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平成 25年度第１回鎌倉市スポーツ推進審議会 議事録    

 

日  時 平成 25年 5月 20日（月） 14時 00分～16時 00分 

場  所 鎌倉武道館 第１会議室 

日  程 １ 新委員委嘱辞令交付 

     ２ 議題 

鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案について  Ｐ1 

３ 報告事項 

       市民のスポーツ活動に関するアンケート調査内容について Ｐ22 

４ その他 

       第 2回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催日程について Ｐ26 

 

審議会の成立について 

【事務局】   本日の出席委員さんは、7名の委員の方の御出席です。なお、天野委

員及び新委員の大平委員と同じく新委員の小川委員 3名の方は、仕事

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 新委員委嘱辞令交付 

 

【事務局】   審議会に入る前に、委員の勤務先の御退職や異動等により平成 25年

3月 31日付で、秋山定明委員、荒松礼乃委員、山田寛委員 3名の方を

鎌倉市スポーツ推進審議会委員の嘱を解かせていただきました。 

       つきまして、あらたに平成 25 年 5月 2日付で、神奈川県立体育センタ

ーから御推薦をいただきました「大石進委員」、鎌倉市立中学校校長

会から御推薦をいただきました「大平敦委員」、そして鎌倉女子大学

短期大学部初等教育学科に御勤務の「小川幸代委員」3名の方を委嘱さ

せていただきます。 

        （磯崎次長から辞令交付） 

委員自己紹介 

事務局職員自己紹介 

  

２ 議題  鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案について  
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【海老原会長】 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案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】   それでは、鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直し素案について、そ

の内容を説明いたします。 

鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直しは、国のスポーツ基本計画の

策定や現行のスポーツ振興基本計画の検証の必要性などを踏まえ行う

もので、見直しの基本的な考え方は、計画の位置づけや期間、基本理

念などの骨格部分は現行計画を踏襲する中で、国の基本計画で地方公

共団体に求められている取り組みや市の現行計画の検証等を踏まえ、

今後市が取り組むべき施策を見直そうとするものです。 

なお、本日お示しした見直しの素案は、まだ関係課等との調整前の

ものですので、内容については、今後の関係課等との調整を経て修正

がありますことを御了承ください。 

        それでは、見直し素案の序論部分について説明します。 

現行計画の「目次」を御覧ください。 

序論部分は、1「スポーツ振興基本計画とは」、2「本計画でのスポ

ーツの捉え方」、3「スポーツを取り巻く本市の現状と課題」、4「本

計画の基本理念」、5「本計画の構成」という 5つの項目で構成されて

います。 

見直し素案の目次を御覧ください。 

序論部分について、見直し素案では、1「スポーツ振興基本計画とは」、

2「スポーツ振興基本計画見直しの視点」、3「計画の位置づけ」、4「計

画の期間」、5「本計画でのスポーツの捉え方」、6「本計画の基本理

念」、7「本計画の構成」という 7つの項目といたしました。 

       まず、現行計画 4ページのスポーツを取り巻く本市の現状と課題につ 

       いては、見直し素案のスポーツ振興基本計画の見直しの視点や計画の

位置づけの項でスポーツに関する国の動向や市の課題等について記載

しましたので削除しました。 

また、現行計画では、「スポーツ振興基本計画とは」の項の中にあ

りました計画の位置づけと計画の期間については、見直し素案の「ス

ポーツ振興基本計画とは」の項に今回計画を見直すこととなった理由

を記載したことにより、この項の直後に 2としてスポーツ振興基本計

画の見直しの視点の項を新設したため、それぞれ新たに項を設け記載

することにしました。 

それでは、見直し素案序論部分のそれぞれの項目について説明いた

します。現行計画・見直し素案のそれぞれ 2 ページを御覧ください。 
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１「スポーツ振興基本計画とは」の項では現行計画では（1）として 

「趣旨」を、（2）として「計画の位置づけ」を、（3）として「計画

期間」について記載していますが、先ほど述べましたとおり、見直し

素案では、「計画の位置づけ」と「計画期間」については、それぞれ

新たな項を設けたためこの項からは削除しました。この項の記載内容

は、市のスポーツ振興基本計画は国のスポーツ振興基本計画を参しゃ

くして平成 17年に策定されたこと今回、国のスポーツ基本計画が新た

に策定されたこと等により計画を見直し、「改訂版」を策定したこと

について記載しました。 

次に、見直し素案の 2ページ、2の「スポーツ振興基本計画見直しの

視点」につきましては、今回の見直しにあたり新たに設けた項目で、5

つの視点から見直しを行うこととしております。 

なお、見直しの基本的な考え方は、「計画の位置づけ」や「計画期

間」、また、「計画の基本理念」や「計画の構成」等については現行

計画を踏襲する中で、国のスポーツ基本計画を参しゃくした新たなス

ポーツ施策などを市の計画に位置づけ本市のスポーツの推進を図るこ

ととしております。 

まず、見直しの視点の 1点目は、国のスポーツ基本計画の策定です。 

平成 24年 3月に策定されたスポーツ基本計画は、スポーツ基本法に 

基づく計画として、今後の我が国のスポーツ施策の具体的な方向性を

示すものであり、国、地方公共団体及びスポーツ団体等の関係者が一

体となって施策を推進していくための重要な指針として位置付けられ

ておりスポーツ基本法においては、地方公共団体はこのスポーツ基本

計画を参しゃく（長所を取り入れること）して、その地方の実情に応

じたスポーツに関する計画を定めるよう努めなければならないとされ

ていることから、今回の見直しにあたっては、スポーツ基本計画にお

いて、地方公共団体に取り組みが求められる施策について、本市の実

情に即した取り組みを計画に位置づけていくこととしました。 

見直しの視点の 2点目は、現行の市のスポーツ振興基本計画の検証

です。市はこれまで、計画に位置づけられた各種の施策を実施してま

いりましたが、計画の策定から 8年が経過したことに伴い、これまで

取り組んできた事業の進捗状況を検証し、今後市が取り組むべき施策

の見直しを図ることとしました。 

見直しの視点の 3点目は、市関連計画の策定等です。 

現在、市では、総合計画の次期基本計画を前倒しして、平成 25年度 
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中に見直すこととしていること、また、今後の市の施設の維持や改修

等の基本的な考え方を示す公共施設再編計画基本方針が平成 25年 4月

にとりまとめられたこと等を踏まえ、これらの関連計画と整合を図る

観点からの見直しを行うこととしました。 

見直しの視点の 4点目は、市民による行政評価等です。 

市では毎年度、総合計画に関する市民意識調査や市民評価委員会に

よる行政評価を行っており、平成 24年度に実施したそれぞれの調査に

おいては、ここに記載のとおりの評価を受けております。 

市民意識調査におけるスポーツ・レクリエーション分野の市民満足

度指標は 41.4％、また、1回 30分以上の運動を週１回行っているスポ

ーツ実施率は 49.5％であり、スポーツ・レクリエーション活動に対す

る満足度やスポーツ実施率の更なる向上を図るための見直しを図りま

す。 

また、市民評価委員会では、不足する施設の代替えとなる取組みと

して、施設の上部利用や周辺都市との連携、ナイター設備や施設の開

館時間延長などが意見として出されており、これらの意見を踏まえた

見直しを図ることも必要だと考えております。 

   最後に、見直しの視点の 5点目は、市民アンケート結果に基づく対 

  応です。現在実施している「市民のスポーツ活動に関するアンケート 

  調査結果により明らかになった課題に対応した見直しを図りたいと考 

えております。 

次に、現行計画の 2ページ、見直し素案の 4 ページ・5ページを御覧

ください。 

見直し素案の 3「計画の位置づけ」及び 4「計画期間」は，基本的に

現行計画からの変更はございません。 

なお、見直し素案 3の「計画の位置づけ」の項では、現行計画 3「ス 

ポーツを取り巻く本市の現状と課題」の項で記載されている市の総合

計画との関連について新たに記載するとともに、国の基本計画や市の

総合計画と市のスポーツ振興基本計画との関連性がわかるよう図を 

挿入しました。 

次に、現行計画 3ページ、見直し素案の 5ページを御覧ください。 

「本計画でのスポーツの捉え方」については変更はございません。 

次に、現行計画の 5ページ、見直し素案の 6ページを御覧ください。 

「本計画の基本理念」につきましては、「楽しむ」、「体力と健康

をつくる」、「子どもの健全なからだとこころをつくる」、「高齢者

の健康を守り生きがいをつくる」、「コミュニティを活性化させる」

という 5つの理念及びスポーツを通じて実現する市のすがたとしての
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「Ｅｎｊｏｙ’鎌倉’スポーツライフ」、また、政策目標としての「ス

ポーツ実施率 60％」をめざすことについては、現行計画を踏襲します。 

なお、現行計画の（1）「本市のスポーツの位置づけ」については、 

見直し素案においてこの項を削除し、本計画の基本理念のタイトルの

下に「市民の健康で豊かなくらしを実現するために、市は、次の視点

からスポーツの推進を図ります。」という文章を設けることにより簡

素化しました。 

また、現行計画の 7ページ（3）において、「スポーツを振興するた

めの市の役割」について述べておりますが、見直し素案においてはこ

の項を削除し、本計画の基本理念のタイトルの下に設けた「市は、次

の視点からスポーツの推進を図ります」の文章に集約しました。 

次に、現行計画、見直し素案ともに 8ページを御覧ください。 

「本計画の構成」につきましては、現行計画における構成から変更は

ございませんが、記載の内容については、現在の市の状況等に応じた

修正をしております。 

まず、「あらゆる市民のスポーツ」では、指定管理者との連携の視

点を加筆しました。 

次に、「子どものスポーツ」では、社会問題ともなっている「子ど

もの体力低下」の視点や市が現在取り組んでいる事業について加筆し

ました。 

次に、「高齢者のスポーツ」及び「競技スポーツ」については、修

正点はございません。 

次に、「スポーツ（活動）の拠点づくり」については、市の関連計

画との整合を図り、「公式競技が可能な施設の整備をめざすこと」、

「整備にあたっては、ＰＦＩ等民間活力の導入や施設の複合化につい

て検討すること」、また、民間スポーツ施設の借用などについて、よ

り具体的な記載としました。 

「スポーツのシステムづくり」は、若干の文章の修正を行いました。 

見直し素案の 10ページを御覧ください。 

「スポーツの情報提供」については、現行計画策定時から現在まで

の間に、施設予約システムの導入やホームページ、ツイッター等の活

用を図ってきたことから、これらの取り組みを継続しつつ、指定管理

者との連携による情報提供の充実などを加筆しました。その下に記載

しております、計画の全体構成については変更はございません。以上

で 序論部分の説明を終わります。 

引き続きまして、本論の説明に入らせていただきます。 

本論は、市がこれから行う施策について、現状と課題、施策の方向性 
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及び主な取り組みについて具体的に記載したものです。 

説明は、それぞれ担当職員から説明いたします。 

   本論基本計画について、説明をさせていただきます。 

お手元の現行計画、基本計画、資料 1－1の 16ページ、17ページを

御参照ください。 

まず、計画書の作成ですが、基本的には現行計画を踏襲したつくり

としておりますが、16ページの現状と課題、施策の方向性の文章につ

きましては、現行計画を策定した以降、これまでの取組状況や本市の

スポーツを取り巻く状況の変化に応じて、課題や施策の方向性を整理

した文章に改めていきます。 

次に 17ページを御参照ください。 

現行計画には短期の取組みと中長期の取組みとありますが、これら

の取組みにつきましては、実施して来たものもありますので、見直し

素案では、これまでの取組みという項目を新たにつくり、そこに実績

としてまとめました。 

なお、短期の取組みについては、現行計画では、3年から 5年後に実

施しているものと定義していましたが、見直し素案では、これまでの

取組み今後も継続する事業、または、3年から 5年後には実施している

ものと変更しました。 

中長期の取組みは、現行計画と定義は変えず、短期での取組みは難

しいものの引き続き継続して検討する事業を指します。 

以降、全部で 7つの柱ごとに、この形式で構成しております。 

   続きまして、資料 1－2について説明させていただきます。 

   資料 1－1は、17ページ、18ページを資料 1－2は、1ページから 3 

ページを御参照ください。 

   施策の柱ごとの短期の取組み、中長期の取組みについて、現行計画

と見直し素案との改訂内容を対比した表となっています。 

   1－2の資料では、一番左の列は、現行計画の取組内容、その右が見

直し素案の取組内容（改定案）その右が継続、新規、変更などのその

方向性を、一番右の列にその理由を記載しています。これを７つの柱

ごとにこの形式で構成しております。それでは、施策ごとに説明をさ

せていただきます。 

スポーツ活動の振興「あらゆる市民のスポーツ」から説明いたしま

す。鎌倉市スポーツ振興基本計画の 16ページと 17ページをお開きく

ださい、あわせて見直し素案をお開きください。 
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まず初めに、現状と課題ですが、市民のスポーツ活動に関するアン

ケート結果から年代ごとのスポーツ実施率、また、スポーツをしてい

ない方の理由を現状として記載します。その上で、障害がある方を含

めたあらゆる市民がスポーツに気軽に取り組む環境が必要であること

を課題として記載しました。 

次に、施策の方向性ですが、スポーツ環境をより一層充実していく

ことを記載しています。国のスポーツ基本計画の中でも、 

1 スポーツを身近に親しむことができる交流の場を設定する  

2 親子、家族が参加できるスポーツ教室やイベントの開催  

3 スポーツをしていない人、働く人へのスポーツ参加の機会の提供 

4 障害がある人のニーズを把握し、障害者団体との連携  

5 地域スポーツクラブの育成と推進、指導者の充実、総合型地域スポ

ーツクラブの設立などが、地方公共団体に求められています。 

これらを、市の計画に取り入れ仕事や育児で時間が取れない市民に

スポーツ施設の開館時間の延長や学校利用の拡大を図っていきます。

また、スポーツ施設の指定管理者による民間のノウハウを取入れた事

業を展開していきます 

次に主な取組みで、短期の取組みを説明いたします。 

はじめに、■市民へのスポーツの啓発ですが、・が 3つありまして、 

これらは、過去現在実施していることから、これまでの取組みに移行

し、見直し素案では、2枠目の■市民のスポーツイベント参加促進を■

の市民へのスポーツの啓発に統合し・スポーツイベントの充実にしま

した。また総合型の枠を飛び越えて 4枠目の■スポーツプログラムの

充実を同じく■市民へのスポーツの啓発に統合し、市民ニーズに応じ

た民間ノウハウを取り入れたスポーツプログラムの充実にしました。 

   なお・の部分については、実施してきているため、これまでの取組

みに移行しました 

次に 3枠目の■の総合型地域スポーツクラブの育成ですが、改定案

では、支援を追加しました。新しくクラブを創設する団体に支援する、

また既存の団体に対し支援していくということで、創設団体への支援

を追加しました。 

次に■スポーツプログラムの充実ですが、・の市民ニーズに応じた

プログラムの充実は 1枠目の■市民へのスポーツの啓発に統合しまし

た。なお、スポーツリーダー、指導者の活躍の場の提供とネットワー

ク化とスポーツリーダー、指導者の育成は、国のスポーツ基本計画に

掲げられています■地域のスポーツ指導者の充実を新設しそこに入れ

ました。 
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次に、■鎌倉の自然を活かしたスポーツの活性化では、現行計画の

中で・海や山など自然を活かしたスポーツイベントの誘致とあります

が、誘致の部分を開催にし、開催の中に誘致の意味合いを含めるもの

としています。また、・子ども達への武道や遠泳などの指導の充実が

ありますが、その上に・武道やマリンスポーツなど関連団体とのパー

トナーシップの促進とありますことから、そこに統合ます。 

次に、障害者のスポーツ参加の促進を中長期の取組みから短期の取

組みに編成し直して、福祉団体と連携を取りながら進めて行きます。 

次に、■学校施設の開放による市民のスポーツ活動の促進では、学

校施設の改築等に合わせて、市民に開放できるよう利用の拡大を充実

していくとともに、施設利用者登録のガイドブックによる施設利用者

団体を紹介していき、地域住民の活動の場を広げます。 

中長期の取組みでは、スポーツプログラムの充実は、短期の取組み

の■市民へのスポーツの啓発に統合しました。 

次に、■鎌倉の自然を活かしたスポーツの活性化では、・オープン

スペースという部分を自然の中でという表現に変えました。 

次に、障害者のスポーツ参加の促進を中長期の取組みから短期の取

組みに編成し直します。 

続いて、医療機関などとのパートナーシップでは、短期の取組みで

医師会との連携を取り運動・体力相談を実施しましたことは、これま

での取組みに移行し、改定後は、スポーツのシステムづくりに統合し

ます。 

続きまして「子どものスポーツ」を説明いたします。 

現状と課題では、子どもが思いきり体を動かす場所や機会の減尐か

ら、子どもの体力低下とそれに伴い肥満の割合が増えたことで、その

後の生涯の健康面に影響が懸念されることや、運動をする子としない

子の二極化がみられ、学校での体育の指導が難しくなるという傾向が

あります。このようなことから、子どもが遊びをとおして自然に体を

動かすことに興味が持てるような環境の整備が求められています。  

施策の方向性では、国のスポーツ基本計画で 

1 幼児期から体を動かした遊びに取り組む習慣や望ましい生活習慣

をみにつけるための取組みを求める 

2 学校とスポーツ団体等の連携を行い、子どものスポーツへの参加機

会の選択肢を充実させるための取り組み 

3 子どもの発達段階に応じて多様な指導を行うことができるスポー

ツ指導者の養成や指導者の資質向上を図る講習会の開催に取り組む

ことなどが、求められています。 
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        これらを市の計画に取り入れ、子どもたちの発育・発達の段階に応

じてスポーツを選択肢できる機会の提供を充実させ、スポーツを通じ

て心身共に「健康なからだづくり」と、「健全なこころづくり」を進め

ていきます。 

短期の取組みでは、現行計画には、■就学前の子どものスポーツの

きっかけづくりとありますが、就学前を取って子どものスポーツのき

っかけづくりとし、就学前も子供に含め、幼児、児童、生徒を指した

表現に変えました。また、子どもの安全に配慮するため、見守りのボ

ランティアの活用と国のスポーツ基本計画に発達段階に応じた多様な

指導が求められていることから、指導者のセミナーと合わせて、ボラ

ンティアの活動方法などのセミナーの開催を入れました  

次に 2枠目の■学校スポーツと地域スポーツの連携と 3枠目の学校

とスポーツ団体とのパートナーシップとを統合し、学校と地域やスポ

ーツ団体との連携とし、現行計画にあります・学校と地域のスポーツ

との関係の見直しという表現を、改定案では、・学校クラブや部活動

への地域指導者の派遣・紹介というように具体的な表現に変えました。

また、競技スポーツの興味づけとして・アスリートによる指導と交流 

を追加しました。 

続いて、■学校スポーツへの支援を新設し、市が学校スポーツへの

支援として施設の優先使用や運動用具の貸出を入れました 

中長期の取組みでは、■学校スポーツの充実は、引き続き継続して

いきます。 

続いて 2枠目の■学校スポーツと地域スポーツの連携は、短期の取

組みの中の■学校と地域やスポーツ団体との連携に編成しました。 

続きまして、「高齢者のスポーツ」を説明いたします。 

まず、現状と課題では、市の経営企画課で毎年行なっています市民

意向調査で、高齢者のスポーツ実施率は 60％を超えており、今回の市

民アンケートは現在実施中ですが、他の年代より高い数値が出ること

と思います。 

しかし、高齢の方にとっては、運動機能の低下や疾病等による身体

の不安や新しいことへのチャレンジは難しく、住み慣れた地域での開

催や友達がいればできるといった、スポーツをするというよりもおし

ゃべりを楽しむといった場の提供が必要です。そして同時に、高齢者

の体や考え方を理解するとともに、おしゃべりの聞き役などができる

スポーツリーダーが求められます。 

施策の方向性では、国のスポーツ基本計画では、スポーツボランテ

ィア等のスポーツ活動を通じて、地域社会に参加し積極的な役割を得
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ることができるようスポーツプログラムやスポーツイベント等様々な

機会を提供することを掲げています。定年退職後や子育てが一段落し

た方が、健康で活力に満ちた生活を送ることができるようスポーツ施

設で指定管理者が行う民間のノウハウを取り入れた体力づくり教室や

地域で気軽に無理なくできる健康体操やノルディック・ウォーキング

など、また年令とともにみられる膝痛や脊柱管狭窄症など痛くて運動

もできないという方には、水中ウォーキングなど体にやさしいスポー

ツプログラムを提供していきます。そして、高齢の方の豊富な経験を

活かし、子どもや障害者のスポーツにボランティアとして参加するこ

とで生きがいが持てるよう様々なプログラムも充実していきます。さ

らに、安全なスポーツ活動の取組みを行うことから、医療機関や市の

関連課と連携を充実します。 

主な取組みとして短期の取組みでは、■高齢者のスポーツ参加の促

進では、体力測定用具等の貸出を追加し、高齢者の体力を計ることで

スポーツの継続化につなげることから、測定器具の貸出を行って行き

ます。    

これまでに実施した事業につきましては、これまでの取組みに移行

します。 

次に、■高齢者向けのスポーツプログラムの充実では、現行では、

高齢者の体力に応じたスポーツプログラムの提供になっていますが、

改定案では、個々にあったスポーツプログラムの提供に変更していま

す。高齢者の方は、長年の生活習慣や社会環境により、考え方や運動

機能を含めた健康状態が一人ひとり大きく異なるため、プログラムの

作成には注意しなければなりません。 

次に、3枠目の■スポーツを通した体力・健康づくり・介護予防の促

進では、■高齢者向けのスポーツプログラムの充実に統合します。 

中長期の取組みでは、現行の■スポーツ施設の利用環境の向上で・

施設のバリアフリー化は、スポーツの拠点づくりと重複していること

から拠点づくりに統合します。また、スポーツ施設への交通アクセス

の整備は、スポーツのシステムづくりと重複していることから、シス

テムづくりに統合します。 

次に 2枠目の■医療機関などとのパートナーシップでは、スポーツ

のシステムづくりと重複していることから、システムづくりに統合し

ます。 

鎌倉医師会との連携でドクターによる運動・体力相談の実施は、短

期の取組みで実施したことから、これまでの取組みに移行します。 
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引き続きまして、「競技スポーツ」について、説明いたします。現

行計画、見直し素案ともに 22ページを御参照ください。 

        まず、現状と課題については現行計画と大きな変更はしておりませ

んが、2行目に昨年ロンドンオリンピックの体操競技で銀メダルを獲得

された方や女子サッカーのヤングなでしこに選出され国際大会で活躍

された方をはじめ、近年の市民の活躍について記載しました。 

また、最後の行に課題が指摘されています、との表現がありますが、 

市としてこの課題を認識していますので、課題があります、と主体的

な表現にしました。 

続きまして、施策の方向性については、2行目から 4 行目にかけて、 

スポーツ団体との役割の見直しについての記載がありますが、国の基

本計画の基本方針に則って、より積極的に市が競技団体と連携して取

り組むという、表現にしました。 

        また、最後から 4行目移行以降については、ジュニアの指導体制に

ついて、子どもたちに早い時期から高いレベルの指導に触れる機会を

つくることで、トップ選手を目指す志のある子どもを育成する指導体

制を整えるものに変更しました。 

        続きまして、現行計画、見直し素案ともに 23ページ、資料 1－2の 

8ページを御参照ください。 

まず短期の取り組みについては、現行の競技スポーツの活性化のた

めの啓発のうち、鎌倉出身（ゆかり）出身のトップアスリートとの交

流会については、平成 18年度から実施しているため、これまでの取組

みに移行しました。 

        各種スポーツ団体との役割分担の見直しについては、国の基本計画

の「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を行

う」の基本方針に則って、本市においてもより積極的に活動場所の確

保、指導者の派遣等の支援に取り組むこととするため、「役割分担の

見直し」を「支援」に変更しました。 

次に、トップアスリートから指導を受ける機会の拡大については新

規の取り組みで、高いレベルで活躍する（した）トップ選手の指導を

受ける機会を拡大していくものです。現在も体操競技、プロ野球が積

極的に地域貢献として教室を開催していますが、他の種目においても

受け入れ態勢があるものは積極的に紹介し、ないものは開催に向けて

道筋を付けて行く、という趣旨のものです。 

        次に、ジュニアの競技力向上に向けた支援も新規ですが、市内大会

等で優秀な成績をおさめた子どもを表彰することにより、子どもがよ
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り強い意欲を持ってスポーツに取り組めるよう支援する、という趣旨

のものです。 

次に、ジュニアの指導体制の確立ですが、子どもたちに早い時期か

ら高いレベルの指導に触れる機会をつくることで、トップ選手を目指

す志のある子どもを育成する、という趣旨のものとし、これまで中長

期の取り組みであったものから短期の取組みに移行します。 

        次に、中学校で必修となる武道等の指導の充実は新規の取り組みで、 

国の基本計画を参しゃくして、本市においても取り組むものです。 

        中長期の取り組みは、ジュニアの指導体制の確立を短期に移行した

以外は、引き続き同内容で記載します。 

続きまして見直し素案の 25ページを御覧ください。「スポーツの拠

点づくり」について説明します。 

この項につきましては、現行計画が策定された平成 17年以降、スポ

ーツ施設への指定管理者制度や施設予約システムの導入や、平成 23年

3月に発生した東日本大震災、また、深沢多目的スポーツ広場の暫定利

用期間が間近に迫っていることなど、施設整備を検討する上で大きな

変化がありましたので、記載内容を全面的に変更いたしました。 

まず、現状と課題につきましては、県内他市に比べ、施設の数・規

模ともに十分とは言い難い状況のもと、同時に複数の競技を行うこと

ができる施設がないことから、スポーツ団体等は大会の運営に苦慮し

ていること、また、海浜公園水泳プールは、老朽化が進むとともに、

その立地条件から津波への対策が必要になっていること、深沢多目的

スポーツ広場は、その暫定利用期間が迫っていることから代替施設の

確保が求められていること、さらに、市民が気軽にスポーツ活動に取

り組めるよう既存施設の利用環境の向上が求められていることなど、

現状における課題を記載しました。 

        次に、施策の方向性の項では、これらの課題に対応するため、まず、

総合体育館やグラウンドなどの拠点施設の整備をめざしていくこと、

その整備にあたっては、公共施設再編基本方針との整合を図ること、

海浜公園水泳プールについては、津波の被害を勘案すると、現在の場

所に新たな施設を建設することは、公費支出の観点等から難しいと考

えるところであるが、今後の方針が決定するまでは、現在の仮設棟を

活用し津波対策を講じる中で運営を継続すること、また、深沢多目的

スポーツ広場については、近隣企業との協議を進めるとともに、市有

地の利用の可能性についての検討を進め、暫定利用期間終了後の施設

確保に努めること、さらに、既存施設の利便性の向上については、天

候に左右されない施設整備の検討を進めるほか、指定管理者との協議
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により、市民が利用しやすい施設運営を図っていくこととし、この考

え方をもとに今後市が取り組むべき施策を明らかにしました。 

26ページを御覧ください。 

まず、スポーツの拠点づくりに関するこれまでの取組みについては、

ここに記載のとおり、平成 17年の現行計画策定以降、スポーツ施設建

設基金の設置、スポーツ施設整備懇話会における検討、指定管理者制

度および施設予約システムの導入、関係条例の整備や近隣市町との施

設相互利用の開始、また、既存施設の設備改修などを行ってきました。

これらの取組みを踏まえ、今後市が行う主な施策としましては、 

まず、短期の取組みとして、海浜公園水泳プールについては、今後の

プールの整備方針の明確化、深沢多目的スポーツ広場については、代

替グラウンドの確保、テニスコートについては、既存施設の上部利用

の検討、また、施設整備資金の確保策として、スポーツ施設建設基金

への寄付の要請やネーミングライツパートナーの募集を行っていくと

ともに、施設の開場時間の延長や学校体育施設の更なる活用促進など

によりスポーツ施設の利用環境の向上を図ることとしています。 

次に中長期の取組みとしましては、まず、総合体育館やグラウンド

については、深沢のまちづくり計画の中でその整備を実現していくた

めの検討を進めます。また、プールや野球場などその他の施設整備に

ついては、その整備用地についての情報収集に努めるとともに、高齢

者や障害がある方への対応として、新規施設整備や施設の大規模改修

時には、施設のバリアフリー化や施設への交通アクセスの改善を図る

ため、関係課との協議を進めます。さらに、スポーツ施設の利用環境

の向上への取組みとしましては、テニスコートの全天候型への改修や

野球場への夜間照明の設置等について検討していくこととしています。 

続きまして見直し素案の 28ページ、主な取り組み見直し（案）一覧

は 12ページを御覧ください。 

「スポーツのシステムづくり」について説明します。 

この項につきましては、大きな変更点はありませんが、財政面など

今後いっそう厳しさを増す中、現状と課題について今後、市だけでは

なく地域のスポーツ行事を、だれでもが気軽に参加できるような内容

に工夫改善し、多くの市民への運動のきっかけづくりを積極的に行う

ことは、スポーツ活動の重要な方向性のひとつです。さらには、継続

してスポーツを楽しめる場を作っていく努力が求められることを追加

記載しております。 
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施策の方向性につきましたは、現在実施している指定管理による適切

な施設管理や各種スポーツ教室の実施等により市民サービスの向上を

図ることを追加記載しております。 

29ページを御覧ください。まずスポーツのシステムづくりに関する

これまでの取組みについては、記載のとおり、4項目「他の自治体との

施設相互利用」「企業とのパートナーシップの構築」「施設利用者の

受益と負担の見直し」「民間活用による施設整備・運営などの充実・

促進を行ってきました。 

これらの取組みを踏まえ、短期の取組みについては、企業とのパー

トナーシップの構築については、ネーミングライツパートナーの募集

を記載しております。 

中長期の取組みにおいては、様々な人びとが集まる組織づくりや場

所の提供では、学校体育施設や公共スポーツ施設等が「新しい公共」

を担う地域コミュニィテの核となる機能の充実に変更しております。

これは、国のスポーツ基本計画では地域住民の交流の場となるよう、

ロッカールム、温水シャワー・セミナー室・談話室等を備えたクラブ

ハウスの整備を推進することとしております。 

       続きまして、「スポーツの情報提供について」、説明いたします。 

  現行計画は 28ページ、見直し素案は 31 ページを御参照ください。 

        まず、現状と課題につきましては、この情報提供の取組みについて

は現行計画ができて以降、例えばホームページを開設し教室、イベン

ト、施設の情報を発信してまいりました。また、施設予約につきまし

ては、システムの導入により、市民の方がいつでも、どこからでも空

き状況照会や予約の申し込みができるよう環境の整備を行いました。

また、今ではツイッターの活用をしてスポーツ情報の発信を行ってい

ます。 

  施策の方向性については、今後、さらに情報発信、情報の収集を充

実させていくことの重要性を示すとともに、例えば、指定管理者がホ

ームページを開設したり、指定管理者が発行している情報紙などがあ

りますが、指定管理者と連携をすることにより、これまでスポーツに

親しんでこなかった市民にも幅広く情報を提供していくものへ変更し

ました。 

続きまして、現行計画は 29ページを、見直し素案は 32ページ、資

料 1－2の 15ページから 16ページを御参照ください。 

ここはすべて、短期の取り組みですが、市民への情報提供体制の充

実の「市民への情報提供プラットフォームの構築」はホームページ、
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ツイッターを活用した施設情報、イベント・教室開催情報等の提供に

積極的に取り組んでいるため、これまでの取組みに移行しました。 

また、「施設予約情報」については、予約システムの運用により、

施設の空き状況、個人利用可能時間帯の確認など、情報提供をしてい

ます。従って、この取り組みについては「スポーツ団体情報、指導者

情報」の提供をさらに充実させる必要があるため内容を変更しました。 

また、施策の方向性でも示した指定管理者との連携について追加し

ました。 

次に、市民からの情報収集体制の充実は、変更ありません。 

最後に、施設予約のシステム化は、平成 18年度にスポーツ施設の予

約システムを導入し、現在運用中ですので、これまでの取組みに移行

しました。 

現在ではこのシステムが、市民に定着し、市民のスポーツ活動に欠

かせないものとなっております。また、平成 27年度にシステムの更新

を予定しておりますので、今後もより使いやすいシステムの構築、運

用をしていく必要があるため、施設予約のシステムの充実に変更して

掲載しました。 

以上で説明を終わります。 

 【事務局】   本日の見直し素案につきましては、まだまだ文章の遂行などが必要

と考えています。特にスポーツの拠点づくり施設整備に関することで

すが、見直し素案 25ページにありますスポーツの施設整備の考え方の

部分で総合体育館・グラウンド・海浜公園水泳プール・深沢多目的ス

ポーツ広場がありますが、ここでお示ししていただいているのは今の

段階では、スポーツ課がこのよう方向で行きたい、特に深沢のまちづ

くり計画の中で位置づけて実現させていきたいというような記述をこ

の計画の中で示させていただいていますが、このような部分でも今後、

関係課と調整をしてという形になりますし、例えばプールにしまして

も立地条件にしても記載してありますとおり、今の場所に新しい施設

を建設するものかどうか、現在市民アンケートでそういった質問の中

に取入れ、結果が出て市民の意向とか、公共施設再編成計画と整合を

図りながら、もう尐し突っ込んだ記載になるか、今後次回の審議会ま

でに、関係課と協議を進め、またアンケートの結果を踏まえまして、

記載内容について修正になると思われます。その点を御了承ください

ますようお願いいたします。 

【海老原会長】  鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案の最終頁の説明を事務局お

願いします。 

【事務局】   スポーツ振興計画の確かな実現に向けて 
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        見直し素案 33ページになります現行の計画と同じものを現在のとこ

ろ掲載しています。行政評価制度の導入ということで、 Ｐｌａｎ(計

画)、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）とい

うサイクルで引き続き行います。事業の進捗状況、評価をしてさらに

いいものにしていきたいというものをこちらに掲げています。また市

民の意見を取入れる仕組みづくりにつきましても全く同じ表現を記載

していますが、今回行うアンケートのほかにも何か市民の御意見をい

ただき、また機会を設けながら募っていきたいというところで現行計

画と同じ表現にしています。 

【海老原会長】  只今事務局から「鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案について」

説明がありましたが、尐し時間をいただきお気づきの点は細かく御指

摘をいただくことを考えています。 

御意見、疑問等はございますか。  

【河田委員】  前段の方で見直しというのは、文言で短期間のうちに理解をするの 

は難しいと思いますが、前回も申しあげましたが、スポーツのシステ 

ムづくり 29ページで、これまでの取組みの中で■3番目の受益者の負 

担の見直しで駐車場有料化がありますが、スポーツの拠点づくりで 3 

年前まで基金の積立をして予算がないということで打ち切りになった 

状態で受益者負担の中で、拠点づくりの基金に回せないのでしょうか。 

資金がないのであれば、指定管理者制度の中の入札制度の中で安くな 

った場合、部分だけそれが資金としてスポーツの拠点づくりの方へ積 

み立ててあれば、それが反映すると思うが、０ベースとしてきている 

なかで、駐車場の料金が指定管理者の方へ入ってしまって、拠点づく 

りの資金にならないのか、そのあたりのこの書き方が腑に落ちないん 

ですが。 

【事務局】   駐車場料金については、平成 20年度に駐車場の使用料を有料化して 

おり、昨年まで駐車場料金については市の歳入としていましたが、今 

年度、指定管理者の指定替えで指定管理者の指定管理料を含めた全体 

の考え方のなかで、駐車場の料金については、駐車場の管理を含めて 

一体的にも指定管理者に任せるという考え方の中で、平成 25年度から 

駐車場の料金についても指定管理者の収入としています。それに伴い、 

これまで前期の指定管理に支払ってきた指定管理料が今回、指定管理 

の方に今まで市が行っていた業務もかなり移行しています。その関係 

で前の指定管理よりも今の指定管理者の方が業務も多くなっているこ 

とから、指定管理者の支出は前の指定管理者のときよりも増えていま 

す。だけども駐車場の収入を指定管理が、一方では駐車場の収入を指 
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定管理者のすることにより指定管理者の均衡を図っています。 

        河田委員の御指摘の拠点づくりに入っていかないのは、昨今の厳し 

い財政状況の中で部単位で予算を考え、部の割りあての中で他に影響 

がないよう駐車場の使用料については、指定管理者の収入になってい 

ますが、拠点づくりにあらたに取り入れる資金としまして、ネーミン 

グライツのパートナーシップを募集したり、寄付金のお願い、要請を 

強化して施設整備資金の確保を考えていきたいと思っています。 

【海老原会長】 歳入が目的税化していないというわけではないですから、歳入とし 

て市にまとめて入って歳出に関しては優先順位の中から支出していく、

スポーツ関連の歳入がそのままスポーツ関連に反映するわけにはいか

ない、一般的な理解かと思います。そこに御説明がありましたように

指定管理という問題があると指定管理を受けている母体が大きければ

大きくなるほどそちらにお任せしなくてはいけない。 

        3市と１町がお互いに連絡を取り合うということなんですが、4市 

町の指定管理者連絡協議会みたいな発想、同一の指定管理が受けると 

は限らないが、同じようなサービスに対して、鎌倉と藤沢では入場料 

の違いがあるとか、ないとかということが生じるかどうか、むしろそ 

ういうより合理的になるかならないかシミュレートしてみる可能性 

があるか。 

横須賀、逗子、葉山で文化的な違いがあるかよく分かりませんが、 

なるべく広域化を図ったほうが市民の住民の受益が増える可能性があ

るような気がするんです。そういう発想があるかどうか。 

【事務局】   3市 1町の相互利用のこれまでの取組みの中で、プールの利用につ 

いては、本市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町のプールを広域で相互の市 

民が使えるというような広域利用の取組みをしています。他の施設 

については、本市の体育館の場合はキャパシティがいっぱいというこ 

ともあり相互利用をするには、まだ、市民の方だけでも大変な思いを 

されている中で他市町の方の利用までは、本市としてはそこまでは 

難しいだろうということで今は、実施できていないというのが実情で 

す。 

【海老原会長】 つまり交通に伴う交通費等は自己負担としても、共通利用券のよう 

なことにした方が個別の様々な自動販売機等、もしかしたらその方が 

安くなるのかな、例えば、コンビニでも共通利用券、クオカードの 

ようなやり方をしてどんどん浸透していけば、結局同じになって差別 

化を図るという思想からするとちょっと違いがありますが効率的に 

なるのでは、例えば、東京の場合キャパシティが違うが江東区などで 

は複数のスポーツ施設に対して、すべて共通利用券になっている。そ 
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ういうようなものに比肩していくには、周辺市町村が一体化して広域 

化した方が、住民のニーズに合うかどうか、お互い指定管理者同士が 

異なる場合にはそれぞれのサービスを充実させようということに一 

生懸命されるんでしょうけれども、そこにはおのずと値段の差が生じ 

てくるでしょうという可能性がある、サービスが同じならば同じ利用 

料金でという可能性がある。 

【事務局】   指定管理施設の利用料は条例で決めています。個人利用一コマ 200 

円、団体利用であれば 2,000円、これを上限として指定管理者が下げ 

ようと思えば下げることもできます。ただし上限は条例の金額を上限 

としていますので、例えば 200円以上の利用料金を設定するならば条 

例改正をしなければなりません。 

【冨田委員】  施設が足らない鎌倉で、3市 1町で使っていいよというのは、いか 

がなものか。 

【山口副会長】 鎌倉の中だけで消化できないのに、他所から入ってくるのは、いか 

がか。 

        鎌倉も 2回目の指定管理者なのでまだ、そこまで充実してないので 

はないでしょうか。 

        体育協会の中でも指定管理についていろいろ問題が出ているんで 

す。ですからなかなか難しいところがあると思います。前指定管理者 

の考え方と現指定管理者の考え方があるでしょうから、難しいと思い 

ます。 

【冨田委員】  3市 1町と業者が打合せをして、3市 1町が全部同じ指定管理者に 

すれば、利用料金も統一にできるでしょう、指定管理に払う費用もお 

のずともう尐し安くなるのでは。 

【事務局】   ただいまの委員の御指摘ですが、指定管理の選考については各市違 

い鎌倉では、公募によって選定をしましたが、中には公募によらず指 

定管理者を指定する自治体もあると聞いています。 

委員がおっしゃったように広域化を図って同じ指定管理者で管理 

ができれば料金も統一がはかれて相互利用とかができると思います。

検討して中長期の話になってしまうと思いますが、今の市の状態とし

ては、それぞれ各市の指定管理者制度の在り方というところから話を

進めて行かないといけないかと思います。貴重な御指摘だと思います

が、短期的な段階では困難かと思います。 

【樋口委員】  指定管理者ということは、水泳プールの総合利用ということですよ 

ね。今おっしゃられた海浜公園水泳プールのことですか、室内プール 

のこもれび山崎温水プールを含んだことですか。総合利用というのは。 

【事務局】   これまでの取組みの実績の中で、海浜公園水泳プールとこもれび山 
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崎温水プール両方のことです。 

【樋口委員】  それでは、どうして逗子市との提携がないのですか。 

        地域的に考えても逗子市の方が近いし、茅ヶ崎や寒川町に行くより、 

名越の人達は逗子の方が近いですよね。逗子と提携しないのは、何か 

理由はありますか。 

【事務局】   3市 1町に逗子市が入っていなかったというのは、当時の状況が分 

からないので、なんで逗子が入っていなかったのか理由は分かりませ 

んが、今逗子市は新たにプールを第一運動公園に建設中でありまして、

市長の方からもあそこにできたときに連携を図れないかという話もあ

り、相互利用の中で逗子市とも今後話をさせていただきたいと考えて

います。 

【樋口委員】  横須賀市も地域的に近いし、横須賀はたくさんいい施設を持ってい 

ますので、相互利用といいますか、一律の料金になるのか、具体的に 

提携がなされているのか、一般利用者から見たら何も関係ないんでは 

ないか、そこの利用料、駐車場の料金でということで、一律化したの 

は駐車料金だけというところがありますので、そういうところでカー 

ド化した一律の料金が望ましいんですが、これからも市提携ができる

なら考えてほしい。 

【海老原会長】 もともとの出資母体という言い方は変ですが、横浜市内の事例で言 

いますと旧建設省が屋内プールを作っているのがありますし、厚生労 

働省が作っている 25メートルプールもあります。また教育委員会が 

作っているプールがあったりして、そこの母体によって 25メートル 

プール室内は全く同じなのに、利用料金は違うという、駐車場料金も 

違う、それを指定管理を用いることによって指定管理者のもとに管理 

されている施設については一律に動けている、それが市町村同士で動 

くか動かないかは市町村の規模、考え方による。委員がおっしゃる通 

りで横須賀は、水泳プールがいいですね。 

【事務局】   相互利用につきましては、見直し素案の 29ページのスポーツシス 

テムづくりの主な取組み短期の取組みのなかで、他の自治体との施設 

相互利用とあり、県や隣接市との施設相互利用の促進というようなタ 

イトルで今後の取組みとして位置づけていますので、本日の御意見を 

踏まえ今後取り組んでいきたいと考えています。 

【河田委員】  拠点づくりの中で、いつもこの話をしていますが、駐車場の有料化 

をしてその資金を回して、将来的に 10年、20年後に施設ができ拠点 

ができますけど、施設相互利用として隣の施設を借りてばかりではい 

つまでたっても鎌倉市は、総合的な拠点ができないということです。 

子どもが小さいころ逗子の水泳プールによく行きました。家から 10 
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分で行くことができ駐車場もあります。坂ノ下のプールは、駐車場が 

なかったので逗子の方が便利でよく使わせていただきました。   

今の鎌倉市の海浜公園水泳プールのいいところは、50ｍプールで 9

コース開放してあるんです。50メートルの水泳プールをそのまま開放

しているところは他にはない。海浜公園水泳プールの価値感は、泳ぐ

人にとっては 50ｍプールを開放しているということです。 

  東日本大震災で津波が怖い怖いと言っていたら海での行事が一切 

何もできない。藤沢市の江の島では、17メートルの避難タワーを作り 

ました。鎌倉市でも海浜公園水泳プールの観覧席に 17メートルのタ 

ワーを作っておけばいいのではないですか。そういった考え方もでき 

ますよね。しかし今拠点づくりの中ではいつまでたっても資金がない 

資金がないと言って、いつになったらスポーツ活動の拠点ができるの 

かと我々に示してほしい。そうしないと体育館を使って駐車場を支払 

っている人になんて説明をしていいのか、説明がつかない。 

【事務局】   厳しい御指摘をいただきましたが、３市１町広域連携を主軸にして、

整備の方は後回しにという考えは全くありません。今回の見直し素案

の中で、例えば深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業計画まちづくりの

中で、スポーツ課としては、かなり踏み込んだ記載をさせていただい

ており、この中で実現していきたいと見直し素案に入れています。 

        3市１町広域連携というのは、もっと利用環境を向上させるようとい

う意味では、そういった選択肢も市民の方には必要だと思いますし、

かたや拠点づくりもスポーツ課に課せられた課題だと思います。そう

いう中で委員の御指摘がありましたが、できるだけ早い時期に実現が

できるように取り組んでいきたいと思います。 

【山口委員】  拠点づくりに関しては、いつも言っているんですが、鎌倉市議会、

文教常任委員会に陳情し、7名の委員の方たちに賛成をいただき、市議

会にかけて約束の年に１億円を入れていただきました。次の年に 2000

万円なんですよ。毎年 1億の約束でしたが、3年目はなしです。今は利

息が付いていますので、いくらかになっていますが。 

        拠点づくりもそれが総合グラウンド、総合体育館っていうのが大き

な問題ということで進んでいてもやはり市の財政状況がこういう状況

なので、申し上げるのは躊躇していますが、そういった問題がありま

す。 

        それから、国鉄跡地も市長と直接お話をさせていただきましたが、

結局細切れになっているんですね。いろんなところから要望が出てい

るので仕方がないと思うのですが、中途半端な形になっています、狭

い鎌倉なので仕方がないと思いますが、もう尐し具体性のある形のも
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のを取っていかないと、絵に描いた餅というか、そのような形でずっ

と来ているんですね、深沢のまちづくりも 10何年前に国鉄がパンクす

るといったことで始まった、引き込み線の会社側の右側、あそこに駅

をつくるということで貨物駅ができたが、それもパンクしてしまい、

また造るとか造らないとか、近隣の企業のこともあるのかと思います

が、時代時代によって大きく変わっていくのに、素晴らしい素案を作

られたり、このような計画書ができていてもどこまでできるかという

ことを申し上げているんです。 

        底辺の拡大ということで指導者の問題も出ていますが、学校体育も

指導する先生がいなく、クラブ活動ができない状況です。そのあたり

が今後の課題ではないかと思います。 

子どもがいらっしゃる家庭では、水泳やサッカー、野球などに通っ

ているお子さんも多いと思いますが、それぞれ会費制で運営している

のが現状なんです。   

社会体育と学校体育の問題になっていますが学校はその辺まででき

るのかどうか、国の政策としては学校で基本を教えていくということ

ですが、柔道などは指導する先生がいないので怪我したらどうするか

という問題もあり、その辺が鎌倉市の昔の体育課では登録制度を取っ

たと思うのですが、今はどうなっているのか分かりませんが、今は自

己判断で行っているので、どこまでの責任なのか、文科省の講習を受

けないと国体の監督などもできないという制度になって来ていますか

ら、国、県、市との関係はどうなっているのか、底辺の拡大としてス

ポーツの団体、体育協会関係が一番気になります。 

【事務局】   スポーツリーダーの登録制度はありますが、これは今でも継続して 

いまして毎年度数人の新しい方の登録はあります。その方たちを要請 

に応じて地域に派遣しています。そのような中で学校との関係で、こ 

れからの取組みとしては大事だと思いまして、今回の見直し素案(案) 

でも学校と地域やスポーツ団体の連携で学校のクラブ活動などに対 

する地域の指導者の派遣とか紹介と言ったことは取組みとして位置 

付けています。 

この辺につきましては、事故の問題とかをどうやってクリアするか 

       等は教育委員会や関係課との話し合いの中で図っていきスポーツ課と

しても課題であり実現が可能であれば進めて行き計画の中で位置づけ

ていきます。 

【若木委員】  あらゆる市民のスポーツ 16 ページの中で、スポーツ実施率が低いの

は 20代、30代が低いと言っており、スポーツ実施率を 60％に近づく

よう現状と課題で上げていますが、子どもの次がいきなり高齢者にな
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っているんですね、その中間層に対する課題と分析というのを、いか

にしていくかという部分を入れた方がいいのでは。 

学校の部分と指導者の部分は、関係している方たちと相当話をして

いかないと解決していかないのでは。小中学校は民間のクラブでやっ

ており、高等学校は学校のクラブでやっていてその辺のところについ

て精査が必要。 

21ページの高齢者のスポーツは、町内会館等（22ページ）とありま

すが、鎌倉市の中で特養や老健といったいろんな施設があります。そ

ういったところで、軽スポーツのような需要が、私どものレクリエー

ション協会に来ていますのでそのような軽い運動に視点をあてた方が

よいのでは。                      

全体のつくり方なんですが、巻末にある資料編の中から抜き出して

きて、例えば 21ページに横のグラフでもいいので、こういう状況です

よというふうに目に入ってくるようなつくりにしたほうが理解しやす

いのではないかと思います。 

【冨田委員】  今一番運動・スポーツを行いたいと思っている人たちは、中年の女 

性たちである。個人的なグループに入ってエアロビクスやフラダンス 

などいろいろ探しています。その人たちに体を動かす楽しさを教え込 

めば、子どもたちが運動を行いたいと言ったときに駄目だとは言わな 

いでしょう。ダンスがやりたくても敷居が高くてできないとか場所が 

遠すぎて探すのが大変だとか、そこら辺りを重点的に考えてあげない 

と、これからは医療費ばかりかさんで大変になるでしょう。 

【海老原会長】 御意見は、さらにありそうですが、素案をよくお読みいただき、6 

月 10日までに委員のみなさんから事務局にお寄せいただきたいと思 

います。それに基づいて修正した見直し素案について審議をしていた 

だきたいと思います。 

【事務局】   ありがとうございました。本日の資料配布で本日の審議ということ 

で、事前に資料をお配りできればよかったのですが本当に申し訳あり 

ません。資料をお持ち帰りいただきまして、御意見等ございましたら、 

6月 10日までにメールやファックスで事務局宛てに頂ければと思い 

ます。 

        今後、次回の審議会では、委員の御意見と関係課との調整を踏まえ、 

またアンケートの結果などを踏まえた内容に本日の素案を修正いた 

しまして、次回の審議会でお諮りしたいと考えています。 

 

    ３報告事項 市民のスポーツ活動に関するアンケート調査内容について 
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【海老原会長】 それでは、報告事項「市民のスポーツ活動に関するアンケート調

査内容について」を議題とします。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報告します。 

このアンケート調査につきましては、3月 25 日に開催した本審議会に 

おいてアンケート案をお示しし、御意見をいただきました。その後、

いただいた御意見を参考に本日お配りしましたアンケート調査票をま

とめ、無作為に抽出した 2000名の市民に送付し、現在、回収作業を進

めているところです。このアンケート調査につきましては、専門業者

に委託し集計等の取りまとめを行います。 

専門業者の選定は、一般競争入札により、一般社団法人輿論科学協

会と契約しました。調査のスケジュールですが、5月 10日に調査票を

発送し、5月 25日期限で返送をお願いしております。その後、6月 15

日を目途に集計作業を終了させる予定となっております。 

アンケートの内容につきまして簡単に説明いたします。 

まず、表紙の部分では、このアンケート調査の趣旨等について記載

いたしました。 

1ページの問１では、市民のスポーツ活動の状況についてお尋ねして

います。 

前回の審議会において回答にあたり、スポーツとは何かをはっきり

させるべきではないかとの御指摘を踏まえ、スポーツを例示した表を

参考に回答していただくスタイルに変更しました。 

2ページの問 2は、スポーツの実施種目や頻度について伺う項目につ

きましては、具体的な記入例を示すとともに、活動場所についても記

入方式から選択方式に変更いたしました。 

次に 3ページの問 3は、問 1でスポーツを行っていないと回答した

方にその理由をお尋ねしました。 

問 4、問 5、問 6では、これまで市などが主催するスポーツ教室やイ

ベントへの参加状況に参加しなかった理由、また、今後どのような条

件が整えばより一層スポーツを行うか等について尋ねました。 

これらの問いから市民がどのような教室やイベントに参加している

か、どのような理由から参加しなかったのか、また、今後どのような

施策を市民が望んでいるのかを把握し、そのニーズをもとに今後の事

業の参考にしたいきたいと考えております。 

次に 4ページの問 7以降は、スポーツ施設についてのお尋ねです。 

前回の審議会では、こもれび山崎温水プールについても記載するべ

き、また、西御門テニスコートは借用施設であることを記載すべき等

の御意見をいただいたことを踏まえ、修正した内容となっております。 
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まず、問 7では、これまでに利用したことがある市のスポーツ施設に

ついてお尋ねし、問 8で、どのような条件が整えばより一層スポーツ

施設を利用するかについてお尋ねしました。今後の施設運営をよりよ

いものとするため、この結果をもとに指定管理者等とも調整を図りな

がらサービスの向上に努めていきたいと考えています。 

5ページに入りまして、問９からは具体的な施設の整備の考え方につ

いてお尋ねしています。 

前回の審議会でお示しした案では、グラウンドや体育館の整備につ

いてかなり具体的な整備内容までお尋ねする内容となっていましたが、

例えば「託児所があればいい」とか「フットサルができたらいい」と

かの具体的な部分は、実際の施設整備時には、市民要望を取り入れる

ための意見募集を行うので、今回のアンケートでは、施設整備に関す

る基本的な考え方についてお尋ねすることとしました。 

まず、問 9では、グラウンドの整備について、どの程度の規模のグラ

ウンドが必要であると考えているか。 

次に、問 10では、体育館の整備についての考え方として、総合体育

館等の拠点施設が新たに必要か、拠点施設をつくるにしても、現在の

施設の統廃合により整備すべきか、また、新たな施設は必要ないが既

存施設の改修をすすめるべきか、学校や民間の施設をもっと活用すべ

きか、についてお尋ねし、今後の施設整備の参考にしていきたいと考

えています。 

6ページの問11の１では、プールの整備についてお尋ねしています。 

まず、問 11では、プール全般の整備の考え方として、現在のままで十

分か、屋外プールである海浜公園水泳プールは閉場し新たに屋内プー

ルを整備すべきか、また、現在のプールのほかに新たなプールが必要

だと考えるかについてお尋ねしています。 

次に、問 11の 2では、海浜公園水泳プールの整備の考え方について、

老朽化や津波対策等の課題がある中で、現在のプールの建て替え・改

修をすべきか、津波の危険性を考慮し閉場すべきか、また、大規模改

修が必要となるまでの間は現在のプールのまま開場すべきか等につい

てお伺いし、今後の海浜公園水泳プールの整備方針の検討を進めるに

あたっての参考といたします。 

7ページ移りまして、問 12はテニスコートの整備についてのお尋ね

です。まず、問 12の１では、笛田公園庭球場が 4面、借用している西

御門テニスコートが 6面であることを踏まえ、現在あるコートで十分

であるか、使用日が限られる西御門は閉場して新たにコートを整備す



25 

 

べきか、現在のコートプラス新たなコートを整備すべきか等について

お尋ねしています。 

さらに、問 12 の 2では、今後市がテニスコートを整備する場合の考

え方として、クレーコートがよいと考えるか、天候にあまり左右され

ないオムニコートがよいと考えるかについてお尋ねしました。 

問 13では、今後、市がスポーツ施策を実施していく中で、市民ボラ

ンティアの活用の可能性についての検討を進めるにあたり、市民のボ

ランティア活動についての考え方について伺いました。 

8ページに移りまして、問 14では、市が今後市民のスポーツ活動を

推進していくために必要な方向性についてお伺いしました。 

9ページの問 15は、スポーツに関する市の取組みについて自由に御

意見を記入していただくものです。 

最後に 10ページの各問いでアンケートにお答えいただいた方の性別

や年齢、お住いの地域等について記入していただきます。 

以上でアンケート調査についての報告を終わります。 

【海老原会長】 只今の説明がありました、市民のスポーツ活動に関するアンケー

ト調査内容について、御質問、御意見等ありましたらお願いします。 

【樋口委員】  6月 15日を目途にということでしたが、どういう形で公表されるの

でしょうか。 

【事務局】   集計した内容を委員のみなさまには、集計結果として後日、会議録

と一緒に送付致しまして、市民の方たちには、ホームページ等で掲載

し公開していきます。 

【海老原会長】 データーに関しては、例えばアンケート内容の 7ページ問 13のスポ

ーツに関するボランティアで過去１年間に運動をしていない人が、ボ

ランティアを行ってみたいと答える可能性がある。つまり一歩踏み込

んだ、時間がない、施設がない、指導者がいないとかいうのは、ポイ

ントを外しているというふうに考えています。運動に関心がない人も

そういうのは必要だと答えるわけです。でも運動に関心がありません

ので、そういう指導者を養成したり、プールをつくったり体育館をつ

くったりしても実はやらないんです。だから関心が高い人たちやある

いは、よく運動をしている人たちがどういうニーズを持っていらっし

ゃるか、デリケートなところなんですが、やりたいと思っていてもで

きない状況とおっしゃる方が、いわゆる潜在的とよく言っているんで

すが、この人たちの約６割から７割が嘘を言っているといってはいけ

ないんですが、ポジティブに評価してほしいという心情が働いていま

すので、どうしてもできないと言いながら実はやりたくないんです。

だから状況の外堀を埋めてきたんですが、実は数字はほとんど変わら
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ない。現実に競技的スポーツの人口は減ってきているんです。トータ

ルでは、増えているのは、ウォーキングです。そういったものが増え

てきているので施設とか指導者などの兼ね合いでどうなっているかを

きちんと見るひとつひとつの集計ではなく尐なくても問 1とか問 2で

ある程度、データーとしていただけるなら情報として提示できるなら

ばそのほうが、運動する人が６割ぐらいは、週 1回 50％は超えている

んですがスポーツ基本計画にある通りなんですが、今お話しした通り

バスケット、バレー、卓球とかいわゆる競技スポーツは減っている。

サッカーだけが増えている。野球も減っている。ウォーキングなどが

増えている。水泳は横ばいというようなことが実情なんです。いろん

な状況、先ほど委員がおっしゃったように 30、40歳代の女性の人達だ

けを後ろの問で取り出し、性別と年代で、そこの人達の中から中年の

女性のなかから積極的に運動を行っている人のニーズはどうなのか、

全然行っていない人達の意見はどうなのか、そういったクロス集計の

データーを出していただけるといいんです。 

【樋口委員】  こちらがどういう視点でやるかを指示なさらないと、ここの審議会

で決めて、焦点を当てて作っていかなければならない 

【海老原会長】 週 1回以上運動している人たちを積極的に運動していると国の方で

週 2回、3回と言われていますが、そういう人たちの中で年齢、性別を

換算して、どういうニーズがあるのかということをアンケートで出し

ていただければ、こちら側として調査会社に要望して、それでないと

ディスカッションが煮詰まらない。検討してください。 

【事務局】   集計の仕方、クロス集計の仕方なので、調査会社に依頼します。 

【海老原会長】 それでは、市民のスポーツ活動に関するアンケート調査内容につき

ましては終わります。 

 

４ その他 第２回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催日程について 

 

【海老原会長】 続きまして、その他の「第 2 回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催日

程について」事務局からお願いします。 

【事務局】   第 2回の審議会の開催につきましては、市民アンケートの結果や

関係課の意見と本日の委員のみなさまからいただきました御意見を

反映させた見直し素案をお示しし、委員のみなさまに審議をしてい

ただきたく、年間スケジュール表では 7月 10 日ぐらいを予定してい

ましたが、作業の関係上、7月第 4週または、第 5週を予定させて

いただきたいのですが、いかがでしょうか。 

          （総員 7月 29日で了承） 
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【事務局】   それでは、7月 29日(月)14 時から鎌倉武道館第１会議室で開催さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【海老原会長】 それでは、平成 25年度第 2回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催は、

7月 29日（月）に開催をしたいと思いますので、みなさまの御出席

をよろしくお願いいたします。 

その他御意見等ないようでしたら、以上をもちまして、平成 25年

度第１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。 


