォーク「歩け 

かまくら 2012」は、玉縄城跡を中心に約 12 キロのコースを設定して開催し、

236名の参加がありました。玉縄城まちづくり会議の協力のもと玉縄城の歴 

史を訪ねながら歩くという内容で、委託先であるスポーツ推進委員連絡協議

会とともに効果的な開催周知ができたことで多くの参加を得ることにつなが

ったものと考えています。 

また、「学校施設の開放による市民のスポーツ活動の促進」においては、

年間を通して市立小中学校 25校の校庭及び体育館を、また夏休み期間中 40

日間にわたり、11の学校水泳プールを一般に開放いたしました。学校体育施

設の開放利用者は 335,390名でこのうち校庭及び体育館の利用者は 307,720

人であり、前年度に比べ、約 2万人の増となっていますが、主な要因として

は平成 22年度は東日本大震災の後、安全確保や計画停電の影響を考慮し 4月

15日まで体育館の開放を中止したことで利用者が減ったもので、その分が回

復したものと考えています。 

学校水泳プールの一般開放は 11のプールを一般開放し、結果は 27,670人

の利用で、前年度に比べ 2,893人の減となっていますが、主な要因は開放初

日をはじめ、天候不良の日が多くあったためと考えています。 

学校体育施設の開放はスポーツ施設の整備状況が十分とは言えない本市に 

おいては、市民のスポーツ活動の拠点として貴重な場となっていると考えて 

います。 

       施策の効果としましては、スポーツ実施率が 48.4％となっており、前年度 

とほぼ同等の数値となっています。この実施率は市が実施する市民意向調査 
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の結果を用いていますが、この調査は毎年無作為に 2、000人を抽出して行い 

ますので、23年度の結果は誤差の範囲として見ることができると考えていま 

す。 

ただし、鎌倉市スポーツ振興基本計画での目標はスポーツ実施率 60％とし 

ていますので、事業の取り組み方に工夫が必要であると考えています。 

      内部評価としては、体力つくり教室やイベント等の参加者が昨年度に比べ 

て増加しており、特に高齢者の参加が多くなっています。これらの教室をス 

ポーツ施設で開催する以外に、地域の自治会館等を利用した出前、派遣教室

の実施が定着したことにより、運動のきっかけづくりにつながったと考えて

います。コストが減尐傾向にある中、参加者は増加しており、効率よく事業

に取り組めていると考えています。 

        一方では、ラジオ体操の参加人数が平成 18年度には約 67,000人あったの 

に対し、平成 23年度は約 32,000人となっており半数以下に落ち込んでいま 

す。実施方法については、これまでと変更した内容はなく、人口も減尐して

おりませんことから、減尐理由は不明です。 

 ラジオ体操には、健康維持の他、地域コミュニティの活性化など様々な効 

果が期待できるため、今後参加者数の増加に向けた実施方向の検討が必要で 

あると考えています。 

        施策の方向性としましては、市民意向調査の結果から 20歳代と 30歳代の 

      運動実施率が子どもや高齢者のそれと比べて約 35％と極端に低いとのデータ 

ーがありますので、本計画で目標としている市民のスポーツ実施率 60％を達

成するために、この世代の方々にスポーツに参加する機会を提供していくよ

う、事業の改善を図っていきたいと考えています。 

資料 1は 2ページを、資料 2は 3ページから 4ページを御参照ください。

「子どものスポーツ」では、材木座海岸で実施した「砂浜でかけっ子」、 

鎌倉中央公園で実施した「山野でかけっ子」は、就学前の子供も参加できる

もので、走ること、跳ぶこと、投げることなど子どもの基礎体力作りを目的

とした教室で 8回開催し、延べ 134名の参加がありました。砂浜でかけっ子

の開催にあたっては、材木座地区の社会福祉協議会の協力を得て近隣にお住

まいの方々のサポートも受けながら開催し、スポーツを通してコミュニティ

の活性化にも寄与する教室となりました。 

        施策の効果としましては、子どものスポーツ実施率としており、98.5％と 

       かなり高い率となっていますが、これは小中学生を対象とした調査結果であ 

       り中学生の部活動なども実施率に入っており、就学前の幼児の実施率は含ま 

       れていません。 

        内部評価としましては、これまで材木座海岸で実施してきた砂浜でかけっ 

子に加え、平成 23年度から鎌倉中央公園で実施した山野でかけっ子も好評で  
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あり、就学前の幼児から参加できるスポーツの場を拡大しました。 

        今後の施策の方向性としましては、幼児が参加しやすいようイベントには 

幼児用のプログラムを取り込み、また幼稚園や保育園に出向いて教室を開催 

するなど幼児への運動のきっかけづくりをするとともに、学校との連携を取 

りながら放課後を利用した運動・スポーツ教室などの実施を検討していきま 

す。 

     資料 1は 3ページを、資料 2は 5 ページから 6ページまでを御参照くださ 

い。 

「高齢者のスポーツ」では、個人個人に合ったスポーツプログラムを提供 

しました。 

      施策の効果としましては、スポーツ実施率 62．9％となっており、基本計画  

の目標である実施率 60％を上回っており、高齢者のスポーツ実施率は良好で 

あると考えています。 

        これは、地域の自治町内会館など身近な場所で健康体操などを中心とした 

出前・派遣教室を開催し、その後、参加された方々がサークルを設立して運 

動を継続しているということがひとつ、もうひとつは平成 22年度から個々の 

体力などにあったスポーツプログラムを提供する事業を毎月 1回開催したこ 

とで、日常生活に運動が取り入れられ、結果、スポーツ実施率の向上につな 

がったものと考えています。 

        今後の施策の方向性及び事業の改善・見直しにつきましては、スポーツ実 

施率をさらに高めるため、現行事業について他部署、他施設、地域との連携

によりさらなる充実を図り、また、地域の高齢者のニーズを把握しながら市

内の各地域に健康体操のサークルを設立していきます。 

        資料 1は 4ページを、資料 2は 7ページから 8ページまでを御参照くださ 

い。 

「競技スポーツ」では、鎌倉市体育協会の活動への支援を行うとともに同 

協会と共同で実施した「鎌倉ゆかりのトップアスリートとの交流会」では徳

洲会体操クラブの選手による体操演技の見学と選手・監督と市民が対話をす

る時間を設け、世界レベルの競技スポーツを紹介しました。 

また、神奈川県と連携して実施したかながわアスリートネットワーク協働 

事業では、小中学生を対象として、剣道世界選手権大会で活躍された先生を

お招きし、剣道教室を開催しました。 

       施策の効果としましては、平成 22年度から休止となった神奈川県総合体育 

大会順位に代わり、同大会と同様に本市から代表選手団を派遣して行ってい 

るかながわ駅伝及び三浦半島駅伝競走大会の順位を指標としておりますが、

ともに前年度よりも好成績を収めることができております。 

内部評価としましては、駅伝大会で順位の上昇がみられたほか、国民体育 
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       大会等の全国規模の大会に出場する市民に対して交付する祝い金が、前年度

10名に対し、22名と 2倍強となっていることから、競技力が向上していると

考えています。 

今後の施策と方向性及び事業の改善・見直しにつきましては、競技者の裾 

野を広げ、さらに競技力の向上を進めるべく、体験教室を開催していく他、

市内の企業のスポーツ施設の借用などについて積極的に働きかけ、活動の場

の確保に取り組んでまいりたいと考えています。また、未来のトップアスリ

ートを育成するためにも、がんばっている子どもに対する表彰制度の創設や

市内で活躍している選手、団体を幅広く紹介していきます。 

        資料 1は 5ページを、資料 2は 9ページから 10ページまでを御参照くださ 

い。 

「スポーツの拠点づくり」では、既存施設の機能の充実のため、鎌倉体育 

館の卓球室及び大船体育館格技室に冷暖房設備を設置し、快適にスポーツが

できる環境を整備しました。 

        施策の効果としましては、スポーツ施設の利用者数は過去 6年間で最高と 

なり、多くの市民にスポーツ活動の場を提供できたと考えています。 

水泳プールにつきましては 9千人強の減尐がありましたが、平成 22年度は 

記録的な猛暑続きの天候であり、鎌倉海浜公園水泳プールで 15年ぶりに

40,000人を超えたことにより特別に利用者が多かったことがありましたが、

平成 21年度と比較すると、こもれび山崎温水プールを含めた水泳プール全体

の利用者数は、約 1,700人の増加となっていることから、概ね良好な結果と

捉えています。 

        内部評価としましては、利用者数の増加につながった要因は指定管理者に 

よるサービス向上などが大きな要素かと考えますが、利用者からの要望を受 

け、小さなことではありますが冷暖房設備を設置するなど既存施設をより利 

用しやすい施設にしたこともあるかと考えています。一方では、公式競技の 

開催が可能な総合体育館やグラウンドの整備については、施設建設に必要な 

整備費用の積み立てが進まず、また施設整備の適地についても検討はしてい 

るものの、確保に至っていないためさらに努力を要すると考えています。 

         今後の施策の方向性及び事業の改善・見直しについては、既存施設の修繕 

       計画を立て、より快適にスポーツができる環境整備を行うとともに、指定管 

理者制度を導入している施設についてはモニタリングを充実させ、さらなる 

サービス向上を目指していきます。 

また、施設整備については、今年度からスポーツ課に施設整備推進担当を

新設しましたので、整備に向けた資金及び候補地の確保に向けさらに検討を

進めて行きます。資金の確保についての具体的な取り組みとしましては、新

たに基金への寄付金制度を設けます。 
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        資料 1は 6ページを、資料 2は 11ページから 12ページまでを御参照くだ 

さい。「スポーツのシステムづくり」では、グラウンドの施設数の不十分さ 

を補うため、民間企業から野球場を定期的に無料で借用し、尐年野球やソフ 

トボール等の市民大会の場として利用させていただいています。企業とのパ 

ートナーシップの構築としては子どもを対象とした体操教室を徳洲会体操ク 

ラブと連携して行いました。 

施設利用者の受益と負担の見直しにかかるコストは有料駐車場の駐車管制

機器のリース料や駐車場管理業務委託及び駐車券用紙等の消耗品費です。 

 なお、駐車場使用料収入は平成 23年度で 1,596 万 400 円となっています。 

施策の効果としましては、施設開放を行っている企業数で、変わらず 1企 

業となっていますが、引き続きグラウンド等を所有する企業に対して協力依 

頼をしていきたいと考えています。 

       内部評価としましては、体育協会及びレクリエーション協会の活動をバッ 

クアップすることで、多くの市民大会や教室が開かれ様々な分野でのスポー 

ツ振興が実現できていると考えています。子どもの体操教室では徳洲会体操 

クラブと共同して実施していますが、特に競技スポーツの競技者の裾野を広 

げるため大きな役割を果たしており、スポーツ団体及び企業とのパートナー 

シップについては概ね良好に事業が進んでいると考えています。 

        一方で他自治体との施設の相互利用では、プールについては藤沢市、茅ヶ 

崎市及び寒川町と協定を結んで広域利用が可能になっていますが、体育館や 

グラウンドなどについては本市の施設が尐なく、他市町の住民を受け入れる 

十分なキャパシティがないため実施できていません。 

        今後の施策の方向性及び事業の改善・見直しについては、スポーツ関連団 

体の活動に対してより効果的な支援方法を検討するため、団体との意見交換 

を積極的に行っていきます。また、深沢多目的スポーツ広場の暫定利用期間 

の満了が今年度末に迫っていることから、企業の施設開放について更に協力 

を得るため、企業との調整を行います。 

        資料１は７ページを、資料 2は 13ページから 14ページまでを御参照くだ 

さい。 

「スポーツの情報提供」では市民への情報提供体制の充実という点で、鎌 

倉市市民健康課が実施する検診時に、鎌倉体育館のトレーナーを紹介し健康

維持、向上のための運動メニューの提供を行うなど、他部署との連携を行っ

ています。また、施設予約のシステム化においては、平成 18年度から自宅の

パソコンなどで体育館や野球場、テニスコートの利用予約や空き状況の照会

がいつでもできる公共施設利用予約システムを運用しており、平成 23年度の

予約登録件数は 71,864件となりました。 

       施設予約に係るコストとしては、システム運営費及び管理端末機等のリー 
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ス料が掛かっています。 

        施策の効果としましては、スポーツ施設予約システム予約登録件数で、平 

成 18年度の運用開始以来、その数は上昇を続けており、また、大きなトラブ 

ルも発生していないことから順調に稼働していると考えています。 

        内部評価につきましては、市民への情報提供を広報かまくらや指定管理者 

が発行するスポーツ情報紙、また市のホームページ及び公共施設利用予約シ 

ステムで適宜行いました。 

例えば、プールの開場については、開場期間の他、津波来襲時の避難経路

や放射性物質の濃度の測定結果などを適時に情報提供を行いました。 

     施設利用予約においては、利用者数及び利用件数も増加しており、またシ 

ステムも概ね良好に稼働しているため、いつでも、どこからでも施設利用予 

約や空き状況照会ができるなど利用者サービスの向上に寄与していると考え 

ています。 

       今後の施策の方向性及び事業の改善・見直しについては、スポーツに関す 

る情報収集に努め、市民が分かりやすく、利用しやすい情報提供やシステム 

の運用に努め、より充実させていきます。例えば、イベント開催については 

タイムリーな情報提供を実施していくため、ツイッターを活用します。 

また、スポーツ団体への加入や対戦相手を探したい市民が活用する「スポ 

ーツ団体ガイドブック」についても定期的に情報を更新し、より利用しやす

いものにしていきます。 

       以上で説明を終わります。 

 

 [海老原会長]  只今事務局から説明がありましたが、御意見、御質問等はございますか。  

 

[秋山委員]   進捗状況チェックシートの 1ページ目「あらゆる市民のスポーツ」の中の 

「学校開放による市民のスポーツ活動の推進」で平成 20年度から腰越小学校 

水泳プールを開放したことが記載されていますが、今後も残していく項目で 

すか。 

[事務局]     以前に事業概要という形として載せてあるもので、平成 20年度に腰越小学 

       校学校のプールができ、開放したことで開放施設を拡大しましたというこを 

載せてあります。ただ、秋山委員がおっしゃられたように、平成 20年度にで 

きたものを引き続き評価として載せるかについては、今後検討していく必要 

があると思っています。 

[秋山委員]    数年前、大船中、腰越中学校の 2校がプール開放をやめていることを、こ 

こに明記していく必要があると思います。 

        また、関連機関のところは、市立小学校しか記載されていませんが、市立 

中学校も入るのではないですか。 
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[事務局]    申し訳ありません。記載漏れです。市立中学校も入ります。訂正をいたし

ます。 

[河田委員]   資料１の 6ページ、スポーツのシステムづくりのところで施設利用者の受 

益者負担と見直しというところで、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館駐 

車場の有料化の実施となっており、これについては前回の審議会で聞いてお 

り、この収入はどこへ歳入として入るんですかとの質問に市の歳入になると 

いうことでした。しかしそれでは何のための受益者負担か分からないから施 

設整備費の方に回すように努力しますとお約束なさったと記憶していますが、 

今年度機構改革が行われたことで、そういうようなものが施設費の方に入る 

計画になったものでしょうか。      

[事務局]    今年度の予算編成では、改めて収入を得た課等につきましては、インセン 

ティブ予算と言いまして、収入を得た担当等の事業に回せるように市全体と 

しての仕組みができました。全額かどうか、そこまでははっきり申し上げら 

れませんが、次年度以降何らかの形で事業費に回せる仕組みになりました。 

[河田委員]   地区のいろいろな話の中で受益者負担で武道館を使ったのだから、武道館 

に還元するようなことであれば、値上げをしても構わないが、どこにいった 

か分からないと受益者負担は、おかしいよねと利用者からの強い声だと思っ 

ています。  

      どのくらいのパーセンテージで施設の方に還元しているか、スポーツ資金 

にどのくらい入れましたよと、来年度の予算要求のときに、はっきり分って 

いれば、それを地区の方に話し、受益者負担の必要性を説明できます。 

[事務局]    先ほども申しあげましたように、平成 24年度の予算には反映するという形 

で予算の編成方針で定まっており、どれくらいのものが、これに反映される

かということを調査し、財政当局と詰めまして、次回のときには必ずこうい

う形にという報告をします。  

[秋山委員]   総合型地域スポーツクラブ育成のことですが、確か平成 10年だと思います

が、県でも総合型地域スポーツクラブを作りなさいよと言って、それから 14

年がたっており、市では平成 18年に 5万円の予算がついただけで、それから

の動きはなく、内部評価では、市民に認知度と理解を高めるとあるが、これ

は、まだ続けるものか、予算立てをしていない中で、ここに載せていく必要

があるものかが気になります。 

[事務局]    鎌倉市では、現在、湘单ルベントスポーツクラブの 1団体が創設されてお 

り、その後新しいクラブはできていません。国のスポーツ基本法にも市町村 

に最低でも 1クラブの設立をするとなっており、本市はその基準はクリアし 

ていますが、誰でも、どこでも、いつでもといったコンセプトのクラブです 

から、裾野を広げるといったことで、一つに限らず施設の面とかクリアしな 

ければならない課題はありますが、市の姿勢は出来れば増やしていきたいと 
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考えています。        

[山田委員]   今の話しに付随しまして、私ども体育センターは、県の広域スポーツセン                  

ターの役割を担うことから、先日もセンターの所員が講師になり、鎌倉市のス 

ポーツ推進委員の方たちに総合型地域スポーツクラブの在り方について講習 

会を実施したところです。鎌倉市は、もう、すでに 1団体創設済みではありま 

すが、お声を掛けていただければ、新たなクラブの創設に向け、いつでも協力 

できますので今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。                           

[冨田委員]   資料 2の 12ページの事業の改善見直しのところで、深沢多目的スポーツ広 

場の暫定利用期間の満了が今年度末に迫っていると記されているが、その後 

の対策はどのように考えていますか。 

[事務局]    今の段階で、平成 25年 3月までとなっていますが、その後につきましては、 

深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の進捗状況もあるので、担当課とそのあ 

たりの状況を確認しつつ進めているところです。現状は、平成 25年 3月末で 

の暫定利用終了ということを念頭に置きまして近隣の企業、鎌倉市内だけで 

はなく、隣接している藤沢市の企業にグラウンドの借用の可能性について、 

昨年から打診をしています。  

[冨田委員]   多目的スポーツ広場はＪＲの跡地ですか。 

地域の人達から聞くと、基本的な段階であまり地域住民の声を反映されて

もらってないという不平、不満があるようです。大学を誘致するとかいろい

ろな建物を建てるとのことですが、今の野球を中心とした運動ができるスペ

ース、有効活用するスペースが狭められてしまうのではないかと思います。

あれだけ大きい広場は、今後取得することは不可能です。その辺のところに

ついては、利用者がどのくらいあの場所で活動しているとか調べているので

すか。 

[事務局]    深沢多目的スポーツ広場の利用については資料 3の 15ページに利用者総数 

が記載してあり、平成 23年度ですと 30,000 人の方が利用しています。 

        昨年 9月議会に、深沢多目的スポーツ広場利用団体から、代替え用地につ 

いて陳情があり、平成 25 年 3月以降のグラウンド確保について考えてほしい 

という趣旨のものですが、議会でも採択され、このことについてはスポーツ 

課で検討をするということで、企業の方と話を進めているところです。 

        そうは言っても、グラウンドがなくなってしまうということでありますの 

で、スポーツ課としては深沢多目的スポーツ広場は、グラウンド用地として 

一番最適だと思うので、今後の整備計画の中でグラウンドを盛り込んでほし 

いと再三要望はしていますし、これからも要望してまいります。 

[富田委員]   地域のスポーツ振興会の役員の方、それから加盟している町内会の役員の 

役所は、地域のスポーツ振興についてどのように考えているのか、その辺 
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が見えない。この前伺ったところによると、広域で再開発するということだ

が、現在、市民の人達が活用する運動場のスペースが今より狭められてしま

うということは、大きな心配材料である。地域の声を聴いて話し合いをする

という時期はすでに過ぎている。 

[事務局]    深沢の計画につきましては、大船にあります深沢地域整備課が主体で行っ 

       ており、オープンにされているのは、土地利用計画の案というものができて 

ホームページに掲載されています。市民の声をこれからどのように入れてい

くか、そういう機会があるかどうか、わたくしの方では把握していませんの

で、今後、そういうことがあるのかどうか深沢地域整備課に話をさせていた

だきます。 

[冨田委員]   あえて言わせていただくが、役所が作った計画は建物にしても、グラウン 

ドにしても使いにくい。もっと外部の人でそういうことを研究している人や 

建物を作った実績のある人の意見を入れてやっていればいいんだが、今そこ 

の開発をしている人がどういう人か分からないが、役所の人間は自分たちの 

ペーパー上での仕事で、地域の人がどういう活用の仕方を考えているかとい 

うことを考えていない。出来上がってから、これですよと言っても何にも言 

えない。あそこは、土、日は大勢の人が使っている。あのところは多くの町 

内会の役員やスポーツ振興会の役員がいろいろ管理の手伝いをしている。そ 

ういうことを考えると、建物ができてこれでやれではなく、もっと基本的に 

設計の段階で地元の人間を入れてやるべきである。  

[事務局]    深沢整備の計画の方で公開されているものがありますが、具体的な中身に 

ついてはまだ詰め切れていません。建物についてもどういうものを建てるか 

決まっていませんし、広場やグラウンドについてもどういうものにするか、 

そこまでいっていません。 

        我々としても、利用者の方々が使い勝手のいい施設になるよう担当部署に 

要望し、できる限り利用者の目線に合った施設にするようにしていきたいと 

考えています。 

[冨田委員]   地元の人達が落胆しないようにお願いします。 

[山口副会長]  今、冨田委員がおっしゃられたように、そのとおりなんですよ。 

鎌倉市は、一歩一歩遅れているんです。鎌倉体育館のときから昭和 30年代

からです。そのころから立場上関わり合いを持って来ていますし、大船体育

館にしても、今青空駐車場になっている場所に２軒家があり、そことの交渉

が上手くいかず見切り発進して、結局は中途半端な建物になってしまってい

る。交番だってあそこに作らないで、体育館を目一杯作り、体育館の一角に

交番があってもいいではないですかと私は申し上げたが、あのような建物に

なってしまった。利用者は、いろんなところを見て経験している人が多いわ

けなんです。 
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        市議会に体育施設の整備を求めることについての陳情をした際に申し上げ 

ました。議員の先生方は、スポーツに理解がなさすぎる。県内でも鎌倉市ほ 

どスポーツ行政に認識がないところはないと、はっきり申し上げました。 

最終的には、総合グラウンド、総合体育館を作りましょうと文教常任委員 

会でその陳情は、採択されました。 

        国鉄跡地の問題が切り売りみたいに、一角は大学、そして大学には体育館

があり、その体育館を利用するなど、市民の活動場所をよそ様の土地を借り

てやらなければならないということが多すぎる。 

        笛田のグラウンドだってそうですが、あそこの道は市道なわけですからど

うにも動かすことができるんです。あそこは、3段の地権者がいるわけで、大

きな家が建ってしまったらどうにもならなくなってしまう。あれを削って削

ったものを駐車場になっているところに置いて、地下壕的な形で作って、そ

の上に泥を流したら、広いものができると言ったが、予算がないと聞き入れ

てくれない。過去にそのような経験を経て来ているので、今も申しあげるん

ですが、地元の声や利用者の人達の気持ちをどこまで汲んでくれているのか

と、冨田委員がおっしゃったこと、まさにそのとおりだと思います。 

        市に対して苦情みたいになり、スポーツ審議会の委員としての発言ではな 

いかもしれませんが、つくづく思うわけでして、せっかく第一小学校の講堂 

があったところを市の体育館用地として提供をしてくれたが、そのときも目 

一杯建物を作ったらどうかと話が出たが、あそこの若宮大路の道は、国指定 

史跡になっていることからどうにもならなかった。 

私ども体育協会は、スポーツ競技団体ですから、深沢の広場がなくなった 

らどうするんだと 2，3の団体から言われています。その返事を求められてい

ますが返事ができない状態です。平成 25年 3 月までということだが、すぐで

きないでしょうから、1，2年何とかなるんではないかなど、希望的観測の中

で話をしなくてはならないという状況で、市のスポーツ行政は、いかがなも

のかと感じています。 

［河田委員］  この委員になり 10年になりますが、私がなりたての頃、海浜ベルト構想と 

いって、由比ヶ浜から坂ノ下、江の島まで、市営プールの隣の下水道または 

河川課が持っている場所、あのようなところを海浜公園・スポーツ公園みた 

いなものにしたいと、青写真の言葉があったが、こういう拠点づくりのとこ 

ろには、全然載らないで 10年過ぎた。その中で津波対策の問題が起き海浜ベ 

ルト構想は、何もしないという雰囲気がちらちら見えてきた。 

        先ほどの市長の話しの中で、青写真を作りながら一歩一歩進めて行きたい 

と話されて、どういうように空き地のある場合は、利用されていくのか青写 

真をお聞きしたい。 

［事務局］   市長自ら市長部局にスポーツ課を持ってきたということは、市長の指導力 
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で今までの懸案事項を何とか解決していこうとの決意の表れと認識しており、

先程冒頭の挨拶の中でも申し上げましたが、市長から私にそのような指示を 

受けています。ですから、今日初めて委員の皆様の生の声をいただきました 

ので、私としてもスポーツ課の担当の者と話しまして、進めて行きたいと考 

えています。 

繰り返しになりますが、従来いろいろな施設につきましては、先程 冨田委

員や山口副会長から行政主導で作っていくというお話がありました。 

ここのところいろいろな施設を作らせていただいていますが、それについ 

ては、市民の方々が御利用になる施設ですので、市民の方の十分な御意見を

いただき反映して作っております。ただ、御意見全てが反映されるかと申し

ますと面積の問題等があり、それも難しい面がありますが、最近の施設につ

きましては十分に御意見を頂戴して作っているのが現実でございますのでス

ポーツ施設につきましても、整備するにあたっては、御意見を頂戴して進め

て行きたいと考えます。 

        ただし、ひとつだけ申し上げますが、市全体の予算ですとか人口ですとか、 

そういう問題を含めて考えますと、今公共施設の再配置の計画を作っている 

最中ですが、従来考えていたほどの量ですとか、数ですとか、そういうもの 

は、人口減尐、それに伴う予算の減尐、縮小が考えられます。また、それら 

を念頭に置き作った施設をメンテナンスしていく費用も必要であり、全体の 

中でもう尐し見直しをさせていただくことも考えています。 

        ただ、懸案事項につきましては、市長の話しにもありましたように、着実 

に進めて行くような形で我々も肝を据えておりますので、御指導をお願いい 

たします。 

 [冨田委員]   もうひとついいですか。深沢地区の人達は議会に請願をしようかと言って 

いるんですが、その際、市会議員はどなたがいいでしょうかというような相 

談を受けているんです。ですから、地元の人たちは今、神経が高ぶっている。 

先ほど副会長も市は後手後手でやるとおっしゃっていましたが、その状態 

で行くと地元の人たちの問題を含めて、住民を巻き込むとなると今からやら

ないと間に合わない。 

［樋口委員］   システムのところで他の自治体との施設の相互利用とあり、プールを藤沢 

市、茅ケ崎市、寒川町と協定を締結し実施しているとありますが、具体的に 

どんなところですか。 

 [事務局]    プールの相互利用につきましては、三市一町で平成 17年に協定を結びまし 

て双方の市民、町民が利用できるというような内容で、鎌倉市においては鎌 

倉海浜公園水泳プールと山崎温水プールです。 

他市のデーターがなく申し訳ありませんが、市で設置してあります施設に 

ついては藤沢市、茅ケ崎市、寒川町のプールを利用できるということです。 
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[樋口委員]   一般市民が一般公開で入場できるということですか。 

貸切であるとか、学校が利用するですとかそのような、市と市とが、学校 

と学校とが協定しているとかではなく、一般利用者に貸しているということ

ですか。 

入場料の制限とか、例えばこもれび山崎温水プールなどは市民、市外の人 

と同じ値段で貸しているとか。 

実際ここで締結している内容について、疑問を持っています。 

[事務局]    申し訳ありません、利用方法についての資料は、手元に用意をしていませ 

んでした。詳しい内容につきましては、確認をしてお知らせさせていただき    

たいと思います。 

[樋口委員]   個人的な意見になりますが、こもれび山崎温水プールができたときに他市 

       の駐車場が無料なところがありましたが、提携をしたとたんに有料になりま 

       した。それも全部同じ値段になりました。今まで無料で停められていたとこ 

ろが無料でなくなり、何のために停められなくなったかというと、提携、シ

ステム化になったことからと思われてなりません。そういうことを考えます

と、もう尐し具体的な他にメリットのある提携内容があるのかなと質問をし

た次第です。 

大いに結構なことだと思いますが、特にこういう文面の中に提携・実施と 

いうものがありましたらいいことですので、詳細が分かりましたら教えてく

ださい。 

 

 [海老原会長]  それでは、次に移らせてください。 

 

３ 報告事項（１）「平成 23 年度スポーツ事業実績について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

[事務局]     報告事項（1）「平成 23年度スポーツ事業実績について」説明いたします。 

資料 3「平成 23年度スポーツ事業実績」を御参照ください。 

この資料は、スポーツ課の 5つの事務事業ごとの平成 23年度実績を掲載し 

ているものです。先ほど議題 2の中で説明をさせていただいた中で、この事

業実績の大部分について触れておりますので、それらを除いた主なものにつ

きまして、説明させていただきます。 

それでは資料 3の 1ページから 3ページまでを御参照ください。 

1の保健体育運営事業は、スポーツ推進審議会の開催について、スポーツ推 

進委員会議の開催について、国民体育大会等出場者祝金の執行状況について、

並びに関係スポーツ団体への補助金交付についての実績となっています。 

続きまして 8ページを御参照ください。 
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中段の 5体育施設整備事業、こもれび山崎温水プールは PFI事業により整 

備した屋内温水プールで、プール及びトレーニングの利用者数の合計は

207,467人で前年度に比べ 4,849人の増加となりました。平成 22年度は 3月

の震災の影響で前年度比わずかに減尐しましたが、その他の年度では利用者

数は伸びており順調な運営ができていると考えています。 

スポーツ施設建設基金は、市費による新規積立金はゼロで運用利子のみを 

積み立てました。 

続きまして 12ページ、平成 23年度スポーツ課関連事業費決算を御覧くだ 

さい。 

保健体育運営事業、各種スポーツ行事事業、学校体育施設開放事業からな 

る保健体育総務費の決算額は 3,452万 7,401 円、体育施設管理運営事業、体

育施設整備事業からなる体育施設費の決算額は 2億 5,031万 3,221円で保健

体育費の決算額は 2億 8,484万 622円となりました。なお、主な事業内容に

つきましては資料に記載のとおりでございます。また、この決算額に職員給

与費は含まれていません。 

次に 13ページから 16ページまでを御覧ください。 

内容はスポーツ施設利用状況で、平成 16年度から平成 23年度までの施設

別の利用者数等を掲載しています。 

次に 17ページから 19ページまでを御覧ください。 

内容はスポーツ行事委託事業実施状況で、平成 16度から平成 23年度まで 

の行事参加者数や大会成績等を掲載しており、13ページ以降は資料としてご

参照いただければと考えております。 

以上で平成 23年度スポーツ事業実績の説明を終わります。 

 

[海老原会長]  ありがとうございました。 

        御質問、御意見等ありましたらお願いします。 

[秋山委員]   12ページでスポーツ課の関連予算の中の学校施設開放部分で主な事業の中

の学校体育施設開放の運営協議会の運営費は、いくら出ているのでしょうか。 

[事務局]    こちらは、委託料でございまして、鎌倉市スポーツ推進委員連絡協議会に 

委託しており、金額は、37万 5千円で内訳は１校につき 1万 5千円で 25校分 

です。 

[秋山委員]   学校施設開放の利用者人数は、16ページに出ている 307,720人です。30 万 

人というのは、スポーツ課で所管している鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武 

道館を足した人数に匹敵します。その予算的な部分、運営協議会の 1万 5千 

円がどうも気になるんですが。実際学校側からすると、運営協議会の中でや 

って、現在、学校にある施設を利用しての市民開放であるということは承知 
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をし、石灰、その他についても配当予算に上乗せしてありますという話です。 

        今度、市長部局になり、教育委員会と違ってくるのでこのあたりの見直し

はあるのでしょうか。以前ですと、開放用の倉庫だとかが壊れたときにスポ

ーツ課に言うと、予算のある中で準備をしていただいたかと思いますが、今

後もこの辺の部分は変わらないんですか。 

[事務局]     市長部局にスポーツ課が移ったことにより、見直しがあるのかと、御質問

がありましたが、特に見直しをするということは、今のところありません。 

         ただ、学校開放の金額の中には、消耗品とか含まれていまして、学校で開

放用の不足しているもの、壊れているものなどについては、スポーツ課で対

応させていただいています。これは委託料に入っているわけでなく、別の消

耗品の予算で対応しています。 

[秋山委員]   学校開放の部分というのは、ママさんバレーボールで使っている又は、卓

球で使っている中で、バレーボールのネットは、学校の体育の備品の中で対

応しています。学校にあるものを使っていることからすると、いかがなもの

かという気がするんです。分けて使えばいいのですが、ポールなどでもそう

ですし、学校で整備できなく、古い物を使っているのはよくあるし、いっと

き小学校の方は、バレーボールの支柱にしても、内蔵式でなくピン式のもの

を使っていたときがあったものですから、いまだにあまり改善されていない

と気が付きましたのでお知らせします。 

[事務局]    スポーツ課は市長部局に移りましたが、学校開放については教育委員会の 

補助執行という形でスポーツ課がやっておりまして、事務そのものは、教育 

委員会の事務として学校とスポーツ課が一緒に進めております。 

        われわれも、教育委員会と連絡を取りながら対応していきたいと思ってい 

ます。 

[秋山委員]   開放に絡んで、数年前から学校施設管理員がいなくなり、土・日のプール 

開放で昨年問題があったとか出ていますか。 

[事務局]    学校施設管理員がいなくなって、特に昨年は何も問題はなかったと思いま

す。 

  プールにつきましては、スポーツ課が直接、監視業務委託をしており、施 

 設の清掃から、開場、施錠まで全般を委託していますので、何かありました 

ら、委託業者の方から直接連絡がありますし、管理員の関係では何もなかっ 

たと記憶しています。 

[河田委員]   学校開放については、鎌倉市スポーツ推進委員連絡協議会が委託を受けて 

先ほどの金額をいただいていますが、その内訳としては、利用団体の連絡調 

整、学校を使うルール等の指導を業務として一生懸命やっております。 

スポーツ推進委員連絡協議会としては、総合型地域スポーツクラブの鎌倉 
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型という形で考えると、地域の拠点の公民館を中心にした小・中学校の体育

館やグラウンドを使った地域の住民の方のスポーツクラブ、今使っている団

体をうまくまとめて地域、地域の小さなスポーツクラブを作っていければい

いと思っています。 

        10年来スポーツ推進委員の全国大会や関東大会等に行って総合型地域スポ 

ーツクラブの勉強会又は、クラブマネージャー講習会を受けた私の意見では、 

鎌倉市としては、こういう方向がいいんではないかと主観でやっております。 

その中で総合型地域スポーツクラブを目指していくんであれば、今、秋山委 

員がおっしゃたような学校の施設、学校が使っているネットや支柱等を別な 

方法で考えていかなければ総合型地域スポーツクラブの小さな拠点づくりに 

ならないんではないかと思います。 

[海老原会長]  スポーツ課が教育委員会を離れたことがどういう意味を持つかということ 

ですね。学校体育施設にも指定管理者制度になる可能性が出て来ますね。 

つまり学校開放という言葉自体、教育委員会が主に所管しているものを市 

に開放してあげているという発想に基づく。 

そうしますと、ポールや教室を一緒に利用団体がすべて、学校の教育、子 

ども達も言ってみればお金を払う。そういうところまでいくかどうかという

意味合いを持ってくるんです。 

そうすると、学校施設全体が備品を含めて子どもからお年寄りまで誰もが 

同じように応分に税を負担して、かつその上にやりたい人達が関与する。    

公教育そのものにもとられてしまうということを意味します、スポーツに 

関しては。 

事業仕分けなどの視点からしますと「一般の図書館と学校の図書館と同じ 

子どもの本がどうして置いてあるんだ」というような意見も出ています。で

すので学校のものをもっと有効利用するならば、子どもの図書館はいらなく

なってしまうでしょう。むしろもっと身近にあるんじゃないですか。 

ここら辺がスポーツ基本法ができてスポーツが教育委員会から抜け出て、 

文部科学省からも抜けたときにどこまでと問われてくるんです。それに対し

て具体的な案はどこも出し得ない。 

総合型は実際、中学校区でとやっていたものを昨年はスポーツ基本法がで 

きて動いたんですが、5億 8千万円の予算で各都道府県にひとつの総合型地域

クラブに対してインセンティブを与えた。今年も行われた。つまり都道府県

にひとつ、自治体にひとつとか、総合型を取捨選択していくように補助金が

なってしまったんです。 

ですから委員さんがおっしゃるように、手作りのものをもう一度地方から 

発信しなおす、国の行政に対して自治体ではこのやり方だとできるんだとい

うのを可能性としてはあるのではと、感じていました。 
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[冨田委員]   今の件で、私が初めてこの会議に参加させていただいたときに、会長が鎌 

倉市の総合型地域スポーツクラブを一つ作りたいんだと熱く語られていた。      

今回新しいスポーツ基本法になると、市内にそういうのを作ろうというの 

は、退化してしまったんですか。 

[海老原会長]  親方日の丸的な発想で言うならば、市町村、自治体にひとつぐらいでとい 

うふうに文部科学省側は、退いています。でも、もともとの理念で受益者負 

担で利用者がそれなりの「これだけお金を出せば、これだけ便益があるんだ」 

という基本的なところは、結局施設を建てるわけにはいかないし、総合型ク 

ラブは施設を持てるはずがない。ですからそこのひとつの建設費用は旧建設 

・国交省に頼らざるを得ない。そこのところにいろんな知恵があるのかなと。 

ただし利用の部分については、メンテナンスと備品の整備については、む 

しろその人達だけがバレーボールのポールを使うというのは無駄だと。なら

ば、小・中学生の子ども達もそのポールを共用する。共用するならば改めて

子どもたちが、お金を出すか、あるいは総合型クラブに参加している人たち

と同じぐらいの費用を負担すれば共用しているということになる。 

       こういう方向に向かうか、向かわないか公教育との兼ね合いが非常に難し 

いというところなんです。 

 

報告事項（２） 「平成 24 年度スポーツ事業について」を議題とします。事務局より説明 

をお願いいたします。 

 

[事務局]     平成 24年度 スポーツ事業について説明いたします。 

資料 4の 1ページ目のスポーツ行事一覧表を御覧ください。 

この表につきましては、スポーツ課主催事業や委託行事を掲載しており、 

また体育協会 30団体による大会等を記載しております。 

        まずスポーツ課の主催事業では、職員が地域に出向いて、身近な場所で気 

軽に運動ができるよう幼児から高齢者を対象に運動のきっかけづくりを行っ

ています。 

平成 24年度から新たに始めた教室では、材木座海岸と鎌倉中央公園で大人 

を対象に青空の下で健脚づくりを実施しています。これは、子どもを対象に

砂浜でかけっ子、山野でかけっ子を同会場で行っていることから、異世代交

流を兼ねて実施しているものです。 

その他の事業につきましては、例年行っているものですが、地域に出向い 

て行う高齢者の健康体操については、会場を変えて行っています。 

また、平成 22年度から始めましたスポーツプログラムの提供では、運動を 

したいが何をしたらよいか分からない人や、集団の中で一緒に活動ができな

い人などに個々に合った運動メニューを作り個別指導等を行っています。 
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参加される年齢層は、50代～70代で年々参加者が増え、この参加をきっか 

けに集団の体操サークルに入って活動している方や日常生活の中に運動を取

り入れるようになった方も多く、自信を持って運動ができるようになってい

く進歩が見える事業です。 

また、目のご不自由な方を対象としためだかの学校では、椅子に座った健 

康体操です。23年度から月 1回の活動で始めたもので、参加者からは、回数

を増やしたいという声をいただいていますが、ボランティアの介助が必要な

ことから、活動を増やせないのが現状なため、家でできる運動メニューを紹

介しています。 

        幼児を対象とした事業では、保育園に出向いて体育遊びを行います。幼児 

の自然な動きを利用して、園庭では協調性を養うチームゲームを中心に行い、 

室内では遊具やマット・跳び箱を使って創造性や巧緻性を養う運動を行いま 

す。 

        右横に移りまして、スポーツ施設 4館で指定管理者が行っています体力つ 

くり教室では、幼児対象の親子体操、小学生対象のチャレンジスポーツ、成 

人を対象にピラティス、高齢者を対象にしたストレッチングや筋力トレーニ 

ングなどです。 

おとなの教室は、春、秋、冬の 3期に同じ教室を実施しており、参加者か 

らは運動の継続化につながると好評です。 

        右横の空色部分に記されていますのは、こもれび山崎温水プールで行って 

います市民教室です。こちらも 8か月から 2 歳児を対象にしたベビー・スイ 

ミングや成人を対象にアクアビクス、高齢者を対象に水中歩行、そして体の 

不自由な方の教室などを行っています。 

        アクアビクスや水中歩行は定員 20名を毎回超える応募者があり、高齢者に 

とって水中で行う運動は、膝や腰に負担を掛けることなく筋力アップにつな

がるので、参加者の方には好評です。 

        次に、右横に移りまして、サーモンピンクで記載していますのが、地区ス 

ポーツ振興会委託事業の夏休みのラジオ体操や体育の日前後に行う市民運動 

会など、またスポーツ推進委員委託事業としまして 3月に行う健康ウォーク 

や 11月に行うスポーツ・レクリエーションフェアを開催しています。 

スポーツ・レクリエーションフェアでは、スポーツの分野はスポーツ推進 

委員が受け持ち、レクリエーション分野ではレクリエーション協会が担当し

てくださり、内容に富んだ催しを展開しています。 

また、体育協会に委託しています事業として、三浦駅伝、かながわ駅伝、 

演武会があります。演武会については、武道 8団体による武道の所作や演舞

そして試合などを披露し、古都鎌倉から武道の発信をしています。 

続いて小さい字で記載しています右端部分もまた、体育協会加盟団体によ 
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る事業として、大会や教室が記されています。 

         体育協会の事業につきましては、尐ない施設の中で各種目協会団体が年間 

を通して大会等を実施しており、競技スポーツとして市民からの問合せも多 

く、競技スポーツの発展に寄与していただいています。 

続いて、平成 24年度スポーツ課関連予算について、説明をいたします。 

2ページ目をお開きください。 

保健体育総務費は、2億 8,810万 9千円で対前年比、2,827万 9千円の減額 

になっております。 

主な理由としまして、体育施設管理事業の中で、スポーツ施設各所修繕料 

が 1,196万 7千円の減額、これにつきましては、昨年、鎌倉海浜公園水泳プ

ールの開場に係る修繕経費に掛かったもので、今年度はその費用が必要なく

なったものです。 

また、鎌倉海浜公園水泳プール更衣室棟などの賃借料が 1,142万 7千円の 

減額ですこれにつきましては、実際の契約金額が予定していた予算額より低

額だったためです。また、平成 23年度に鎌倉・大船両体育館にエアコンを設

置したことで、今年度は、その費用が必要なくなったことにより 500万円が

減額です。 

        ただ、減額ばかりではなく、体育施設整備事業では、175万 3千円増額して 

います。これにつきましては、鎌倉体育館給排水設備修繕費用として 592万 2

千円ついており、シャワーを含む給排水設備の修繕をします。鎌倉体育館の

利用者が心地よい汗を流せるよう環境を整えます。 

以上で、平成 24年度スポーツ事業の説明を終わります。 

 

[海老原会長]  ありがとうございます。 

御質問、御意見がありましたらよろしくお願いします。 

 

[河田委員]   平成 24年度スポーツ行事一覧に、1月に行っています生涯スポーツ普及実

行委員会とスポーツ課と共同で行っています体操フェアが掲載されてないの

ですが、この事業は、10回以上続いて行っており、参加者も 1,000名以上あ

る事業なので、ここに載せていないのは、何か意図がありますか。 

[事務局]    この行事一覧には、スポーツ課主催事業と委託行事のみを載せており、体

操フェアは生涯スポーツ普及実行委員会の主催であることから、掲載してい

ません。 

[秋山委員]   共催事業になったものも掲載しないのですか。 

[事務局]    はい 

 

[海老原会長]   他に御質問、御意見はいかがでしょうか。 
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よろしいでしょうか。それでは次の議題に入らせていただきます。 

 

報告事項（３）「平成 24 年度鎌倉海浜公園水泳プールの開場及び学校水泳プールの開放につ

いて」に入らせていただきます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

[事務局]    平成 24年度鎌倉海浜公園水泳プールの開場及び学校水泳プールの開放につ

いて説明をいたします。 

鎌倉海浜公園水泳プールにつきましては、昨年度と同様、仮設管理棟での

運営を実施し、昨日の 7月 1日に開場し、9 月 7日までの 69日間開場いたし

ます。 

海浜公園水泳プールは海からの距離が約 70 メートル、海抜 3メートルの場

所に位置し、津波発生時にはその影響が懸念されることから、はじめにその

対策について説明いたします。 

資料（5）を御参照ください。 

津波警報及び大津波警報が発表された場合には、まずはできるだけ高台に

避難することが必要であることから、来場者をプール西側の高台（霊仙山）

に避難誘導しますが、霊仙山への避難が困難となる場合も想定し、状況に応

じて成就院方面又は光則寺方面に避難誘導してまいります。 

なお、避難をスムーズに行うため、昨年度と同様に来場者には履物を持っ

て入場していただくこととしております。 

また、今年度につきましては、近隣のパークホテル、鎌倉清和由比のご協

力を得まして、避難の際には、それぞれの敶地内を通行させていただけるこ

ととなりましたので、プールから海沿いの国道を迂回することなく避難でき

るルートを設定いたしました。 

この避難ルートにつきましては、当プールの立地条件や地震発生時の避難

についてのお知らせとともに、ホームページや場内掲示等により利用者に周

知を図ってまいります。 

避難誘導訓練につきましては、7月 20日に海水浴場の避難誘導訓練と同時

にプール利用者も含めた避難訓練を実施するとともに、プール開場期間中は、

地震発生を想定し、遊泳者を速やかに水からあげる誘導訓練を毎日 2回行う

予定です。また、放射能濃度測定につきましては、プール開場前の 6月下旪

から閉場前の 8月下旪にかけて、プールの水を採取し定期的に放射能濃度測

定を実施し、結果をホームページで公表する予定でおります。 

次に、学校水泳プールの開放について説明いたします。 

市内小・中学校 11校のプールを例年どおり 7 月 21日から 8月 29日までの

40日間一般開放いたします。一般開放するにあたり開場期間中の利用者の安
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全確保を図るため監視、場内全般の清掃業務及びろ過機等の操作等、これら

の業務を専門業者に委託したところです。 

また、利用者への健康被害を防止するため、開放全施設を 7月・8月にプー

ル水の放射能濃度を測定し、その結果を公表していきます。 

以上で報告を終わります。 

[海老原会長]  ありがとうございました。御質問、御意見ありましたらよろしくお願いし

ます。 

よろしいですか。 

 

[若木委員]   避難経路は、非常にいいんですが、これだけの地震が来ると裏の山は、ど

うなんですか。 

[事務局]    裏の山は確かにご指摘のとおり切り立っていまして、崩壊危険個所に指定

されています。 

        今ルートに設定されています道の上側については、県の防災工事がほぼ済

んでいると聞いておりまして、今おっしゃったように崩落の危険がないわけ

ではないんですが、万が一あそこのルートが通れない場合は、成就院、光則

寺の方に避難誘導していくということで監視員に周知しています。危険性に

ついては、がけ地対策担当に尋ねてみたんですが、例えば震度いくつに耐え

られるかというような、そういう調査は出来ないということで、どのくらい

の地震が来たら崩れるのかというのは、分からないということでした。 

[若木委員]   避難してから、その方が重要かなと思います。 

[冨田委員]   稲村ケ崎小学校は、海抜何メートルですか。 

[事務局]    30数メートルのところにあると記憶しています。 

[冨田委員]   極楽寺は、海抜何メートルですか。 

[事務局]    極楽寺もほぼ同じぐらいか、尐し低いと思います。 

[冨田委員]   地震があるとがけ崩れが発生すると思うのですが、成就院のところ、極楽 

寺切通し、その手前きしろホームの裏のところのがけ崩れの心配はないので 

すか。 

[事務局]    プールからきしろホームに至るルート、パークホテル、鎌倉清和の敶地に

ついては、崖面のところにロックフェンスが設置されており、崩れてしまう

規模によっては分かりませんが、ロックフェンスが設置されている状況です。 

        切り通しについても、崖にネットが張られており、一定の防災の手立ては

している状況です。最初の揺れで、がけ崩れのおそれがある部分は、プール

の監視員がそれぞれの岐路に先に行っておりますので、安全が確保できない

場合、最終的には、長谷駅の横を通り光則寺方面に行くということになりま

す。 
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短い時間にできるだけ高いところに行くということは、この前の震災の教

訓でありますので、霊仙山に登るのが最適なルートと考えています。 

 

[海老原会長]  他に御意見、御質問はいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

[事務局]    海浜公園水泳プールの老朽化が激しいことは、委員の皆さんもご承知のと

おりですが、新設されたスポーツ施設整備担当でプールの存続についても検

討していかなければいけないことになっております。スポーツ課としても、

どのような形として方向性を持っていくかというのが、課題になっており、

来年、どういう形で運営していくのか、今年も古い建物をどうしていくのか

と難題もあり、考えていかなければならない施設です。 

[樋口委員]   昨年、海浜公園水泳プールは利用できないところを、プレハブの施設で利

用が可能になり今年度も存続することになって、昨年度、耐震調査をしたと

伺っていますが、今年度は、どのような計画がされていてどのような形にな

るのか教えてください。 

[事務局]    昨年度、管理棟の耐震診断を行った結果、耐震改修は不可能で建て替えを

しなくてはいけないという結果が出ております。しかし、今申し上げました

ようにあそこの場所は津波の心配がある場所でして、あの場所に施設を建て

替えるのか、あるいは他の場所を捜していくのかを含めて、今年は仮設で運

営しながら今後の方針を検討して行きます。来年についても市民の方の意見

を聴きながら、そういった方針を決めていかなければならないと思っていま

す。 

[樋口委員]   具体的には、今年度はどのような変更をされるんですか。例えば、公園化

の構想ですとか、絡んでくると思うのですが。 

[事務局]    公園の構想は、確かにあそこは公園の中にありますので、公園の整備計画

とセットで進めるというような話がありました。しかし震災後、経営企画課

から公園の計画とは切り離すということになり、プールをどうするかという

ことについては、スポーツ課で方針を決めるように指示がありましたので、

公園との計画と切り離してプールをどうしていくかを 24年度に検討をしてい

くということになります。 

 

[海老原会長]  よろしいでしょうか。それでは次の議題に入らせていただきます。 

     

報告事項（４） 「鎌倉体育館駐車場敷地の一部を利用しただいいち子ども会館・子どもの 

家の建設について」に入らせていただきます。 

事務局より説明をお願いいたします。 
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[事務局]     だいいち子ども会館・子どもの家の建設につきましては、前回の審議会で

体育館駐車場の利用についてご発言があったこと、また、スポーツ施設の整

備にもかかわることですので、これまでの経過を含め、現在の状況を簡卖に

説明させていただきます。 

         第一小学校区の「だいいち子ども会館・子どもの家」の建設につきまして

は、各小学校の学区ごとに「子ども会館・子どもの家」を整備する、また、

整備にあたっては、防犯・防災の観点から、子どもの安全と小学校との連携

を考え、小学校の近くに建設するという市の目標のもと、鎌倉体育館駐車場

の敶地の一部と第一小学校敶地の一部を利用した計画となったものです。 

        これまでの経過を若干説明しますと、これまで、第一小学校の児童につい

ては、「長谷子ども会館・子どもの家」と御成小学校区にある「おなり子ど

もの家」を利用していましたが、諸事情により平成 20年から六地蔵交差点近

くにある「由比ヶ浜公会堂」を借りて児童の利用に供しております。 

        しかしながら、この由比ヶ浜公会堂は、昭和 20年代の建物で、耐震性にも

不安があることから、早期に子ども会館・子どもの家を建設することを目指

し、市は、平成 22年に鎌倉体育館の駐車場敶地の一部と第一小学校の单側の

使用していない通路部分、及び、第一小学校の校庭の一部を利用して第一小

学校区の「子ども会館・子どもの家」を建設する方針を決定しました。 

     なお、この間、第一小学校の教室等の活用も検討しましたが、学校から提

供でき得る面積では、規模的に子ども会館の併設が困難であることから断念

したと聞いております。 

        建物の規模は、敶地面積が約 420平方メートル、延べ床面積が約 320平方

メートル、鉄骨造の地上 2階建てで、鎌倉体育館駐車場敶地につきましては、

約 270平方メートルを敶地分割し、こどもみらい部へ移管いたしました。 

        工期につきましては、本体工事が今年の 5月から 12月までの 7か月間。本

体の完成後、体育館駐車場の整備を行い、平成 25年 2月末には全ての工事が

完了する予定です。 

        工事の着工に伴い、現在、鎌倉体育館の駐車場は全面閉鎖とさせていただ

いており、代替の駐車場は、体育館から約 500メートル離れた旧佐藤病院前

の民間駐車場をこどもみらい部が借り受け、ご利用いただいております。 

なお、体育館駐車場は、現在 25台の駐車が可能ですが、整備後は 1台減の

24台となる予定でございます。  

 

[海老原会長]   ありがとうございました。 

御質問、御意見ありましたらよろしくお願いします。 
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[冨田委員]   この図面の若宮大路歩道のところに、四角で囲ってあるプラス 2ｍってなん

ですか。 

[若木委員]   レベルですね。これは、配置図上の表現です。体育館の駐車場よりも歩道

が 2ｍ上がっているということ、第一小学校のグラウンドより歩道が 2ｍ上が

っています。 

[冨田委員]   ここの海抜は、どれくらいですか。 

[事務局]    計画の建物ではないんですが、鎌倉体育館の入り口で 6.8ｍです。  

[冨田委員]   計画の建物よりも海に寄ったところに、一の鳥居があります。この一の鳥  

    居の根元の海抜は、9.1ｍで、それからずーと鎌倉駅に向かって下がっていき、                 

横須賀線のガード下が一番低くなっており、まただらだら上がっていき、八

幡宮の社殿の屋根と一の鳥居の根元と同じ高さになる。ですから、津波が乗

り越えるとこの建物は 2階がありますか。屋上の高さはどのくらいですか。 

[事務局]    9.5ｍです。       

[冨田委員]   体育館も前の駐車場も全部津波に埋まってしまい使えませんから、そのと

きにここにいる子どもたちは、どこに避難するんですか。  

[事務局]    ここの避難場所は、御成中学校です。ただ、状況によっては第一小学校に

行くということになっています。 

[冨田委員]   ここから御成中学校まで歩いていくんですか。 

        老人センター、図書館の前を通って御成中学校に行くんですよね。 

津波は、時速 50キロでやってくるのに逃げ切れますか。その辺は考えてい

るんでしょうね。 

[事務局]    こちらの建物は、青尐年課の施設でありスポーツ課では把握していないん

ですが、ただ、ご指摘がありましたように低い地にあり、津波が来た時には

やはり避難が必要なことは明らかなので、その辺のところはきちんと避難対

策をとっていると確認しています。 

[冨田委員]   一の鳥居のところは高くなっていますよね。あそこで引いていくんです。 

        蒲鉾状の土手を作ってあれを超えると、鎌倉市内全面埋もれるって言われ

ていますから、一番危険な場所に建物を建てるので、そこの 2階の上の屋上

に逃げ切れるか、悠長なことを言っていますが、御成中学校まで逃げ切れる

時間的余裕があるのか、そこら辺のところをよく、最終的にここを利用する

子ども達に対して、責任を持つのはどこですか。教育委員会ですか。 

[事務局]    こどもみらい部青尐年課になります。 

[冨田委員]   鎌倉の消防本部もあの場所だと流れてしまうから、大船消防署に本部を移

すと言われていますし、鎌倉警察も今工事の準備をしていますが、あそこも

流れてしまうのではないかと心配していますし、その辺のところを市役所の

中でたらい回しにしているのではなくて、かけがえのない子供たちがここで

遊ぶわけですから、そこら辺のところをこどもみらい部だの教育委員会など
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と言ってないで、セクションの縦割りにしないで図面を作る段階で、どこで

どうやって安全に逃げるのか、屋上にいるのが安全なのか、再確認をしてほ

しい。答えは要りませんから。 

[事務局]    いろいろな施設で委員がおっしゃるように津波の危険があります。そうい 

うものについては、当然のことながら津波の高さ想定、到達時間の想定、こ 

れは、県の方で想定されていますがその時間内でどこに逃げるのが最適かと 

いうことは、それぞれの施設でマニュアル化をしております。ですので、逃 

げられるという前提でマニュアル化をしておりますので、生活の場を他の高 

い場所に移してしまうということはまた、別の判断かもしれませんが、現実 

的には、小学校がありまして、小学校の近くに子どもの家、子ども会館を作 

るということになっています。小学校と同一の場所になり避難場所は、御成 

中学校になっています。最大 14.4ｍの場合は 40～50分で到達ということで 

想定されています。 

[冨田委員]   この前に発表されたのは、相模湾で地震が起きて津波が起きて 3分と言わ

れています。 

[事務局]    それは、10ｍのものだと思いますけれど、最大の 14.4ｍこれは数十分です

からそれは想定の中でやって来まして、今委員がおっしゃったのは、最近で

は確か 3分ではなく 10分だと思いましたが。 

いずれにしましても、想定の中で高さと到達時間両方を含めて、それぞれ

の施設で避難経路を想定してございます。その中で助かるような形で準備し

ています。それが各施設の現状でございます。 

 

[海老原会長]  よろしいでしょうか。 

それでは次に「その他」に入らせていただきます。 

 

４ その他（１）「総合型地域スポーツクラブと運動部への追跡調査による生涯スポーツ社

会構築の可能性と海洋教育プログラムの実践と検証について」に入らせてい

ただきます。 

 

[海老原会長]  それでは、私の方から説明をさせていただきます。 

        お手元にダイレクトの報告書と、海洋教育プログラムを用意してあります。 

        平成 20年そして平成 23年に市内の小学校 5年生と中学 2年生各 1クラス

にスポーツ実施状況を聞いたものが、茶色の報告書に含まれております。 

平成 23年度は、鎌倉市立第一中学校の全学年についても調査を実施してい

ます。それと並行してもう一枚の方が笹川スポーツ財団というところからお

金をいただいたものの一部を報告書にまとめたもので、ここでは具体的には

お手元の報告書 20ページを御覧ください。 
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        20ページの下の表の 3 鎌倉市の調査で、もう一方は笹川スポーツ財団が

全国の子ども達に行っている調査です。上から 3つ目の海水浴、例えば海洋

教育ということを主題としまして、海水浴を過去 1年間に 1回以上どれくら

い行った割合はというふうになりますと、全国区では、海水浴では 10％、そ

れに対して鎌倉の子ども達は 33％、小学校 5 年生ですと 4割近い値が出てい

まして、このようなことを反映して右側を御覧ください。 

今度はオーシャンリテラシーという言葉がありまして、海に関する様々な

知見を子どもたちがどのぐらい持っているかとなりますと、鎌倉の子ども達

は非常に高い水準にある、海に接する機会が多いのであたり前と言えばあた

り前なんですが海に囲まれていながら海のことをどんどん知らなくなってい

るというようなことを含めて、検討したものになりました。 

        同じような視点でその次のページも海に関する様々なプログラムを作って

それを実際に横浜国大附属鎌倉小学校や鎌倉市立第一中学校でやっておりま

す。 

そういうようなものを鎌倉市の小学校中学校でやってみてはいかがでしょ 

うかというようなことで、熊代教育長にもお願いして、たぶん秋山先生の方

にもこの間、御説明をしたと思いますが、報告書を作り上げてプロジェクト

を提案できる、そういう資料の一部を審議会のみなさんの御了解を得て行っ

たということになりますので、御報告を兼ねてお渡しします。 

 

[海老原会長]  それでは次に「その他（2）」に入らせていただきます。 

 

その他（２）  「鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直しについて」に入らせていただきま

す。事務局より説明をお願いいたします。 

 

[事務局]     本市のスポーツ振興基本計画でございますが、平成 12年に策定された国の

スポーツ基本計画を参考にしながら、平成 7 年に策定された鎌倉市スポーツ

施設整備プランの検証と評価を踏まえて平成17年に新たな計画として策定を

しました。 

計画の策定から丸 5年が経過いたしまして、計画策定時から 3～5年後に実 

       施することを前提とした短期の取組について、これについてはすでに実施済

みであったり、あるいはまだできてないような検証など、現段階で一定の整

理が必要なのではないか、また、昨年の 8月にはスポーツ基本法が制定され

まして、それを受けまして本年 3月の末にスポーツ基本計画が国で新たに策

定されたということもあり、この新たな基本計画を参酌した見直しも必要で

はないかと考えています。つきましては、今年度から来年度にかけまして、
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委員のみなさまに御意見、御協議をいただきながら、市の基本計画の見直し

をしたいと考えております。 

スケジュールにつきましては、次回 11月ごろに予定をしたいと思いますが、

今年の第 2回の審議会での議論を皮切りに、来年度の 8月ぐらいにかけて、5

回から 6回の審議会を開催させていただいて改正案をまとめていければなと 

考えております。 

改正案をまとめていくにあたりましては、市の審議会条例に基づいて市長

から審議会に計画の見直しについてということで諮問をさせていただいて、

審議会から市長に答申をしていただくという流れになることになります。 

それから、市の意見公募条例、手続き条例によりまして、途中でパブリッ 

クコメントをしながら、市民の皆さんの意見を聞きながら改正させて頂けれ

ばと考えています。 

委員のみなさまにはお忙しいところ恐縮ではございますけれども、今年から

来年にかけて計画の見直しをしていきたいと考えておりますので、今まで年

に 2回もしくは 1回の審議会でしたが、回数を多くして御協議、御検討をい

ただければと考えております。 

 

[海老原会長]  鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直しについてでした。 

        御意見、御質問がありますでしょうか。 

 

今、御説明のとおり御協力をいただきたいということでしたので、よろし 

くお願いします。 

 

[冨田委員]    最後にひとつだけ、深沢多目的スポーツ広場に大学を誘致するとかという 

       話を聞いていますが、その誘致した体育館を借りればいいじゃないかという 

ような発想があると聞いていますけど、大学は市民に一般開放として体育館 

を使わせてくれるのは極めて薄いということと、大学を誘致するとなるとそ 

こには、グラウンドが必要なわけで、そのグラウンドを学生の利用で優先的 

に使われるようになったら困るというふうに地元の人は大変心配をしていま 

すので、何かの折にそういう意見が出たということを伝えていただきたい。 

[事務局]    只今いただきました御意見につきましては、担当課に伝えておきます。 

[海老原会長]   横浜国大も学内保育所を作りました。 

この保育所は、教職員、学生にプライオリティーを持たさないで一般市民、 

どなたでも同じようにアクセスできるということで、本校の事務の方が応募

したが落選してしまったということもありました。 

今、冨田委員さんがおっしゃるようなことが片方ではありますが、もう片

方では企業や大学が地域貢献、具体的にもっとそれを落とし込んでいくよう
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な、例えば企業が一般に開放すれば以前は固定資産税を安くしますよという

ようないろんなやり方があったんです。 

いろんな知恵があるんではないか、具体的には、今私は興味を持ってお話 

を伺っていたんですが、イギリスのサッカークラブ「アーセナル」というと

ころが競技場を新しく作り変える。ついてはどういうふうに作り変えるかと

いうと、もう二次利用は一般住宅にしたんです。それに入る人たちの意見を

全部聞いた上で、そこを博物館として利用しつつ競技場を壊さなかったんで

す。もうひとつ隣につくったこともいろいろあったんですが、そこを博物館

として利用しつつ芝生もそのままスポーツ施設として利用し、更衣室等々う

まく作り直して一般住居にしたんです。 

これと同じ発想が広島市民球場にあったかということが、ちょうど今私が 

関心を持っているところなんです。 

これを具体的に自治体レベルに落とし込んだ時に今みたいな話になって、 

今大学は首都圏に戻って来ている、北千住駅に東京電機大学、東京の亀有駅

には東京理科大学など戻って来ている。卖純に戻ればいいっていうものでは

ないんですが、非常に地域と、かつそこに一般の人々の生活にいいことはと

もかく、偶然のことなんですが、スポーツと切り離せない。そこで、という

ふうになってきますので、非常に今の話しを興味深く聞いていました。つま

り言ってみれば大学も一種の企業体であり地域とどういうふうに一緒にやっ

ていくかというふうになると思いますので、できれば、そのうちお話を伺い

たいと思います。 

 

  それでは、本日の審議会の日程をすべて終了しましたので、平成 24年度第 

1回鎌倉市スポーツ推進審議会を閉会いたします。 

 


