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平成 25年度第 3回鎌倉市スポーツ推進審議会 議事録 

 

日 時  平成 25年 12月 25日（水） 14時 00分～16時 30分 

場 所  鎌倉武道館  第１会議室 

日 程  １   議題 

（1） 議事録の確認について                     Ｐ 1  

（2） 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し（案）について    P 2 

         ア 庁内調整結果等を踏まえた素案の修正 

         イ 見直し素案に対する意見公募について 

２  報告事項 

（1） テニスコートの整備に係るアンケート調査結果について P 12 

（2） スポーツ施設に係る状況等について             P 13 

（3） ジュニアスポーツ栄誉表彰の実施について         P 16 

（4） 鎌倉体育館開場時間の延長について            P 20 

３  その他 

         平成 25 年度第 4回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催日程について P 20 

      

審議会の成立について 

【事務局】  本日の出席委員さんは、9名の御出席です。なお、河田委員は、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 3回鎌倉市スポーツ推進審議会を開催します。 

       

1 議題 （1） 議事録の確認について    

 

【海老原会長】 それでは、次第 1の議題（1）「議事録の確認について」事務局から、説明をお願い

します。 

【事務局】   「議事録の確認について」説明をいたします。     

     平成 24年度第 2回及び平成 25年度第 1回、第 2回の議事録の確認について、委員の

方から御提出いただきました、修正個所等を説明いたします。 

     本日、配布しました議事録につきましては、訂正箇所を修正したものを配布させてい

ただいておりますので、訂正箇所部分を合わせて御覧ください。 
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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については、訂正箇所等はあり

ませんでした。 

平成 25年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録の訂正箇所については１箇所で

22ページ 12行目、「抜け出して」となっていますところを、「抜き出して」に修正し

ました。 

      平成 25年度第 2回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録の訂正箇所では、7ページ下か 

ら 7行目「サッカーのプロのコーチに応募すると来てくれるので、」という部分を「サ 

ッカーのプロ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」 

に修正し、7ページ下から 5行目「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、年間計画の中でこの位置に来てもらう、後は引き継いでやっておこうと打

ち合わせ等がなくすぐ来てもらえるのは簡単なんですが、それ以外の種目になりますと

専門的な人との打ち合わせがどうしたらよいか、またその後、やっていただいて引き継

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ない状況にあります。一部はできます

が。」という部分を、「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、事前の打ち合わせ等も簡

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。」に修正しました。 

 続いて、25ページ 26行目「反映していくことはできないんですが、」という部分 

を「反映していくことはできないんですか」に修正しました。 

 

【海老原会長】ただいま、事務局から説明がありました、「議事録の確認」について御質疑、御意見

はございますか。 

     御質疑、御意見がないようでしたら、これで議題（１）「議事録の確認」については、

委員のみなさまに御了承をいただいたということで（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。 

     （全員了承） 

 

1 議題 （2） 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し（案）について 

 

【海老原会長】それでは、次第 1の議題（2） 「鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し（案）」につ 

いてと ア 庁内調整結果等を踏まえた素案の修正」について事務局から説明をお願い

します。 

【事務局】   まず初めに「鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し（案）」について、説明いたし 

ます。 

      本市のスポーツ振興基本計画については策定から 8年が経過したこと、また平成 24 

年 3月に国のスポーツ基本計画が策定されたことなどを踏まえまして、今年 3月に市長 



3 

 

からスポーツ推進審議会に諮問をさせていただきました。これまで、前年度も含めま    

すと 3回審議会で御議論をいただき、市民アンケート、庁内関係課へ意見照会、またパ

ブリックコメントなどを実施して見直し作業を進めてまいりました。 

本日は前回の審議会でいただいた御意見や審議会後に実施しました庁内調整の結果を

反映し修正した見直し案について、また過日実施しましたパブリックコメントにおける

意見の対応方針について御審議をいただければと思います。関係課等との庁内調整につ

きましては計画に記載された各種の施策に関係する課等に対して 8月 28日から 9月 10

日までの間意見照会を行いました。結果としまして企画部門、健康福祉、教育、都市整

備の部門からトータル 10課から意見が出されております。出された意見やそれに対する

事務局の考えにつきましては資料 4の庁内調整結果一覧表に記載してあるとおりです。

庁内調整で出された意見等については、その趣旨を見直し案に反映し修正しております。

またパブリックコメントにつきましては、10月 2日から 10月 31日まで 30日間実施し、

個人の方から 5人、団体としては 2団体から 19項目にわたる御意見をいただきました。

それらの御意見や御意見に対する事務局の考えにつきましては、資料 5の原文及び資料

6でいただいた御意見を項目別とそれらに対する市の考え方をまとめてあります。この

後庁内調整等による見直し案の修正内容について、またパブリックコメントでいただい

御意見について市の考え方などにつきまして、各担当者から説明をさせていただきます。 

          

「庁内調整結果等を踏まえた素案の修正」について、説明いたします。 

      資料 2、スポーツ振興基本計画見直し案、3ページをお開きください。 

      上から 9行目、下線が引かれている部分は、市の総合計画を所管する課から文書の 

修正の指摘があり修正してあります。修正内容については記載のとおりです。なお修正 

前の文については資料 3スポーツ振興基本計画見直し素案の同ページを御参照くださ 

い。同じ該当部分に下線が引かれておりますので、修正前と修正後の文章を見比べる場 

合には資料 2と 3を見ていただければわかるかと思います。以下同様に資料を御参照く 

ださい。 

それでは資料 2の 4ページ上から 4行目の下線部分では、従来第 2期基本計画となっ

ていたものを第 3期基本計画と訂正したものです。この第 3期基本計画では、市議会等

での審議を経た後に決定されることから修正の段階では予定としていましたが、昨日の

市議会で議決されましたことから予定というところは次回の修正で削除をする予定です。 

         それでは、16ページ以降のあらゆる市民のスポーツからそれぞれ 7つの柱ごとに修 

     正の内容を説明していきます。 

資料 2の鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し案 16ページあらゆる市民のスポーツ 

をお開きいただき、資料 4の庁内調整結果一覧表と合わせて説明させていただきます。 

◆あらゆる市民のスポーツ 16ページ 

市民健康課から、「トレーニングマシンを備えた施設の拡大は検討していませんか」

と言った御意見に対し、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館、見田記念体育館の施設

では、マシンを設置する場所やそれに伴う指導員の配置等が現時点ではできないことか

ら計画への反映は不可能とします。 

2点目に、17ページ短期の取組みで■個々の目的に応じたスポーツプログムの提供 

で「個々の目的に応じたスポーツプログラムの提供をします」というところが抽象的で

個々の目的というものが具体的にはどのような内容になるのか書き込んだ方がよいと
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言った意見があり、資料 2の見直し案の 17ページ下から 2行目の下線部分を修正して

あります。 

つづいて、あらゆる市民の 18ページの中長期、■鎌倉の歴史やオープンスペースを 

活かしたスポーツの活性化で公園課からの指摘で「健康器具やトレーニング器具を設置

して」との箇所を「関係課と連携して地域住民の意見を反映した公園を」というような

文言に修正しました。 

◆子どものスポーツ 19ページ 

施策の方向性で、「学校の体育授業やクラブ活動、部活動に地域の指導者やスポーツ

関連団体などの専門家を紹介する」という部分を「学校の要請に応じてスポーツ指導者

を派遣・紹介します。」と事務局で文言の整理をしました。 

◆高齢者のスポーツ 22ページ 

現状と課題の下から 2行目の下線部分と施策の方向性下から 3行目の下線部分を事務

局で文言の整理をしました。 

      短期の取組み 23ページで■スポーツを通じた体力・健康づくり、介護予防の促進では、 

「病後や関節痛などで体に不安がある方は、不安を取り除いて」の部分を市民健康課か 

らの指摘で病後や関節痛がある場合は運動制限が掛かることが多く運動処方が専門的に 

なるので、「安心して」という表現にした方がよいとの意見から、「年齢や身体の状態 

に合わせて安心して運動に取り組めるような体制をつくります」と修正をしました。 

◆競技スポーツ 24ページは、変更はありません。 

      ◆スポーツの拠点づくり 27ページ 

現状と課題で上から 4行目から全文を事務局で文言の整理を行い、あわせて現状と課

題でも全文修正をしました。 

      短期の取組み 29ページ■スポーツ施設の整備では、深沢地域整備課や経営企画課、 

公園課から指摘があり●グラウンドで「深沢多目的スポーツ広場の新規整備に向け深沢

地域まちづくり計画の中で具体的な検討を進めます」といったところを「新規整備に向

けた取り組みを行います。」と修正しました。 

●テニスコートについても全文修正をしました。中長期の取り組みでは、●グラウン

ドについて、事務局で文言の整理を行いました。また、●高齢者や障害のある方に配慮

した施設のバリアフリーの推進では、経営企画課と高齢者いきいき課からの意見で全文

修正しました。 

◆スポーツのシステムづくり 30ページ 

短期の取組み 31ページ■市のスポーツへの取組みの促進について、経営企画課から指 

摘があったもので、１点目は、見直し素案全体にかかる指摘ですが、「市の関係課との

調整」などの表現に当たって、「関係課」、「関連課」、「市関係課」という表現が混

在していたため、「関係課」に統一したものです。※該当箇所は本編・基本計画内に６

箇所ありました。 

      ※17ページ下から 2行目、23ページ下から 5行目、28ページ下から 6行目、30ペー 

ジ下から 4行目、31ページ下から 6行目、32ページ下から 2行目。 

2点目は、同じ■市のスポーツへの取り組みの促進の内容説明文中、「スポーツの意義

をより効率的・効果的に PRし、市関係課との事業連携を強化するとともに、各種行政

計画へのスポーツ施策を盛り込み実現に向け取り組みます」とありましたが、文章の意

味が不明瞭であるため、指摘どおりに修正したものです。 
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◆スポーツの情報提供 33ページ 

短期の取組み 34ページの■市民への情報提供体制の充実について、秘書広報課か 

ら取組みに追加したらよいのではないかとの指摘があり、「市として、情報発信手段

である広報かまくらや広報板、ツイッターなどのソーシャルメディアを活用した情報

提供の充実を図ります」を追加したものです。 

■市民への情報提供体制の充実の取組み内容６番目で「自治会・町内会の協力を 

得て地域住民にきめ細かいスポーツ施設やイベント等の情報を提供します」は第２回

審議会において冨田委員からいただいた御意見を基としたものに、自治町内会の担当

課である地域のつながり推進課から出された意見を反映させたもので、自治会、町内

会は基本的に独立した地縁団体であることから、会長さんに手間をかけさせることは

極力制限していることから、当初自治会、町内会と「連携」という言葉を記載しまし

たが、自治会、町内会に御協力いただきながら実践していくという表現にしました。 

取組み内容の７つ目では、情報提供の取組みとして有効かつ必要と判断したため 

      スポーツ以外のイベント開催時にスポーツ施設やイベント等の案内を配布し、スポー

ツに親しみのない市民への情報提供の拡充を図ります、という文言を事務局で追加し

ました。 

以上で「庁内調整結果等を踏まえた素案の修正」についての説明を終わります。 

 

【海老原会長】 ただいま、事務局から説明がありました「庁内調整結果等を踏まえた素案の修正」 

についての御意見、御質疑はありますか。 

 

【若木委員】   庁内各課から御意見を伺って内容が充実して来たかと思います。その中でひとつ、 

27ページに水泳プールが入っているので、下から 4行目にプールとあるため水泳プ 

ールとした方がよい。 

【事務局】    御指摘のとおり修正します。 

【海老原会長】 この計画は、しばらくの間公の文章として、残っていくものと思います。基本的 

なことですが、文中に最近とか現在、近頃では、という言葉がありますが、平成 26 

年 3月時点でというようなエクスキューズがあり得ると思います。しかしいつこれ 

が記載されたものなのかと思って読み解く人は尐ない。したがって可能な限り文中 

には何年時点では、この数年という場合でも平成 23年から平成 25年にかけてと記 

載した方がよいと思います。また、元号で統一するか、主に元号で平成 25年（2013 

年）というような書き方で統一されているならば他のところも全部そのようにした 

方がよい。具体的には、29ページの脚注のところでアステリスクの 1の後に昭和 30 

年代から 40年代にかけてというところも（1955年～1965年）と書くとよい。アス 

テリスクの順番も（ ）が付けたもの、付けていないものがあるので統一した方が 

よい。それと 29ペーにバリアフリー法とか公共施設再編計画基本方針がありますが 

これも出来れば出典を記載すると読んだ人がどこにそういうことが書いてあるのか 

が分かる。全体を確認してください。 

  庁内調整をされて、前よりも具体的になって分かり易くはなっていますが、細か 

いところではありますが重要だと思います。 

【事務局】     全体を見直し記載していきます。 

【大平委員】   27ページ現状と課題の下線部分で上から 3行目に「3施設尐なく」となっていま 

すが、「3施設と尐なく」というようにした方がいいのではないでしょうか。   
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【海老原会長】 この 27ページでも「公立スポーツ施設設置状況調査データを基にすると」とあ 

りますが、データのところを（文部科学省○○調べ（何年調査）によると体育館 

の数、水泳プールの数、野球場の数）というように出典をどこにしているかを記載 

し、それに比べて本市では、体育館の数、水泳プールの数、野球場の数を入れるな 

ど丁寧な記載の仕方をするといいと思います。  

また、文中に PFIや PPPと出て来ていますが、アステリスクをつけた方がよいで 

しょう。 

 

【海老原会長】 他に御質問、御質疑はありますか。 

       ないようでしたら、議題（2）のイ「見直し素案に対する意見公募」について、事 

務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】    見直し素案に対して意見公募をしまして御審議をいただきたくお願いします。資料 

      2の鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し（案）で意見公募を行ないました。資料 2の 

      内容に対していただいた御意見の原文が資料 5になります。原文を項目別に分けて整 

      理したものが資料 6になります。いただいた件数については、5人の方、2団体にな 

りますので 7件になりますが、項目の表紙にもありますように 19項目に整理してあ 

ります。いただいた原文いわゆる概要については、資料 6の 1ページからそれぞれ意 

見の概要と市の考え方の表になっています。これをこのまま御議論いただき、市の対 

応としてこの方針でよいか御審議いただき、その内容につきまして、この形でホーム 

ページ等で公表して行きたいと思います。 

       

 それでは、資料 6の意見公募【概要版】「公表用」をお開きください。 

提出№1の項目 1の御意見では、「スポーツの情報提供」の御意見で情報の共有を

活発化し選手の育成、競技スポーツの活性化を図ることから、体育協会加盟団体がホ

ームページを作成し競技会や活躍した選手の紹介などを提供するとよいといった御

意見でした。市の考え方としましては、スポーツ情報提供 34ページの「今後の主な

取組み」、「短期の取組み」の項目の中で■スポーツイベントや競技会、大会結果等

の情報提供の充実を図るため、スポーツ関連団体等にホームページの作成を要請しま

すと追記して計画に反映していきます。 

       提出№2の項目 2は、「スポーツの拠点づくり」に関しての御意見で、本市の水 

泳プールが他市に比べ貧弱であるということと、老朽化、コスト削減を理由に廃止 

や多施設との統合が検討されていることに対しての驚きと、築年数で自動的に廃止で 

はなく適切な補修を行い長寿命化を図り使用していくべきという御意見でした。 
市の考え方としましては、鎌倉海浜公園水泳プールは、毎年多くの市民の皆さまに御利用

いただいておりますが、県の津波浸水想定区域内にあるため、利用者の安全確保や費用対効

果の観点から、この場所でのプール再整備は現実的ではないと考えており、今後は、新たな

水泳プールの整備候補地の検討を進めるとともに、現在の施設設備が使用可能な間は、津波

避難訓練等安全対策を講じながらプール運営を継続していきます。 

提出№3の項目 3の御意見は、「子どものスポーツ」で関連課と連携し自然を活用

した子どもの体力づくりをすることで、アスリートの基盤ができることと、こどもか

ら高齢者の居場所として異年齢の交流の拠点とするといった御意見に対し、市の考え

方は、現在材木座や鎌倉中央公園で実施している子どもの基礎体力づくりは、自然の
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傾斜や砂浜を活用した内容であり、高齢者の方の見守り役のボランティアで異年令交

流を図っていますことから、今後も事業の充実を図っていきます。20ページの短期

の取組み■子どものスポーツのきっかけづくりの項で示しています。 

 提出№3の項目 4「スポーツの拠点づくり」の御意見で、コア的スポーツ拠点を想

定できない鎌倉市では、小学校のグラウンドをどのように公開するかが重要である。

更衣室、シャワー室、駐輪場等の充実が低コストで安全管理のもとで実現できること

がスポーツ振興の基盤整備として重要であるといった御意見でした。 

御意見に対し、市では地域でのスポーツ活動を支えるため、学校の授業に支障のな

い範囲において、市立小中学校の体育館、グラウンド及びプールを開放していますが、

学校体育施設の改修の際には、利用しやすい改修の実施について関係課等と調整を進

めていきます。 

 「スポーツの拠点づくり」「今後の主な取組み」「短期の取組み」の 29ページ■

スポーツ施設の利用環境の向上の項でその考え方を示しています。 

       提出№4、項目 5、前文では、立派な計画書を作成してもそれを実行するためのロードマ

ップが示されていないので、明記してほしい。といった御意見に対し、スポーツ振興基本計

画は、本市のスポーツ振興に関する基本的な考え方（方針）を定めるものです。具体的な

施策の推進にあたっては、市の総合計画実施計画への位置づけなどにより事業工程等

を明らかにしていきます。 

       提出№4、項目 6、「スポーツのシステムづくり」の御意見で、スポーツ指導員、

スポーツボランティア、指定管理者を活用してプログラムソフト面の充実を図ると言

った御意見では、30ページ「スポーツのシステムづくり」の「施策の方向性」及び

31ページ「今後の主な取組み」「短期の取組み」で■ボランティアとのパートナー

シップの構築と■地域のスポーツ指導者の育成の項でその考え方を示しています。 

      提出№4、項目 7「スポーツの情報提供」に関する御意見で、広報活動は、ＳＮＳ 

や広報かまくら、鎌倉萌などを活用し地域で活動する団体紹介を積極的に行うべき 

といった御意見です。こちらは、資料 2の 34ページに掲載していますが、「スポー 

ツの情報提供」、「今後の主な取組み」「短期の取組み」の■市民への情報提供体 

制の充実に掲げていますとおりガイドブックの定期的な更新や、指導者情報等をま 

とめて分かり易くホームページで公開することを記述しています。従いましてこち 

らも意見の趣旨が計画に反映されているという扱いにさせていただきます。 

       提出№4、項目 8「スポーツの拠点づくり」に関する御意見で、施設の整備として 

既存の公共施設はスクラップアンドビルドにより機能を複合化させて集約するとの

御意見では、スポーツ施設の整備にあたっては、公共施設再編計画基本方針との整合

を図り、施設の複合化、スクラップアンドビルド等を視野に入れた検討を進めます。

この考え方は、27ページスポーツの拠点づくり、現状と課題において示しています。 

提出№4、項目 9では、「スポーツのシステムづくり」に関する御意見で、学校や企

業の施設を市民に開放する取り組みを計画に位置付けるべきといったもので、資料 5

の原文にありますが、学校施設の開放については、各校の多くの団体が利用し現在飽

和状態になっており、新規の団体が利用しにくい状況にあるため、企業の施設を開放

することを推進すべきといった御意見です。市の考え方としましては、学校開放は市

立小中学校だけではなく私立学校とのパートナーシップを構築することであらたな利

用機会が得られるよう学校に要請していきます。   
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またいくつかの企業に対しても御協力をいただいていますが、さらに拡充できるよ

う協力を依頼するもので、こちらにつきましては 30ページから 32ページにかけまし

てスポーツのシステムづくりの中で私立学校とのパートナーシップを中長期の取組み

の構築を短期の取組みで記述していますので意見の趣旨が計画に反映されている取り

組みとします。 

提出№4、項目 10では、「スポーツの拠点づくり」に関する御意見で深沢地域国鉄

跡地周辺整備事業に総合グラウンドを組み込むことを特に望みますとの御意見で、市

の考え方としましては、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地は、一定規模以上の

土地が必要となるスポーツ施設の整備において有力な候補地の一つとして考えてお

り、その整備が位置付けられるよう関係課との協議を進めていきます。 

提出№4、項目 11は、「スポーツのシステムづくり」に関しての御意見で、効率的

な管理運営に関するＰＦＩ、ネーミングライツの導入、また、受益者負担等によるス

ポーツ施設建設基金の拡充を望む御意見に対し、市の考え方は、ＰＦＩの導入につき

ましては、スポーツのシステムづくりの 32ページ「今後の主な取組み」「中長期の

取組み」で民間活用による施設整備・運営などの充実・促進でその考え方を、また、

ネーミングライツにつきましては、現在その導入について取り組みを進めており、31

ページ「スポーツのシステムづくり」の「これまでの取組み」において紹介していま

す。受益者負担につきましては、これまでの取組みとして駐車場の有料化を進めてき

ましたが、今後も受益者負担のあり方について検討を進めます。 

提出№4、項目 12は、「スポーツの拠点づくり」に関して、税制度に関する御意見

で、内容としましては、スポーツ施設建設基金は寄附の他観光または、環境に関する

税を設定しその拡充を図るべきといったものです。市の考え方としましては新たな税

制度の制定につきましては、今後の参考としてまいりたいと考えています。 

          提出№5、項目 13では、スポーツ振興基本計画に対しての御意見で立派な計画書を

作成してもそれを実行するためのロードマップが示されていないので、明記してほし

いとの御意見です。本スポーツ振興基本計画は、スポーツ振興に関する基本的な考え

方、方針を定めるものです。具体的な施策の推進にあたっては市の総合計画実施計画

への位置づけ等により事業工程を示していきます。 

       提出№5、項目 14では、「スポーツの拠点づくり」に関しての御意見で、スポーツ

振興基本計画の実現に向け、鎌倉市総合計画の実施計画に「スポーツ総合グラウン

ド・体育館の建設」を早急に位置づけていただきたいといった内容です。市の考え方

としては、スポーツ施設の整備は本市にとって重点的に推進すべき事業と考えており、

総合計画の実施計画事業として位置づけがされるよう要望して参ります。 

       提出№5、項目 15は、「スポーツの拠点づくり」の御意見で、総合グラウンド・体

育館の建設に向けて官民が一体となって実現に向けて力を結集するため、1から４に

ついて早急に掘り下げる必要があるといった内容です。  

１）多目的有効利用について、総合スポーツ公園としての多目的有効活用についての

幅広い議論、企画の立案 

      ２）啓発・告知について、 ＳＮＳを通じた市民への啓発、告知、ボランティア活動

の準備 

     ３）準備委員会の再開について、幅広く市民の協力、支援、ネットワークを結集し、 

官民一体となったマーケティングの推進 
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     ４）総合グラウンド・体育館建設基金の拡充について、政府助成金の利用、既存施設、

設備の一体化、コストの効率化、寄附、ネーミングライツ、受益者負担、閑散期に

おける貸出し、多目的利用の 4点の御意見です。 

 市の考え方といたしまして、御指摘の点のうち、ＳＮＳの活用については、「スポ

ーツの情報提供」の 34ページ短期の取組み■市民への情報提供体制の充実の項でそ

の考え方を示しています。多目的有効活用に関する幅広い議論、準備委員会等の御指

摘につきましては、市民要望を踏まえた施設整備を進める観点からも重要なことだと

考えております。今後施設整備が具体化された段階で検討委員会の設置等について検

討します。また、基金の拡充につきましては、「スポーツの拠点づくり」の 28ペー

ジ「短期の取組み」■スポーツ施設建設基金への寄付の要請の項でその考え方を示し

ていますが、御指摘の政府助成金の活用、受益者負担等につきましては、今後検討を

していきたいと考えています。 

提出№6項目 16の御意見は、「スポーツの拠点づくり」施設相互利用についての

御意見で、市の考え方といたしまして、他の公共団体との施設相互利用の継続につき

ましては、「スポーツのシステムづくり」の項 31ページ「短期の取組み」■他の自

治体との施設相互利用の拡大でその考え方を示しています。 

       提出№6項目 17は、「スポーツの拠点づくり」に関しての御意見で、海浜公園水

泳プール改修の際は、全天候型プールにと言った内容で、鎌倉海浜公園水泳プールは、

毎年多くの市民の皆さまに御利用いただいておりますが、県の津波浸水想定区域内に

あることから、利用者の安全確保や費用対効果の観点から、この場所でのプール再編

整備は現実的ではないと考えています。今後は、新たなプール整備候補地の検討を進

めていくとともに、現在の施設整備が使用可能な間は、津波避難訓練等安全対策を講

じながらプール運営を継続していきます。 

        提出№6、項目 18では、「スポーツの情報提供」に関する御意見ですが、市役所 

のホームページを検索しやすくしてほしい。また、紙媒体での情報提供も必要であ 

るといった御意見に対し、ホームページにつきましては、御指摘のとおり使いやす 

く利用しやすいようにしていくことを施策の方向性でも記述しているところです。ま

た紙媒体でも広報かまくらや指定管理者が発行するスポーツ情報誌、イベントごとに

作成しているポスターや紙チラシなどがありますが、その配布方法ですとか、設置の

箇所などまだ工夫が必要な部分であると考えていまして、資料 2の 34ページの取組

みの中で記述していますのでこちらの意見の趣旨が計画に反映されています。 

      提出№7、項目 19では、「スポーツシステムづくり」に関する御意見と受け止めさせ 

ていただきましたが、東京ディズニーリゾートやユニバーサルスタジオ・ジャパンの

成功例に倣い、鎌倉も民間のスポーツ施設を活用し、多くの収入をもたらす事業を考

えるべきであると言った御意見で、ゴルフ場を活用して多くの収入を得る方策を検討

したらどうかというような内容でした。こちらにつきましては、本計画書そのものに

反映できるというものではありませんが、企業とのパートナーシップの考え方に関す

る御意見と捉えさせていただきまして、参考意見といたします。 

        以上で、意見公募 7件に対しての市の考え方と対応です。 
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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、「見直し素案の意見公募」について御質

疑、御意見はございますか。 

【若木委員】  鎌倉市公共施設再編計画基本方針を見ますとプールに関して、これを読みますと学 

校施設の共有化、広域化ですか、そういった文言が入っています。これを見ますと整 

備候補地の検討を進めて行く、それで資料 2の 29ページ中長期の取組みの水泳プー 

ルのところで「新たな水泳プールの整備に向け整備適地の検討を進めるとともに施設 

の複合化や・・・」と言った文言がありますよね。この文言を資料 6の見直し素案意 

見公募表 1ページ項目 2と 5ページ項目 17に挿入した方がいいと思うんですが。表 

記の仕方なんですが、これだけですと新たな整備方法を捜しますと読めるんです、し 

かし鎌倉市の公共施設再編計画の中ではそういう書き方はしてないです、ですから資 

料 2の 29ページのような書き方にした方がホームページに公表されますのでそうい 

う表記の仕方がよろしいんではないかと思います。 

【事務局】   市営水泳プールの整備方針の検討を進めて行く点については、前段の文章で津波の      

危険性、人命の安全性、施設が津波で浸水した場合使い物にならない、この場所で新 

たに水泳プールを整備するのは現実的ではないという考え方のもとで、あらたに再編 

整備するならば別の場所でしょうということから整備方針の検討とここでは、あえて 

記載させていただいたのですが、御指摘のとおりまだ水泳プールの再編についても再 

編計画と整合性を図ることが当然出て来ますので、これをホームページで公表するこ 

とによって、水泳プールだけ単独でどこか他の候補地に整備すると捉えられてしま 

うという懸念もあるので御指摘のとおり資料 2のスポーツ振興基本計画見直し案の 29 

ページの文言と合わせて記載していきたいと思います。 

【海老原会長】  他に御質疑、御質問はいかがでしょうか。 

        意見公募でいただいた意見は、他の人は御覧なっているわけではないんです。 

【事務局】   現在のところいただいた御意見は公表していません。 

本日御審議いただいた結果を持って決裁後、ホームページ等で公表していきます。 

【海老原会長】 つまり、コメントをいただいて、このコメントについてはこういうふうに考えてい 

るところですとか、こういうふうに対応することにいたしましたということを、多く 

の人が共有するかどうかということですね。意見だけ求めておいて意見は出したけれ 

どそれに対して意見をくれた方のみに回答するのか、意見自体がみなさん共有されて 

いるかどうかに応じて対応がかなり変わってくる。 

【事務局】   御意見をいただいた 7名の方で、この回答についてはホームページに掲載しますの 

で、御意見をいただいた段階ですので御意見をお預かりしている状態で、こういった

御意見が出されてこれに対して市がどういった考え方でいますということについて 

は、この表で本日御審議いただき決裁後ホームページに公表していきますということ 

になります、ですのでホームページを見られる方みなさんが御指摘と市の考え方を見 

られるということになります。 

【冨田委員】    7名の方に行きますとかやりますとかなどと覚悟を示すようなコメントをお返しし

なくては良いのですか。 

【事務局】     いただいた御意見については、個々にお返しするのではなくホームページで公表し 

ていく形になります。 

【冨田委員】  ヒアリングを求めた側の姿勢がそういうふうなので 7名の方しか応募してこない 

のではないですか。市の覚悟の程が見られればもっと大勢の人が応募してくるので 
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はないかと思います。受取ったままにしておくのは良くないのでは。 

応募してくださった方が納得いくようないい方法でお返しをしなくてはいけないん  

ではないですか。 

【海老原会長】 意見公募をするときにいただいた御意見は沿うか沿わないかは別にして、ともか 

く対応についてこのように考えていますということを含めて、いただいた御意見と市 

の対応は公表しますということを事前に周知しているわけですよね。 

【事務局】    鎌倉市では、公募に対してはこのような計画の改定や新たな条例の策定の場合は 

意見公募をすることが要綱で定められており、やり方もそれに定められていますので、 

その手続きに沿って進めております。今、冨田委員が御指摘されたことは非常に大事 

なことではあると思いますが、この計画に限らず鎌倉市で行っています市民公募に関 

しては同じような手続きをとって公表しています。 

       意見をいただく際にも個々の回答はしませんが、後日ホームページ等で回答します 

ということで、意見をいただく際にもそのことは周知した上で、公募をしています。 

【海老原会長】 つまり、個人の意見というのは出ないわけで、19項目に対して市の考え方がホー 

ムページに公表されるわけで、意見を出された方が 19項目のなかで自分の意見はここ

に反映されているなというぐらいしか摺合せができない状況だけれども、決して無視

をしていませんということも相手には分かるような対応だということですね。意見公

募の最初のルールづくりのところでそうしているわけですね。 

【海老原会長】 他に御意見、御質疑はありませんか。 

  それでは、議題１の（2） 鎌倉市スポーツ振興基本計画見直し（案）について終了 

します。 

 この他に加えて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平成 26年 

1月 15日水曜日までに事務局へメール、または電話でお寄せくださればと思います。 

      事務局から、何かありますか。 

【事務局】   御意見をありがとうございました。委員のみなさまから御指摘をいただきまして内容 

についての協議する方法ですとか、3月に公表することを踏まえて表現をしなければい 

けないこと、何点か御指摘をいただいた部分につきましては今回修正をかけまして、 

次回の審議会でお示ししたいと思います。 

      それでは、今後のスケジュールについて説明をさせていただきます。資料 7のスケジ 

ュール表を御覧ください。ただいま会長からも御説明がありましたように何か御意見 

等ありましたら、平成 26年 1月 15日までに事務局にいただければと思います。来年 1 

月末を目途に見直し案の修正を行います。その後、内容につきまして委員のみなさま 

に御確認をいただいた後、2月中旪ごろまでに鎌倉市スポーツ振興基本計画改定版の更 

新について海老原会長の決裁をいただきたいと考えております。その決裁後審議会と 

して改訂版が確定しますので、その改訂版を以って次回の第 4回スポーツ推進審議会 

に於いて審議会から市長に答申をお願いしたいと考えております。次回の審議会の日 

程については後程調整させていただきたいと思いますが、現段階では 3月 4日を予定 

したいと思います。答申後、所定の庁内手続きを得て 3月末日までに市長決裁を取りま

して、スポーツ振興基本計画改定版が確定ということになります。議会については、平

成 26年 6月の市議会の常任委員会で報告をさせていただきたいと思います。 

【海老原会長】 繰り返しになりますが、本日みなさまから御意見をいただいた内容について鎌倉市 

スポーツ振興基本計画案の作成を進めて行くということになります。  
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つきましては、次回の第 4回スポーツ推進審議会では、計画案として市長に答申という    

手順になります。 

２ 報告事項 （１） テニスコートの整備に係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、 

次第 2報告事項（1）の「テニスコートの整備に係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】   それでは、資料 8のテニスコートの整備に係るアンケート調査結果について報告いた 

します。 

       1ページをお開きください。本調査はテニスコートの利用者の考え方や利用実態を 

踏まえ市が今後取り組む課題を把握することを目的として、平成 25年 10月 15日から 

11月 15日までの 1か月間、笛田公園及び西御門テニスコートの利用者、テニス関係団 

体、中学校体育連盟に加入する中学生を対象に 500人にアンケートを行った結果、358 

人の方から回答をいただきました。 

      質問は、3ページからになりますが、回答者の性別、年代、職業、居住地域がグラフ 

になっており、5ページではテニスコートの整備について、コートの材質について、練 

習場所について、をお尋ねしました。 

5ページの材質での問いでは、砂入り人工芝で整備すべきと答えた方は 184人で 51％、 

現在のクレーコートのままでよいと答えた方は、161人、45％でオムニコートで整備す

べきとの回答が若干上回っています。 

つづきまして 7ページの練習場所についてですが、1か月の利用回数としては、各施 

設 1か月に 1回の利用者が多く、次いで 2回の利用が多いという結果になっています。

なお、自由意見としまして練習場所に関してですが、10面以上のコート整備や休場日

の開放、既存施設として駐車場の確保、日除けの設置、ベンチの設置、トイレ、シャワ

ー室、更衣室の整備等が挙げられています。 

つづいて、9ページについては、1コマ 2時間の使用時間について調査をしました。 

男女、年代別ともに現在の 1コマ 2時間の単位現行どおりと答えた方が 57％で最も多

い結果でした。 

次に 10ページでは、笛田公園庭球場の利用料金、1コマ 900円について調査をしま 

した、年代別にみますと 10代では、高いと答えており、20代以降は適正と回答してい

ます。  

この調査を今後、笛田公園の関係ですとか鎌倉市の施設整備に関しまして鎌倉市が取 

り組むべき内容を把握しまして施設整備を検討して参りたいと思います。 

以上で、テニスコートの整備に係るアンケート調査結果について報告を終わります。 

      

【海老原会長】 ただいま、事務局から説明がありました、「テニスコートの整備に係るアンケート 

調査結果の報告」について御質疑、御意見はございますか。 

 

【若木委員】 笛田公園は公園課が所管するかと思いますが、整備する場合の予算は、公園課ですか。 

スポーツ課ですか。 

【事務局】   公園課です。 

アンケート調査を実施するときも公園課と内容等を詰めていき項目を洗い出してい 
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きました。公園課としても大きな整備というのは難しいので雨のときの使用は困難であ

り大会等もうまく回っていかないということもあってオムニコート化がよろしいんで

はないかという意見もあって今回アンケート調査をしたわけで、結果としては、オムニ

コートとクレーコートとの開きはなかったんですが、今後の検討課題として公園課と密

にしながら進めて行きたいと思っています。 

【若木委員】  今、教育委員会から市長部局になったので問題はないかと思うのですが、そこら辺 

のところを十分に連携をとっていただいて整備をしていただきたいと思います。 

【海老原会長】 他にいかがでしょうか。 

          御質疑がないようでしたら、これで報告事項（１）のテニスコートの整備に係るア 

ンケート調査結果の報告」について、を終了します。        

 

２ 報告事項 （2）スポーツ施設に係る状況等について 

 

【海老原会長】 つづきまして、報告事項（2）「スポーツ施設に係る状況等について」事務局から説 

明をお願いします。 

【事務局】   スポーツ施設に係る状況等について、報告を致します。 

      まず、深沢多目的スポーツ広場の暫定利用の状況について報告させていただきます、 

深沢多目的スポーツ広場は、平成 11年度に開設をしまして年間約 4万人の方に御利 

用いただいておりますが、深沢地域の国鉄跡地周辺総合整備事業のこの事業の用地を暫 

定的にスポーツ課がお借りしてグラウンドとして活用させていただいています。この事 

業が始まりますとグラウンドは使えなくなるという前程のもとにお借りしている状況 

でございます。今後の深沢多目的スポーツ広場につきましては、整備事業のスケジュー 

ルの兼ね合いの中で、当面平成 27年 3月までは利用ができるということで関係課から 

回答をいただいています。平成 27年 3月末ですから、平成 26年度末までですので、後 

1年利用ができます。ただ、スポーツ課としましては、暫定利用が終わった後の代替地 

の確保、これが喫緊の課題ということで、これまでそれに代わるグラウンドとして、近 

隣にございます武田薬品工業のグラウンドの借用について協議を進めていました。武田 

薬品工業は現在研究施設ということで非常にセキリティ上不特定多数の人が入るとい 

うことについては、かなりハードルが高いという話がありましたが、地域貢献の観点か 

らなるべく外に貸すということは前向きに考えていきたいという中で今回平成 26年度 

当初から毎月日曜日を 2回開放していただくということで協議が整いまして、同じよう 

に藤沢市も武田薬品のグラウンドを使いたいとの要望がある中で鎌倉市については、現 

在のところ月に 1回日曜日、第 3日曜日をお借りするということで今のところ進んでお 

ります。 

      平成 26年度につきましては、深沢多目的スポーツ広場と武田薬品工業のグラウンド 

両方使いながら平成 26年度末に予定されている代替地暫定利用期間終了後のまたグラ 

ウンドの確保に向けて引き続き検討して行くんですが、もう一つの候補としましては、 

例えば浄化センターの広場です、こういった市有地の活用について平成 26年度につい 

ては協議を進めて参りたいと考えています。平成 26年度の末に深沢のグラウンドが使 

えなくなったときには、できれば武田のグラウンドプラスどこかもう一つグラウンドの 

確保をしていきたいと言うのが我々スポーツ課の考えでございます。 

         次に、総合体育館及びグラウンドの検討状況について報告いたします。 

    現在市では、総合計画第 3次基本計画前期実施計画の策定作業を行っており、スポー 
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   ツ課としては、総合体育館及びグラウンドの整備について実施計画を提出して検討を進 

   めて行きたいと考えております。具体的には現在見直しを進めていますスポーツ振興基 

   本計画に基づき市民要望の高い多目的スポーツ広場の新規整備に向けた整備計画の検 

討、また総合体育館につきましては平成 26年度末に策定が予定されている公共施設再 

編基本計画との整合を図りながら整備に向けた取り組みをすすめていきたいと考えて 

います。この他、海浜公園水泳プールの再編、またテニスコートの新規整備、こういっ 

たことにも検討を進めて行きたいと考えております。 

      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、「スポーツ施設に係る状況等」につい御質

疑、御意見はございますか。 

【山口委員】  国鉄跡地の問題で地元の深沢住民と市長の懇談会が近日中にあるという情報が入っ 

ているのですが、これは事実でしょうか。 

【事務局】  すみませんが、承知しておりませんでした。 

【山口委員】 この前にもお話したかと思いますが、市の考え方をある程度線引きを入手したもので 

すので、市長と直接お会いしてそのことについて細切れでやられては使いようがないん 

ではないかという話だとか、大学をどこか持って来てそこのグラウンドを利用させても 

らうなどそのような話を聞いているのと、深沢の場所にもともと国鉄の従業員の宿舎が 

ありますが、あれはどういうふうになっていくのかと、宿舎には、だれも住んでいらっ 

しゃらないので、あそこを撤去して全部広くなるのかどうか、そこら辺りはどうなんで 

しょうか。 

【事務局】   深沢の事業区域は全体で 30ヘクタールぐらいあったと聞いていまして、区域の中に 

は今御指摘がありましたような住宅も含めた区域になっていると思います。ただ、区画 

整理事業で今後事業を行いますが市の土地としましては、このうちの 8ヘクタールです 

からこれは減歩によって区画整理、減歩で土地が減りますので、概ね市の土地として 5 

ヘクタールぐらいではないかと聞いております。ですから事業区域としては、エリアと 

して 30ヘクタールある中で市の土地としては、減歩が終わった後の土地としては 5ヘ 

クタールぐらいが市の公共施設を建てられる土地の面積と言うふうに聞いています。 

【冨田委員】  あそこの宿舎は新幹線の乗務員が 3，4棟あったようだが、いま誰もいなく木が生い 

茂って中にも入れないといった感じで近所の人は不安がっています。ですから、あそこ 

の土地を市が買い取って建物を壊すことができないものですか。現在はＪＲが市に売却 

するという話はないんですか。かなり広いスペースですよね。 

川の淵からグラウンドにかけての住宅は今だれも住んでいない。 

【事務局】  原局でないので詳しいことは言えませんが、いま 4棟ぐらいあるアパートを含めて川 

が長くあり柏尾川まであります。そこのエリアと裏に市場があり、もう尐し北側に住宅 

が何件かありそれを含めて 1本道が町屋に入っていると思うんですが、それの一画を全 

体整備しますので、いずれそのアパートも取り壊わされますし、そこの全体を整備する 

という計画をしていますので、その中に市の土地が 5ヘクタールぐらい市で利用できる 

土地があるというふうになりますので、いま実際にはまだ、もしかしたら住人の方がい

らっしゃるかもしれないんですが、最終的には全員の方に出ていただき、時期的なこと

は解りませんが、取り壊しの予定はあるようです。まだそこを市で購入するかどうかは

分かりませんが、ＪＲで持っていればＪＲのたぶん活用する土地になるかと思いますけ
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れども、いずれにしても全部きれいになって再開発にしようということに進めています

ので、いずれ時間がたてば更地になっていると思います。 

【冨田委員】 今、工事しているのはＪＲの工場の跡地の工事ですか、盛んに機械が動いています 

が。あれはどこがやっているんですか 

【事務局】  いまの工事は、土壌汚染の対策処理をしています。何かをやるためには、全部きれ 

いな土を入れ替えなければなりませんので、その作業をしているところです。 

【冨田委員】 鎌倉市は、そういう土地が出てくると購入費がないということで、資生堂の跡地も 

買い損なってしまった。今では大きなマンションが建ってしまっている。大学を誘致 

する必要もないのに、大学を誘致してそこのグラウンドを借りようとしている。 

【山口委員】 前にも申し上げたのですが、いつも一歩遅いんですよ。笛田がありますよね、あそ 

こは地権者が 3人いらっしゃいますが、それぞれ遺産相続が生じたときに鎌倉市が買い

取ると言ったのが 30、40年も前なんです。それがそのままになって、家を建てている

から、今さらどうにもならなくなってしまった。ですから深沢もこういう心配があるん

です。冨田委員がおっしゃられたように、なんとなくやってはいるんだけれど購入費が

ないということで終わってしまうんではないかと、結局虻蜂取らずのような格好で永観

で眺めているようなそんな感じが、今まで何回もありました。ですから具体的にどこら

辺まで実現化可能かどうか、あの笛田の土地も広大でした。真ん中の道は市道だったの

でどこにでも回せるんだと言いました。また 1箇所は駐車場になっており、青空駐車場 

ほどもったいないものはないと思うのです。あそこをシェルター化の台にして上から泥

をかぶせればもっと広く使う方法はあるという話をしたことはあるんですが、結局今の

状態なんですよ。ですから、深沢の今の土地もきれいにすれば相当広大な土地になるけ

れども、地元の生活権を奪うような形になっては、突っ込んでいけないという問題もあ

るんです。しかし今そこしかないと思うんです 

武田薬品の全国の研究棟を全部ここに集めたけれども、半分は鎌倉、半分は藤沢な 

んです。あの研究棟をつくるためには私の寺山へ 1週間かけて動植物の調査がなされて

きました。ですから他所から入ってくると細菌の問題とかあり、地元住民はそれを心配

して何か起きたら大変だということで大反対した経緯があるんです。そのような問題が

あるため、2市にまたがってある場所なのでその辺がどういうふうになるのかと心配が

あります。あそこは非常に鎌倉市に世話になるからと言って好意的でグラウンドは良く

使わせていただいた。そこら辺を含めて計画の中に市民の御意見もたくさん出ています

が。 

【冨田委員】  武田薬品のグランドを借用するのは大変結構なことですが、あそこに研究施設が集 

約されたときに小動物の生体実験をするので、あそこに武田が来ることに市民は猛烈 

に反対運動した経緯があります。そういうことをよく承知している市民もいて、あそ 

こではせっかくお借りする交渉をしても嫌だという団体はいるんではないですか。 

【事務局】  その件につきましては、来年度のグラウンドの使用にかかわる事なので、11月に 

団体に集まっていただき次年度の優先利用の予約を調整しました。その会議の席上で 

武田のグラウンドをお借りすることが決まったので、武田も含めて新規の計画を立て 

ましたけれども、今のところ団体の方からそういったお声はありません。 

【冨田委員】 ないことを期待しています。 

【山口委員】 徳洲会の病院もそうなんですが、あそこに大船工業技術高校があったんす。あそこ 

に、それが統廃合によって廃校になったときにも話があったんですが、そのときも予 

算がないからと言ってどうにもならなかった。総合グラウンドという面積はありませ 
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んでしたが。そのように一歩一歩遅いんですやることが、私も審議会委員の一人とし 

て申し上げるのもどうかと思いながらも体育協会という立場がありますので言葉が 

鋭くなりお聞きづらいかと思いますが、切実な問題として 30団体の中から出て来て 

います。 

【事務局】  今回の深沢の跡地につきましてはすでに市の土地がありますので、8ヘクタールあ 

ります、その中でどのように公共施設を張り付けていくかというのは、公共施設再編 

計画来年 1年間かけて策定されますので、その中でスポーツ施設が位置付けられて、 

深沢の場所で体育館なりグラウンドができるようにスポーツ課としては、全力を尽く 

していきたいと思っています。 

【山口委員】 いろいろ私のところにも情報が入って来て、大事な子どもを安全な場所で運動をさ 

せたいというような親御さんからの声もあり、市当局としても大変かと理解も持ちな 

がらも現実は尐しでも早く実現してほしいと市民としては思うんです。 

【若木委員】 それに関連するんですが、区画整理事業ですよね。ですから先ほどから市の土地は 

いくらということに触れると思うんですが、やはり区画整理事業ですから事業費を捻 

出しなければならないんですね、そのためには保留地を売却しなければ事業費が出な 

い、そういうところも説明していかないと大学ができるとか、住宅にするとか、商業 

施設ができるとかいろんな話があるんですけれども、それが何でこういうふうになる 

かをきちんと説明をしないとかえって市民は混乱すると思うんです。区画整理法に基 

づいてやるわけですから丁寧な説明が必要でしょう。 

【事務局】  原局の方では、市民の方と話をして計画を練り上げていまして、只今御指摘があり 

ました保留地の処分とかそういったことも含めて説明はしていますが、おそらく大方 

の方はあまりそう言ったことはお分かりになっていないのかなと思いますし、我々自 

身も区画整理事業についてあまり詳しくないところもあり、今知っている範囲でこう 

いうかたちで説明をしている状況でございます。区画整理の関係につきましては、説 

明が我々にどの程度できるかというところもありますが、御指摘がありました点を踏 

まえて説明に努めてまいりたいと考えています。詳細まではなかなか難しい箇所があ 

って、今の段階ではそのような状況です。 

【冨田委員】 課長さんにお願いがあるんですが、地区スポーツ振興会の会長会議にいらしている 

のでお分かりになられていると思うんですが、特に深沢地区の人達は不安がっていま 

す、ですから市長との懇談会のときに尐なくとも住民のみなさんに説明して終わりと 

いうような、そういう姿勢だと思われないよう丁寧に丁寧に説明をして了解を求める 

ように市長に伝えておいてください。相当深刻にみなさん悩んでいます。 

 

【海老原会長】それでは、いろいろ御意見をいただきましたので、適宜反映いただければと思い 

ます。 

      報告事項（2）「スポーツ施設に係る状況等について」は、終了します。 

       

２ 報告事項 (3)  ジュニアスポーツ栄誉表彰の実施について 

 

【海老原会長】つづきまして、報告事項（3）「ジュニアスポーツ栄誉表彰の実施について」事務局 

から説明をお願いします。 

【事務局】   鎌倉市ジュニアスポーツ栄誉表彰のについて、説明をさせていただきます。 

       資料 9を御参照ください。こちらのジュニアスポーツ栄誉表彰ですが、今年度から 
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     始めました。子どもを対象とした表彰制度でございます。資料にございますが、こち 

らが被表彰を募ったちらしでございます。１番目にこの表彰制度の趣旨が載っていま 

すが、スポーツ大会などで優秀な成績を収められた子どもたちを表彰し子どもたちが 

より強い意欲を持ってスポーツに取り組めるように支援するものです。これまでにも 

スポーツに関連した表彰では、市政功労者とか体育協会からの表彰はありましたが、 

それぞれ表彰の基準が市政功労者表彰では、全国３位以上とか、体育協会では、加盟 

の種目に限って表彰の対象になるということがございましたので、今回この表彰制度 

につきましてはそういった枠はなく、ちらしの３のところに対象が記載してあります 

が、 

1、鎌倉市民を対象とする大会等で優勝 2、全国的な大会又は関東地区大会に出場  

3、神奈川県において全県的に開催された大会等に出場し、準優勝以上 4、記録更新 

や国際大会への出場などといったような、いずれかの条件をクリアしている方を自薦、 

他薦問わず多くの方から推薦をいただきまして、131名の方を表彰させていただいて 

おります。表彰にあたりましては、10月 8日に鎌倉生涯学習センターで表彰式を開催 

しまして、当日 100名弱の方に御出席いただき、一人ひとりに市長から表彰状を授与い

たしました。資料の 1枚目をお開きください。今回の表彰制度について説明させていた

だきます。   

この表彰の対象は、個人と団体がございまして比率は、個人が全体の 7割でした。 

男女の比率では、男子が 75人、女子が 55人で半分強が男子の方でした。学年の構成で

すが、小学生、中学生が記載のとおりですが未就学児 4 歳ぐらいの方かと思いますが、

3名を表彰しました。種目の構成では、大きく分けますと球技で 36.6％で、続いて武道

32.1％、水泳、陸上競技と言った順でした。中でも変わったと種目と言いますか、一輪

車やヒップホップダンスなどの分野で活躍される方もいらっしゃいました。裏面に移り

まして 5の（1）功績内容の構成では、先程の条件でお示ししました 4項目の条件ごと

に分けてあり、一番多いのは市内大会優勝が全体の半分以上を占めています。続きまし

て 5の（2）では、条件として国際大会の出場とか記録更新等とうたっている部分の詳

細内容を示しています。 最後の推薦者の構成ですが、中学校体育連盟の先生からの推

薦をいただいたという方が一番多く、また体育協会や所属クラブの指導者の方から推薦

を受けたケースも多くありました、来年度も引き続き行いたいと思いますが、今年は 1

年目でしたので様々な課題等はありますけれどその辺を見直しつつ来年も実施したい

と思います。また、推薦に関しましては皆様方からたくさんいただきまして、ありがと

うございました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

以上でジュニアスポーツ栄誉表彰について、説明を終わります 

【海老原会長】ただいまの事務局から説明がありました、「ジュニアスポーツ栄誉表彰の実施につい

て」について御質疑、御意見はございますか。 

【冨田委員】  地区スポーツ振興会の立場で申し上げますと、会長会議にこういう表彰とかができ 

ましたよと言われたのは、話の進め方としては市長が思いつきで急きょこういう表彰し

たように感じました。結果として中体連に加入している学校の生徒たちが、表彰される

のは大いに結構なことだけれども、この中に幼児も含まれていますよね。受賞は生涯に

一度限りという条件はないのでいいのかもしれませんが、幼児に表彰は、疑問でもあり

ます。そういうようなことも含めてもっと体育協会なりスポーツ振興会なり、いろんな

団体があるんですからその代表者にこういう表彰をしたいがどうだろうといった問い
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かけと協議の場を設けることが必要なのではないかと思うが、それを会長会議に今度こ

ういうのを行うと言っても、われわれとしては、中学生で優秀な成績を収めた者に表彰

することは結構だが、地元のいろんな小学生のクラブチームの人達に突然に降ってわい

たような話にどうやって推薦をするのか、みんな迷ってしまったのが実情で、ですから

表彰は今まで鎌倉ではなかったので結構なことなんですが、あまり思いつきの唐突で行

うことは、選挙も近いことから不信感もありました。 

      そういった意味からも来年度以降については、事情をしっかりと説明してください。 

誰がこの表彰をお作りになったのか分かりませんが、尐なくても幼児を表彰の対象にす 

るのは、いかがなものかと思います。そういったことを含めて各団体にどういうふうな 

人たちを推薦するかを話し、表彰基準などよく説明をして意見を求めてほしい。誰がこ 

の表彰を考えたのですか。 

【事務局】   この表彰制度は、市長のマニフェストの取組みの一環として、こういったものをやっ 

ていこうというような話がありまして、これまでの表彰制度よりも多くの人達を表彰す 

ることによって、より励みになるようなといった制度でございます。 

【冨田委員】  よく分かりませんが。 

【海老原会長】本来ここで議題としてとか、報告として受け取る整合性があるかないかというところ 

が、まず問題になるかどうかですね。あるいは、あらかじめ予定された中の事業として 

あるならば、報告をいただくなり今のような御意見をいただいて来年から実施方法があ 

るんでしょうけれども、そのあたりはいかがですか。 

【事務局】   今回につきまして審議会では、見直しが主な議題で進めておりますので、次回の第 4 

回で平成 24年度の施策評価をまだ今年は行っていませんので、次回第 4回の審議会の 

ときに前年度分の評価を御審議いただきたいと思います。今回は、見直しの議題の中で 

直近のスポーツ課の状況を審議会の委員のみなさまにスポーツ施設の今の検討状況、そ 

れと最近実施しましたジュニア表彰をスポーツ課の取組みとして今すすめて実際やっ 

てきましたということを今回は報告させていただいたわけです。 

【山口委員】  私は、表彰式に出席させていただきましたが、表彰を受けた子どもたちにとっては、 

最高の場でありよかったんではないかと思うんですが、冨田委員がおっしゃられたよう 

に、付けあい的なと言いますかもう尐しスポーツ推進審議会にかける云々の問題でなく 

て、内容的にもテコンドーさんについても、私自身のほうも体育協会に加盟する、しな 

いという状況ではありますが、カテゴリーと言っていいのか幼稚園の子どもから各学年 

でみんなあるんですよ、そのため数が凄いんです。ですからこれを見ると全体の占める 

割合が 18.3％と書いてありますよね、これだけ多いと出てくると思うのです。その辺 

が統一性がないかと思うし、種目によってやり方がバラバラなので、これが正しいとい 

うのはちょっと言いかねるんだけれども、検討する必要があるかと思います。 

市長さんから一人一人にご苦労さんでしたと言われ賞状を手渡されていらっしゃい 

ましたが、受賞した子は最高に嬉しいし、これからもがんばろうと思う気持ちになって

いることでしょうし、大事なことだと思いますが、はじめての事なので、いろんなこと

が出てくると思いますけれど、もう一度スポーツ課のほうで検討してみる必要性がある

かと思います。 

より多くの人にそういう機会を設けるということは、本人の成長にも大きく寄与する 

     ところがあるだろうと思います。 

【大平委員】  この表彰については、同じように思っていまして、自薦、他薦ということで我々、組 

織としまして中学校体育連盟としてはどういう対応で臨むかといったことを、これを告 
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知されたときに校長会を含めながら検討しました。市が実施することなので自薦、他薦 

ならば子どもに任せようとなったときどのような周知をするか、周知の徹底ができない 

中で、我々の立場としては、そのまま放っておくこともできないといったところで、話 

し合った結果、中体連の事務局が代表して推薦しましょうというかたちになりました。 

われわれが告知を受けたのも遅かった。広報かまくらには掲載されていたようなので、 

それを私たちに認知するのが遅くて対応が非常に遅れてしまったため、漏れがたくさん 

あるんです。それとどこの部分がどれぐらいといった競技の中で非常に多種多様になっ 

ていて、それと団体種目で学校を表彰するのと、個人種目でとたくさんあるんですよね。 

それとの比重で、個人には渡すけれど団体で頑張った子どもたちには賞状 1枚なのかな 

といったようなのがあって、日頃からいろんな種目を含めながら何とかならないのかな 

と私は思っていたことなんです。その他いろいろ不具合が生じた問題については、事務 

局といろいろ話をしながら来年度について、こちらも 1回経験しましたので 3月の時点 

で卒業してしまった生徒には、裏面に住所、氏名、生年月日があるんですが、そうしま 

すと私たちが在校生であれば団体推薦という枠で個人情報を出さない中での中体連の 

会長の名前で推薦するとかそういった形でそれがクリアされるのですが、後は卒業して 

しまった生徒には、こちらから連絡を取りようがないためにこちらから住所、電話番号、 

氏名、生年月日を教えますよとなると、我々としては個人情報の守秘義務に関わるんで、 

そういったところがなんとかできないかと、3年生の夏の大会で優勝した生徒に賞賛が 

与えられて当然だと思うんですが、それが翌年 10月なものですから、彼らは高校 1年 

生になっているわけで、われわれとすれば、卒業するとそういったものは全部出しては 

いけなくなっているので非常にそういったところが心の痛むところです。ですのでこの 

3月の時点で夏の大会で優勝した 3年生には申請用紙を渡して、7月ぐらいには自分で 

申請しなさいというふうな形でやっていこうと思っています。在校生については洩れの 

ないように我々の組織の中で推薦をしていって参加体制をつくり盛り上げていこうと 

思っており、その意義が年度年度続けていく中で非常にいいものになっていくし、周知 

が広がっていけばそういうものが広報等に名前を掲載していただくことで、非常に生徒 

たちもやりがいが出てくると思うところです。また協議をどうぞよろしくお願いします。 

【冨田委員】  地区スポーツ振興会としては、スポーツ人口の底上げ、今小学生も中学生も運動をし 

ない子が増えていてベビー世代から後期高齢者までどういうふうに運動にかかわらせ 

るかが至上命題ですから、それだけにこういうことはいいことですから、拍手をして大

勢の人を表彰に対象にしてあげたいと思います。そのためには事前の準備と言ったこと

もよく考えてほしいと思います。 

【事務局】   御指摘いただきました部分につきましては、今年度初めてということもありまして、 

我々も手探りで行っていた部分もあり、時間的にも非常に推薦等につきましてもご迷惑 

をおかけした部分があり申し訳ありません。来年度以降も継続していきますので準備期 

間も第 1回の反省を踏まえまして、各団体の方たちや中体連の先生方ともう一度より良 

い方法を考えまし進めて行きたいと思っております。 

 

【海老原会長】 それでは、「ジュニアスポーツ栄誉表彰について」は、これで終了にします。  
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２ 報告事項 (4) 鎌倉体育館開場時間の延長について 

 

【海老原会長】 つづきまして、報告事項（4）「鎌倉体育館開場時間の延長について」事務局から説 

明をお願いします。 

【事務局】   鎌倉体育館開場時間の延長について、説明させていただきます。 

      お手元の参考資料として置かせていただきました、エンジョイ鎌倉スポーツニュース 

を御覧ください。真ん中のページに大きく掲載してございます。鎌倉体育館でこれまで 

開場時間が午前 9時から午後 9時まででしたが、12月 1日から午前 9時から午後 10時 

30分まで開場時間を 1時間半延長して開場しています。内容としましては個人利用と 

いうかたちで御利用いただくことが基本となっていまして、トレーニング室はもちろん 

の事、競技場や卓球室、格技室が 10時 30分まで御利用いただけます。また今後指定管 

理者のほうでこの御案内にもありますが教室等イベントを計画していき、これまで時間 

がなくスポーツができないとおっしゃっている方もアンケートに書かれていますので、 

そういった方たちがスポーツをする機会が広がるようにしたものです。 

      以上で、鎌倉体育館開場時間の延長について説明を終わります。 

【冨田委員】 地図のところで、鎌倉私立第一小学校になっていますよ。私立を直しておいてくだ 

さい。 

【事務局】   市立の間違えです。大変失礼をいたしました。 

          

【海老原会長】よろしいですか。 

 それでは、報告事項（4）「鎌倉体育館開場時間の延長について」は終了します。 

 

３ その他  平成 25 年度第 4 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、次第３ その他「平成 25年度第 4回鎌倉市スポーツ推進審議会の開 

催日程について」事務局から説明をお願いします。 

【事務局】   平成 25 年度第 4回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催日程については、鎌倉市スポ 

ーツ振興基本計画(案)をお示しし、審議会から市長へ答申をしていただく予定です。 

先程スケジュールの中でも説明させていただきましたが、3月 4日（火）に開催した 

いと考えております。みなさまの御都合はいかがでしょうか。 

【海老原会長】みなさま、いかがでしょうか。 

それでは、平成 25年度第 4回鎌倉市スポーツ推進審議会の開催は、3月 4日（水） 

に開催をしたいと思いますので、皆様のご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 3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。 

 

 


