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平成 25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 7月 29日（月）14時 00分～16時 15分 

場 所  鎌倉武道館  第１会議室 

日 程 １ 議題 

      鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案（案）について  Ｐ１ 

２ 報告事項 

市民のスポーツ活動に関するアンケート調査結果について Ｐ23 

３ その他 

      第 3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、8名の委員の方の御出席です。なお、山口

委員と小川委員は、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。 

 

鎌倉市市民活動部長挨拶 

資料の確認 

【海老原会長】ただいまより平成 25年第 2 回鎌倉市スポーツ推進審議会を開催 

します。 

       

 1 議題 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し素案(案)について  

 

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

素案(案)」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素案(案)の序論」について 

説明をいたします。     

スポーツ振興基本計画の見直し素案につきましては、前回 5月 20 

日の当審議会で委員のみなさまからいただいた御意見や市民へのス

ポーツ活動に関するアンケート調査結果などを踏まえまして、特に

16ページ以降の「本論・基本計画」部分について修正をしてまいり

ましたが、文章の精度などでまだまだと感じる部分も多く、今後も更

なる修正が必要だと考えております。これから、前回お示ししたもの
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から修正を加えた部分を中心に説明させていただきますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、まず「序論」部分につきまして、前回の審議会以降修正

した部分を中心に説明いたします。見直し素案 2ページをお開きくだ

さい。 

       1の「スポーツ振興基本計画とは」、2の「スポーツ振興基本計画

見直しの視点」、4ページに移りまして、3の「計画の位置づけ」、5

ページに移りまして、4の「計画の期間」及び５の「本計画でのスポ

ーツの捉え方」、6ページの 6「本計画の基本理念」の各項目につき

ましては、若干の文言の修正等をいたしましたが、内容の変更はござ

いません。8ページ・9ページをお開きください。 

このページに記載の各項目につきましては、今後市がすすめるべき

取組みについて、それぞれの取組みの分野ごとにその方向性を記載し

た内容となっていることから、市民アンケート結果等を踏まえた修正

を行っております。 

まず、「あらゆる市民のスポーツ」では、あらゆる市民がスポーツ

にふれるための機会をつくるため、これまでの素案では、特に「高齢

者や障害がある方」に対する取り組みを行っていく旨の内容となって

いましたが、今回のアンケート結果から、男性では 40歳から 59 歳、

女性では 18歳から 49歳までの就労世代や子育て世代のスポーツ実施

率が低いことが判明したことから、「スポーツ実施率の低い年代の

方々」に対する取り組みを重点的に考えていくこととし、文章の修正

を行いました。 

次に、「子どものスポーツ」の項では、これまでの素案において、

「学校体育やクラブ活動を充実したものとしていく」としていました

が、スポーツ振興基本計画において「学校体育やクラブ活動を充実さ

せる」ことに言及することは適切でないとの判断から、「学校体育や

クラブ活動への専門家の紹介」などをとおした子どものスポーツ推進

を図っていくこととしました。 

「高齢者のスポーツ」、「競技スポーツ」の各項目については修正

ございません。 

次に、９ページの「スポーツ振興の基盤づくり」の各項目のうち、

「スポーツの拠点づくり」につきましては、全面的に修正いたしまし

た。まず、スポーツ施設の整備にあたっては、鎌倉の実情に見合った

計画を立てていくこととし、「市の財政状況や用地確保の実情を勘案

する」とともに、本年 4月に策定された「公共施設再編計画基本方針

との整合を図り」進めていくことを大前提に、特に施設の老朽化や災
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害対策など喫緊の課題を抱える施設については、市民の要望を踏まえ

た施設整備の具体的な方向性を明らかにすることや、既存施設につい

ては、市民がより使いやすい施設への改修などを目指していくことと

しました。 

なお、民間スポーツ施設の借用や他市等との広域連携の検討を進め、

スポーツ環境の整備を目指すことにつきましては、従来の計画から変

更はございません。 

その他の項目、「スポーツのシステムづくり」と「スポーツの情報

提供」の記載内容及び 10ページの「鎌倉市スポーツ振興基本計画の

全体構成」につきましては、修正はございません。 

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・基本計画」部分の説明に入らせていただき

ます。 

説明は、それぞれ担当します職員からさせていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

【事務局】   施策体系図について説明いたします。基本計画素案（案）の 11ペ 

ージ、Ａ3の表を御参照ください。 

まず、先日皆様方に送付させていただいたものに修正した箇所が 

あります。表の右側の枠の中で 2番目の施策の柱でスポーツのシステ

ムづくりの主な取り組みについて、32ページ以降に記載されていま

す本論部分と不整合な部分がありましたので修正をさせていただき

ました。 

それでは、内容について説明いたします。 

基本計画の施策は、大きくスポーツ活動の振興とスポーツ振興の基盤

づくりの 2つに分かれており、その中に施策の柱としてスポーツ活動

の振興には 4つ、スポーツ振興の基盤づくりには３つ、合計７つの柱

で構成されており、各柱の取組みがまとめて掲載されているものです。 

例えば、あらゆる市民のスポーツでは、17ページ、18ページを御 

参照いただきますと、今後の主な取り組みとして、短期の取組み、中

長期の取組みが書かれており、具体的な取り組み内容が書かれていま

す。その取組について見出し部分となる、黒い四角で示した項目を拾

い上げてまとめたもので、計画全体の施策の体系を示した表となって

います。この図は、現行の基本計画にもありましたが、今回の見直し

に伴って主な取組みを変更してあります。 

基本計画施策一覧について説明いたします。 

まず、先日送付させていただきましたものに修正をした部分があり

ますので説明いたします。 
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下段の左端のスポーツの拠点づくりについては、今後の主な取組み 

の内容にプールなど施設名称が書かれていましたが、短期の取組み、中

長期の取組みともにスポーツ施設の整備のみとしました。 

またその右側の上から２段目の枠はスポーツの拠点づくりとなって

いましたが、スポーツのシステムづくりに修正しました。 

また、今後の主な取り組みについても、施策一覧と同様に修正をし 

ています。 

あらゆる市民のスポーツを説明いたします。 

現状と課題について 前回審議会にてお示しした案では、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や

スポーツをしていない理由を現状としていましたが、前回の審議会では、

若木委員より子どもと高齢者の中間層に対する課題を御指摘いただき

ましたことから、運動を行っている人の現状も追加し、運動を行ってい

ない人たちが身近な場所でスポーツを楽しめる環境づくりを課題とし

ました。そして冨田委員より、一番体を動かしたいと思っている人たち

は、中年の女性たちであり、その人たちに体を動かす楽しさを分かって

もらえれば子どもたちにも運動を進めるでしょうといった御意見をい

ただきましたことから、子どもを持つ親や地域住民がスポーツに取り組

む環境づくりの必要性を課題として追加しました。 

施策の方向性については、国の基本計画を参酌したものを本市の計画 

に取り入れて記載しており、スポーツを身近に親しむことができスポー

ツを通して交流の場となるよう総合型地域スポーツクラブの設立に向

けての取組みを追加しました。 

今後の取組みの短期の取組みとして、アンケートの結果から、身近 

な場所でスポーツに触れる機会を設定することや施設の利用時間の延

長などスポーツ環境を充実させることを記載しています。また国の基本

計画を参酌したスポーツにおける安全対策を加えました。 

中長期の取組みでは、前回の審議会でお示しした案では、鎌倉の歴 

史や自然を活かしたスポーツの活性化としていましたが、海や山を使っ

た自然の中の取組みは、ウォーキングやマリンスポーツ、砂浜や山での

基礎体力づくりを短期の取組みとしていることから、中長期の取組みで

は、自然を活かしたというところをオープンスペースを活かしたに改め、

身近にある公園などを利用し関連課と連携し遊具、健康器具、運動器具

などに併用できるような環境づくりに努めることにしました。 

子どものスポーツを説明いたします。 

現状と課題では前回お示しした案に、就学前について記載をしていま

せんでしたので、冒頭に加えました。 
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また、学校のスポーツ活動、運動部活動での現状を追加しました。 

施策の方向性では国の計画を参酌し、障害のある子どものスポーツに

配慮することを加えました。 

      そして、ジュニア期から高いレベルで活躍した選手の指導を受ける 

などで競技スポーツへのきっかけづくりを加えました。さらに学校と連

携を図り地域指導者や関連団体の専門家を紹介することや運動部活動

への合同練習会における会場の提供を加えました。 

今後の主な取組みの短期の取組みでは、障害のある子どものスポーツ、

親子で参加しやすい環境づくり、ジュニアタイムの設定を加えるととも

に、小川委員の御意見を反映して保護者や大人向けの講習会の開催を加

えました。 

      また児童のスポーツとして、学校の放課後に遊びを通して体を動か 

す楽しさを紹介するニュースポーツの体験会や運動部活動の支援とし

て、スポーツ関連団体との交流会や他校との合同練習会での会場の提供

などを加えました。 

中長期の取組みでは、学校と関連課との連携を保ち施設や指導者の充

実に努めることに取り組んでいきます。 

高齢者のスポーツを説明いたします。 

現状と課題では、前回の審議会の案でお示ししたものに、アンケート

結果からの考察を加え、高齢者の体を考慮した運動プログラムの仕組み

づくりが必要であることを加えました。 

施策の方向性では、前回の審議会でお示しした案では、高齢者がスポ

ーツ活動を通して生きがいが持てるような活動として、子どもや障害者

スポーツにボランティアでの参加するプログラムの提供としていまし

たが、ボランティア活動を通した生きがいとなるような仕組みづくりと

しました。 

今後の主な取組みの短期の取組みでは、前回の審議会で若木委員より、

軽い運動に視点をあてるとよいのではとの御意見を反映し、高齢者向け

のスポーツプログラムの充実として、尐人数制の相談事業や健康・体力

づくり教室の設定と個々にあったスポーツプログラムの提供に分けて

あり、病後などで体を動かすことの不安や多人数での教室に参加ができ

ない、また、施設まで来れない高齢者に、家でできる運動の紹介を提供

していくこととしています。 

また、シニアタイムを設定し、一人での参加や趣味に応じたス     

     ポーツが楽しめる環境づくりを加えました。 

高齢者スポーツでは、短期の取組みで実施していくため、中長期の取

組みは、記載していません。 
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競技スポーツを説明いたします。 

現状と課題について、前回審議会にてお示しした案では、アスリート

の育成のための施設が不十分であるといった現状を示していましたが、

施設が十分でない中で将来のアスリートを目指す子どもたちにいかに

して専門の指導に触れる機会を作るかの手法を課題として追加しまし

た。 

施策の方向性については、ジュニア期における育成につきまして、国

の基本計画を参酌し、長期的な視点に立ち、個々の特性や発達段階、学

業とのバランスや本人のキャリア形成に配慮しながら育成していくこ

とを加えました。 

今後の取組みの短期の取組みとして、競技スポーツの活性化のための

啓発については、小川委員からの御意見を反映し、スポーツ指導者、ス

ポーツ団体及びジュニアアスリートの保護者を対象にトレーニング科

学、スポーツ栄養学、スポーツ心理学など各分野の専門家による講習会

の開催を加えました。 

      中長期の取組みとして、指導者の養成・支援体制の確立については、 

国の基本計画を参酌し、地域から次世代のアスリートを戦略的に発掘、 

育成し、将来的に育成したアスリートが指導者となって地域に技術や経 

験を還元する、人材の好循環を図ることを加えました。 

 以上までが、「スポーツ活動の振興」です。 

【海老原会長】ただいま、事務局から説明がありました、「スポーツ活動の振興」

について御質疑、御意見はございますか。 

【海老原会長】障害のある子ども達は、難しい問題があるんです。 

障害があってもなるべくふつうの学校へ進むというようになっていま

す。そこでの体育の授業を中心とした彼らのスポーツ活動は実質ほとん

ど行われない。 

これはパラリンピック等の人達からの御意見ですが、障害のある人た 

ちのアスリートが育ちづらい環境になっているとおっしゃっていまし

た。従来ですと養護学校等では体育の活動は適切にそれなりに進められ

ていたので、そこから何人かは競技スポーツに育ってくる可能性があっ

たのですが今は、インクルージョンが進んでいるので、結局は、軽度の

子どもたちが健常な子ども達と一緒に行っているかというと実は行っ

ていない。養護学校等ではインクルージョンを進めているので重篤な子

ども達だけになってしまっている。重篤な子ども達への体育は先生たち

が総出で対応しないとカバーできないという状況であり非常に大変な

思いをしている。 
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中間層 軽度な子どもたちが結果的にどちらにも入れないので全然

運動をする機会がない。そういったときにスポーツ課がアプローチで

きるかという問題になって来ます。競技スポーツという点で考えた場

合なんですが、身体障害、知的障害の子どもが十分に体を動かす機会

がかえってなくなるという難しい問題になります。実際に文言として

記載することは難しいんでしょうけど、運用としたときは結局どこか

らもアプローチするところがない。パラリンピックの選手たちは高齢

化が進んでいる、卓球の選手は 50歳代、新しい人たちが育ってこな

い、その理由は今話したことがずっと続いているんです。 

学校体育や運動部では、国の方でも積極的に関与しないような表現

にしている、では、具体的に実際どうするかというと計画にもあるよ

うに指導者を派遣する、平成 23年にはスポーツコミュニティ、平成

24年には好循環、アスリートが学校に教えに行く、平成 25年の今年

は、大学スポーツの拠点を地域のスポーツに提供するというような、

具体的には個々に記載されているように、専門的指導者を学校の体育

に派遣するという考え方があるだろうと思うんですが、具体的にはな

かなか進まない。そこをこのような記載をしたときに本当に起こりう

る、そういう点では、ここに紹介していただいているように夏休みの

学校プールを開放したときに水泳協会などが中心になり積極的に学

校体育に派遣しているんではなく生涯スポーツのプログラムに学童

期の子どもたちがこっちに来ている、そういう結果になる、むしろ学

校体育に入り込めるかどうかそういう問題がある、運用上は出てくる、

そういうことを踏まえて具体的なことを検討いただければと思いま

す。運用上は難しい。天野先生や大平先生はそういう実態があるかど

うか、運動部などでは体育センターは専門的な指導者を部活動に派遣

する高校は積極的に行っている。小学校は学校体育、中学校では学校

体育の授業と運動クラブに派遣しているかどうか、それが鎌倉市の中

でもそれが起こりうるかどうかそのあたりも検討していただいて運

用に活かしていただきたい。 

【天野委員】 七里ガ浜小学校の場合は、2年ぐらい行っているのは、サッカーの 

      プロのコーチによるサッカー教室に応募し、指導してもらうというも 

のです。教員もある程度どういうことをするか分かっていますので、 

年間計画の中に位置づけられ、実施後は引き継いで授業を行い、事前 

の打合せ等も簡単に済みます。それ以外の種目になりますと専門的な 

指導者との打ち合わせをどうしたらよいか、また実施後、授業の引き 

継ぎをどうしたらよいかという問題もあり、学校体育とちょっと違 

ってきてしまうかもしれないので、そこら辺がなかなか簡単にはいか 
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ない状況にあります。 

教育過程と合致する一部の競技ですと、実施の可能性はありますが。 

【海老原会長】 スポーツ課が担当するなりキューピット的な役割になれるかどう

か県のサッカー協会、市のサッカー協会と直接Ｊリーグとの関係で直

接マリノスやフリューゲルス、ベルマーレなどそこにいわゆるスポー

ツ課が関与していくかどうかということだと思います 

【事務局】    競技スポーツの中で、トップアスリートから指導を受ける機会の

拡大という今後の取組みの中に掲げさせていただいています。サッカ

ーのマリノスや野球では横浜ベイスターズが学校ではないが地域に

出向いて指導をしてくださる。実際 8月にはスイミングフェスティバ

ルに海浜公園水泳プールで金メダリストの柴田選手に来ていただい

てワンポイントアドバイスなどをやっていただくという、トップアス

リートの方に来ていただきすでに実施しているものもあり、まだ道筋

ができていないものはスポーツ課で地域の御要望なり聞きながら、こ

ういう種目でできるようなものはないかという問い合わせの窓口に

なり、相談をいただいたならば、スポーツ課が窓口になって対応して

いこうというものです。 

【海老原会長】 国が学校体育の子どもの体力について書くわけなんですが、運用

の上では、体育の授業小学校・中学校教育課程の中で 1年間のプログ

ラムが決まっている。そこに 1年前に相談をしない限りは、入り込め

ないわけで、非常にテンポラリーなもので金メダリストが来ますよと

いう言い方をするとそれは打ち上げ花火になってしまう。 

体力運動能力調査のようなものは長期的な中で位置づけていかなく 

てはいけないので、そういったものは前の年に翌年度のプログラムの

中でどう組み込んでいくか話し合いを持っていくという事例を作っ

ていただくとよい。そういうことはほとんど行われていません。先生

からのお話しをどこで組み入れるかと事前の話し合いを持ち、サッカ

ーの人達のスケジュールと学校のスケジュールを調整し、どういうふ

うに組み合わせていくかという学校体育と社会体育の両方のマネジ

メントができるような、どこかが事例としてやらない限り結局は両方

がやらない。実際動いているものをうまく利用されて発展的にやって

いただければと思います。 

【海老原会長】他に御意見はありますか。 

【樋口委員】 今のフェスティバルの件ですが、それも結局日本水泳連盟が泳力検 

定というシステムがあり、全国版でどこの地域でも自由にやってよい

というかたちで決まった年齢別、男女別と 5 歳刻み単位で検定があり

まして、ニチレイが支援しており、そちらにお願いして大きなイベン
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トであればニチレイが支援するよということで、そのシステムを協会

が利用して、去年は田中雅美さんが来てくださり、ワンポイント指導

もありました。田中さんももっと時間が欲しいというくらいでしたの

で、子ども達には盛況でした。こちらとしては、広報とかお知らせの

面でもったいないという思いがあります。事前に認知度を高めていく

ことで、子どもたちに大勢来ていただくことができる。去年は、たま

たま当日そこにいた子どもたちに参加したにすぎなかったように感

じました。今年は柴田亜衣さんが来ていただく段取りが進んでおりま

すが、学校の授業の枠組みとはかけ離れた形で進行して、そこをどう

広報していったらよいかと、思っています。 

【海老原会長】他にいかがですか。 

【冨田委員】 障害者スポーツについてですが、障害者の大会に参加したい、選手

として出たいというアスリートを目指す人たちを養成しているジム

みたいなところはあるんですか。 

【事務局】  市の障害者福祉課でも、障害者体育を尐し行っていますが、実際委

員さんがおっしゃられたアスリートを養成するというところはない

と思います。ただ全国組織で障害者のアスリートではないんですが、

スポーツ大会などを行うことは、進んでいます。 

【冨田委員】 国体の後で開かれる障害者のスポーツ大会は、選手として参加する 

人たちはかなりの人数がいますよね、あの人たちはどこでスポーツを

しているんですか 

【海老原会長】都道府県にひとつずつ障害者スポーツセンターがあり、神奈川には、 

新横浜駅前に非常に良くできている横浜ラポールという施設があり、

また、七沢にもあります。障害者スポーツ大会はオリンピック、パラ

リンピックと同じように国体の後に常に開かれるのですが、レクリエ

－ション的なところもあります。 

【冨田委員】 中体連は、選手を養成しようといったものはないんですか。 

【大平委員】 ないですね。例えば知的障害、特別支援学級の生徒がそういう競技 

に興味があっても、部活動には参加しないんですが、私の学校では参

加するように言っています。そういったところで結構能力が高く部活

動で一緒にやっている生徒も結構いて、去年は市内卓球大会で優勝し

ています。部活動の参加をきっかけに強化していくんではないかと思

います。 

過去には、深沢中学から卓球でアジア大会に出場した生徒もいます。

そういった生徒は個人的なスポーツに特化すると思うんです。集団的

な部分は、ＦＩＤ（日本知的障害者バスケットボール連盟）であったり

とか全国的組織ができてやっている養護学校とか特別支援学級の生
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徒が卒業して次の部に行ったときに能力のある子どもたちが集まっ

てチームをつくるといったところから行われているんではないでし

ょうか。集団的なものについては尐し遅れているとは思いますが。個

人的なものについては、陸上であったり水泳であったりといったもの

については取り掛かりがしやすいのではないかと思います。  

【冨田委員】 知的障害や精神障害の方とかは、集団の中に溶け込むことが大変な 

ことなのでスポーツがきっかけとなって出て来てくれればいいなと

思うんです。 

【大平委員】 そういう機会があまりないんですね。たまたま障害のある生徒が学 

校にいるということで、その子をどういうふうに伸ばすためにどうす

るかといったことを現場サイドが考え、その上の県レベルであらゆる

面が合致すればそこに辿り着くのではないかと思うんですが。 

【冨田委員】 それでは今保護者が一生懸命やっている人たちだけが、行っている 

ということですか。 

【大平委員】 何かのチャンスがきっかけです。 

【樋口委員】 水泳に関しては、福祉課にお世話になったり様々な形ですが、個別 

に協会の者が教えてこもれび山崎温水プールや藤沢のプールで行っ

ています。そういった子どもたちが競技会が年に地域のものや神奈川

県の大会に出場してそこから上がっていって、最終的にはパラリンピ

ックにつながる大会もあります。今年聞いている範囲では、それが非

常に盛んになりすぎて、先程も委員さんがおっしゃっていたようにレ

クリエーション的な参加の仕方のレベルをカットするような傾向と

いうか、どちらかというと競技会として参加できる子どもたちでない

と競技に参加できないような方向性が今年は出てきたように聞いて

います。ですからその辺の問題も参加することに意義があるみたいな

参加の仕方ではなくなって来ているような現状が見えてきている、そ

れは競技会の運営の立場の方たちもあると思うんですが、非常に多く

なってしまって、善行の県立体育センターから相模原市の大きなプー

ルに移行しています。その辺のところもあるのかと思いまが、ごく一

般的な人たちの参加を促すようなかたちがどんどん減っていくよう

な傾向が水泳に関してはあります。 

【河田委員】  今先生がおっしゃった、学校のほうで障害がある子どもたちのスポ 

ーツを遠ざかっていて、養護学校でもスポーツを遠ざかっている中で、 

ここに記述してある障害者のスポーツをすすめましょうというよう

なものの考え方が例えば 3，4年前に審議会で指針をつくったとき私

も委員として勉強をして、そのときに鎌倉市に障害者団体の数を初め

て知りました。そういう人たちのスポーツとして福祉課と連携をして
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スポーツ課がどの程度のレベルの子ども達にスポーツの推進を考え

ているのか、ここへきて拠点づくりがまだできないという話の中で、

ただ書いているだけでその先が見えていかないような状態になって

いくんではないか。会長がおっしゃた障害のある子どもが学校でのス

ポーツの機会がなくなっていることにショックを受けています。県で

勉強をさせていただいたんですが、バスケットで全日本で活躍された、

慶応大学出身で日本鋼管監督をなさった方が、知的障害の子どもたち

を家庭に招いてバスケットを教えていたという話を聞きまして、合宿

生活で子どもの生活から面倒を見ていってそこからバスケットを教

えていくそのような気の長いことが市の方でも持てるのかなという

感じがします。その辺の線引きをスポーツ課がどのように考えて障害

者の方に対してスポーツを進めていくのかなという思いです。また、

障害の害をひらがなで書くのかどっちがいいのか私には分かりませ

んが、そういう中で出発していくとかなり難しいところに足を突っ込

んでいくんではないかと思います。 

【事務局】  3つに分けると身体的障害の方、知的障害者の方、精神障害の方の

3種類の方がいらっしゃるんですが、この方たちにどのようなスポー

ツをやっていくかと申しますと身体的障害の場合は、杖を使うものや

車いすでのスポーツはあり、みなさんも目にすることはあるかと思い

ますが、知的障害の方は、どこまで教えても分からないところがある

し、それをどのような形で今後進めてよいのか分からない問題もある

ため、スポーツ課としてもかなり大がかりなスケジュールをつくって

いかないと対応できないと思うんです。 

【海老原会長】具体的な運用となりますと、難しいと思うんです。いわゆる義手、

義足の方たちは車いすなどで、活動する気持ちがあれば健常の人と普

通にスポーツができる。例えば片腕がない人も大学の水泳部で水泳の

選手として出ているんです。弱視の人とかデフの方耳の悪い人、どこ

の大学でも今、デフの方デフリンピックというのがちょうど始まった

ところです。今年はソフィア（ブルガリア）でやっています、何人か

出られるんです。そういうふうなことで大学のスポーツ施設を積極的

に開放していくというふうな方向になっています。先ほど樋口委員が

おっしゃったように逆に健常な人がなかなか使いづらくなっている

という場合もあるんです。ですから横浜市のラポールは一般の人も使

っていいんですよといった感じではなくなってて、一般の人は使って

はいけないのと思ったりする場合もあるんです。そこは両方が使える

んです。もっと兼用していかなくてはいけないんです。 
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【冨田委員】 障害者スポーツについていろいろここに書いてあるんだけれど、鎌

倉市の中に教育委員会なり福祉課なり受け皿になるセクションがあ

るんですか。障害者のスポーツをやらせたいんだけれどと相談があっ

たときの受け皿はあるんですか。 

【事務局】   障害者福祉課が最初の受け皿になり、そこからスポーツ課に相談が

あったときにどういうふうにやっていこうかというところが課題で

す。 

【事務局】  現在の実態では、大人の盲人卓球とか盲人の方の健康体操に携わっ

ておりますが、子どものスポーツは、各団体が施設を優先して使って

活動しているのが現状でしてスポーツ課としてはそこに関与してい

ないんです。ただ今後の取組みとしては短期の取組みで障害のある子

どもに運動のきっかけづくりとして、そういった団体に対して積極的

に指導者を養成しながら、またスポーツ課にある用具も使いながら一

緒に団体とやっていこうかなと思っています。現在指導者もいなく、

まず指導者を養成していくことが必要と思っています。 

【冨田委員】  先ほどの御意見のように、書くのは簡単だけれども、そこで終わり

になってしまわないように。幼稚園、保育園の中にも障害がある子や、

集団生活になじまない子とかがいて、それを鎌倉市から独自の制度で

幼稚園、保育園に子どもをよりよく面倒をみるための補助金とか出し

ているわけで、だから幼稚園も保育園も市がやっているあおぞら園も

そういう子どもについて大変苦労しているんですね。その子たちの中

にずば抜けた運動神経の持ち主がいるわけで、こういう子たちをそち

らで伸ばせばいいのになと思うことが多々あります。幼稚園、保育園

で一生懸命面倒を見て、その子を小学校に送り出してから、小学校の

先生がより苦労するんではないかと思います。  

いま、なかなか教室で座っていられない子が増えているそういった

子どものエネルギーをスポーツで発散させたら、場合によってはび

っくりするほど素晴らしい能力の持ち主に成長していくんではない

かという思いがあります。幼稚園・保育園、小学校、中学校とマカ

ロニ状態でぶつぶつ途切れていてつながりがない。 

アスリートを養成するとか窓口をつくるなどと書き込むのもいい

んですが、そういう子たちをボランティアが面倒を見るか、学校や

幼稚園、保育園の先生たちが苦労をしてそこまでで終わってしまう

とか、どこかでそれを面倒見てつなげるというシステムがないとも

ったいないと思います。せっかくこのような計画をつくるのだから

市民総がかりでやっていこうという方向にもっていかないですかね。     
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この中に書いてあるのは、そういう人たちがいっぱいいてノーマ

ライゼ－ションとかいろんなことを言っている時代ですから、まし

て障害の害は漢字でなくひらがなにしろと言われている段階で、も

っと自分たちが考え、もっと私たちがみんなでそういった子どもた

ちをより幸せにするために、スポーツを窓口にして幸せな社会生活

が送れるように、そういうことに踏み込むのも基本計画に必要かと

思うんです。 

【海老原会長】 障害スポーツは、子どもたちが、大人がどういうニーズを持って

いるのか、それから競技選手たちがどういうニーズを持っているか、

両方が調べられて数十年になってきたんです。パラリンピックやジャ

パンパラリンピックというのがあるんですが、あれは、障害の人達の

スポーツですがどういうニーズを持っているのかはある程度調べが

つくんです。ここにいる一般の障害のある人たちがどういうニーズを

持っているか、先程約 3つのタイプを分けて説明がありましたが、そ

ういう人たちに対する実態は、まったく行なわれていません。いわゆ

る片腕がない、片足がない、両足がないような普通な生活をしている

子どもから大人まで彼らは、スポーツに対してどういうニーズを持っ

ていますかというような調査は全く行われていない。それをするため

には障害者手帳を持っている人たちに調査するという個人情報にか

なり踏み込む可能性があるので、なかなか調査が行われないのかなと

思います。それをしない限りなかなか難しい。それをどこかに反映し

ていただければと思います。 

【冨田委員】 どうぞ、どうぞと手を広げていても、なかなか来ない人たちを集約

することは役所としては踏み込めないということですね、なんかいい

方法はないですかね。 

【海老原会長】国の厚生労働省にも機会があるごとに話しをしてみたり、全国調査

をやらせてほしいという話をしているんですが、なかなかできないの

が現状です。 

【若木委員】 8ページの下の競技スポーツの「本市からトップアスリートが生ま

れるために地域スポーツクラブ」と呼んでいて、さらに 25ページで

「地域が中心となるスポーツクラブ、その下に総合型地域スポーツク

ラブさらにその下にスポーツ関連団体、そして 11ページ地域が中心

となるスポーツクラブなどと非常に分かりにくい言葉がいっぱい出

て来ているんですけれども、これは総合型地域スポーツクラブを指し

ているのか、あるいは、商業的な働きをしているスポーツ施設を指し

ているのか、どう意味合いでこの言葉を使っているんですか。確認し

ておきたいんですが。 
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【事務局】  総合型地域スポーツクラブと記載してあるのは、まさしく総合型地

域スポーツクラブを指しています。地域などのスポーツ関連団体とは、

体育協会などを含めた団体を言っています 

【若木委員】 競技団体とどう違うんですか。どういう使い分けをしていますか。 

【事務局】  競技団体とは、一般の団体を差しています。スポーツ関連団体は、

体育協会、レクリエーション協会、スポーツ推進委員協議会、地区ス

ポーツ振興会協議会を指しています。ここで競技スポーツの分野のと

ころでスポーツ関連団体は、主に競技スポーツの中核となります体育

協会のことを指しています。 

【若木委員】 そういうことは、商業的な働きをしているところは指してはいない

という理解でいいんですね。 

【事務局】  そうです。 

【海老原会長】よろしいでしょうか。他に御意見等ないようでしたら、後半の「鎌

倉市スポーツ振興基本計画のスポーツ振興の基盤づくり」について、

事務局から説明をお願いします。 

【事務局】  スポーツの拠点づくりにつきまして、説明をいたします。 

スポーツ振興基本計画見直し素案（案）は、27ページを、市民のス

ポーツ活動に関するアンケート調査報告書は、44ページをお開きく

ださい。 

まず、現状と課題につきましては、市民アンケート調査結果に基づ

き市民のスポーツに関する考え方や、スポーツ活動の事態を調べ、取

り組むべき課題を把握するとともに、本市の施設の現状や近隣市との

状況を見つつ、取り組む内容について、短期の取組みと中長期の取組

みを明確にするもので、市民アンケー調査結果では、市民のスポーツ

活動を推進するために今後、重視すべき施策については、「子どもの

健康づくりの促進」が最も多く、19.7％、スポーツ施設整備（新設・

改築等）の促進が 10.2％となっており、スポーツ施設整備の関心度

が高いことがうかがえます。 

市民アンケー調査結果報告書、34ぺージをお開きください。 

施設別で見ますと、プールの整備では、考え方については、屋外と

屋内それぞれ１つずつ運営されており今のままで十分との回答が

35.2％で、運営期間が限られる鎌倉海浜公園水泳プールは閉場し、通

年利用できるプールを整備すべきが 34.1％となっています。 

市民アンケー調査結果報告書の、30ぺージをお開きください。 

グラウンドの整備では、子どもたちが利用できる多目的スポーツ広

場のようなグラウンドが必要との回答が 36.9％と最も高く、次いで
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サッカー・ラグビーの公式競技ができる程度のグラウンドが必要との

回答は、12.9％となっております。 

市民アンケート調査結果報告書の、32ぺージをお開きください。 

体育館の整備では、学校体育館や民間体育施設をもっと活用すべき

（新たな施設は必要ない）との回答が 26.6％で、現在ある体育館の

改修（耐震化）を進めるべき（新たな施設は必要ない）との回答が

22.8％となっています。 

市民アンケー調査結果報告書の、38ぺージをお開きください。 

テニスコートの整備では、現在あるテニスコートで十分であるとの回

答が 37.6％で、現在あるテニスコートのほかに新たなテニスコート

の整備が必要との回答が 15％となっています。 

施策の方向性においては、本市の喫緊の課題である深沢多目的スポ

ーツ広場の代替えとなり得るグラウンドの整備や、テニスコートの整

備について、短期的な取り組みとして整備を進めるとともに、広大な

土地や、多額の経費が掛かる総合体育館・プールの整備については、

クリアすべき課題が多い施設については中長期の取組みとして位置

付け、今後、取り組むべき施策を明らかにいたしました。 

スポーツ振興基本計画見直し素案（案）は、30ページから 31ペー

ジを御参照ください。 

短期の取組みでは、プールの整備・グラウンドの整備・テニスコー

トの整備・スポーツ施設建設基金への寄附の要請・スポーツ施設の利

用環境の向上を記載のとおり明確にしていきます。 

中長期の取組みでは、総合体育館・プール・グラウンド・高齢者や

障害のある方に配慮した施設のバリアフリー化促進について、クリア

すべき課題を整理しながら、今後、整備計画の策定を進めることとし

ました。 

スポーツのシステムづくりについて説明いたします。 

       スポーツ振興基本計画見直し素案（案）は、32ページをお開きく

ださい。 

       この項につきましては、大きな変更点はございませんが、文章の整

理をし、市のスポーツ活動の取り巻く環境や、市民ニーズに迅速かつ

的確に応えていくシステムづくりを記載しております。 

施策の方向性につきましては、現在実施している指定管理者による

適切な施設管理や各種スポーツ教室の実施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。 

33ページを御覧ください。 
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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、

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、民間活力による施設整備・

運営などの充実・促進などを行ってきました。 

今後の主な取り組みとして、短期の取組みでは、地域の公共施設の

スポーツ利用の促進、他の自治体との施設相互利用他 5項目について

環境の整備や関係するボランティアの育成などの方策、地域スポーツ

指導者の充実のためのスポーツ推進委員、生涯スポーツリーダーの更

なる資質向上に取り組んで行きます。 

中長期の取組みとして、様々な人々が集まる組織づくりや場所の堤

供私立学校とのパートナーシップの構築、民間活用による施設整備・

運営などの充実・促進医療機関などとのパートナーシップを検討して

いくこととしています。 

       続いてスポーツの情報提供について、説明をいたします。 

  現状と課題として、これまで、ホームページの立ち上げや、施設予

約システムの導入など、市民がいつでもどこからでもスポーツに関す

る情報が得られるような体制を整えてきました。 

       しかしながら、今回実施したアンケートでは、スポーツ教室やイベ

ントなどへ参加しない理由の１位が「教室やイベントの情報が分から

ないから」（35.7％）でありました。 

       この他、施設の存在そのものをこのアンケートで初めて知ったとい

う意見もありましたので、現在の手法では不十分なものであることが

分かりました。 

       スポーツをしないと答えている市民の中には、情報が不十分である

ためにスポーツができない市民がいるものと捉えまして、今後有効な

取組みをしていきます  

今後の取組みでは、市民への情報提供体制の充実について、スポー

ツ教室やイベントの開催情報を店舗や鉄道駅構内などに掲出できる

ように民間施設と連携すること、また、新しく市民になった方へは施

設の場所や利用方法を周知するため、住民登録手続きの際に案内を配

布するなどの取組みを加えました。 

       最後のページになりますが、37ページのスポーツ振興計画の確か

な実現に向けてですが、こちらは行政評価制度の導入と市民の意見を

取り入れる仕組みづくりになっており、前回の審議会に配布したもの

と現行の計画から変更したものはありません。 

       以上で説明を終わります。 
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【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

基本計画見直し素案（案）のスポーツ振興の基盤づくり」について

御質疑、御意見はございますか。委員のみなさまのお立場から、忌

憚のない御意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

【若木委員】 今の説明の中で、鎌倉市の公共施設再編整備基本方針の中でいわ

ゆる新規の単独整備は行わないという文言がありますが、こういう

文言はこの計画に入れ込まなくてもよいのかなと思います。こうい

った書き方をしますと、単独整備ができないと思われる節もあるか

もしれない。例えば今後整備される再開発とかさまざまな手法の中

で複合的な施設ができてくるんですね、鎌倉市の計画を見ますと、

そういう意味合いからもここに載っているような文言をもう尐し表

現した方がいいように思います。 

【事務局】  ただいまの御指摘は若木委員のおっしゃるとおりで、再編成計画が

4月に基本方針ができて、今後はその方針に沿って施設整備を進めて

行く必要があると全市的にそういう考えになり、その中に入っている

文言を具体的にもう尐し書き入れたほうがということについては、拠

点づくりの中では確かに具体的には記載しておりません。前段の 9

ページのスポーツの拠点づくりで、上から 2 行目に公共施設再編計画

基本方針との整合を図り進めて行くということをここで前提として

載せておりましたことから、28ページのスポーツの拠点づくりでは、

特に具体的には載せてないんですが、御指摘の点を踏まえまして、単

独整備は行わないということは複合化ということと民間活力を入れ

るとかいろんな方針が出ていますのでそのあたりをもう尐し、スポー

ツの拠点づくり 28ページのところで文言を入れ込むことについて検

討したいと思います。 

【大石委員】 スポーツ情報提供の中でホームページやツイッターを活用したと記

載してありますが、体育センターでもツイッターとかをやり始めてい

るんですが、視点として忘れてはいけないのは、紙が基本の方もいら

っしゃるということで、特に高齢者の方でインターネットができる環

境にない方もいらっしゃいまして、お叱りを受けることもあります。

ホームページを見てくださいと言っても実際見られない方もいらっ

しゃるので、そういう市民の方にどういったアプローチをしていくの

かというところも、計画は計画でいいんですが視点としてはもっと多

く持っていく必要があると思うんです。よろしくお願いします。 

【海老原会長】ネット環境、ソーシャルメディアは先行投資が終わればランニング

コストだけなんです。且つランニングコストは下がっていくんです。
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そうすると結果的に大石委員がおっしゃったようにペーパーレスで

先行投資が終われば本当に要らないくらいなんです。普通の家庭で電

気を使っている程度で済むようになれば、紙でしかできない人たちは

結局情報から漏れてしまう可能性がありますのでたぶんネット環境

に今ある人達は、これを無駄だと思っていらっしゃる。そこはフイッ

チという選択肢する問題ではなくて両方兼ねて行って、やがてネット

環境の人達の単価が下がってくるというふうに思っています。携帯電

話とかパソコンなどは結局はそうなりましたよね。だからそういうよ

うな方向に行くんではないかと思います。ですから紙は、丁寧に一軒

一軒届くようになるのでそういってことを忘れていけない視点にな

っています。 

【事務局】  スポーツ課の主催などのお知らせでは、これまでネットだけではな

かったかと思いますが、そういった中でもまだまだ、運動を行わない

理由が情報不足しているということなので、今後紙ベースにしてどう

いったところに配布したらよいか、また掲出をしたらよいかというと

ころは課題だと思っていますので、情報の提供の仕方に偏りがないよ

うにしていきます。 

【冨田委員】 私たちみたいな高齢者にとっては、すぐホームページを見てくださ

いというのは極めて不親切だと思うんです。家族にダウンロードして

出してもらっても画面を見ただけではすぐ忘れてしまう。そういう意

味で頼りになるのはペーパーですから、ダウンロードして御覧になり

なさいよと言った情報提供は、若い人はいいかもしれませんが、スポ

ーツ基本計画は高齢者を切り捨てるわけではないんですよね。高齢者

はたくさんの情報を求めていますから、高齢者に優しい情報提供をお

願いします。 

【海老原会長】拠点のところで単独ではつくらない、複合と言ったところが気にか

かるところで、いろんな機能を兼ね備えている、国で言えばいろんな

省庁から、地方財政にうまく組み入れてフリーハンドで動かすわけに

はいかないでしょうから、その場合の複合ということを踏まえたうえ

での複合というんです。それと民活が本当にできるかというとちょっ

とよく分かりませんよ。そこをうまく文言として読み取れるようにし

ないと。 

【冨田委員】 この情報誌はどこが発行しているんですか。 

【事務局】  指定管理者のコナミスポーツ＆ライフです。 

【富田委員】 スポーツ課は、何もやっていないんですか。 

【事務局】  内容の確認をしています。 
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【冨田委員】 そうしたら、どのくらい費用が掛かるとか、ポスティング等の費用

は分からないがもうちょっと読み応えのある内容にしてもらいたい。

高齢者に読ませようとしたら、もう尐し大きい字で書いて、費用がか

さむようだったら広告を取ればいいと思う。指定管理者だったらそれ

はできるでしょう。市では広告を取るといろんな問題もあるかもしれ

ないが。 

       そういった方法で高齢者が読める機会を増やしてほしい。また活字

離れの若い人たちにもこういうのが必要なのではないですか。 

【河田委員】 広報かまくらを市民が何パーセント見ているか調査してもらいたい。

われわれイベントをしていても参加者が尐ない。広報を見ましたかと

聞いても見ませんという回答である。広報は市民にとって一番いろん

な情報を知る方法だと思うのですが、広報を見ない市民が何パーセン

トいるのか、それを進めてくださいと言っているんですが、たとえい

い情報があっても市民に伝わらない。いいイベントを立ち上げても広

報を見ないそういう人たちに、スポーツをやりましょうといっても、

その情報は知りませんということになる。市民活動部として市民の方

にアピールが必要で、広報の良さを積極的に活用しないと、いくらイ

ベント等を行っていても市民には情報が伝わっていかない。 

【冨田委員】 提案ですが、自治町内会連合会に情報誌を渡して配布してもらう。

町内会の会報は毎月出ますから一緒に配布してもらうといい。防犯協

会も入っていますから、全戸配布してもらう。そうすると配布する費

用はいらない、印刷費用だけ。それが一番安くていいと思います。市

としても全戸配布してもらえば情報が行き届いていいのではないで

すか。 

【事務局】  指定管理者に町内会に情報を投げる手立てはないかとの相談を受け

ています。 

基本的には施設の周辺の町内会というお話でしたが、そういうよう

に配布する方法を今いただきました御意見を参考にしていきます。 

【冨田委員】 全部指定管理者に投げてしまうからダメなんで、指定管理者が連合

町内会の会長に配布してください、協力してくださいと言ってもウン

と入ってくれないと思う。市が持っていけば、地域のつながりが持っ

ていけばスムーズに行く。 

【事務局】  市民活動部は、自治町内会連合会を担当しているセクションなので、

今の御意見を自治町内会連合会に話し、了解が取れればそのような仕

組みが取れると思いますので、検討していきます。 

【冨田委員】 先日、大船に住んでいる人たちが将来、若い人たちや子どもにどう

いう夢がある街を残したいかというアンケート調査を行いました。そ
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の、アンケートをどういった方法で回そうかといろいろ考えた結果、

自治町内会連合会に配布を頼みました。回収率も非常に高かった。で

すから評議委員とか組員とか末端で働いてくれているボランティア

の人がいますから、これが一番市民に読んでいただく方法としてよい

かと思います。 

【海老原委員】今のいただいた御意見を参考にして検討してください。 

       施設については、単独、複合、民活が分かるようにして、スポーツ

施設をそれなりに知恵を絞って継続して素案（案）にしていますよと

しておけばいいかと思います。単独で施設をつくるということは現実

では不可能ですから。 

       後は尐し、先程議論をいただいた障害者のことを含めますと長崎の

プールでは、知的障害の子どもたちがボランタリーの人達で水泳を教

えています。実際にニーズをどう拾うかなどは不可能でできないので

実際もうすでにやっているような気がするんですけれど障害がある

子やおとなの方の減免、入場や駐車場を安くしますよというふうな、

あそこはＰＦＩなので先方の問題とはいえそのあたりはどうなって

いますか。 

【事務局】  こもれび山崎温水プールにつきましては、障害者の方には、使用料、

駐車場利用料を含めまして減免の制度があります。 

【海老原会長】その発想をほかの施設でもやっていけば全体でニーズを拾うことは

できないんですが、そういう話が伝わって行って積極的に運動をする

チャンスが広がっていく。障害のある方だけに焦点を絞るというのは

運用上難しい、ですがそういう対応はしていますよということを広報

で宣伝していただかないと、という思いがあります。 

【樋口委員】 広報の管轄はどこですか、配布を含めて。 

【事務局】  部が違うんですが、秘書広報課というものがあり、毎月 2回の発行

で、全戸配布しています。 

【樋口委員】 広報と一緒に載せたらどうなんですか。 

【事務局】  単純に費用は一緒で入れられるとはならず、別途費用はかかるとい

うことになります。 

【樋口委員】 広報自体も、ときどき水泳協会で教室の案内などをさせていただく

んですが、ほとんど字数が限られてカットされて思うような伝達にな

っていない状況なんで、これをもうちょっと紙面が大きくならないか

などと勝手なことを考えているんですが、こちらの議題ではないと思

うんですが、一体化したらもっと情報活動、提供ができるのではない

かと率直な感想です。 
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【冨田委員】 アンケート調査の報告書で、円グラフのことで、作為的につくって

いるのか分かりませんが、今の設備で十分である、現在のテニスコー

トで十分である、プールについては、屋外と屋内それぞれ１つずつ運

営されており今のままで十分であるとこれらが全部黒く塗りつぶし

てある。これを議会関係者が見れば、いらないんではないかという話

になる。グラフというのは作為的なもので、見る側がいかにこれは大

事と思う、そういう表現をするのが主義ですから、そういう意味でア

ンケートを聴取したとわたしは思っていたんですが、この色のつぶし

方は考えてほしいと思います。カラーなら問題はないんですが。 

【事務局】  一番多いところを黒くして、2番目をグレーの薄い色にし、3番目

を斜線、4番目を点にしているようなんですが、回答数から見るとそ

うではないようですね。 

【冨田委員】 人間視覚に訴えるということは、非常に怖いんですよ。ですからぜ

ひ建て替えてほしいとか増やしてほしいなどのところを黒くして、今

のままでいいというのをほとんど見えない薄い色でいいんです。尐し

考えてほしい。 

【事務局】  これは、調査会社に指示したわけではないんですが。依頼した調査

会社がこういう感じで作成してきたわけなので、意図的なものはない

んですが。 

【河田委員】 設問からしてそうなんですが、現在のままでいいというのは、この

審議会で新しい施設をつくってほしいと答申しているのに、この設問

からもそういう設問になっている。 

【事務局】  このままで十分のほかにも新たに必要だという設問もあります。要

は意識的にこういう回答をもらおうと思って作ったわけではないん

ですけれど。 

【河田委員】 10年近くグラウンドとか総合体育館が欲しいと自分のことのよう

に訴えている者としては、いらないんではないかという方向に持って

行かせようとしているふうで、非常に残念な設問だったと思うんです。 

【海老原会長】分析する前に回答された人たちが、普段運動をしていない人と定期

的、何をもって定期的とするか難しいのですが、そこに分けて分析す

る必要があるかないかというのは、他のニーズに関するスポーツ以外

の調査でも基本的な考え方、基本的な習慣、何を持って指標にするか

は難しいところなんですが、そこにクロス集計をした結果を市が載せ

ているかどうか、つまり収入が松竹梅ではないんですが、何か質問を

したときにその質問項目に関する松竹梅に分けて具体的に聞き直す

ということをほかの調査でやっているならば、特にスポーツは、まっ

たく運動をしていない人たちが必要ないと答えているのはよく分か
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るんです。その人たちはスポーツは基本的な生活の要件として必要な

いとお考えになっているので体育館はいらない、もっと他に大事なも

のがあるだろうと回答されているのがよく分かるんです。他の調査で

もそういうような 3段階なりいくつかに分けて回答の結果を分析し

ているかどうか、それとの整合性を取らない限りはここでも冨田委員

がおっしゃられるように、色分けはいろいろあると思いますが、その

あたりを分析しておく必要がある。 

 ほかの調査との整合性ですので。例えば図書館が必要ですか、あら

たに図書館をつくりますかとの質問に、本を読まない人は、用意され

ている五択の中では、必要ないと回答します。そういうようなことで

す。駐車場は必要ですか、の質問に免許を持っていませんから必要な

いと回答するのはよく分かっているんです。ですからスポーツに関心

がない人はまったくやってないので、新しい施設が必要ですかの問い

に必要ないと回答するでしょう。そこに関心がないや知ったことでは

ないとは選択肢に設けずらいので、そこら辺を別の調査と整合性のう

えであらかじめグループが書けないんであれば、その回答をそこにそ

のまま載せざるを得ないんでしょうが、もしそういうようなことをや

っていらっしゃれば、先程の繰り返しになりますがあなたは図書館が

必要ですか、その前に過去１年間に本をお読みになりましたか、本は

１冊も読まない新聞を読まない人の回答と本を一生懸命読む、新聞を

読む、テレビ、マスコミなどの情報などに関心を持っている人では、

回答の質が違うんです。このようなことをもう尐し考えておく必要が

あるかないかは、他の調査との兼ね合いを見てください。 

【事務局】  今回の調査は、全体の調査と例えばプールを利用して水泳をしてい

る方の回答もここには載せてあるので、それで比較ができるかと思う

んですけれど。 

【樋口委員】 ちょっと気になっていたんですが、28ページの拠点づくりにパー

センテージが提示されていますよね、例えば水泳のところしか見てい

ないんですが、プールのところで利用者ベースで表示されていますね。

この根拠というか、そのへんの先程、冨田委員がおっしゃられた大き

な枠の問題も整合性のこともあると思うのですが、ここらへんの根拠

もきちんとなさってからのうえでないといけないかなと思います。 

【大石委員】 テニスコートの方は、利用者ベースになってないですよね。利用者

ベースだと 27,3％になりますね、これは整合性が取れていないんで

はないですか。 

【樋口委員】 それに関してのきちんとした意志が通っていないとまずいんではな

いかと思うんです。プールに関してですと、逆に一般の方にした方が
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低いですよね、今のままでよいという考えは。冨田委員がおっしゃら

れたように、パーセントのマジックというか、こちらの意図でどうに

でもなってしまうというところが怖いです。 

【冨田委員】 アンケートというのは作為的なものですから、自分の方に水を引っ

張るように作るもんです。それをこれは、反対の意見を助長するよう

なそういう作り方はちょっと困る。  

【海老原会長】そこは尐し検討していただければと思います。 

       みなさんからいただいた御意見を素案に反映させていただきまし

て、委員のみなさまに御確認の後に 9月にホームページやスポーツ

施設で素案を公開するなどパブリックコメントを 1か月実施する予

定でいます。また、市役所内部でも関係関連課に御意見を聞くなど

の予定をしていますので、みなさんには事前に御相談を申し上げて

というふうに進めて行きたいと思います。 

       8月 9日までに加える御意見がありましたら、メール、電話、直接

などでいただければ、今お話ししている内容で取りまとめさせていた

だきます。 

【事務局】  本日いただいた御意見のほかに何かございましたら、8月 9日まで

に御連絡をいただきたくよろしくお願いします。本日いただいた御意

見と合わせまして集計をし、予定では 9月に 1か月間パブリックコメ

ントや関連課から調整等を行ってまいりたいと思います。なおパブリ

ックコメントの実施の前に修正した部分を委員のみなさまに送らせ

ていただきまので、お目通しいただけますようよろしくお願いいたし

ます。 

【樋口委員】 修正案のナンバーをふっていただきたいと思います。 

【事務局】  ナンバーと日付をふって分かるようにしておきます。 

 

２ 報告事項「市民のスポーツ活動に関するアンケート調査結果」について 

 

【海老原会長】つづきまして、２の報告事項「市民のスポーツ活動に関するアンケ

ート調査結果」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の調査結果」について報告

をします。 

        このアンケート調査につきましては、計画の見直しにあたりまして

市民のスポーツに関する実態、要望をお聞きする目的で実施したもの

です。お手元の報告書を御覧いただき 3ページですが、アンケートは

市内在住の 18歳以上の方 2000名を無作為に抽出しまして調査票を送
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付しました。その結果 707人の市民の方から御回答をいただきました。

回収率は、35.35％でした。調査結果の内容につきまして報告書の 7

ページを御覧ください。回答者につきましては、男性 46.8％、女性

51.3％で女性の方が尐し多かったということでした。年齢別では、最

も回答率がよかったのは 60歳代、22.2％で続いて、70歳代、50歳代

がほぼ同じになっております。居住地域ごとの回答率については、こ

のグラフのとおりです。次に具体的な質問項目の回答内容ですが、ア

ンケート調査報告書はすでに委員のみなさまに送付させていただい

ておりますので、特徴的な部分のみ紹介させていただきます。 

       8ページを御覧ください。過去 1年間行った運動、スポーツに関し

て一番多かったのは、ウォーキングその次に体操と言った順になって

おります。身近に気軽に取り組めるスポーツの実施率が高いというこ

とが分かりました。10ページ、11ページを御覧ください。1回 30分

以上の運動を週 1日以上実施している人は 46.4％であり男性女性共

に就労世代、子育て世代のスポーツ実施率が低いことから計画に掲げ

るスポーツ実施率の目標 60％を目指すには、特にこの年齢の市民を

目標にした施策を行っていく必要があると考えられます。 

18ページ・20ページを御覧ください。 

７割を超える市民が「スポーツ教室やイベントに参加したことがな

い」と回答しており、その理由として一番多かったのが「教室やイベ

ントの情報がわからない」ということでありました。市としては、広

報誌やホームページ、また、昨年からはツイッターによる情報提供も

行っているところですが、このアンケート結果から、さまざまな方法

を駆使して更なる情報の提供に努める必要性を痛感いたしました。 

次に具体的な施設整備の関係につきましては、30ページを御覧くだ

さい。 

グラウンドに関しては、約 40％の方が「子どもたちが利用できる

多目的スポーツ広場のようなグラウンドが必要」と考えています。 

32ページを御覧ください。 

体育館に関しましては、「拠点施設となる総合体育館を新たに整備

すべき」と考えている方が全体の 27％、「既存施設の改修や学校・

民間の体育施設をもっと活用すべきで新たな施設は必要ない」と考え

る方が全体の約 49％という結果となりました。 

34ページを御覧ください。 

プール全体の考え方に関しましては、現状のままでよいと考えてい

る方が約 32％、現在のプールのほかに新たなプール整備が必要と考

えている方は約 15％となっています。 



25 

 

       35ページに移りまして、海浜公園水泳プールの今後の考え方につ

きましては、市民全体の考え方としては、「大規模な改修が必要にな

ったときは閉場すべき」が約 34％で一番多く、次に「現在のプール

を建て替え、若しくは改修すべき」が約 26％でしたが、水泳実施者

の考え方としては、「現在のプールの建て替え・改修」が一番多く、

次に「大規模な改修が必要なときは閉場すべき」となり、水泳実施者

と市民全体では、考え方の違いがあることがわかりました。 

38ページに移りまして、テニスコートの整備につきましては、市

民全体の考え方としては「現在あるコートで十分」が一番であるのに

対し、テニス実施者は「現在のコートのほかに新たなコートの整備が

必要」と回答した方が一番多く、テニス実施者にとって、テニスコー

トが不足していることがわかりました。また、コートの整備方法につ

きましては、40ページを御覧ください。 

テニス実施者は、圧倒的にオムニコート化を望んでいることがわか 

りました。 

44ページに移りまして、今後のスポーツ施策の推進については、

約 20％の方が「子どもの健康づくりを進めるべき」と回答し、次に

多いのが「高齢者の健康づくり」となっています。また、65ページ

以降には主な自由意見を記載しておりますので、どのような自由意見

が寄せられたか御確認いただければと思います。 

以上が「市民のスポーツ活動に関するアンケート調査結果」の概要 

ですが、今後の取組みの方向性を考えるにあたり、大変貴重な御意見

をいただいたと思っております。 

以上で報告を終わります。 

【海老原会長】ただいま、事務局から説明がありました、御質疑・御意見はござい

ますか。 

【大石委員】 無作為抽出というのは、例えばこの年代の人何パーセントとかそう

いうのは全く関係なしで無作為でということですか。 

【事務局】  2000名の中で男女、年代が均等になるように揃えたうえでその中

で、無作為に抽出しました。 

【若木委員】 こういうアンケートを他市で見たことがあるんですが、他市の結果

と鎌倉市の結果と対比してみてどういう特色があるかということも、

一方これに反映していくことはできないんですか。 

把握しておく必要もあるのではないかと思います。       

【事務局】  他市のアンケート結果は、おそらく国の基本計画が策定されて以降、

いろんなところで見直しが行われているかと思うので、県内各市の状

況を確認していきたいと思います。 
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【若木委員】 だからどうのというわけではないんですが、鎌倉市の特色の推移 

      を見たいと思います。 

【海老原会長】他に御質疑・御意見がないようでしたら、これで次第 2報告事項

「市民のスポーツ活動に関するアンケートの調査結果」については

終了します。 

 

    ３ その他 第３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】つづきまして、３のその他 第３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 3回の審議会の開催につきましては、11月の予定で鎌倉市スポ

ーツ振興基本計画(案)をお示しし、審議をしていただく予定です。  

年間の計画表では、11月 13日(水)に予定として入れさせていただ

いていますがいかがでしょうか。また、月曜日は仕事が入っている

委員さんがいらっしゃいますことから、月曜日は除かせていただき

たくよろしくお願いします。 

（総員 11月 13日で了承） 

【海老原会長】 それでは、平成 25年度第 3回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催は、

11月 13日（水）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、委員のみなさまからは、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 25年度第 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。 


