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平成 25 年度第 4 回鎌倉市スポーツ推進審議会議事録 

 

日  時  平成 26 年 3 月 4 日（火）14 時 00 分～15 時 45 分 

場 所  鎌倉武道館  第１会議室 

日 程  １  鎌倉市スポーツ振興基本計画改定版について（答申）      Ｐ１ 

 

２ 議題 

        鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況及び施策評価について Ｐ１ 

３ 報告事項 

（1） 平成 24 年度スポーツ事業実績について              Ｐ９ 

（2） 平成 25 年度スポーツ事業について                 Ｐ10 

（3） 平成 26 年度スポーツ事業計画について              Ｐ11 

（4） スポーツ施設利用料金の改定について               Ｐ12 

４ その他                                     Ｐ17 

 

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、山口副会長は、急用のため欠席される御連絡をいただきました。 

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 4回鎌倉市スポーツ推進審議会を開催します。 

       

1 鎌倉市スポーツ振興基本計画改定版について （答申）  

 

【海老原会長】 それでは、次第 1の「鎌倉市スポーツ振興基本計画改定版について」鎌倉市スポーツ

推進審議会から市長に答申します。 

      答申書（写し）別紙のとおり 

 

２ 議題  鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況及び施策評価について 
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【海老原会長】 つづきまして、次第 2の議題「鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況及び施策評価」

について事務局から説明をお願いします。     

【事務局】   議題のスポーツ振興基本計画進行状況及び施策評価につきましては、24年度の実績と

いうことで報告をさせて頂きます。 

例年ですと、夏頃に進捗状況と評価をやっていますが、今年につきましては振興基本

計画の見直しがありまして、そちらの議論のほうが主という事で、この時期になりまし

た。平時より若干遅いという事を御了承頂きます。 

まず、スポーツ振興基本計画進行につきましては、ブルーの冊子の、改訂版の前の

17年 9月に策定の基本計画に位置付けられております各施策の、主に短期に取り組むべ

き施策、こちらを抜粋して進捗状況を取りまとめております。それから、施策評価につ

きましては各施策の方向性に対して、それに関わりますコスト、効果をまとめてスポー

ツ課で内部評価をしております。これにつきまして委員の皆様から御意見や今後こうし

た方が良いといった御意見を賜りたいと考えております。 

       鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況及び施策評価について、説明させていただきま

す。   

      資料は、資料 2の鎌倉市スポーツ振興基本計画進捗状況チェックシートと資料 3の鎌

倉市スポーツ振興基本計画施策評価シートを合わせて御参照ください。 

  それでは、「施策の柱」毎の進捗状況について説明していきます。 

       まず、資料 2の 1ページを御参照ください。施策の名称は、あらゆる市民のスポーツ

で、個別事業として、市民スポーツの啓発・市民のスポーツイベント参加促進、総合型

地域スポーツクラブの育成、スポーツプログラムの充実、鎌倉の歴史や自然を活かした

スポーツの活性化、学校施設の開放による市民のスポーツ活動の促進の６つの個別事業

からなりますが、すべての個別事業について事業に着手、または実施中となっています。 

 このうち主な事業としましては、「市民へのスポーツの啓発・市民のスポーツイベン

ト参加促進」で主な内容は、ラジオ体操及び市民運動会は、前年度に比べて 5千人多い

48,262人の市民にご参加をいただき、地区住民によるスポーツ振興を促進しました。 

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

ンスポーツ、武道体験教室を実施いたしました。 

健康ウォーク「歩けかまくら 2013」は、ウォーキングのイベントで、鎌倉武道館から天

園ハイキングコースを経由し鎌倉宮まで約 14キロのコースを設定して開催し、前年度に

比べて約 50名尐ない、185名の参加をいただきました。 

      また、材木座海岸で行うマリンスポーツでは、ウインドサーフィン、ヨットなどを行

い前年度の倍である 80名の参加がありました。年々参加者が増えてはいますが、教室を

受講した後の継続化に繋がっていないことが課題であり、今後は参加者のニーズを把握

し、御協力をいただいている生涯スポーツ普及実行委員会と連携をとって課題の整理を

していきます。 

 武道体験教室は、体育協会加盟の武道団体の御協力をいただき剣道、柔道、なぎなた

など、（合気道、居合道、弓道、尐林寺拳法、太極拳）の 8種目を行い、参加者は主に

小学生で 217名にご参加をいただきました。体験教室終了後は、各協会の練習日を紹介

し競技者の底辺の拡大を図りました。 

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、前年度と同様に年

間を通して市立小中学校 25校の校庭及び体育館を、また夏休み期間中 40日間にわたり、

11の学校水泳プールを一般に開放いたしました。学校体育施設の利用者は 356，621名で
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このうち校庭及び体育館の利用者は 324,170人であり、前年度に比べ、約 1万 6千人の

増となっています。 

また、学校水泳プールの一般開放では 32,451人の利用で、前年度に比べ、約 4,700人

の増となっています。 

学校体育施設の開放利用者数が校庭、体育館、プール全てで増加しており、スポーツ

施設の整備状況が十分とは言えない本市においては、特に地域住民のスポーツ活動の拠

点として貴重な場となっていると考えています。 

資料 3の 1ページを御参照ください。 

      事業の状況ですが、それぞれのコストを記載しています。市民へのスポーツの啓発は

476万 4千円で、内訳としては、市民運動会やラジオ体操などの行事を行う地区スポーツ

振興会行事委託料、ニュースポーツを体験するイベントのスポーツレクリエーションフ

ェア開催委託料、派遣教室等の講師謝礼となっています。 

      鎌倉の自然を活かしたスポーツの活性化は、市内のハイキングコース等をウォーキン

グするイベントの歩け鎌倉開催委託料、ヨットやウインドサーフィンなどのマリンスポ

ーツを体験する教室開催委託料となっています。 

      施策の効果としましては、市が実施する市民意向調査の結果、スポーツ実施率は 49.5％

となっており、前年度に比べやや上昇した数値となっています。ただし、鎌倉市スポー

ツ振興基本計画での目標はスポーツ実施率 60％としていますので、運動が苦手、または

体の不調から運動から遠ざかるなどの方に配慮した事業の取り組みに工夫が必要である

と考えています。 

      スポーツイベント、ラジオ体操等の参加者数及び学校開放の利用者数につきましては、

チェックシートの説明の際に説明をさせていただいておりますので、省略させていただ

きます。 

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

おり、特に高齢者の参加が多くなっています。これらの教室をスポーツ施設で開催する

以外に、地域の自治会館等を利用した出前、派遣教室の実施が定着したことにより、運

動のきっかけづくりにつながったと考えています。コストが減尐する中にあっても、参

加者が増加したことから、より効率的に事業が展開できたと考えています。 

      今後の施策の方向性としましては、市民意向調査の結果から 30歳代のスポーツ実施率

が 33％に留まっており、子どもや高齢者のそれと比べて極端に低いとのデータがありま

すので、この世代の方々にスポーツに参加する機会を提供していくよう、事業の改善を

図っていきたいと考えています。 

資料 2の 2ページを御参照ください。 

      施策の名称は、子どものスポーツで、個別事業として、就学前の子どものスポーツの

きっかけづくり、学校スポーツと地域スポーツの連携、学校とスポーツ団体とのパート

ナーシップの 3つの個別事業からなりますが、すべての個別事業について事業に着手、

または実施中となっています。 

      このうち主な事業としましては、「就学前の子どものスポーツのきっかけづくり」で

主な内容は、徳洲会体操クラブのコーチによる子ども体操教室や材木座海岸で行う「砂

浜でかけっ子」、鎌倉中央公園で行う「山野でかけっ子」を実施しました。 

体操教室では、マット、跳び箱などが柔らかい素材のため、子どもが怖がることなく

始めることができ、またトランポリンは、日常経験できないため、子どもたちは楽しん
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で取り組めています。平成 19 年から徳洲会体操クラブの協力の下、毎年実施しており、

人気がある教室です。 

材木座海岸や鎌倉中央公園で行う教室は、幼児と小学生が一緒に参加し、自然の中で

走る、飛ぶ、投げるなど遊びを通して基礎体力作りをするもので、延べ 134名の参加が

ありました。砂浜でかけっ子の開催に当たっては、材木座地区の社会福祉協議会の協力

を得て、近隣にお住まいの主にご高齢の方々のサポートも受けながら開催し、スポーツ

を通してコミュニティの活性化に寄与する教室となりました。 

資料 3の 2ページをご参照ください。 

      事業の状況は、就学前の子どものスポーツのきっかけづくりは 1万 5千円で、子ども

の体操教室の講師謝礼となっています。 

学校スポーツと地域スポーツの連携の 431万 7千円は、市民運動会やラジオ体操など

の行事を行う地区スポーツ振興会行事委託料であらゆる市民のスポーツと重複して掲載

しています。 

      施策の効果としましては、平成 24年度は子どもを対象としたスポーツ実施状況の調査

をしておりませんので、資料 3に記載している 98.5パーセントは、平成 23年に行った

調査結果ですが、ほとんど全ての子どもがなんらかのスポーツを実践していることがわ

かっています。 

 また、イベントへの参加者数は前年に比べ、減尐した理由は、子どもの体操教室の連

携先である徳洲会体操クラブの事業との兼ね合いで前年度並みの実施回数が確保できな

かったことが主な要因となっています。 

      内部評価としましては、子どもが自然の中で伸び伸びと体を動かせる砂浜や山野での

事業と、からだにやさしい素材を使っての体操教室が子どもの運動のきっかけづくりに

なっていると考えています。 

      今後の施策の方向性としましては、身近な場所で親子が参加しやすい、遊びを通した

運動の場を設定することとします。 

事業の改善・見直しについては幼児が身近な場所で参加できる事業の充実を図ること、

また、学校との連携を取りながら放課後を利用した運動・スポーツ教室などの実施を検

討していきます。 

 資料 2の 3ページを御参照ください。 

施策の名称は、高齢者のスポーツで、個別事業として、高齢者のスポーツ参加の促進、

高齢者向けのスポーツプログラムの充実、スポーツを通した体力・健康づくり・介護予

防の 3つの個別事業からなりますが、すべての個別事業について事業に着手、または実

施中となっています。 

      このうち主な事業としましては、「高齢者向けスポーツプログラムの充実」で主な内

容としては、スポーツプログラムの提供を実施しました。 

     この事業は、大人数で実施する教室への参加が苦手な方や、怪我や病気などの理由でし

ばらく運動から離れていて運動を再開したいといった方など、それぞれの体力や目的に

あった運動プログラムを提供するもので、参加された方は、これをきっかけに運動が習

慣になったとの効果が出ています。 

      資料 3の 3ページを御参照ください。 

     事業の状況は、高齢者のスポーツ参加の促進は 0円となっていますが、外部講師に依頼

せず、スポーツ課職員が講師として出向いたため、支出がなかったものです。 
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高齢者向けのスポーツプログラムの充実の 4万円は、スポーツリーダー等の指導者に

対する講座の講師謝礼となっています。 

     施策の効果としましては、スポーツ実施率 66.1％であり、基本計画の目標である実施率

60％を上回っていることから、高齢者のスポーツ実施率は良好であると考えています。

これは、高齢者を対象とした教室の修了者が、その後、サークルを設立して運動を継続

していることによるものと考えています。 

      今後の施策の方向性につきましては、スポーツ実施率をさらに高めるため、現行事業

について関連課や、地域との連携をさらに強化し、初心者の方も参加しやすい環境づく

りに努めます。 

      事業の改善・見直しとしましては、地域に根付いた生涯スポーツリーダーを育成する

ことや、スポーツ活動をサポートできる人材の確保を進めるとともに、運動体力相談事

業の充実を図っていくこととします。 

資料 2の 4ページを御参照ください。 

施策の名称は、競技スポーツで、個別事業は競技スポーツの活性化のための啓発、の

１つとなっており、事業は実施中となっています。 

主な事業としましては、鎌倉市体育協会の活動への支援を行ったほか、同協会と共同

で「鎌倉ゆかりのトップアスリートとの交流会」を開催しまして、徳洲会体操クラブの

選手による体操演技を見学したり、選手・監督と市民が対話をするなど、世界レベルの

競技スポーツを紹介しました。また、神奈川県と連携した、かながわアスリートネット

ワーク事業では、小中学生を対象に、元全日本バレーボール女子監督の吉川先生をお招

きし、バレーボール教室を開催しました。 

      資料 3の 4ページを御参照ください。 

      事業の状況ですが、これにかかったコストは 303万 5千円で、内訳は体育協会補助金、

トップアスリートとの交流会の講師等謝礼となっています。 

      施策の効果としましては、徳洲会体操クラブによるトップアスリートとの交流会は、

毎年定員を上回る応募者数となっており、この交流会でアスリートになるまでのたゆま

ない努力と夢を持つ大切さを子どもたちが学んでいます。 

      また、三浦半島駅伝では、最近 2年成績が向上しており、徐々にではありますが、競

技力が向上してきていると考えています。 

      内部評価としましては、三浦半島駅伝での成績などから、スポーツ関連団体が主催す

る初心者教室などをきっかけとして、競技者の裾野を広げる土台作りができたと考えて

おります。 

今後の施策と方向性は、スポーツでがんばっている子どもを表彰し、より強い意欲を

持ってスポーツに取り組んでもらえるよう支援策を講じます。 

      事業の改善・見直しにつきましては、スポーツ関連団体と連携し、指導者の養成、育

成、活用を図ることとします。特にトップクラスでプレーしてきた市民は、市内の競技

者の目標、お手本となるなど本市の競技力向上の効果が期待できるため、このような経

歴を持たれる市民の方の情報収集に努めていきます。 

 資料 2の 5ページを御参照ください。 

施策の名称は、スポーツの拠点づくりで、個別事業として、スポーツ施設の整備、スポ

ーツ施設の利用環境の向上、既存施設の機能の充実の 3つの個別事業からなりますが、

すべての個別事業について事業に着手、実施済みまたは実施中となっています。 
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このうち主な事業では、スポーツ施設の整備は、平成 20年度から設置しましたスポー

ツ施設建設基金は、現在まで、約 1億 2千 200万円の基金を積み立てました。また、平

成 24年 10月から鎌倉武道館に募金箱を設置し寄附金の募集を始めましたが 4千 312円

の寄付にとどまったことから、まずは予算額である 10 万円を目標にスポーツイベント、

関係団体の会議等の場を活用するなど、今後も積極的にＰＲをしていきます。 

既存施設の機能の充実では、鎌倉体育館の給水設備修繕を実施し、主にシャワー室内

を改善したことで快適にスポーツができる環境を整備しました。 

 資料 3の 5ページを御参照ください。 

      事業の状況は、スポーツ施設の整備では、スポーツ施設建設基金の運用利息及び寄付

金 15万 2千円を積み立てたものです。 

      スポーツ施設の利用環境の向上につきましては、公共施設利用予約システムの運営に

かかる費用 519万 9千円、既存施設の機能の充実につきましては、鎌倉体育館給水設備

修繕料 459万 9千円となっています。 

      施策の効果としましては、スポーツ施設の利用者数も年々増加しておりスポーツ活動

の場を提供できたと考えています。 

      内部評価としましては、施設を適切に管理運営したことにより、利用者数の増加につ

ながったものと考えています。また、暫定利用期間の終了が迫る深沢多目的スポーツ広

場の代替施設を確保するため、企業のグラウンドの借用に向けて、協議を開始しました。 

      今後の課題と方向性については、既存施設の改修・改築とともに、公式競技の開催が

可能な総合体育館やグラウンドの整備を目指します。 

事業の改善・見直しについては、深沢地区国鉄跡地周辺総合整備事業用地にグラウンド

などスポーツ施設の整備が位置付けられるよう関係課と協議・検討を進めていきます。 

資料 2の 6ページを御参照下さい。 

施策の名称は、スポーツのシステムづくりで、個別事業として、地域の公共的施設の

スポーツ利用の促進、他の自治体との施設相互利用、企業とのパートナーシップの構築、

スポーツ団体やボランティアとのパートナーシップの再構築、施設利用者の受益と負担

の見直し、市のスポーツへの取り組みの促進の６つの個別事業からなりますが、すべて

の個別事業について事業に着手、または実施中となっています。 

 このうち主な事業では、他の自治体との施設相互利用は、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川

町とプールの広域利用を継続しました。 

      企業とのパートナーシップの構築については、グラウンドの施設数の不十分さを補う

ため、民間企業から野球場を定期的に無料で借用し、尐年野球・ソフトボール等の市民

大会の場として利用させていただいています。また、子どもを対象とした体操教室やア

スリートとの交流会を徳洲会体操クラブと連携して行いました。 

資料 3のページを御参照ください。 

事業の状況は、企業とのパートナーシップの構築に係るコストは、子どもの体操教室

の講師謝礼、スポーツ団体やボランティアとのパートナーシップの再構築は体育協会及

びレクリエーション協会に対する補助金、施設利用者の受益と負担の見直しは優良駐車

場の管理運営に係るコストとなっています。 

なお、有料駐車場については、鎌倉体育館駐車場が、5月から 2月まで「だいいちこど

も会館・子どもの家」の建設のため一時閉鎖したことにより、コストが減額となりまし

た。 
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施策の効果としましては、施設開放を行っている企業で、変わらず 1企業となってい

ますが、屋外施設が不十分である状況を踏まえ、近隣企業へのグラウンド等の借用につ

いて、協力依頼を今後も進めてまいります。 

      内部評価といたしましては、子どもの体操教室では徳洲会体操クラブと連携して実施

していますが、競技スポーツの競技者のすそ野を広げるため大きな役割を果たしており、

スポーツ団体及び企業とのパートナーシップについては概ね良好に事業が進んでいると

考えます。 

      今後の施策の方向性については、スポーツ関連団体の活動に対してより効果的な支援

方法を検討するため、団体との意見交換を積極的に行います。 

 事業の改善・見直しは、関連課との共通事業の連携と改善を図っていきます。 

      資料 2の 7ページを御参照ください。 

施策の名称は、スポーツの情報提供で、個別事業として、市民への情報提供体制の充実、

市民への情報収集体制の充実、施設予約のシステム化の 3つの個別事業からなりますが、

すべての個別事業について実施中となっています。 

      主な事業として、市民への情報提供体制の充実は、広報かまくら、指定管理者が発行

する情報紙、ホームページ及び公共施設利用予約システムなどでイベント開催や施設情

報などの周知を適時に行いました。例えば、海浜公園水泳プールの開場については開場

期間の他、津波来襲時の避難経路や放射性物質の濃度の測定結果などの情報提供を行い

ました。 

施設予約のシステム化は、平成 18年度から本稼動した公共施設利用予約システムが市

民に浸透しており、いつでも、どこからでも施設利用予約や空き状況照会ができるなど

利用者サービスの向上につながっていると考えています。 

資料 3の 7ページを御参照ください。 

事業の状況は、施設予約のシステム化は、公共施設利用予約を運営するための費用 519

万 9千円となっています。 

施策の効果としましては、新たにスポーツを始めようとする方や対戦相手を探してい

る方にスポーツ団体の情報を提供するために作成しているスポーツ団体ガイドブックが

ありますが、ガイドブックの掲載団体数は前年度に比べて約半分の 191団体となりまし

た。ガイドブックの掲載については、各施設での案内を手渡ししたほか、学校開放利用

団体への直接送付等により周知に努めましたが、掲載数が減尐しており、この原因はつ

かめていませんが、市民がスポーツを行うきっかけづくりに必要なものと考えておりま

すので、充実させられるよう研究していきます。 

また、公共施設利用予約システムの予約登録件数は前年度に比べると大幅に件数を減

らしていますが、平成 23年度は中学校の体育施設開放の予約情報をシステムに登録した

ため、増加したもので、平成 24年度と 22年度を比べると、順調に伸びているものと考

えています。 

内部評価としましては、広報かまくら、指定管理者が発行する情報紙、ホームページ

及び公共施設利用予約システムなどでイベント開催や施設情報などの周知を適時に行え

ました。 

今後の施策の方向性としましては、スポーツに関する情報収集に努め、市民が分かり

やすく、利用しやすい情報提供やシステムの運用をし、より充実させていきます。 
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事業の改善・見直しとしましては、スポーツに関する情報提供については、ホームペー

ジやツイッター、予約システムなど電子媒体はもちろん、紙媒体での情報提供もさらに

充実を図る必要があると考えております。 

      イベント開催のポスターなどは、これまで公共施設に掲示することが多かったのです

が、最近では施設の近隣のマンションやスーパーなどにもご協力をいただき、掲示をし

ていただいています。今後もいかに、多くの市民の目に留まる情報提供ができるか、を

研究していきます。 

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進捗状況及

び施策評価」について御質疑、御意見はございますか。      

【若木委員】  子どものスポーツに関して、先程、藤田さんのところで徳洲会が行っている部分に関

しては評判がいいという話がありました。資料 3の 6ページで平成 19年度は 20万 5千

円という予算がついていて、資料 3の 2ページの③後段の部分を見ますと、平成 24年で

減尐している理由は、徳洲会かまくらスポーツセンターで行う子ども体操教室が施設等

の確保が難しくなったため実施回数が減ったと書いてありますが、結局これは予算が減

ったから取れなかったのではないかという気がする。本当にこの事業が子どもさん達に

いい事業ならば、市の予算が減っているとするならばむしろ、徳洲会にお願いをして一

緒に有料でやっていくなど、何かそういう方法は考えられないのかなと。 

平成 19年度は、有料で実施しているのか、あるいは参加費をとって実施しているのか

資料からでは分かりませんが、そういった工夫をしながら子ども達に人気があったのな

らば、やっていった方がいいのではないですか 

【事務局】  徳洲会体操クラブはとても人気があって、スポーツ課として予算はつけていますが、

19年度は施設ができたばかりで、徳洲会主催の教室はやっていなかったので、スポーツ

課がこういった教室をやってほしいといった意見を全て取り入れて頂いていました。そ

のため教室数もかなり多く開催ができました。その後、徳洲会独自の教室をやるように

なり、新聞折り込みのチラシなどＰＲ活動を広く行っていることから、徳洲会の教室参

加者が多くなり、施設が使えにくくなってしまい、予算は予定額とってあるものの市の

教室が入りにくくなってしまったという現状です。今年度も１階の選手たちが行う会場

を、選手が使わない時間帯、日曜日の午前中等に使わせていただいています。また、講

師が休憩の時間に市主催教室を受けてくださっている現状のため、教室数が尐なくなっ

てしまいました。ただ、人気はあるので今後は徳洲会とも交渉していき、選手との交流

会を兼ねた教室をやろうかというお話も監督さんから頂いております。今後は、多くの

子どもたちが参加できるよう受け入れ態勢を徳洲会と調整してやっていきたいと考えて

います。 

【若木委員】  19年度は、有料でやっていたんですか。 

【事務局】   市の主催は無料です。 

【若木委員】  あの施設は公共財産を貸し付けていますが、そういう契約条件の中で公益的な部分は

加味されないのですか。 

【事務局】   徳洲会の場所は深沢の事業用地であり、いまは普通財産という位置づけで土地を貸し

ている形になっている。詳細は分からないが、公共的団体の貸し付けであれば、例えば

減免等があるとは思うが、民間企業なのでそういう事はなく、１㎡あたりいくらという

評価額をもとに算定した地代を毎年頂いているという状態です。公共的な部分が加味さ

れているかとなると、恐らくされていないと思います 
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【若木委員】  鎌倉市は施設が尐ないという話題がよく上っている。市が財産を貸し付ける際にそう 

いうものを加味していく必要があるのではないか。特に今後あの場所がどういう土地利

用をしていくかはわからないが、区画整理事業なので自己所有地になってしまうことも

考えられますが、そういう工夫が必要ではないでしょうか。 

【海老原会長】 他にいかがでしょうか。 

御質疑、御意見がないようでしたら、これで議題 2の「鎌倉市スポーツ振興基本計画

進捗状況及び施策評価」については、終了します。     

 

3 報告事項 （1） 平成 24 年度スポーツ事業実績について 

 

【海老原会長】 それでは、次第 3の報告事項（1）「平成 24年度スポーツ事業実績」について 

事務局から説明をお願いします。 

【事務局】    平成 24年度スポーツ事業実績について、説明いたします。 

     資料 4「平成 24年度スポーツ事業実績」を御参照ください。 

この資料は、スポーツ課の 5つの事務事業ごとの平成 24年度実績を掲載しているもの

です。 

先ほど、議題１進捗状況及び施策評価で説明をさせていただいた中で、この事業実績

の大部分について触れておりますので、それらを除いた主なものにつきまして、説明さ

せていただきます。 

それでは資料 4の 1ページを御参照ください。保健体育運営事業の、スポーツ推進審

議会の開催状況は平成 24年 7月 2日及び平成 25年 3月 25日の 2回であり、第 2回の開

催では、本日答申をいただきましたスポーツ基本計画について市長から諮問がありまし

た。  

スポーツ推進委員会議の開催状況は 4月 21日、6月 30日、9月 15日の 3回であり、

第 1回目は委員の委嘱式を行いました。 

続きまして 2ページを御参照ください。 

国民体育大会等出場者祝金の執行状況は、ロンドンオリンピック出場選手をはじめ、

20名の市民に交付しました。祝い金を交付させていただいた選手については、その結果

をスポーツ課のホームページや指定管理者発行の情報誌で公表しており、競技スポーツ

の活性化につなげています。 

続きまして、8ページ、A3版の大きな表を御参照ください。 

表の左からスポーツ課事業で砂浜でかけっこをはじめとする出前・派遣教室などを、

その右の列の鎌倉ＭＭＴ共同事業体・こもれび山崎温水プールは、指定管理者及び PFI

事業者が市民向けに行う教室などを、その右の列のイベント等は、スポーツ課が主催す

るイベント等で、マリンスポーツ体験教室の開催やプールの開場などを、一番右の列は、

体育協会加盟団体による各種目の大会・教室などを上から時系列に記載したものです。 

なお、スポーツ課主催事業等の参加者数や年齢の構成等については、この資料の末尾に

付けた参考資料を御参照ください。 

続きまして 9ページ、平成 24年度スポーツ課関連事業費決算を御覧ください。保健体

育運営事業、各種スポーツ行事事業、学校体育施設開放事業からなる保健体育総務費の

決算額は 4,420万 7,368円、体育施設管理運営事業、体育施設整備事業からなる体育施

設費の決算額は 2億 4,221万 1,641円で保健体育費の決算額は 2億 8,641万 9,009円と
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なりました。なお、主な事業内容につきましては資料に記載のとおりでございます。ま

た、この決算額に職員給与費は含まれていません。 

次に 10ページから 14ページを御覧ください。内容はスポーツ施設利用状況で、平成

16年度から平成 24年度までの施設別の利用者数等を掲載しています。次に 15ページか

ら 18ページを御覧ください。内容はスポーツ行事委託事業実施状況で、平成 16年度か

ら平成 24年度までの行事参加者数や大会成績等を掲載しております。 

13ページ以降は資料として御参照いただければと考えております。 

以上で平成 24年度スポーツ事業実績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「平成 24年度スポーツ事業実績」について 

の御意見、御質疑はありますか。 

      よろしいでしょうか。 

      それでは、次第 3の報告事項(1) 「平成 24年度スポーツ事業実績」については、終了 

します。 

 

次第 3 報告事項 （2） 平成 25 年度スポーツ事業実績について 

 

【海老原会長】それでは、次第 3の報告事項（2）「平成 25年度スポーツ事業」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 スポーツ事業について説明をさせていただきます。 

資料 5の 1 平成 25年度スポーツ事業一覧表をご覧ください。 

この表につきましては、平成 24年度と同様でスポーツ課主催事業や委託行事を掲載し

ており、また体育協会 30団体による大会等を記載しております。 

      平成 25年度で主なところは、スポーツ課事業の 1月に総合型地域スポーツクラブの創 

設に向けた「子どもランニングクラブ体験教室」を記載しています。このクラブの代表 

は、スポーツ推進委員の方で、子どものスポーツの場と体力向上を目的に総合型クラブ 

の創設を目指しています。県立体育センターから指導者を派遣していただくなど創設に 

向けて助言、指導を仰いでいます。スポーツ課は、用具の貸出や施設の借用、周知方法 

の助言などを行い、平成 26年度から総合型地域スポーツクラブ創設準備団体として、県 

に報告していく予定です。 

そして、イベントでは、10月 8日に鎌倉市ジュニアスポーツ栄誉表彰式を鎌倉学習

センターで行いました。鎌倉市民大会での優勝や関東大会、全国大会、国際大会への出

場等、アスリートを目指して頑張っている子ども 131人を表彰しました。この表彰が子

どもたちにとってより一層励みになり、本市からオリンピック選手が誕生するよう応援

して行きます。 

            また、ここには記載していませんが、横浜ＤeＮＡベイスターズが鎌倉市こどもデイ 

親子野球観戦ご招待を企画してくださり 5月の千葉ロッテ戦や 6月のソフトバンク戦な

ど 3試合の参加者を募り 700組、1,462人の親子が観戦しました。本番のゲームをスタ

ジアムで観戦できるとあって、定員を超える人気です。 

      そして、平成 25年度からスポーツ施設 4館の指定管理者が変わったことに伴い駐車 

場の管理、運営をスポーツ課から指定管理者に移行したことや鎌倉体育館の開館時間を 

12月から 1時間 30分延長して 10時 30分まで開館したことなど、徐々に新指定管理 

者の特色を出した施設や教室を実施しています。 
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また、25年度は、鎌倉スポーツ振興基本計画の見直しを行い、計画の改定版を作成 

しました。 

以上で、平成 25年度スポーツ事業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「平成 25年度スポーツ事業」についての御 

意見、御質疑はありますか。 

      よろしいでしょうか。 

         それでは、次第 3の報告事項(2) 「平成 25年度スポーツ事業」については、終了し 

ます。 

 

次第 3 報告事項 （3） 平成 26 年度スポーツ事業計画について 

 

【海老原会長】つづきまして、次第 3の報告事項（3）「平成 26年度スポーツ事業計画」について 

事務局から説明をお願いします。 

【事務局】   平成 26 年度スポーツ事業計画について説明いたします。 

      資料 6をご覧ください。 

左からスポーツ課事業、鎌倉ＫＫスポーツユナイテッド・こもれび山崎温水プール市 

民講座・イベント等、平成 25年度と変更点はございませんが、スポーツ事業を実施して

いく予定でございます。 

      また、スポーツ課の実施事業として、市民スポーツ・レクリエーションの推進では、 

保健体育運営事業においては、スポーツ活動団体への指導・助言の充実や関係団体との 

連携強化を図るとともに、市民のスポーツ・レクリエーション活動の支援を図るためス 

ポーツ振興基本計画の進行管理を行ってまいります。 

各種スポーツ行事事業においては、市民が自主的に気軽にスポーツを楽しむことがで 

きるよう、地域に根ざしたスポーツの普及・促進を図るため、市民を対象とした各種ス 

ポーツ教室・イベント等の開催やスポーツ指導者の育成などを行ってまいります。 

学校体育施設開放事業においては、市民が身近なところで気軽にスポーツ活動が行え 

るよう、地域の学校体育施設（体育館・校庭・プール）を例年と同様開放していく予定

です。 

体育施設管理事業においては、市民の自主的なスポーツ・レクリエーション活動の場 

の提供や、指定管理者制度等によるスポーツ施設の適正な管理、スポーツ施設予約シス

テムの運用及びＰＦＩ事業により整備したこもれび山崎温水プールのサービスの提供を

図ってまいります。 

次に、スポーツ施設の整備では、体育施設整備事業において、スポーツ施設建設基金 

の運用。 

平成 26年度からスタートする総合計画第 3期基本計画前期実施計画の重点事業に位 

置付けている、深沢地域国鉄跡地周辺におけるグラウンド整備計画の検討及び、総合体

育館整備用地が位置付けられるよう、スポーツ施設整備に向けた検討等を着実に進めて

いきたいと考えています。 

最後になりますが、企業グラウンドの借用についてですが、現在、中外製薬㈱の野球

グラウンドを第 2日曜日に借用させていただいています。 

今回、武田薬品工業株式会社にご協力いただき平成 26年 4月からグラウンドの利用 
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が可能となりました。利用予定ですが第 1日曜日が藤沢市・鎌倉市が第 3日曜日に借用

し、尐年サッカー・尐年ラグビーが利用させていただきます。 

月 1回の借用ですが、今後、利用期間の拡大についても武田薬品工業株式会社に本市 

のスポーツ施設の現状等を御理解いただき、申し入れをして行きたいと考えています。 

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「平成 26年度スポーツ事業」についての御 

意見、御質疑はありますか。 

【樋口委員】  指定管理業者はどのような仕組みですか。毎年公募して決められているのか、ある 

いはある程度定着した形になっているのか、実態を教えてください。 

【事務局】   指定管理者につきましては、5年間の指定期間であり、最初に導入したのは平成 20年

度から 5年間、平成 24年度いっぱいまで鎌倉ＭＭＴ共同事業体に指定管理をお願いして

きました。平成 25年度には、指定期間が満了しますので、平成 24年度中に、むこう 5

年間管理を行う指定管理者の募集を行い、今回はコナミスポーツ＆スポーツライフが代

表となる鎌倉ＫＫスポーツユナイテッドが管理者となり、平成 25年度から平成 29年度

いっぱいまで指定期間となっています。 

【樋口委員】 その管理業者は、陸上、水泳、プール等も一緒ですか。 

【事務局】  現在鎌倉市のスポーツ施設で指定管理を行っているのは鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉

武道館、見田記念体育館の 4館、これをまとめてひとつの指定管理者にお願いしていま

す。   

海浜公園プールについては建設から 50年以上経ち、かなりの年月が経過しているため

5年間という長いスパンで管理していただくことは順調に回るかどうかというところが

ありましたので、そこは指定管理者制度を導入せずに、市の直営としています。ただ、

管理運営については委託という事で専門業者にシーズン中はお願いしています。グラウ

ンドにつきましては、深沢多目的スポーツ広場は、スポーツ施設の暫定利用という位置

づけで、指定管理者ではなく、市の職員が管理しています。スポーツ施設ということで

はなく、スポーツ課の所管している部分ではないのですが笛田公園と野球場、テニスコ

ートにつきましては指定管理者制度で管理を行います。今年度募集をしておりましたの

で、平成 26年度からの指定管理者になります。 

【海老原会長】よろしいでしょうか。 

       他に御意見がないようでしたら、次第 3の議題「平成 26年度スポーツ事業計画」に 

ついては、終了します。 

 

次第 3 報告事項 （4） スポーツ施設利用料金の改定について 

 

【海老原会長】それでは、次第 3の報告事項（4）「スポーツ施設利用料金の改定」について事務局か 

ら説明をお願いします。 

【事務局】   スポーツ施設利用料金の改定について、説明いたします。 

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律」により、平成 26年 4月 1日から消費税率及び地方消費税率が現行

の 5％から 8％に引き上げられます。 

         消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担を負うものであることから公 
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の施設の使用料・利用料金等につきましても、消費税の転嫁を行うよう、国からも求め

られています。 

      本市における公の施設の使用料・利用料金のうち、指定管理者が収入する使用料・利 

用料等につきましては、金額を据え置いた場合、課税事業者である指定管理者に増税分 

の負担を強いることとなってしまうことから、原則として、使用料・利用料等の全額に 

対して消費税率引き上げ分の転嫁を行うことといたしました。 

 ただし、消費税率引き上げ分相当の金額が 10円を下回る場合につきましては、これを 

切り捨てます。 

今回の料金の改定に伴い、鎌倉市スポーツ施設条例（鎌倉体育館・大船体育館・鎌倉 

武道館・見田記念体育館の条例の一部を改正する予定です。 

      資料 7の 1をご覧ください。 

     網掛け部分が今回、利用料金の改定部分で資料の表中、右記載の改定予定額「8％に引き 

上げ後の額」の欄に記載の金額が消費税率引上げ後の金額となります。 

      例えば、個人利用・現行 200円の料金をいただいている一般利用・競技場につきまし 

     ては、8％に引上げ後の金額は 206円となりますが、10円未満の端数切捨ての方針に基づ 

き、改定額は変更せず 200円のまま据え置きとなります。 

      なお、切り捨てた 6円分は、市と指定管理者で定めたリスク分担に基づき、市が補 

填することとします。 

      また、現行 2,000円の料金をいただいている一般利用・回数券につきましては、8％ 

に引き上げ後の金額は 2,057円となりますが、10円未満の端数切捨ての方針に基づき、

改定予定額は 2,050円となります。この場合も、切り捨てた 7円分は、市が補填するこ

ととします。 

      続きまして、資料 7の 2をご覧ください。 

こもれび山崎温水プールの一般利用料金等の改定表です。 

料金の改定は、「指定管理施設等における利用料等に係る消費税率引上げ分の転嫁方針 

について」で示された、「原則として、消費税率引上分相当額を利用料金に転嫁する。」

と、「消費税率引上分相当額のうち 10円未満の端数は切り捨てる。」こと、という方針

を踏まえ事業者との協議に基づき行うものです。 

      なお、消費税率引上分相当額を利用料金に転嫁方針の考え方は、資料の１「一般利用 

     料金」にのみ適用されるもので、2の「その他の収入」には適用されません。 

具体的な改定内容について御説明いたします。 

      まず、一般利用料金につきましては、資料の１「一般利用料金」の表をご覧ください。 

      一般利用料金は、プールの開館時間中、市民が自由な時間にプールを訪れ、利用可能 

な範囲内で自由に利用する際の利用料金で、山崎地区屋内温水プール施設整備契約書第

55条において、市と事業者の協議により、市が利用料金の上限を定めた範囲の中で事業

者がこれを定めるものとしています。 

      資料の表中、「現行（5％）」とある欄に記載された金額が、現在市民からいただいて 

い料金で、その右横の「8％に引き上げ後の額」の欄に記載の金額が消費税率引上げ後の 

額となります。また、その右側の「改定額（上限額）」の欄が、市が定める上限額で、

事業者が 4月 1日以降市民からいただく利用料金の額となります。 

例えば、現行 400円の料金をいただいているプールの大人 2時間券につきましては、8％ 

に引上げ後の金額は 411円となり、10円未満の端数切捨ての方針に基づき、改定額は 410

円となります。 
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      なお、切り捨てた 1円分は、市と事業者間で定めたリスク分担に基づき、市が補填す 

ることとします。 

また、現行 200円の料金をいただいているプールの子ども 2時間券につきましては、8％ 

     に引き上げ後の金額は 206円となりますが、10円未満の端数切捨ての方針に基づき、改

定額は 200円のまま据え置きとなります。この場合も、切り捨てた 6円分は、市が補填

することとします。 

      次に、2の「その他の料金」としまして、市民講座開催に伴い受講者から徴収する受講 

料金、談話室利用料金、スイミングスクール等の有料プログラム料金及び駐車場利用料 

金等について改定内容をご説明します。 

まず、(1）の「市民講座受講料金」及び「談話室利用料金」をご覧ください。 

 この料金につきましては、１の一般利用料金と同様、市と事業者が協議し、市が上限 

額を定めるものですが、市の方針の適用外であることから、8％に引き上げ後の額をそ 

のまま上限額とします。 

 次に、(2)「有料プログラム料金」及び「駐車場料金」につきましては、市の方針適用 

外で、料金は、事業者が定めるものとなっています。 

      まず、スイミング教室等の有料プログラム料金につきましては、8％に引き上げ後の 

金額を教室受講者からいただくこととし、駐車場料金につきましては、消費税率引上げ 

による改定ではなく、現状の駐車場利用状況を踏まえ、回転率を改善する目的で、現行 2 

時間 300円という料金を 1時間 200円に改定するものです。 

      なお、料金改定については去る 2月 25日開催の 2月市議会観光厚生常任委員会に報告 

し了承をいただいております。 

      料金改定の時期は、平成 26年 4月 1日を予定しております。 

      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「スポーツ施設利用料金の改定」について 

の御意見、御質疑はありますか。 

【冨田委員】 10％になったら、また値上げするのですか。 

【事務局】   平成 27 年度 10月に値上げされます。ほかに海浜水泳プールや中学校のナイターの電

気料など市が直接使用料金をいただき施設もありますので、消費税 10％の引き上げと

同時に、市全体で受益者負担適正化の見直しされる予定です。27年 10月に予定されて

おります 10％引き上げについては他の市の利用料金も受益者負担適正化ということで

市全体として経営企画部になりますが、そちらの方で検討していきます。 

【冨田委員】 消費税が上がるので利用料が上がるのは仕方がないが、改定するなら減免額をもう尐

し引き上げ、高齢者や障害者の利用料を逆に安くするというのはどうか。それで一生懸

命運動してくれれば、医者にかかる回数も減ると思うが、こういう考え方は事務局には

ないですか。 

【事務局】   消費税につきましては、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担ということに

なります。公の施設の使用料金についても消費税の転嫁を行うという見方も周知されて

いると思います。今後、指定管理者が収入となる使用料も消費税をとらないとなると指

定管理者が税金の負担を負うような形になってしまうために今回の 8％の消費税率の引

き上げという転嫁をしたものです 

【冨田委員】 消費税をとらないという事ではなく、料金を見直すなら高齢者や障害者の減免額を考

え直したらいかがですかという意見なんですが。 
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【事務局】   価格見直しという機会でそうした事も考えていけたらと思いますが、指定管理施設に

ついては、指定管理者が利用料金を含めて利用料収入も含めて事業計画を立てているた

め、減免率を高くしましょうとなった場合にはその分、指定管理者が計画した料金が入

ってこないという事になります。その場合には市がその部分について補填するというよ

うな、財政的な部分も含めて検討しなければならないという事もありますので、冨田委

員がおっしゃるとおり運動することで医療費の削減に繋がるという御指摘はもちろん

と思うので、料金改定と減免も含めて検討をすることがあれば御意見を踏まえて今後検

討して行きたいと思います。 

【海老原会長】新潟県の見附市と思いますが、関係部局と一緒にしていて、大変手厚い。その結果、

高齢者の医療費が抑制されているという事例があり、いくつかの市町村の先進的な事例

があると思いますので、御参照して検討する価値があると思います。介護等の問題とも

リンクし、最新の脳科学のあたりも含めて、鎌倉市がそういう事をしていますよといっ

たことにもなるのでは。 

【事務局】   市の方針としては消費税率引き上げの部分は転嫁をしていくという事でございます。

もう一点、2年後の消費税率 10％引き上げの際にはまた改めて方針を定めるといった市

全体としての方針になっておりまして、今の御指摘についてはスポーツ施設だけではな

く、高齢者の方への利用料金の在り方という点で検討が必要になっていくと思います。

2年後の市の全体方針がどうなるか不明であるりますが、例えばスポーツ課として意見

が言える場があれば、会長、冨田委員が御指摘いただいたことについて、研究していき

たいと考えている。 

【冨田委員】 介護用の杖を突くようになって気付いた事がある。表通りを歩く人に杖をついている

人が増えた。内科の医者も、整形外科も、外科も、脳神経外科も、膝の電気治療をやっ

ている。あの治療費は相当なものと思うので、指定管理のところに減免した差額を市が

負担する額を、医療費の持ち出しの方が多いのではないか。そういう部分を対象的見地

で検討しないと、消費税が上がってから上げるんだと、それは良いが、そういう機会に

考え直さないと考え直す機会がないと思う。5年後に指定管理者が変わり同じ管理者に

なるか分からないけれどその時の契約の方法として減免規定を入れてもっと減免額を

増やすという事をするのも一つの手だと思う。その際にどちらが得なのかという事を真

剣に考える必要があるのではないか。 

【事務局】    おっしゃるとおり、鎌倉市の高齢化率は 30％近くになっています。そういう意味で

は運動する機会が増え、医者にかかる機会が減るという考え方も当然出てくると思いま

す。部局は違いますが、スポーツと健康、福祉が一緒になって検討し、いい方向性が出

せればと思っています。また考えていきたいと思います。 

【海老原会長】介護の認定を受けたその１から数えますが、それに応じて補助率の介護度数ですね。 

      例えば車いすのようなものについても 1の人にはこれぐらい負担してあげて、2です

とこれぐらいというような、今、事務局が言われたとおり大きい範囲で可能かどうかを

検討するいい機会だと思います 

【大石委員】  スポーツ施設の料金改定ではないのですが、学校開放の件で、県内の市町村によって      

は、学校開放で利用団体から、使用料をいただいているところが出て来ていると聞いて

います。受益者負担という考え方で、鎌倉市でもそのような考え方があるかどうか教え

てください。また、逆に使用料を取るとなると体育館の電気が切れているから直してほ

しいとかトイレが暗いからどうにかしてほしいといったストレートな声が上がって来

て、今まで無料だから特に声は挙げなかったが有料になることで、トラブルが発生する
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といった問題も出て来ているという話を聞いています。鎌倉市では、どのように考えて

おられますか。 

【事務局】   鎌倉市として学校開放の有料化については、導入しましょうという考えは、ありませ

ん。ただ、以前課内で検討したことはあります。 

      現在、各学校に運営協議会という自主的に管理する組織で運営していただいています。

利用の申請ですとか、利用後の報告とかは学校の備え付けのポストだとか学校施設管理

員がやってくださっています。利用者の方は、利用する学校に行けば利用できるという

事になっています。それに利用料をいただくとなると管理員の方が受取る仕事が必要に

なってしまったり、学校でその分あずかっていただくといったことが難しいという問題

があります。またその手続きをスポーツ課窓口に来て手続きをしないといけないといっ

たことになると、かなりのサービス低下に繋がるという事になります。また、実際に使

わなかった場合などは、25校ありますので調べていくのが難しいかなといった課題が

あり鎌倉市では、現在そのような状態です。 

【海老原会長】 本日、欠席されていますが、前に河田委員が指定管理を導入する際に小学校、中学校

の義務教育段階のスポーツ大会が、Ａ小学校を使ったりＢ小学校を使ったりして小学校

の大会、中学校の大会を開くんではなくて市の体育館を使ったときにはどうするんだと

指定管理を入れたときにそういう御意見があり、学校開放も当然そのような発想で行く

と指定管理の対象になってくると思うんです。それをそのまま中教審を含めて保健体育

審議会も学校開放は名前を変えて学校供用、開放でなく供用という発想が案として前か

らあって、その場合、児童生徒が利用料をそのまま負担するというのではなくて、スト

ックしているところから財源として出していくというような、公に利用料を出してもら

うというようなことをしないと義務教育段階で教育格差が広がってしまうという問題

で、そこをどうやって考えていくかと、これはかなり煮詰まっていくだろう思います。 

      前から別なところで、学校供用にして学校体育施設の聖域ではないというふうにする 

かどうかということもありますね、そこではじめてお年寄りから就学前の子どもたちが 

     同じ地平に立って、ある程度の減免措置が必要なグループとたくさん利用料をいただく 

必要がある場合というような発想が出てくるのではないかと思います。 

【大平委員】  26年度のスポーツ事業予定について、昨年度 10月から鎌倉市ジュニアスポーツ栄誉

表彰の制度ができ、2年目になりますので中体連では、今年度の生徒を精査しながら 7

月 1日から翌年 6月 30日までということを先取りをしまして、卒業式も間近であり中

体連の下部組織において中学 3年生の部分については、自己申告にしたいと考えて、既

に今年の申込書は個人で申し込むといった手配をしてあります。在校生については、各

団体から中体連の事務局が集約してスポーツ課に提出するとにしています。ですから要

綱が違う部分がありますが、こちらではそのようなながれにさせていただいています。 

    学校施設についてですが、使えるところは使っていただいて構わないという方針でい 

   いのですが、その所での破損について明確なところがなく、はっきりとした団体が分か 

   れば弁償していただくのですが、分からないところも多々あり、現在は施設課のほうで 

   補修していただいていますので、その部分の指針を立てていただき新年度当初の会議の 

   折にしっかりと徹底していくことが必要かと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  ありがとうございます。ジュニアスポーツ栄誉表彰につきましては、よろしくお願い

いたします。 

      学校開放の件で、破損してしまったことについては、利用団体の登録の際に破損して 

しまった場合は必ず団体が修復するといったことを伝えています。 
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来年度の日程調整会議を行っているところですので、運営協議会のスポーツ推進委員 

に伝え破損させないことが大事ですけれど、破損してしまった場合は、必ず団体の責任

という事を周知徹底させます。 

【海老原会長】この問題は、全国的に学校開放のシステムをどういうふうに全国的レベルでカバーす

るかという発想があるかどうか。任意のスポーツ安全協会に多くの社会体育に関わって

いる人たちは入っていると思いますが、スポーツ尐年団を含めて。 

しかし、加入しない団体もあるわけなので、例えば登録をするときに保険料を含めた

登録料を徴収し、スポーツ課でまとめて保険に入るとか、そこで破損部分を対処してい

くような方法もあります。 

 

【海老原会長】 それでは、他に御質疑・御意見がないようでしたら、これで報告事項（4）「スポー

ツ施設利用料金の改定について」は、終了します。 

       

次第 4  その他 

 

【海老原会長】つづきまして、次第 4の「その他」について、委員のみなさまから何かありますか。 

      よろしいでしょうか。 

      事務局から何かありますか。 

【事務局】  本年度は、鎌倉市スポーツ振興基本計画の見直しにつきまして、4回の審議会を開 

催する中で委員のみなさまには、御意見をいただき、ありがとうございました。 

     本日、鎌倉市スポーツ推進審議会から市長に答申をいただきましたので、今後市内 

部での手続きを経て、鎌倉市スポーツ振興基本計画改定版を確定して行きます。 

 

【海老原会長】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 4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。 

  

 

 

 


