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平成 24年度第 2回鎌倉市スポーツ推進審議会 議事録 

 

日  時  平成 25年 3月 25 日（月） 14時～16 時 30分 

場  所  鎌倉武道館 第１会議室 

日  程  １ 平成 24年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録について Ｐ1 

２  鎌倉市スポーツ推進審議会への諮問について         Ｐ2 

３  議題 

(1) 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しの基本方針について  Ｐ3 

(2) 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しにかかる       Ｐ6 

「市民のスポーツ活動に関するアンケート調査」について  

(3)  鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しスケジュールについて Ｐ10 

４  その他 

        平成 25年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催について Ｐ12 

 

会議内容 

【事務局】  本日の出席委員さんは、現在６名で、冨田委員が仕事の関係で尐し遅れ

て出席されることを確認していますので、7名の委員の方の御出席です。

なお、山口副会長、天野委員、荒松委員 3名の方は、仕事等により、欠

席の御連絡をいただいております。 

鎌倉市スポーツ推進審議会条例第７条１の規定によりまして本会が成

立していますことを御報告します。 

 

 １ 平成 24年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録について 

 

【海老原会長】次第 1の「平成 24年度第 1 回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録につ 

いて」、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】  「平成 24年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録について」説 

明をいたします。 

第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会を去る平成 24年 7 月 2日に開催いた

しました。その議事録（案）を御出席された 9名のみなさまへ送付し、御

確認をいただいたところ、2名の委員さんより、10ページの修正と 24ペ

ージの訂正がございました。 

10ページの修正部分では、表現の修正で内容の変更はありません。24

ページにつきましては、担当部署に確認したところ、海抜 9.1メートルで

したので、数字の訂正をさせていただきます。 

2箇所の修正と訂正を御了解いただけますでしょうか。 
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【海老原会長】平成 24年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録(案)について事務 

局から説明がありました。御意見御質疑はありますか。 

             （総員了承） 

       それでは、平成 24年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録(案) 

は、委員のみなさまの承認を受けて(案)を消して、鎌倉市のホームページ

に掲載ということでよろしいでしょうか。 

        

 ２  鎌倉市スポーツ推進審議会への諮問について 

 

【海老原会長】 続きまして、次第２の「鎌倉市スポーツ推進審議会への諮問について」

よろしくお願いします 

【市 長】  諮問をさせていただく前に御挨拶をさせていただきます。 

      本日は、お忙しい中、平成 24 年度第 2回鎌倉市スポーツ推進審議会 

に御出席いただきありがとうございます。委員のみなさまにおかれまし 

ては、本市のスポーツ振興につきまして、日頃より多大なる御尽力をい 

ただき、この場をおかりしまして、あらためて感謝いたします。 

平成 23年 8月のスポーツ基本法の制定を受けまして、昨年 3月にはス

ポーツ基本法に基づくスポーツ基本計画が策定され、スポーツを取り巻く

環境が変化をしてきております。 

       また、本市のスポーツ振興基本計画の策定から 7年あまりが経過して 

おりまして、その内容の検証をする必要が生じてまいりましたことから、 

今般、鎌倉市スポーツ振興基本計画を見直すこととしまして、本日、ス 

ポーツ推進審議会に諮問をさせていただくこととなりました。 

ＰＤＣＡサイクルということで、みなさま方にも視点を持って見ていた

だいていますが、計画を作って終わりということにもなりかねないもので

すから、しっかりとこれまでの過去の検証と今後できなかった部分のどの

ように実現していくかということが重要であると考えます。計画をつくる

にあたってもその中に魂を入れて行けるようなものとなりますことを期

待させていただくところでございます。 

また、特に本市のスポーツ行政に関しましては、スポーツ施設の整備

が重要と考えています。かたや財政の厳しいおり、公共施設の再編を同

時にしているところでございまして、この中では今までの公共施設の建

設のように単独での施設というものはこれから先造ることは難しく、造

らないという一つの方針を打ち出しています。 

どういうことかと申しますと、複合施設であればきちんと整備をして

いくということを含んでおりまして、例えばグラウンドひとつとってみ

ても土、日の利用は非常に多いので、平日の活用をどのようにしていく

かと過去から指摘されているところであり、そうしたところ様々な活用

で有効活用、より利用率を上げていくという施設建設も工夫が必要であ

り、運営にも工夫をして鎌倉にとってのスポーツ全体の施策の推進とい

うことを図っていかなくてはいけない。 

そういったところで、委員のみなさまには、様々な知識や経験がおあ 
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      りでございますので、本市のスポーツ推進のために、みなさま方のお力

添えをいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、鎌倉市スポーツ振興基本計画について、鎌倉市スポーツ推進

審議会条例第 2条第 1号の規定により、鎌倉市スポーツ振興基本計画の見

直しについて、諮問します。 

      平成 25年 3月 25日 鎌倉市スポーツ推進審議会会長 海老原修  様 

 

【事務局】  ここで、市長は、公用のため退席させていただきます。 

それでは、海老原会長議事進行をお願いいたします。 

 

 議題(1) 「 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しの基本方針について」 

 

【海老原会長】それでは、次第 3の 議題(1)「 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しの

基本方針について」事務局から、説明をお願いします。 

【事務局】  鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しの基本方針について説明をいたし 

ます。 

       お手元の資料「鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しの基本方針」を御 

参照ください。 

まず、１番目の見直しの背景についてですが、本市のスポーツ振興基 

本計画は、平成 17年 9月に策定され、その計画期間は平成 37年度までの

20年間としています。しかし計画期間内であっても、社会情勢の変化や計

画の進捗状況を踏まえ必要に応じて見直しを行うとしています。 

今般、平成 23年 8月に国のスポーツ基本法が制定されたことや、計画

策定から７年が経過し、スポーツを取り巻く環境の変化があったことなど

を踏まえまして、現計画の見直しを行うこととしたものです。 

次に 2番目の見直しの必要性についてですが、大きく分けて 2つの視点

からその必要性について説明します。 

一つ目は、現計画に位置づけられた施策検証の必要性として、現計画策

定時から概ね 3～5年以内に実施することとして位置づけられてる「短期

の取組み」につきましては、計画策定から 7 年が経過し、既に実施済みの

ものがあることなど、これまでの取り組み状況を検証して、今後の方向性

を明らかにする必要があります。 

二つ目は、スポーツを取り巻く環境の変化に伴う計画見直しの必要性と

して、現計画の法的根拠となるスポーツ振興法がスポーツ基本法として全

面改正され、平成 23年 8月に施行されたこと、また，スポーツ基本法に

基づき国がスポーツ基本計画を平成 24年 3 月に策定したことに伴い、国

のスポーツ基本計画で地方公共団体にその取り組みを求めている各種の

施策について、本市の実情を勘案して、計画に位置付づけていく必要があ

るというものです。 

次に 3番目の見直しの方向性についてですが、大きく 4つの事項を挙げ

て整理しました。 

一つ目は現計画を基本的に継承していくというものです。 
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青い表紙のスポーツ振興基本計画の 2ページを御参照ください。ここでは、

スポーツ基本計画の趣旨、計画の位置づけ及び計画期間がありますが、基

本的にはこれを継承していくというものです。 

次に基本計画は 3ページを御参照ください。本計画でのスポーツの捉 

え方が掲載されていますが、この定義について、継承していきます。 

なお、これらは環境の変化などがあった場合は、必要に応じて見直しま

す。 

       次に 4ページを御参照ください。スポーツを取り巻く本市の現状と課 

題については、基本的に継承しますが、個々に記載されている市民意向調

査の結果については直近のデータとの比較に更新します。また、市民アン

ケートについても計画策定時と今回行うアンケート結果の比較により記載

内容を見直します。その他、環境の変化等を踏まえ、必要に応じ見直すも

のとします。 

次に基本計画の 5ページから 7ページを御参照ください。計画の基本理 

念として、(1) 本市のスポーツの位置づけ、(2) スポーツを通じて実現す 

る市のすがた及び(3) スポーツを振興するための市の役割は、基本的に現 

計画を継承します。ただし、これらについても環境の変化等を踏まえ必要 

に応じて見直すものとします。 

 次に基本計画の 8ページから 10ページを御参照ください。本計画の構 

成ですが、現計画で位置づけられている施策体系、図になっていますが、

この 7つの柱は、基本的に継承します。ただし、障害者のスポーツ等、 

国のスポーツ基本計画で新たに地方公共団体に求められている取組みを 

体系に位置づけることについて、審議会にて御検討いただきたいと考え 

ています。 

二つ目は、現計画に位置づけられた施策検証に基づき変更する事項とし 

て、現計画策定時に概ね 3～5年後に実施すべき施策として位置づけた「短

期の取組み」については、(1) 既に取り組んでおり今後も事業を継続してい

く必要があるもの、(2) 取り組みが困難であるもの、(3) 参加者が尐なく事

業の縮小または廃止する必要があるものなど、これまでの取組み状況を検証

し、記載内容を見直します。 

       また、現計画策定時に短期での実施は難しいものの引き続き継続して 

検討する必要がある施策として位置づけた「中長期の取組み」について 

は、計画策定時からの状況変化等を踏まえ、(1)今後短期的に取り組む必要

性があるもの、(2)取り組みが困難であるもの、(3)中長期の取組みではある

が既に実施しているものなど、これまでの取組み状況を検証し、記載内容を

見直します。 

三つ目は、国のスポーツ基本計画を参酌して変更する事項として、 平 

成 24年 3月に策定された国（文部科学省）のスポーツ基本計画においては、

スポーツをめぐる現状と課題からスポーツの果たす役割を明確化し、今後

10年間を見通したスポーツ推進の基本方針を掲げており、今後 5年間に総

合的かつ計画的に取り組むべき施策を位置づけています。 

今後 5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策としては、① 学校 
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と地域における子どものスポーツ機会の充実、② 若者のスポーツ参加機会

の充実や高齢者の体力つくり支援等ライフステージに応じたスポーツ活動

の推進、③ 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備、④ 国際競

技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備、⑤ オリンピック・

パラリンピック等の国際競技大会の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の

推進、⑥ ドーピング防止やスポーツ仲裁等の推進によるスポーツ界の透明

性、公平・公正性の向上、⑦ スポーツ界における好循環の創出に向けたト

ップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働の推進の 7つの柱を掲

げており、それぞれの項目ごとに現状と課題を整理し、今後の具体的施策展

開として国や地方公共団体が取り組むべき施策を位置づけています。 

本市の基本計画についても、国の基本計画において地方公共団体に求めら

れる施策を参酌しながら、本市の実情に見合った施策を位置づけていく必要

があります。 

現計画に位置づけられた施策検証に基づく変更と国のスポーツ基本計画

を参酌して変更する事項に基づいて、基本計画の 11ページの鎌倉市スポー

ツ振興基本計画施策体系図、13ページの鎌倉市スポーツ振興基本計画施策一

覧及び 16ページ以降の本論・基本計画編については、取組み時期を明記す

るなど具体性を持った見直しを図ります。 

四つ目はスポーツ施設整備の方針について、市の総合計画実施計画で位置

付けられている市民要望の高い総合体育館・グラウンド・プール・テニスコ

ート・野球場等のスポーツ施設の整備方針について一定の方向性を明らかに

するとともに、現在検討している公共施設再編計画など市の関連計画を踏ま

え、本市の実情に即した施設の整備数とするなどの必要に応じた見直しを行

ないます。 

      以上で説明を終わります。 

【海老原会長】ただいま事務局から説明がありました「鎌倉市スポーツ振興基本計画見

直しの基本方針について」御意見、御質疑はございますか。 

【秋山委員】 平成 7年にスポーツ振興法に基づいて出された「鎌倉市スポーツ施設整 

備プラン」これもこのまま継承されるというふうに先ほどの事務局からの 

説明がありましたが、そのようにとらえてよいですか。     

2ページに載っているものが基本的には、継承されているというふうにと

らえてよいですか。 

【事務局】 平成 7年に策定されました「鎌倉市スポーツ施設整備プラン」につきま 

     しては、鎌倉市スポーツ振興基本計画の 32，33ページに鎌倉市スポーツ 

     施設整備プランの実施結果と評価が記載されており、その中で種目別施設 

の評価とあり、陸上競技場、野球場は 1箇所、水泳プールでは 3個所とな 

っていますが、ここで示されています陸上競技場や、野球場、水泳プール、 

体育館の整備は、使用度が高い施設ということで今後も整備を目指してい 

くという考え方で基本的には、継承していきます。しかし先ほどの市長が 

申しましたように、平成 7年当時とは、若干変わって来ている部分もあり 

公共施設再編計画の中で検討しているところで、新しい施設は単独で作ら 

ないといった基本的な方針がその再編計画の中で掲げられていますので、 

そういったものと整合を図りながら、例えばここで水泳プールは 3個所と 
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なっていますが、体育館との複合など市の公共再編計画との整合を取りな 

がら見直しの中で明らかにしていき、ここで掲げている施設については整 

備する必要があると考えています。 

そういった考え方は継承しつつも平成 7年から 24年までの間に市の情 

勢も変わってきていることを踏まえて見直しをしていきたいと思います。 

【秋山委員】今の部分は、非常に理解ができ予算のない中公共施設の見直しを図られ 

ている。私は学校から出ていますので、学校施設もその中に入っていると 

いう話も受けています。しかし総合体育館やグラウンド、テニスコートと 

考えたとき新たな用地がない、学校だけで考えることではないので、是非 

有効に使えるという部分では総合体育館を大きいだけで立てる複合施設に 

なりえない部分もあるんで、学校施設を充実することでかなり解消される 

のでは。大船中学校体育館についても思ったより広いが、市民総合体育館 

的な要素までいかないというところがありますし、委員会としては生徒数 

からという部分がどうしても出てしまうんですが、市にはそういった部分 

がないのでそのプラスアルファの部分を市長部局の方から市民要望も強い 

ので、広げてでも作ってほしいというようなことがあるのかどうか、それ 

とプールにしても学校プールも年間多く使っていないので、それの有効活 

用からすると例年使っているプールの人数報告を受けていますが、それを 

さらにうまく折衷すると利用が増えるのかなと思っています。ですから施 

設ができるまでの間どちらを優先に造っていくのか、グラウンドも含めて、 

改修も含めて使いやすくしていただければ、かなり市民に貸出しをするこ 

とが可能になってくるのではと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  先ほど公共施設再編計画の話しをさせていただきましたが、あらたに体 

育館を単独で造るという考え方ではなく、プールや体育館、または健康に 

資する他の施設と複合した施設を整備する必要があると考えています。 

 

議題（2） 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しにかかる 

「市民のスポーツ活動に関するアンケート調査」について 

 

【海老原会長】つづきまして、議題 2の鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しにかかる 

「市民のスポーツ活動に関するアンケート」について、事務局から説明を  

お願いします 

【事務局】 「市民のスポーツ活動に関するアンケート調査」について、説明をいた 

します。 

調査対象は、住民基本台帳から無作為抽出した、18歳以上の市民 2,000 

人に郵送法で協力を依頼します。無作為抽出ですが、年齢や男女差は、均等

に行います。調査期間は、平成 25年 5月 1 日から 5月 21日までです。 

それでは、内容の説明を 2ページからいたします。 

今回の調査では、前半、問 1～問 6に運動・スポーツの活動状況とそれ  

れに対しての取り組む姿勢を伺う「ソフト」な部分の項目内容になっていま

す。 

問 1では、日常の運動活動状況で、頻度と場所、種目を尋ねます。 

       ここで読み取れるのは、市内の施設でどの程度運動・スポーツをして 
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      いるか、また公共施設を利用しているかなどです。 

問 2、問 3では、運動・スポーツをしていない理由やどのように条件が 

整えばスポーツをしますかを尋ねます。市民のスポーツ実施率を上げてい

くために、条件整備を行って行きます。 

問 4から問 6では市主催行事に関して、お尋ねします。 

       平成 17年に鎌倉市スポーツ振興基本計画が策定されてから、毎年度事 

業の進捗状況のチェックや評価を審議会等で報告をしておりますが、初 

心者の方の参加、状況や年齢、性別など参加者数だけでは読み取れない 

部分があります。多くの市民が平等に市の行事に参加できるよう、様々 

な事業の開催を計画します。 

問 7から問 9の後半では、現在ある施設の利用状況や利用していない       

      理由、そして利用したいと思う条件を尋ねます。 

       これら問１から問 9までで、運動・スポーツの実施状況やスポーツ施 

      設の利用状況を年代、性別ごとに把握していき、より利用しやすい条件 

整備を計画に取り入れていきます。 

問 10では、施設の整備について、お尋ねします。 

       グラウンドや地域で身近に利用できる体育館などの市民要望や、海浜公

園水泳プールの老朽化による施設の整備と海から近いことから津波対策

による問題などで、水泳プールの再整備について尋ねます。 

       また、テニスコートについては、市内に笛田公園と西御門のコートし 

      かない上、両コートはクレイコートなため、天候に左右され使用できな 

いことも多々あることから、利用可能日数を増やすためには、雨、霜等 

の吸収性の良い材質のコートがよいかなどを尋ねます。 

以上、施設整備については、限られた財源の中で、長期的に見据えた計

画を立て、本計画に取り入れて行きます。 

       そして最終ページには、回答者について、居住区、居住年数、就業状況

を尋ねます。なお、このアンケート調査の実施につきましては、専門業者

に委託し送付、回収、結果の分析並びに結果の報告書の作成等を委託する

ものです。 

市民のスポーツ活動に関するアンケートについては、以上です。 

【海老原会長】ただいま事務局から、説明がありました鎌倉市スポーツ振興基本計画 

見直しにかかる「市民のスポーツ活動に関するアンケート」について、御

意見、御質疑はございますか。 

【若木委員】 公共施設再編成計画でも 2000人のアンケートをとっていると思います

が、前回の基本計画の策定では、1000人でした。人口 17万に対して統計

的にどうでしょうか。どのくらいの回収率になりますか。再編計画では、

806人でしたが、今回回収率が低くても有効になりますか。 

       スポーツに関心がある人は回答しますが、関心がない人は、回答をして

こないと思います。 

【海老原会長】関心がある人、ない人の回答はあると思うので、非常に回収率は重要に

なってきます。 
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【若木委員】 問 10の（1）グラウンドについての質問で、サッカーの公式試合ができ

るグラウンドとありますが、サッカーの公式試合と入れる必要があります

か。 

【事務局】  意図があってサッカーの公式試合と入れたわけではなく、陸上競技につ

いて設問の中で陸上競技大会が開催できるグラウンドと入れていること

から、サッカーの公式試合と入れました。 

【樋口委員】 文章の整合性を持ってください。「あてはまるもの」や「あてはまるも

のすべて」など文言の整理が必要。また、問 1エで「スポーツをしていな

い」があり、問 2の設問で「していない理由を御記入ください」とありま

すが、スポーツをしていない人への質問なのか、問 1エでスポーツをして

いない人が引き続き問 2で回答するものなのかが分からない。 

       また、問 4のスポーツ行事に参加したことがないと答えた人が問 5に進

むのかが記載されていません。 

       平成 17年に計画が策定されたときに行ったアンケートと比較により 

前回の実態と今回 2000人規模のアンケートでは、回収率はどのくらい 

のものであるか、比較する以上整合性を持った方がよろしいかと思いま 

す。 

【事務局】  平成 16年 11月に行ったアンケートと同じ設問があります。それから 

8年が経過していること、社会情勢も変わっていることなどから、ソフ 

トの面では設問は変わっていなく、ハード的な面では、設問を変えてい 

ますので整備の部分では比較ができる部分と比較ができない部分があり 

ます。 

【樋口委員】 アクセスについての設問がありませんが、あまり重要視をしていない 

のですか。 

【事務局】  アクセスも考えて行かなければいけないと考えています。 

【秋山委員】 ここには、こもれび山崎温水プールのことが何も入っていないのはど 

うしてですか。 

【事務局】  ＰＦＩ事業で行っており民間に任せており、公共施設再編計画に入っ 

ていないので、入れていません。 

【樋口委員】 こもれび山崎温水プールを利用している人が多いので設問に入れた方 

がよいと思います。 

       ソフトの面でこもれび山崎温水プールで行っている委託事業もあると

思いますので、こもれび山崎温水プールに触れた方がよいと思います。 

【事務局】  スポーツ施設条例に位置付けられている施設を対象に考えています。西

御門テニスコートは例外ではありますが。 

       こもれび山崎温水プールでは、独自に利用者アンケートを行っている 

と思いますので、そのような中から充実させていくと考えています。 

【河田委員】 こもれび山崎温水プールは、平成 17年にオープンし 8年が経過してお

り、15年間の民間運営後は、市の施設になるんであれば、この計画に入

れておいた方がよいのではないですか。 

【事務局】  その後の運営については、また民営になるのか直営になるのかはまだわ

かりませんが、今の段階では、こもれび山崎温水プールをアンケートに組

み込んでも反映はできるものではないので入れていません。 
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【冨田委員】 こもれび山崎温水プールは、統計を取っていないんですか。 

【事務局】  市の施設としてカウントをしていませんが、利用者の人数はとっていま

す。 

【冨田委員】 市の施設ではないと知らないということですか。 

【事務局】  市の施設との認識はあるが、このアンケートの中には、これから整備し

ようとする施設は、どのようなものがよいかとお聞きするものなので、Ｐ

ＦＩ事業で行っているこもれび山崎温水プールは、別途検討する必要があ

ると考えています。 

【冨田委員】 市に施設でなくても、例示として他の施設を入れているのですか。用途

としてどのようなものが必要かなどとの設問があるが、大真面目で答えて

いる人は期待をしているのではないですか。 

       5ページで体育館や水泳プールを必要と答えているのにできないとは、

実現の可能性がなくてはいけないと思います。 

【事務局】  体育館やグラウンドは整備していく方向は持っています。 

       市の公共施設再編計画の中では、複合施設を図ることを考えています。

身の丈に合った、最大限市民の要望を聞いて取り入れていくことを考えて

います。 

【秋山委員】 西御門テニスコートは、横浜国大からお借りしていることは市民は知 

っているのでしょうか。お借りしている施設に対し、人工芝、クレイコ 

ートを聴くのはいかがなものかと思います。 

【事務局】  どこかで整備する場合の参考として設問していますが、西御門のテニス

コートについては、場合によっては削除します。 

【秋山委員】 フットサルの要望が強いと思います。インドアばかり考えないで外でも

できるので外の施設で考えていくのもよいかと、またテニスコートと併用

するような施設はどうかと思います。深沢多目的スポーツ広場でもできる

ので、そういった質問を入れてもいいと思います。 

【事務局】  浄化センターの上部利用の話しが進んでないので、今いただいた委員の

御意見も含めて検討を進めて行きます。 

【樋口委員】 海浜公園水泳プールのくくり方は、「水泳プールについて」ではないん

ですか。海浜公園水泳プールに特定するのはおかしい。市の施設は、海浜

公園水泳プールだけかと言われかねないし、市の施設は却って不十分と言

われてしまうのでは。 

【事務局】   3.11の東日本大震災後、津波の危険や施設全般の老朽化が進んでい 

     ることから、海浜公園水泳プールの整備について市民の声を尋ねたいと 

     いう主旨であることから、こもれび山崎温水プールもあるわけですが、 

     そのような趣旨から海浜公園水泳プールとしています。 

       資料 2の 3ページに（4）スポーツ施設整備の方針について一定の方 

向性を明らかにするとともに、現在検討している公共施設再編計画など 

市の関連計画を踏まえ、本市の実情に即した施設の整備数とするなど必 

要に応じて見直すことが具体的な例を出して明らかにしています。 

 平成 16年に計画の策定に伴い市民アンケートを行いましたが、それ 

から 8年が経過をして、どのようにスポーツの意識が変わったかをみま 

す。 



10 

 

 前半は、ソフトウエアの部分で、スポーツをしない人の要望や教室、 

イベントについてお聞きし、後半はハードウエアの部分で施設などの実 

態を聞きます。 

 このように、ソフトとハード面の全体をとらえたアンケートの作成に 

なっています。 

【海老原会長】実態を踏まえた上で施設の見直しが必要。国や都道府県は、どのような

ものを行って来たかというと、運動を全くしていない人の要望を聞いて指

導者を増やし施設をつくりました、しかしまったく運動をしていない人、

運動をする気がない人の意見であるので、市民ニーズとずれてつくってい

るんです。したがって運動をする人の人数は、変わっていないんです。 

       平成 17年に策定された計画以降、運動をする人が増えたのは、ウォ 

ーキングとジョギングで水泳、サッカーは尐し増え、その他の野球等は 

増えていない、むしろ減っているんです。 

 市民の実態と施設の整合性をとらないと非常に危ういものになる可能 

性があるという我々の分析でわかっています。 

       そこをとらえるため基本的な資料としても平成 16年に行ったアンケー 

トの内容を振り返り、今の意見を踏まえて、どのくらい運動・スポーツ 

をしているかについて社会資本としてリニューアルを含めたところで具 

体的にスポーツ施設について、どのように考えているかというようなこ 

とをやっていただいて、それを行う部署などを含めて早急に検討してく 

ださい。 

【山田委員】  最初のページには、運動・スポーツと言っているが、どういう人が答え

るかということをイメージして、言葉の定義づけがこのアンケートでは必

要だと思います。平成 16年のときのアンケートと文言を共通にしている

のかもしれませんが、この表現のままだと曖昧になります。 

       問 6に身体に障害を持ってとあるが、障害があるが望ましいです。 

【海老原会長】他に、市民のスポーツ活動に関するアンケートについて、御質疑、御意

見はありますか。 

       事務局から、何かありますか。 

【事務局】  ただいま委員のみなさまから、アンケート調査表の内容につきまして御

意見、御指摘をいただきまして、ありがとうございました。言葉の定義や

文言の整理をしまして、なお且つ、質問内容につきまして、今市民が何を

望んでいるか、運動をしない人、運動をしている人の御意見を引き出せる

ような調査表の作成をしていきます。 

       なお、御意見等ございましたら、4月 5日までに電話やファックス、電 

子メール等でいただけますようお願いいたします。 

 

 

議題 （3） 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しスケジュールについて 

 

【海老原会長】それでは、議題（3）鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しスケジュール

について、事務局から説明をお願いします。 
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【事務局】  鎌倉市スポーツ振興基本計画見直しスケジュール（案）について、説明

をいたします。 

       見直しの計画につきましたは、本日を含めまして、平成 26年 1月ま 

でにかけまして、5回スポーツ推進審議会に諮り、進めさせていただき 

たいと思います。 

先ほど、市民アンケート調査項目の中で、御意見をいただきましたこ 

とで、調査項目の変更等をいたしまして、(案)を取り決定とさせていただ

き、5月 1日から 5 月 21日まで市民のスポーツ活動に関するアンケート調

査を実施いたします。 

       あわせて、市役所内で、関係課へ市役所内部でのグループウェアを使 

いまして、照会をしていきます。 

平成 25年度の第 1回の審議会開催では、鎌倉市スポーツ振興基本計 

画の素案(案)を委員のみなさまに審議いただきます。 

       そして、6月初めにアンケート結果が出ますので、市役所関係課の意 

見聴取をまとめた上、国のスポーツ基本計画を取入れた素案の作成をい 

たします。 

7月の第 2回の審議会開催では、鎌倉市スポーツ振興基本計画(素案) 

を審議していただき、素案の確定と進めて行きたいと思います。それと同

時に市役所内部での政策会議において、鎌倉市スポーツ振興基本計画の見

直しについて、意見公募（パブリックコメント）を行うことを報告します。 

報告後 8月 1日から 8月 30日まで 30日間、ホームページやスポーツ 

施設に冊子、ちらしを置きパブリックコメントを行います。 

9月に入り、パブリックコメントの意見、審議会での御意見を反映し 

た計画(案)の作成を致しまして、11月に第 3 回の審議会で計画(案)の審議

をしていただきます。 

その後、審議会での御意見を反映した、計画の確定(案)の作成をいた 

します。 

そして、第 4回の審議会では、計画の確定(案)として最終審議し、鎌倉市

スポーツ推進審議会から、市長に「鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直し

について」答申をしていただきます。 

そして、平成 26年市議会 2月定例会、観光厚生常任委員会において報

告し、本会議で報告します。 

市民への周知は、平成 26年 5月号の広報かまくらやホームページに掲

載し周知を図ります。 

以上で、スポーツ振興基本計画見直しスケジュール(案)について、説明

を終わります。 

【海老原会長】ただいま、事務局から説明がありました、スポーツ振興基本計画見直し

スケジュール(案)について御質疑はございますか。 

【若木委員】 関係課への照会に、経営企画課や深沢地域整備課などの御意見を伺った

方がよろしいと思います。 

【事務局】  委員のおっしゃるとおりで、ここに掲載されていない関係課もまだある

かと思います。庁内のグループウエアを使い全庁的に周知し意見をいただ

くことを考えております。 
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【海老原会長】他に御質疑、御質問はいかがでしょうか。 

ないようでしたら、これでスポーツ振興基本計画見直しスケジュール（案)

について議題は終了します。 

 

 

次第 （４） その他 平成 25 年度第 1 回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催について 

 

【海老原会長】つづいて、次第４のその他の 平成 25年度第 1回鎌倉市スポーツ推

進審議会の開催について事務局から、お願いします。 

【事務局】   先ほど、スケジュールの中で説明をさせていただきましたが、平成

25年度鎌倉市スポーツ推進審議会第１回の開催につきましては、5月 20

日(月)を予定させていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

       （総員 5月 20日で了承） 

【海老原会長】それでは、平成 25年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催は、5

月 20日に開催を予定したいと思いますので、みなさまの御出席をよろ

しくお願いします。 

その他、委員のみなさまから何かございますか。 

御意見等ないようでしたら、以上をもちまして、平成 24度第 2回鎌 

倉市スポーツ推進審議会を閉会します。 

長時間にわたり、御協力ありがとうございました。 

 

       

 

 

 


