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平成 23年度第１回 鎌倉市スポーツ推進審議会 議事録       

 

日  時  平成 23年 11月 29日（火） 14時～16時 35分 

場  所  鎌倉武道館 第１会議室 

日  程   

１ 辞令交付式 

２議題 

（１）会長、副会長の選出について 

（２）鎌倉市スポーツ振興基本計画に係る施策評価について 

３ 報告事項 

（１）平成 22年度スポーツ事業の実績について 

（２）平成 23年度スポーツ事業について 

（３）平成 24年度スポーツ課予算について 

（４）鎌倉市スポーツ施設整備懇話会について 

（５）運動・スポーツ活動状況調査結果について 

４ その他 

 

会議内容 

[事務局] これより平成 23年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会を開催いたします。本日

の審議会には、10名の全委員さんのご出席をいただいており、過半数に達しておりますの

で、鎌倉市スポーツ推進審議会条例第 7条第 1項の規定によりまして、この会議が成立し

ておりますことをご報告いたします。 

なお、会議録作成のため、録音をさせていただきますのでご了承いただきたいと思いま

す。 

 

（配布資料確認） 

（委員自己紹介） 

（事務局職員自己紹介) 

 

[事務局] 次に、当審議会の会長及び副会長を選出していただくことになりますが、会長

が決まるまで生涯学習部長が議事を進行させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 [小村部長] それでは、会長、副会長が決まりますまで、わたくしが議事を進行させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

議題に入ります前に、委員のみなさまに確認をさせていただきたいのですが、昨年 6月

の審議会の際に傍聴希望者があった場合には傍聴を許可すること、また本審議会の議事録

は、発言者のお名前を記載した上、要点筆記とし、委員のみなさまに内容のご確認をして
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いただいた後、市のホームページで公開することで委員のみなさまにお諮りし了解をいた

だきました。今回審議会の名称が変更されましたが、同様の取り扱いをさせていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

             （総員了承） 

[小村部長] ありがとうございました。それでは、全員の方が傍聴の許可及び議事録のホ

ームページによる公開をすることで、ご確認をいただきました。 

 

１ 議題（１）会長、副会長の選出について 

［小村部長］議題(1)「会長、副会長の選出について」を議題といたします。 

 会長、副会長の選出につきましては、鎌倉市スポーツ推進審議会条例第 5条第 2項の規定 

により、委員の互選により定めることとなっておりますが、各委員の皆様、いかがいたし 

ましょうか。 

［冨田委員］海老原先生に留任していただきたいと思います。 

［小村部長］只今、冨田委員さんから、留任との発言がございましたが、留任となります

と、会長に海老原修委員、副会長に山口宇宙委員となりますが、よろしいでしょうか。 

（総員拍手） 

［小村部長］ それでは、会長に海老原修委員、副会長に山口宇宙委員が選出されました

ので、これからの議事の進行は海老原会長にお願いいたします。 

（海老原会長、山口宇宙副会長挨拶） 

 [海老原会長] それでは、お手元の次第に沿って、議事を進めさせていただきます。 

 

議題（２) 「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」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] 議題２鎌倉市スポーツ振興基本計画に係る進捗状況及び施策評価について、ご

説明をさせていただきます。 

資料は、資料 1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 2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ご参照いただきたいと思います。 

まず、資料 1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の 1ページをご覧

ください。このチェックシートは、スポーツ振興基本計画において実施目標として短期で

取り組むものを抜粋して、その進捗状況を表にしております。短期というのは 5年以内で

実施可能なものを指しており、基本計画が策定された翌年度の平成 18年度から 5年間の進

捗状況を表しており、全ての個別事業について着手、或いは実施をしている状況です。 

 続きまして、資料 2の鎌倉市スポーツ振興基本計画施策評価シートの 1ページをご覧く

ださい。このシートは、施策の方向性に対し、それに係るコストや、その効果を表し、そ

れに基づき、内部評価をしたものです。 

 それでは、「施策の柱」毎の進捗状況についてご説明していきます。 
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 まず、資料 1、資料 2、ともに 1ページ目をご参照ください。「あらゆる市民のスポーツ」

では、「市民へのスポーツの啓発或いは市民のスポーツイベント参加促進」で主な事業の

市民運動会は天候不良や会場の学校で耐震工事が実施されたことにより２会場で中止とな

り 15会場での開催となりましたが 8,285名の参加があり、地区住民によるスポーツ振興を

促進しました。 

 また、「鎌倉の自然を活かしたスポーツの活性化」では、野外教室として材木座海岸で

実施した「砂浜でかけっ子」は、就学前の子供も参加できるもので、走ること、飛ぶこと、

投げることなど子どもの体力作りを目的とした教室で８回開催し、延べ 103名の参加があ

りました。この教室の開催に当たっては、地元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

ィの活性化にも寄与する教室となりました。 

同じく鎌倉の自然を活かしたスポーツとして実施した健康ウォークは、約 15キロの健脚

コースと約９キロの健康ハイキングコースを設定して開催しました。併せて３２６名の参

加があり、過去５年間で最高の参加者数を記録しました。21年度まで５月下旬の開催とし

ていましたが３月に開催時期を変更して行ったことで、委託先の体育指導委員連絡協議会

もより充実した準備ができたことや、効果的な開催周知ができたこと、また好天に恵まれ

たことなどが参加者の増加につながったものと考えています。 

また、「学校施設の開放による市民のスポーツ活動の促進」においては、市立学校の校

庭、体育館及びプールの他、横浜国立大学のテニスコートを一般に開放しました。学校体

育施設開放事業につきましては、市立小中学校 25校の校庭及び体育館、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。校庭及び体育館の開放

は合計で 28万 7067人の利用がありました。前年度に比べ、約 2万 2千人の減となってい

ますが、主な要因としては 3 月 11日に発生した東日本大震災の後、安全確保や計画停電の

影響を考慮し 4月 15日まで体育館の開放を中止したことであると考えています。 

学校水泳プールの一般開放は平成２２年度から大船中学校及び腰越中学校のプールの開

放をやめ、11校で開放しました。結果は 3 万 563人の利用で、前年度に比べ、1,235人の

減となっていますが、主な要因は水質が低下した学校があり、プールの水を入れ替えるな

どの処置をした結果、3日程度開放ができなかった学校が 2校あったためと考えています。 

校庭、体育館、プールの利用者の合計は 31 万 7630人となりました。 

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、市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感じています。 

 施策の効果としましては、スポーツ実施率が 48.6％となっており、前年度から 2.8ポイ

ント低下しています。この実施率は市が実施する市民意向調査の結果を用いていますが、

この調査は毎年無作為に 2000人を抽出して行いますので、22年度の結果は誤差の範囲と

して見ることができると考えています。ただし、鎌倉市スポーツ振興基本計画での目標は

スポーツ実施率を 60％としていますので、事業の取り組み方に工夫が必要であると考えて

います。 
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 内部評価としては、後ほど別の施策の柱でも説明しますが、子どもや高齢者のスポーツ

実施率はそれぞれ目標の 60％を超えており、配布の資料にはありませんが逆に 20代から

50代の世代のスポーツ実施率が低いデータも出ていますので、今後はその世代の方々にス

ポーツに参加する機会を提供できれば目標に近づけられるのではないかと考えています。 

続きまして、資料 1、資料 2ともに 2ページ目をご参照ください。「子どものスポーツ」

施策では、かながわアスリートネットワーク協働事業として、柔道の元オリンピックメダ

リストにより小中学生を対象とした柔道教室を開催しました。 

 施策の効果としましては、子どものスポーツ実施率としていますが、98.5％とかなり高

い率となっています。 

今後は子供達に運動習慣を継続してもらえるよう、例えば競技スポーツの分野でがんば

っている子どもを対象とした表彰制度の導入を検討していきます。 

 資料 1、資料 2ともに 3ページ目をご参照ください。「高齢者のスポーツ」の施策では、

個人個人に合ったスポーツプログラムを提供しました。 

 施策の効果としましては、63.9％となっており、基本計画の目標である実施率 60％を上

回っており、高齢者のスポーツ実施率は概ね良好であると考えています。 

 資料 1、資料 2ともに 4ページ目をご参照ください。「競技スポーツ」の施策では、ス

ポーツ選手ふれあい事業として「鎌倉ゆかりのトップアスリートとの交流会」として徳洲

会体操クラブの選手による体操演技の見学と選手・監督と市民が対話をする時間を設け、

世界レベルの競技スポーツを紹介しました。 

 施策の効果としましては、神奈川県総合体育大会順位としていますが、この大会自体が

21年度を持って休止となったことから、平成 22年度については適切な指標はありません

が、今後は競技者のすそ野を広げるための教室や市民大会の場の確保などに、積極的に取

り組んでまいりたいと考えています。 

 資料 1、資料 2ともに５ページ目をご参照ください。「スポーツの拠点づくり」の施策

では、スポーツ施設の整備としてスポーツ施設整備懇話会を開催し、スポーツ施設の整備

に向けて様々なご意見をいただき、最終的にご意見をまとめた意見集が教育委員会に提出

されました。 

 また、既存施設の機能と充実という点においては、見田記念体育館の体育室に空調機器

を、また、同体育館の体育室及び多目的室に運動用鏡を設置するなど、快適にスポーツが

できる環境に整備しました。 

 施策の効果としましては、スポーツ施設の利用者数が減尐していますが、3月の震災後、

安全確保や計画停電により施設を臨時休場したことが要因の一つであると考えています。

水泳プールの利用者数は特に海浜公園水泳プールの利用者数が約一万人増加したもので、

猛暑続きの天候が影響したのではないかと考えています。 

 今後は、公式大会ができる施設が十分とは言えないことから、総合体育館や総合グラウ

ンドの整備に向けスポーツ施設建設基金への積み立てなどの資金確保と用地の選定に努め

て行きたいと考えています。具体的には、資金確保においてはスポーツ施設建設基金への
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寄付金制度の設定や、ネーミングライツの制度導入などを検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 資料 1、資料 2ともに 6ページ目をご参照ください。施策の柱では、「スポーツのシス

テムづくり」になっており、グラウンドの施設数の不十分さを補うため、民間企業さんか

ら野球場を定期的に無料で借用し、尐年野球や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。企業とのパートナーシップの構築としては子どもを対象とした

体操教室を徳洲会体操クラブと連携して行いました。 

施設利用者の受益と負担の見直しにかかるコストは有料駐車場の駐車管制機器のリース

料や駐車場管理業務委託及び駐車券用紙等の消耗品費です。なお、駐車場使用料収入は平

成 22年度で 15,516,200円となっています。 

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

ますが、今後は、屋外施設が不十分である現状を尐しでも良化させるため、グラウンド等

を所有する企業さんに対して協力依頼をしていきたいと考えています。 

 資料 1、資料 2ともに 7ページ目をご参照ください。「スポーツの情報提供」では市民

への情報提供体制の充実という点で、鎌倉市市民健康課が実施する検診時に、鎌倉体育館

のトレーナーを紹介し、健康維持、向上のための運動メニューの提供を行うなど、他部署

との連携を行っています。 

また、施設予約のシステム化においては、平成 18年度から自宅のパソコンなどで体育館

や野球場、テニスコートの利用予約や空き状況の照会がいつでもできる公共施設利用予約

システムを運用しており、22年度の予約抽選申込件数は 85,992件となりました。また、

平成 22年度からシステムを利用できるブラウザを拡大するなど、より多くの市民が利用で

きるようシステムの更新を行いました。 

 施設予約に係るコストとしてシステム運営費及び管理端末機等のリース料となっていま

す。 

 施策の効果としましては、スポーツ施設予約システム予約登録件数で、平成 18年度の運

用開始以来、その数は上昇を続けており、また、大きなトラブルも発生していないことか

ら順調に稼働していると考えています。今後も他部署との連携、ホームページの充実、ま

た利用者からのニーズの把握を行ってスポーツの情報が早く、幅広い方々に提供できるよ

う努めて行きたいと考えております。 

 大変長くなりましたが、以上で説明を終わります。 

[海老原会長] 只今事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はございますか。 

[冨田委員] 収入額について記載されていますが、入場料とか、そういう収入は金庫にあ

るのですか。 

 [事務局] スポーツ課では、体育館、武道館は、いま指定管理者制度を導入していますの

で、指定管理者制度を導入している施設については、その利用料は指定管理者に入る仕組

みになっています。その他、プール使用料、駐車場使用料につきましては、歳入として市

に入ります。 
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[冨田委員] 積立金が 0円だから、施設を整備・建設するための資金を確保する積立金と

して、駐車場の有料化で収益を上げている分を積立金に入れないことにはいつまでたって

も施設はできない。役所のシステムは分かりますが、せっかく一生懸命集めたお金を役所

の金庫に入ってしまうのは…。そしてスポーツ課が要求する予算がシーリングされて利減

りしていくのはおかしい。稼いだ分だけスポーツ課に入らなければおかしいのではないで

すか。 

[事務局] 冨田委員のおっしゃるとおり、スポーツ施設のところで納めていただいたお金

はスポーツ振興にすべて使うと考えていたんですが、実際問題としては、一般財源として

市の金庫に入ってしまうので、それについては、スポーツ課の歳出に充当はしていますが、

その分、積立にまわされるという状況ではありません。 

[冨田委員] 積立金にまわらなければそれはそれで仕方ないのですが、せっかくスポーツ

課が要求した予算を 5％シーリングとかはおかしい。せめて、稼いだ分だけのお金はシー

リングは課さないという方向はできないのですか。 

[河田委員] 私の記憶では、駐車料金を取るときに、当時のスポーツ課長が、最大限スポ

ーツに関するためにお金を使う、夢を実現するための方向で最大限努力するとおっしゃい

ました。それが今、市の金庫の入りますということは、最大限努力したものかは、我々に

は理解できない。 

[事務局(部長)] おっしゃることは、ごもっともです。今のシステムは駐車料金とかそう

いうもので収入になったものについて、市の金庫に入りますが、使い道としてはスポーツ

課の支出の中の財源に充てているというところです。 

それで 5％シーリングとかということにもなりますが、新たに予算を立てるときに、例

えば今年度は 100万円の収入しかないんだけれど、来年度は 150万円、50万円の伸びが見

込まれるというと、その 50万円の使い道というのは、来年度何かしら使えるというような

ことになって来ているのです。すべて市が他のものに使うということではなく、財源的に

はスポーツ課で稼いだお金は、スポーツ課の方で支出の中で財源に入って来ているという

ような計算法をしています。しかし、支出の方がかなり大きいので、毎年毎年 5％、最低 5％

を切ってくださいと財政から言われており、従わざるを得ないのが現状です。今おっしゃ

られたように基金の要求はしているんですが、他の基金、緑基金などいろいろありますが、

そちらも全くついていない状況で 0の積み立てです。 

入ってきているのは、基金残高 1億いくらかの利子だけが毎年の収入で積んでいくとい

うことですので、そういったことが出来るかどうかといったところを私の方から財政当局

と問題提起をしていきたいと思います。 

[山口(宇)副会長] 市の条例は、どのようになっているのですか。出入りの関係ですが、

冨田委員さんがおっしゃられたように、私たちが稼いだものでプラスになったものは、ど

のような形で積み立てができるのかという条例の中で、その辺が私たちには分からないの

です。どうなのでしょうか。 
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 [事務局（部長）] 例えば、100万円収入があったとしてプールを運営するお金に 100万

を充てるというやり方です。しかし 50万しか充てないで、50万円を積立てたいと申し出

れば基金に積立するということになります。ただ、他の事業に充てていた 50万円がなくな

るので、その部分についてはスポーツ課で事業を削減するなりしてくださいということに

なるんです。同じ 100万円入ってきた中で分け合うことはできますが、総額の中でどうに

かしてくださいということになるので、今はそれを基金に充てないで、他の事業の事業費

に充てている状況です。 

基金には、収入とか関係なく市の全体のお金の中で、例えば 5000万円、1億円積み立て

てくださいとお願いはしているんですが、市全体的に財政状況が厳しい中で基金に、スポ

ーツ課のお金以外のところから積み立てることができず、この何年かは、積み立てが 0円

の状況です。 

[冨田委員] ここで稼いだお金が、例えばプールの運営費の一部に充てられていると、そ

うあってほしいと思っているだけなのですよ。 

収入は、一般財源で、市全体の収入に埋没されて、その中から配分されるわけで。 

スポーツ課で稼いだお金は、スポーツ課に入るべきで、よそに行ってしまうことは考え

られない。収入を得ている部署と収入を得られない部署とでシーリングを同じにするのが

平等という発想はおかしいんではないかと思う。駐車場料金はどこへ行ったかというと、

一般財源の中に潜ってしまっているわけでしょ。 

[事務局] シーリングにつきましては、歳出から歳入額を引いて、その額にマイナス 5％

にしていますので、収入を増やす努力をすればその分シーリングの対象額が減ります。 

[冨田委員] それはできるんですか。 

[事務局] そのように計算しています。予算については、後程ご説明を致します。 

[河田委員] 大阪市長が民意を聞きなさいと言われていましたが、我々は、スポーツを行

っている人たちの民意の代表ですよね。その人達の声は、施設使用料など受益者負担は仕

方がないと思っています。 

ただしスポーツ施設基金、総合グラウンド基金にするとかに使うなら構わないんですが、

今、話されたことは先ほど話された出だしと違って、最大限努力しますよとお答えして、

違った方向に行っているように思います。利用者の立場に立った、お金の使い方であれば

問題はないのではないかと思います。 

[事務局] 先ほど部長が申しましたように、収入分を基金に回すということが可能だとし

て、今、駐車場の収入が約 1000万円あり、機器リース費用で約 600万円の支出があります。

差額については、毎年積んでいくこととした場合に、事業を何か止めなければなりません。

駐車場使用料は、皆様が基金に寄附しているという意味で払っているということであれば、

今の充当先は違うということになるかもしれません。しかし毎年 5％のシーリングをして

いるなか、極力現状ダメージがないような形で予算を組ませていただければと考えていま

す。 
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[山口(宇)副会長] 今お聞きしました、一連の中でお聞きしたいのですが、市の監査委員

会の問題はどうなんですか。市の監査は、大変厳しいかと思いますが。 

[事務局] 監査というのは、われわれ支出の方法が正しいかどうかというところですので、

予算の組み立て方ですと、監査ではなく財政サイドになります。 

[山口(宇)副会長] 利潤を上げて、出たものに対してどのような使い方をしたかというと

ころになってきますよね。その辺は大丈夫ですか。 

[事務局] 入ってきた収入がどのような形で使われたかというと、歳出と歳入というお財

布があり、歳入の方にいろんな収入が入って来て、それでこれをいろんなふうに使うんで

はなくて、歳出という出のお財布からお金が出ていくという中で、適正に使われているか

どうかという監査になりますので、その辺を踏まえた監査ということでとらえたほうがい

いかと思います。 

[海老原会長] 税と社会保障で言えば、目的税として入って、歳入に対してこの目的に使

うという関係の上でやっているものではないので、今のような話になるわけですよね。 

ただ、以前に出来る限り目的をそちらの方へという話があったので、0円はいかがなもの

かとのご意見ですね。 

[事務局] 基金の積み立てについては、毎年毎年財政当局に要求はしていますが、財政状

況が厳しい折、スポーツ基金でなく他の基金についても積み立てができないという状況で

す。しかし、「基金の収入は確保するべき」ということで、来年度は、施設の整備に対す

る寄付について検討を始めています。皆様からご寄付いただき、それを基金に積立ててい

くといったことを検討し始めている状況です。 

[海老原会長] よろしいですか。 

[秋山委員] 違う件ですが、資料 1のところからお聞きしたいのですが、総合型地域スポ

ーツクラブの育成というのが、あらゆる市民のスポーツに上がっています。いろんなこと

をやられていると思いますが、平成 19年から予算化をされていない、事業のところもスポ

ーツ課の職員が研修会に参加しているというのが主な動きになっている、当初この総合型

地域スポーツクラブの育成については長い間取り組んできている部分だと思いますが、ス

ポーツ課としては、どう考えておられるのかをお聞きしたい。 

総合型地域スポーツクラブは、平成 10年以前から動いていた部分で、今消極的な部分で

あれば、この事業に載せないほうがいいのではないかいう気がします。今の見通しからし

ても、スポーツ課として積極的な取り組みをしているのであれば別なんですけれどそうで

なければここに載せていく必要がないのかと思います。 

[事務局] 鎌倉市スポーツ振興基本計画を作成した 17年当時と今とは状況が違う部分が

あると思います。当事業は 5年を目途に実施する短期の取り組みですが、22年度はちょう

ど 5年が経過したわけです。総合型に限らず短期の取り組みについて、次の５年間はどう

するか、基本計画を見直すのか、このチェック項目を見直すのかについては検討課題とし

てとらえています。 
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[秋山委員] 国体が終わった後、10年間は切り崩しの中で、設置することで 2分の１の補

助というものがあったと思うが、もう無くなっている。メリットがなくなっているとすれ

ば、そういう面も考慮して検討された方がいいんではないかと思います。先ほどの報告の

中で資料 2の方でスポーツの施策の効果、スポーツ実施率等で、子どものスポーツの部分

と高齢者のスポーツの部分で概ね特に子供の方はクリアしているという中で、あらゆる市

民は、48.6％、60％を目標にしている中で尐ないという部分を言われているかと思います、

そういう中で内部評価のこのニーズをどういうふうに情報収集していのか、情報収集の仕

方を教えてください。 

[事務局] ニーズの情報収集ということですが、この数字は、欄外にも書いてありますが

市の調査によって、18歳以上の 2000人の数字しか出ていないんです。スポーツ課独自で

のニーズ収集としては、各イベント等の参加者にアンケートを取ったりして、声を拾って

います。子どもと高齢者の部分は、60％を超えているんですが、若い世代、20歳代 30歳

代の働き盛り、そのあたりが、かなり尐なく、20歳代 35％、30歳代 31％この尐ない数字

から全体の数字が低くなってしまうということで、今後若い世代にターゲットを置いてイ

ベントを企画したいと考えています。先ほどもご説明をしましたが、健康ウォークなどを

ファミリーの参加もあり若い世代が参加しているんですが、1回のイベントが動機づけ・

きっかけづくりになっていなくスポーツの継続化につながっていないのが現状で今後の課

題です。先ほども申しましたが、施設確保がなかなか難しく、若い方がやりたいときにで

きないということがありましてそういった問題もあり、ただ事業をやれば来るかというも

のでなく、一番来やすい時間に施設を開けて使ってもらってというところも考えていけれ

ばと思います。ハードの面で限りがございまして、伸びない数字でございます。 

[秋山委員] スポーツ実施率というのは、2000人を対象としてということは、分かるんで

す。この数字を上げるには、スポーツをしている人のニーズをとっても上がらないと思い

ます。スポーツに参加しない人たちのニーズはどうなのかというところをどういうふうに

調べるかというところなんです。その部分をお聞きしたかったんですけれど、そうなると

手足になっていただいている、いろんなスポーツ課が持っている団体の方たちにニーズを

お聞きする部分でこの部分をクリアしていかないとダメなんじゃないかなと思います。い

かがですか。 

[事務局] おっしゃる通りで、イベントとかスポーツ事業に出てこない人たち、われわれ

に接する機会がない方たちのニーズをいかにとらえるかということだと思います。現状で

はできていませんので、今後どういう形でやればよいかというところを考えて、把握して

参りたいと思います。 

[秋山委員] 西御門にかかっている経費というのは、年間どのくらいでしょうか。国大に

借用として払っている金額を知りたい。 

[事務局] 予算要求しているのは 285万円です。概ね執行状況は、9割です。その他、整

備等の委託をしておりましてそちらについては、400万円です。 

[秋山委員] 単価は 1面 1時間借りるといくらということですよね。 
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[事務局] 1面につきまして 1コマ 1050円です 

[若木委員] 秋山委員さんの質問に関連するんですが、内部評価の部分ですが過去の資料

をみても、例えば 3ページの高齢者のスポーツで事業の改善・見直しで、福祉部門と更な

る事業連携の強化を図るとありますが、毎回毎回出ていますこの部分は、例えば 21年度は

こういう連携の強化をしたけれど、22年度はこういう部分まで図れたとか、こういう部分

は見直しが必要だとか、そういうものがなくして、毎回毎回、同じものが表記されている

のが気になるので、そういったところをきちんと評価なさっているのかどうか。 

[事務局] 若木委員さんがおっしゃいました、評価の標記が変わらないということでした

が、基本計画の中で 5年を短期の目標としておりますので、この表記は変わっていなく 5

年を目途に課題として毎年実施しております 

[若木委員] 評価ですから、どういう効果があって、どういった反省があったかという部

分が読み取れないと次につながっていかないのではないかと思いますが。 

 [事務局] 若木委員のご指摘のとおりだと思います。来年新たに 5年間が始まりますので

検証し整理していきたいと考えています。 

[冨田委員] 記載方法のことでお聞きしたいんですが、資料 2の 2ページ②事業の状況の

枠外に※で表記されている「地区スポーツ振興会協議会行事委託料は、ラジオ体操市民運

動会のほか、地区スポーツ行事等の経費を含む」とありますが、前には確か市民運動会と

ラジオ体操に使うようにと書いてあったのが、シーリングの関係でラジオ体操の事業費は

出ません、傘下の町内会から拠出したお金でやってくださいと何年か前に話がありました。

そして今の委託料にはラジオ体操のために使うお金は、各スポーツ地区の会長さんが自前

とかでやっている。各種スポーツ行事も傘下の尐ないところでスポーツ振興会、町内会そ

こから出して負担金を充てて行事を行っている。ですから次年度から表現方法について、

良く考え直して表現を変えていただきたいと思います。私の言っていることは、ラジオ体

操の事業費は委託金に入っていません。事務局がラジオ体操はカットします、後は、スポ

ーツ振興会で考えてお金を捻出してくださいと、会長会議で事務局が行っていますので、

以来、額が減っています。事務局は知っているはずです。ですから来年、5か年計画が始

まり、書き方が変わるということなので、来年以後につきましてよく考えてください。来

年の地区スポーツ振興会協議会で話し合いをしてくださいと言われた。これを見せたらみ

んな怒りますよ。 

[海老原会長] 資料 1や資料 2は、ここで審議をして尐し訂正があるならば、もう一度み

なさんに確認をした上で、さらにホームページに載る可能性もありますよね。今も若木委

員がおっしゃったように何年も同じ表現を繰り返されているようならば、内容を細かくま

では、具体的な例を出すというのではなく、尐しそういうあたりも踏み込んだところで、

その場合外部の人が目に触れるような状況になっているかどうかによっては、書き方が相

当違ってくるのではないか、もしオープンにするような方向であったなら、あったほうが

いいと思うんですが、そういう姿勢で臨んで審議したその結果、この委員会の中でオープ

ンしますよというふうにするかどうか、つまり発言内容についてはというところで、今ず
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ーといろんなところでやり続けているわけで、関連した資料もＰＤＦなどで出てくるんで

すよね。 

[事務局] 今までホームページに掲載した実績はありませんが、行政資料ですので請求が

あれば公開することになります。公開に耐えられるものを作成しなければならないと思っ

ています。 

[海老原会長] ほかに何かありますか。 

[冨田委員] そういうことであれば、文言は市民運動会、その他の費用に使われています

と直してほしい。会長会議でラジオ体操の費用はカットしますと事務局から言われ、それ

ならラジオ体操は止めようという会長さんもいましたが、市民の健康増進のためにいいの

で続けようということになった、ですからこの表記を市民運動会、その他に変えていただ

きたい。 

[海老原会長] いろいろご意見をいただきまして、ありがとうございます。それでは、次

に入らせてください。 

 

２ 報告事項（１）「平成 22年度スポーツ事業の実績について」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]  報告事項（１）「平成 22年度スポーツ事業実績について」ご説明いたします。 

 資料３「平成２２年度スポーツ事業実績」をご参照ください。 

この資料は、スポーツ課の５つの事務事業ごとの平成２２年度実績を掲載しているもの

です。 

先ほど、議題２の中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３の 1ページから 2ページをご参照ください。１の保健体育運営事業は、ス

ポーツ振興審議会の開催について、体育指導委員会議の開催について、国民体育大会等出

場者祝金の執行状況について、並びに関係スポーツ団体への補助金交付についての実績と

なっています。 

続きまして 8ページをご参照ください。中段の５体育施設整備事業、（１）こもれび山

崎温水プールは PFI事業により整備した屋内温水プールで、プール及びトレーニングの利

用者数の合計は 202,618人で前年度に比べ 90人の減となりました。開設 7年目で初めて前

年度比マイナスとなりましたが、これは 3月の計画停電の影響であると考えています。（２）

スポーツ施設建設基金は、市費による新規積立金はゼロで運用利子のみを積み立てました。 

続きまして 12ページ、平成 22年度スポーツ課関連事業費決算をご覧ください。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 3,326万 7,014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 2858万 6189円で保健体育費の決算額は 2億 6185万 3203円となりました。
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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 13ページから 16ページをご覧ください。内容はスポーツ施設利用状況で、平成 16

年度から平成 22年度までの施設別の利用者数等を掲載しています。次に 17ページから 19

ページをご覧ください。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

22年度までの行事参加者数や大会成績等を掲載しており、13ページ以降は資料としてご参

照いただければと考えております。 

以上で平成 22年度スポーツ事業実績の説明を終わります。 

[海老原会長] ご説明をいただきましたが、ご意見ご質問等ございましたら、よろしくお

願いします。 

[若木委員] 13ページにスポーツ施設利用状況が載っており、前年比が出ているんですが、

先程の説明のように開館日数によって、利用者数が違ってくるので、ここに開館日数を入

れた方が分かりやすいと思います。 

[事務局] 確かに、22年度については、計画停電等ございましたこともあって、かなり開

館日数は実績に大きく影響していると思いますので、ご指摘のとおり今後は、そういった

ところを記載するようにします。 

[海老原会長] 他には、いかがでしょうか。 

[秋山委員] 10ページスポーツ課主催事業一覧で載っています。この中には、委託事業と

して 29～34まで委託事業になっていますが、これ以外の委託はないんですか。 

[事務局] これ以外にこもれび山崎温水プールで市民講座を委託で行っています。これに

ついては、ＰＦＩ事業で行っていますことから載せていません。その他、ラジオ体操など

も委託で行っていますが、この表に載せているのは、体力づくり教室という意味で載せて

います。 

[秋山委員] 主催事業として、全部載せているんだと思っていましたが、市民運動会も抜

けているし、演武会、県総体、神奈川駅伝、三浦駅伝もない。そういうものは一覧から除

いたということですか。 

[事務局] はい。 

[若木委員] 資料 12ページで決算のところで、資料 1、2の説明の中で、県の総合体育大

会には出なかったとありましたが、平成 22年度スポーツ課関連事業費決算の 2番目のとこ

ろに県の総合体育大会に参加とあります。これはどういうことですか。 

[事務局] 大変失礼しました。平成 22年度は神奈川県総合体育大会はありませんでしたの

で、これについては、誤りです、大変失礼を致しました。 

[海老原委員] ほかに、よろしいですか。続いて 

 

報告事項（２）「平成 23年度スポーツ事業について」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。 
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[事務局]  資料４ 平成 23年度スポーツ事業をご説明します。１ページ目のスポーツ行

事一覧表をご覧ください。 

 表の右にあります黄色い部分で示されていますのが、スポーツ課主催の幼児から高齢者

までの体力・健康づくり教室です。 

こちらは、資料３の平成 22年度の事業実績の中の２スポーツ課主催事業にあります 10

ページ，11ページも合わせてご覧いただけますでしょうか。 

教室の内容は、22年度、23年度 多尐変わっていますが、大きく分けて１派遣、出前、

野外教室、2 巡回教室 、3 連携教室などと 9 区分に分けて実施しています。派遣教室は、

地域や団体から教室実施の依頼があって実施するものなので、年度によって開催数は異な

ります。また、出前教室は、スポーツ課で売り込んで地域に出向くため、地域からの要請(派

遣依頼)がなかった場合は、出前教室を増やします。 

派遣出前教室事業としましては、保育園児や幼児と親を対象とした親子体育遊び、高齢

者を対象とした健康体操を実施しています。施策評価の高齢者のスポーツ実施率は、21年

度に比べ多尐減りはしていますが、65歳以上の方、241名中 154名（63.9％）の方が 1週

間に 1回、30分以上の運動をしているとの回答を得ています。中でも 70歳以上の方は、

119人中 82人の方、約 69％の運動実施率になっております。 

資料 3の 11ページの高齢者の参加数を見ていただいても分かるように、19年度から比

べ年々増えています。この増えた理由は、身近な場所で近所の顔見知りの人たちとおしゃ

べりができる気軽さから参加しやすいことが挙げられ、スポーツ実施率に繋がっていると

思います。 

鎌倉の高齢化率も今年 1月現在で 27.3％になり、年々高くなっています。県内の市レベ

ルでは、三浦市、逗子市に次いで 3番目です。このようなことから、いつまでも元気に心

身ともに健康なお年寄りになっていただき、医療費の削減につながるよう、23年度も出前・

派遣教室を多く行っています。 

また、23年度新たに実施した事業としまして、子どもの遊びを通して基礎体力づくりと

して山野でかけっ子を始めました。鎌倉の自然を活かした事業として、材木座海岸での砂

浜かけっ子を行っていることから、海と山で子どもが伸び伸び体を動かす術を習得できる

よう、きっかけづくりを行っています。 

また、新事業としまして、目の不自由の方の体操やウォーキングの紹介を月 1回行って

います。この表では、めだかの学校と表記しています。こちらも指導者の派遣依頼があり、

スポーツ課の職員が指導に出向いています。参加者は 20歳代の方から 70歳代の方までい

らっしゃいまして、指導を担当する私たちも勉強させていただきながら行っています。 

右横のうぐいす色に記されていますのが、スポーツ施設 4館で指定管理者が行っていま

す体力つくり教室です。幼児対象の親子体操、小学生対象のチャレンジスポーツ、成人を

対象にピラティス、高齢者を対象にしたストレッチングや筋力トレーニングなどです。 
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 その右横の空色部分に記されていますのは、こもれび山崎温水プールで行っています市

民教室です。こちらも親子スイミングや高齢者の方の水中歩行、そして体の不自由の方の

教室などを行っています。 

 また、右横に移っていただきましてサーモンピンクで記載していますのが、地区スポー

ツ振興会委託事業のラジオ体操や市民運動会など、また体育指導委員協議会(現スポーツ推

進委員 11月 2日施行)委託事業としまして、健康ウォークやスポーツ・レクリエーション

フェアを開催しています。スポーツ・レクリエーションフェアでは、スポーツの分野は、

体育指導委員が受け持ち、レクリエーション分野では、レクリエーション協会が担当して

くださり内容に富んだ催しを展開しています。 

 また、体育協会に委託しています事業として、三浦駅伝、かながわ駅伝、演武会があり

ます。演武会については、武道 8団体による武道の所作や演武そして試合などを披露し、

古都鎌倉から武道の発信をしています。続いて右端部分もまた、体育協会加盟団体による

事業として、大会や教室が記されています。 

続きまして、平成 23年度スポーツ課関連予算について、ご説明をします。 

2ページ目をお開きください。 

保健体育総務費は、3,611千円で対前年比で、262千円の減額になっております。 

主な理由としまして、事業委託料の減額、主催事業の講師人数の減、そして関係団体の補

助金の減額などです。学校体育施設開放事業では、17,633千円で、前年度より 279千円増

えています。これにつきましては、学校利用施設申請書の作成費用に係るものと、学校水

泳プールの監視業務費用などによるものです。 

体育施設費では、280,377千円で、前年に比べ 45,520万円の増となっております。 

これにつきましては、海浜公園水泳プールの更衣室、シャワー、トイレなどの仮設賃借

料です。 

体育施設整備事業の 292千円の減につきましては、こもれび山崎温水プール管理運営費

が減額になったことと、スポーツ施設整備懇話会が平成 21年度 22年度合わせて 6回実施

し、意見集をいただき終了したことで、懇話会にかかる費用がなくなったことです。 

続きまして、鎌倉海浜公園水泳プール及び学校水泳プールの利用者数をご説明します。3

ページをお開きください。 

鎌倉海浜公園水泳プールは、今年度更衣室や管理棟が耐震基準を満たしていないため、

耐震診断をすることから、更衣室、シャワー室、トイレ等を仮設し 7月 1日～9 月 7日ま

で 69日間 開場しました。 

利用者は、32，744人で昨年に比べ 10，086 人の減尐でした。 

この理由としましては、天候、気温だと思われます。昨年度が猛暑で例年になくダント

ツに増えましたので、今年は、数字だけを見ますと減尐したように見えますが、21年度は、

開場期間が 77日間、32,790人で、今年度は 69日間、32,744人でその差は 46人ですので、

それほど減尐ではないかと思われます。学校水泳プールにつきましても、利用者は 27，670
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人でしたが、昨年に比べ 2，893人の減尐でした。11校の開放中 9校が減尐していますの

で、減尐理由は、海浜公園水泳プールと同様の理由と考えられます。 

以上で、平成 23年度スポーツ事業計画の説明を終わります。 

[海老原委員] ありがとうございました。ご意見、ご質問よろしくお願いします。 

[秋山委員] 金額のことでお聞きします。 

22年度のスポーツ事業実績ということで 12ページにある予算現額 22年度の部分に書い

てあるのと 23年度のスポーツ関連事業予算に書いてある 22年度の予算は別物ですか。 

[事務局] 資料 4の方の 22年度の 271,130 千円は、当初予算額で 23年度につきましても

316,388千円も当初予算額です。それに対しまして、資料 3の 12ページの 22年度スポー

ツ関連事業費決算に書いてあるのは予算現額ですので補正等があった後の数字です。 

[海老原会長] これと若干違うわけですね。補正が終わった後の額ですね。 

では、次に移りまして 

 

報告事項（３）「平成 24年度スポーツ課予算要求について」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]  平成 24年度のスポーツ課予算についてご説明いたします。資料はありません。

現在、平成 24年度の予算要求の事務を行っていますが、平成 23年度に引き続きと申しま

すか、ここの所毎年なんですが、平成 24年度予算につきましても市税収入の落ち込みが見

込まれており、非常に厳しい財政事情の中での予算編成となりますことから、経常的経費

については平成 23年度予算に比べ５％のマイナスシーリングを行うよう全庁的に指示さ

れております。スポーツ課の事業費は、指定管理や温水プールのＰＦＩ事業など複数年度

に及ぶ契約をしているもの、いわゆる固定費が占める割合が高く、これらを除いた中から

事業費の削減をしなければならないこと、また、何年もマイナスシーリングが続いている

ことから、既に無駄の見直しや、目的を達成した事業の廃止といったレベルではなく、原

局としては有効な事業であり、尐なくとも現状維持を図りたいと考えている事業であって

も、やむなく予算を縮減し、ひいては、その事業を縮小したり廃止せざるを得ない状況で

す。スポーツ課といたしましては、関係各方面にもご協力いただき、その影響が最小限に

とどめられるよう努力しておるところでございますが、内容によりましては、スポーツ関

連団体の皆様をはじめとした市民の皆様にご不便、ご迷惑をおかけすることになることも

あるかと思います。何卒皆様のご協力とご理解をいただ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] ありがとうございます。ご質問、ご意見ありましたらよろしくお願いしま

す。よろしいですか。 

  

報告事項（４）「鎌倉市スポーツ施設整備懇話会について」に入らせていただきます。事

務局より説明をお願いいたします。 
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[事務局] 鎌倉市スポーツ施設整備懇話会についてご報告いたします。 

鎌倉市のスポーツ施設は多くの市民の方々に利用されておりますが、近隣市に比べて、

数、規模ともに同程度に整備されているとは言い難い状況にあり、平成 19年には市議会で

「総合体育施設の整備を求めることについての陳情」が採択されましたように、市民やス

ポーツ団体からは施設の整備・充実が求められておりますが、昨今の厳しい財政事情や法

令等による様々な土地利用の規制などによりまして、なかなか施設整備に向けた検討が進

まない状況がございます。そのような状況の中、施設整備に関する様々な意見を拝聴する

目的で平成 21年 10月に鎌倉市スポーツ施設整備懇話会を設置いたしました。同懇話会は、

市民、関係スポーツ団体の代表及び学識経験者から各 2名合計 6名の委員で構成され、当

審議会の委員さんでは関係スポーツ団体の代表として鎌倉市体育協会会長の山口宇宙副会

長と鎌倉市レクリエーション協会会長の若木委員にご参加いただきました。平成 23年 3月

までに 6回の会議を開催し、有識者などによる専門的な観点から、また、市民の立場など

さまざまな見地から意見交換を行っていただき、特にこれから鎌倉市が目指している「総

合グラウンド」、「総合体育館」の建設に向けてのご意見をいただいたところでございま

す。去る 3 月 28日に開催した第 6回の会議におきまして、それまでの会議で出された意見

をとりまとめた「意見集」が鎌倉市教育委員会あてに提出されました。  

お手元の資料「意見集」をご覧ください。この意見集は、鎌倉市のスポーツ施設の現状

を踏まえ、5つの視点により、まとめられております。まず、3ページでは、「鎌倉市にお

けるスポーツ施設の現状」としまして、「鎌倉市スポーツ振興基本計画におけるスポーツ

施設の整備の位置づけ」、「屋内施設について」、「屋外施設について」それぞれ現状を

整理しております。4ページ以降は懇話会からいただいた意見をまとめております。 

まず、財源確保についてのご意見でございますが、「不況のもと、どの自治体も財政事

情は厳しい中では、行政に依存するだけではなく、官・民・業が一体となって財源の確保

の道筋を構築する必要がある」、また、「観光客から資金を集める手法」が検討できるの

ではないか、などのご意見をいただきました。 

5ページにまいりまして、敷地選定につきましては、「鎌倉は古都であること等から様々

な法規制があり、旧鎌倉地域ではなく大船方面で敷地選定する必要がある」、また、「グ

ラウンドの敷地については、市内には平地で現在の深沢多目的スポーツ広場の場所以外に

適地がないため、その土地の確保に向けて積極的に働きかけるべきである」などのご意見

をいただきました。 

6ページにまいりまして、施設規模についてでございます。まず、「総合グラウンド」

につきましては、｢鎌倉市の規模から、15,000㎡から 20,000㎡程度でサッカー、野球、ラ

グビー等の公式試合ができるようなものを整備することが望ましい｣という意見がある一

方で、「鎌倉ではむしろ地域に根ざしたような施設を整備したほうがよいのではないか」

というご意見もございました。次に「総合体育館について」でございます。 
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7ページをご覧ください。総合体育館の機能として「バスケット」「バレーボール」「バ

ドミントン」などを行うための理想的な面積を具体的に挙げていただく中で、近隣の逗子

アリーナがモデル的な施設となるのではないか、というご意見、さらに、スポーツ以外で

も文化的な施設や防災拠点としての性格を持たせる必要がある、などのご意見をいただき

ました。次にそれらの整備をすすめるための手法についてでございますが、8ページをお

開きください。「「総合体育館」「総合グラウンド」は生涯スポーツのための施設なのか、

県や国レベルの大会が可能な施設にするのかなど、そのコンセプトが重要である」、とい

うご意見、また、「財政難の中では、自治体内部の様々な部署を巻き込みながら進めてい

くことが必要である」というご意見、「スクラップアンドビルドで考えたほうがよい」な

ど、様々な角度からのご意見をいただきました。 

10ページをご覧ください。維持管理運営につきましては、｢ＮＰＯや指定管理者制度を

活用するとともに、受益者が相応の負担をしていくことが必要である｣というご意見をいた

だきました。建設予定地や建設費用がいずれも十分に確保できているとは言えない状況の

中におきまして、懇話会では、｢総合体育館｣、「総合グラウンド」整備に向けた大変貴重

で忌憚のないご意見をいただきました。市としましては、いただいたご意見を今後のスポ

ーツ施設整備にかかる行政計画に生かしてい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] ありがとうございました。ご質問、ご意見ありましたらよろしくお願いし

ます。よろしいですか。 

[山口（宇宙）副会長] 今お話をいただいて、まとめてはあるんですけれど、現実問題と

してスポーツ推進審議会の方にも体育協会としてもぜひお願いしたいことがありグラウン

ド、体育館は用地の問題が出てくるわけで、国鉄の跡地が 12月には改めてどういう形のも

のに持っていくかというような話し合いになっていくようですが、中が非常に土地の切り

売り的な図面にしか見えなく、そうすると鎌倉市議会で私どもは、陳情いたしまして、財

団的な形のものを作っていただき当初 1億を入れていただき、2年目は、2000万、毎年 1

億ずつ入れていただくという約束でしたが金がないということで、いま、1億 2千万と若

干の利子がついて現在残っているわけなんです。国鉄の跡地だけでは足らないわけで、代

替え地的なものがあるかどうかということで、きょうの審議会と体育協会の立場で申し上

げますので、狭義的な形になってくると思うのですが、何とかこれを成就しないと今外し

てしまうと永久的に鎌倉市には土地がないので、予定としては、まだいろいろあるんです

けれど、国道 1号に出る脇に大きな畑があり、関谷地区の農家の方々が自分の生業を取り

上げられては困るということで、大船高校が当初あそこを予定していたのが現在のところ

に移動したという過去の経緯がございますし、笛田のところも削ってそして低くして、真

ん中に入っている路は市道ですし市の道なので、どうにでもできるのではないかと、過去

に何回もやって来て、地権者が三段階に分かれている、それが遺産相続が生じたときに鎌

倉市が買いあげると言いながらも、上の方からどんどん売れてきているので、そこも不可

能になっている、そういうような問題がいたるところに出て来ているわけで、本来から離
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れた話しで恐縮ですが、推進審議会の方からも用地の買収とかそういうものにお力沿いを

いただけたら大変ありがたいなあと思うわけでして、鎌倉は決まっているでしょう土地が、

これから埋め立てて広くするというところはないですし、プールの裏山の提供してくれる

という話があっても駄目になったでしょう、地主さんが鎌倉市に提供してくれると過去に

20数年前にあっても、そういういい話が出ていても 1歩 1歩遅れているのが現状なんです

よ。今日は、部長さんもいらっしゃるので、決してスポーツ課を責めるわけではないので

すが、そういうような現状を皆様方に記憶を残していただいて、そういうものにお力添え

をいただけたらありがたいなぁというふうな気がします。一時は松竹が撤退するので、市

が買うかどうかという噂もありましたが鎌倉女子大に買い取られてしまったでしょ。その

ように一歩一歩遅れているのが現状です。これから先いろんなことで会が出来て無い知恵

を絞っていろいろ議論していますが、絵に描いた餅のような格好で、ただ単に時間が経過

して、虻蜂取らずのような格好になっているのが現状であると、思うのであり、スポーツ

課長を責めるわけではないですが、先日も市長さんは所要で見えませんでしたが、副市長

と部長さん、課長も来ていただき要望の強いラグビーフットボール協会だとかサッカー協

会会長等が一緒になって陳情を聞いてほしいということで、市当局が時間を設けてくださ

った。またこれを 12月にももう一回、こういう場面を作りましょうというお話をいただい

ています。いつ頃になるか分かりませんが。あそこももう使用禁止になるんですよね。平

成 25年ですか。ですからどうしてくれるんだと、使っている協会から私どもに来ているん

です。スポーツ課の方で善処しましょうというお話をいただいているので、なんかいい方

法が出てくると思うんですが、体協の立場で言わせていただきましたが、市民の健康とい

うものと、競技スポーツという団体の関係がありますので、長くなり申し訳ありませんが

グラウンドや体育館に対する大きな状況になっていまして、議員さんも不勉強で、神奈川

県下の各都市を見てください体育行政がこれほど劣っている市というのは 20団体あって

も鎌倉ですよと申し上げました。そのような状況です。 

[事務局] 会長がおっしゃったとおりでして、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地に

あります多目的スポーツ広場が鎌倉で唯一大きな広場であり、此処が深沢の街づくりの事

業計画地になっています。平成 10年当時に事業が開始する間、市部署の中でどこか使うこ

とがないかということで、スポーツ課が広場として使わせて欲しいと手を上げてから 13 年

たちました。 

あと 2年後の平成 25年 3月には、深沢の事業を開始するという予定をもとに、広場の暫

定期間も終了という話になっています。あそこがなくなってしまうと活動場所がなくなっ

てしまうということで 9月議会には、代替え地を何とかしてくださいと陳情がありました。

これは議会でも採択されて 2年後までには代替地を探すよう我々も努力をしているところ

です。そうはいってもなかなか広い土地がなかなか鎌倉にはございませんので、企業のグ

ラウンド、市有地である浄化センターの広場を暫定的に当面使わせていただけるかどうか、

それぞれの市や企業と話を進めているところです。 
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総合グラウンド、総合体育館というお話については、用地的には深沢の事業の中で、施

設の整備をしていくのが用地の確保という点では一番早いと考えています。ですから深沢

の事業計画の中で総合グラウンド、総合体育館が位置付けられるようスポーツ課で要望を

出しています。それがどういう形で公共施設が張り付いていくかというのは、経営企画と

いうところで全体的な配置の考える中で、深沢には何を入れていくというのは今進めてい

るというところです。スポーツ課としては、その中にスポーツ施設を整備させてほしいと

いう要望を現在も続けているということで、後期実施計画が来年 24年度から始まり 27年

度までの実施計画の内容を今、計画を立てているという状況です。もうすぐそれが深沢の

事業そのものがどのように進んでいくか明らかになると思いますので、スポーツ課もその

ときに要望を進めていく状況です。 

[冨田委員] 深沢多目的広場のところの検討を進めている中で、スポーツ課は入ってない

でしょ。地域も入ってないでしょ。 

[事務局] 地域の方は入っていると聞いていますが。今ご説明したのは、あそこに何の公

共施設を入れていくかということについては、市の経営企画課で検討していくということ

で、市の施設としては何を導入していくかと市の部署で検討しています。 

[冨田委員] 地区スポーツ振興会会長会議で出た話ですけど、市の関係者や議会の関係者

があそこを通るのはウィークデイだけではないか、ウィークデイだけを見ると利用頻度は

低いから必要性を感じていないのではないか。それは役所の中で考えればいいという意見

もありましたが、中には市民病院を誘致しようなどの話しもあるとのこと。お金がなく毎

年シーリングしている状況で、大赤字になるのが分かっている市民病院をここにつれて来

て、どうするのかなぁと、細かいことは聞かされてないのでみんなイライラしていて、何

時になっても我々の話は聞いてくれないし、誰かが聞いてくれるのかわからない。役所の

中でやっていますって、役所の計画は使いにくいのが多い、そういうことを考えると、な

んでこれだけ、「何とかスポーツ施設の場所を確保してください」と言っている関係者を

なぜ入れないのか、できちゃってから「これでやれ」と言われても、どうせ使いにくいの

だから、鎌倉市には永久に施設はできないのではないかと思う。そういうのはスポーツ関

係の団体の代表者を入れるのは都合が悪いのですか。 

 [事務局(部長)]  深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の全体の計画には国鉄の工場

もかなりありますので、全体の計画を作る上でどういう風なゾーニングをやっていこうか

ということについては、地元の方、各方面の方を入れて協議会を作って基本コンセプトを

作り上げたというふうに聞いています。 

公共施設用地として具体的に市が使えるのは 5ヘクタールぐらいです。そこで 5ヘクタ

ールに何を入れていこうかということを考えているところです。市営住宅も尐し入れなけ

ればいけないし、たとえば図書館とか、行政センターも入れなければいけないということ

で、その中でスポーツ施設をどう入れていくか、例えば体育館は何かの施設と複合してと

か、5ヘクタールのうち 2ヘクタールをグラウンドで取るということは 5分の 2をとって

しまうというのもなかなか実現は難しいので、例えば、地下には何らかの施設があるかも
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しれませんが、その地上をうまく使って、グラウンド等ができないかといった話を進めて

いるところです。そういう段階ですのでスポーツ課、生涯学習部の方から「とにかくグラ

ウンドとか体育館の整備を実現したい」という要望をしているところです。 

[冨田委員] 5へクタールのうち 2へクタールをスポーツ施設にすると、3ヘクタールしか

残らないからもったいないと思うのか。2ヘクタールをスポーツ施設にすると市が負担す

る医療費が大幅に削減でき、有効に活用されると思うのですが、そういう発想の転換はで

きないのですか。 

[事務局(部長)] そういうお考えもあると思いますので、我々も市民の健康が実現できれ

ば医療費が下がるよと言っていきたいと思います。実際にいくら下がるのかという問題に

なってしまうので、なかなか算定も難しいのですが。今までも鎌倉はスポーツ施設の整備

が遅れているんだと再三言っていますので、とにかくうまい使い方をして実現をしていか

なければならないと思っています。 

[山口（宇）副会長] 鎌倉市にスポーツの場、体育館はあるんですが、帯に短くしで中途

半端な施設ばかりなのです。 

いい例が大船体育館で、「青空駐車場ほどもったいないものはない」と何回も言ったの

ですが、見切り発進であのような施設になってしまいました。 

今の駐車場まで体育館にしていれば、「もっと大きな利用価値があるものができた」と

申し上げていました。 

鎌倉体育館は昭和 30年代の話しで、今言っても仕方ないことですが、あそこもそうです。

鎌倉体育館の道路隔てた反対側、元中央公民館があったところ、今は更地になっている所

は昭和 30年の国体でウエイトリフティングをやった会場ですが、あそこがダメになったら

グラウンドまでは作れないけれど体育館は作れると言ったんですが、結局県警が入るとい

うことで、もう体育館の話どころではなくなってしまった。このように 1歩 1歩遅れてい

ます。私どもは、現場の 30団体からいろいろ要望が来ており困っているのが現状なんです。

もうちょっとやりくりができないものでしょうか。陸上競技も、藤沢まで行って県立体育

センターをお借りしてやらなければならないし、そんなことばかりで、鎌倉市の体育行政

はどうなっていくのかが心配せざるを得ません。 

[秋山委員] 資料 1の 5ページの基盤づくりの中で、浄化センターの上部利用の件が出て

いますが、21，22年度は検討をされていませんが、どういう方向で進みそうですか。 

[事務局] 平成 19、20年度に上部利用を検討していることを、以前に当会議でもご報告を

させていただきました。当時はバイオの計画ありませんでしたが、その後、バイオの計画

が持ち上がって状況が変わってしまい話が進まなくなりました。また状況が変わりました

ら検討を進めたいと考えています。 

先に上部利用を進めるのはままならないのが現実で、結構話は詰めていましたが、実現

には至りませんでした。 

[秋山委員] 先ほど、西御門テニスコートをお聞きしたのが、関係していますが、西御門

に 280万円の借地料と 400万円の委託料かけていくとなると、あの上にフェンスを設置し
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て人工芝にしてテニスなり、フットサルなりのコートを作ると、利用はかなりあるのでは

ないかと思います。 

バイオ問題で中をいじろうが上は利用できているんではないか、上を平らにすると元々

あった野球場ができるという話もありましたから、テニスコート、フットサル場にするの

であれば、大したお金を掛けなくてもできるのでは、無駄に国大に支払わなくても良いの

ではないかという気がして、進みそうな気がするんですが、それも難しいのですか。 

[事務局] 検討していた当時には、今あるＢＣ系統にＤ系統までできれば四角くなるの            

で、野球場のような使いかたもできるという話が以前にあったという話は聞きました。今

の細長いままですと、検討していた中では、東西の関係で理想の向きではないかもしれま

せんが、テニスコートが 6面配置することが出来る、フットサルについてはテニスコート

2面を使えばフットサルコートができるという話は出ていました。当然上部利用ですので、

耐荷重とかの制限があって土ではなく人工芝でないと整備できませんから人工芝がいいか

なという話が出ていました。駐車場の問題など課題もありましたが、公園など他の用途に

は使えないということですし、場所が無い土地が無い中では、かなり有力な候補地かと思

っていました。 

整備の手順の問題もありましたし、敷地のなかで、浄化センターの車両と上部利用の動

線が交差するのはいけないということで、橋を造る必要があり、それも作るようなところ

まで検討しましたが進みませんでした。 

[秋山委員] 金額年間 680万と管理の金額をつけると結構な金額になりますし、うまく整

備して、この武道館からの動線を考えるとか、ここにスポーツ課があるわけですからその

辺の人件費を考えるとかなり利用度は高いし、駐車場の整備にしても一時国体で車の駐車

場整備をしましたけれども、大した費用でなく元に戻すこともそれほど難しくなかったの

ではないかな、周りの調整にしても、下水道との調整で済むとすればかなり進めやすい方

向かなというふうに思います。 

[事務局] あの施設は、バイオということでしたが、ごみ処理の関係でバイオ計画という

のがありました。しかし市長が変わり方針が二転三転しており、施設自体このままあの施

設で行くのか、新たに施設を作るのかもしれないという話になって、そのようなことから

平成 20年に上部利用の話しが進まなくなりました。 

深沢多目的スポーツ広場もそうですが、深沢の事業の中で体育施設を何とか整備させて

欲しいと、深沢ありきで検討していくと、ここについてもどういう問題があるのか、ある

程度見えてくる。すると上部利用という話も出てくる可能性がある。今、お金の問題で上

部利用が進まないのではなく、ごみそのものの問題で話が進んでいないということで深沢

と同様の感じになってしまっているんです。 

[秋山委員] 山口(宇)委員が今おっしゃられたように、後から出て来てどうしようってい

うのではなく、それで行こうとしていかないと遅れてしまうのではないかなという部分も

心配ですよね。バイオで上部が利用できないんだということであれば、その話はそうなる

んでしょうけれど。その結論がいつか出るわけですよね。結論が出た時点で予算的な面も
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西御門にかける部分 6面をここにかけるんであれば、ここの 6面にかけた方が有効ではな

いのかというような気がするんですが。 

[山口(宇)副会長] 体育協会の方にもこの相談はありました。「上部が空いているので何

かに利用したい」ということが始まりです。 

また、地域の人たちにも意見を聞かなければならないということで、公聴会を開いた結

果、テニスコートになっていったようですが、入ったり出たりする問題がいろいろあるみ

たいです。上部利用は、この武道館が一番いい例で、ここで国体のなぎなたの大会を行っ

たわけですから。 

そういうことで上部利用の話が出たときに、スポーツ課の方で何とかしたい、この場所

でできるのは、当時としてはテニスだということになった。今、秋山委員がおっしゃった

ように、より多くのものが使えるようになればありがたいですね。 

[河田委員] 各部署から福祉、公園緑課、子ども居場所教室から 1000万ずつ引っ張り出せ

ば 3000万のものができるのではないかというふうに、役所サイドの人がもうちょっと知恵

を出しあって行けば、もう尐し市民のニーズにこたえられるのではないか、夢を叶えられ

るのではないかと、海老原会長が最初いらっしゃったときのお話でした。我々もその話に

賛同して、海浜ベルト構想、由比ヶ浜から坂ノ下市営プールまで空き地があるので、その

ようなところをスケボーとか若者ができるようなものを作ったり、プールの横の広場は、 

下水道課とか河川課で管理されていると思いますが、そのような課と連携すれば、サッカ

ー場、野球場ができるのではないか、ホテルの経営者とは夜間照明を作ってもいいと約束

が出来ているそうですけれど、そのまま全然進んでいない。鎌倉市は土地がないとおっし

ゃるけれど、夢がないんではないですか。夢をもっと大きく突きつめていけば、協働的に

あの土地をどうなさるのかっていうのを見えてくるんではないですか。いかがですか。 

[事務局（部長）] 我々は決して夢がないわけではありません。夢は持っています。ただ、

全体の事業の進捗の中で、いかに実現をさせるかというのは、色々なハードルを越えなけ

ればならず、夢の部分だけでは進まないというところがあります。夢を持って海浜公園構

想が 10何年前からありまして、これからの 4 年間の中で市営プールのあるところを中心に

何をやろうかと、お金の出し方をどうするか、補助金をいただかないとできませんので、

補助金をいただくには公園的整備をして、その中にプールを入れたらいい、例えばキャン

プができるところを入れたらいい、尐し運動ができるところを入れたらいいというような

ことをやってきましたが、残念なことにその計画は無くなりました。 

それは、津波の問題があり、今回の津波で沿岸のところで集客施設は待ったということ

になりました。そこは整備をするとしてもみんなが自由に来て集えるような公園ぐらいし

かないといようなことになってしまいました。沿岸一帯が使える状態でなくなり、内陸に

土地を求めざるを得ないという状況です。 

河田委員のご指摘のように、色々実現させるためには、何と何を合体させればいいかな

ど、市景観部と一緒に考えています。 
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プールでは補助金はもらえないが公園ではもらえるということでやってきたのが一つの

例ですが、残念ながらこの話は消えてしまいました。また振出しに戻ってしまい、これか

ら考えていかなければなりません。厳しい状況ですが、またどういった方法がいいか、一

番いい方法をこれから考え出していきたいと思います。 

[海老原会長] 副市長さんは、スポーツに理解がありますか。 

[事務局（部長）] 先週、副市長と話しました。グラウンドの話しも出まして、認識はし

ております。また、副市長とも話をしておきます 

 

[海老原会長] それでは、次に 

 

報告事項(5)運動・スポーツ活動状況調査結果について」を議題とします。 

 

 [海老原会長] 私のほうから説明を致します。資料 6をご覧ください。 

9月にアンケートを行いました。市内の小学校 5年生 1クラスと中学校 2年生 1クラスと

第一中学校は全員をアンケートの対象にさせていただきました。資料 6の最終頁をご覧く

ださい。1から 25番まで番号がふってあり、全部で 934人の回答を得ました。その前のペ

ージで円グラフ運動実施レベルのようなもので評価をしてみました表の 1‐1があります

が、レベル 0がまったく運動をしていない、レベル 4は、4つのグラフが用意されており

ますが、左の上で 5番と書かれていたり、レベル 4と書いてあります。週 2回以上 1 回 30

分以上、運動強度ややきついというものがどのように変化したかというものになります。

上の 2つが小学校 5年生で、左が 2008年、右が 2011年、下のグラフが中学生 2年生で左

が 2008年、右が 2011年です。鎌倉市の子どもたちの運動実施状況を把握するというもの

の、文部科学省から予算が出ている調査になりますので、本意は図の 1－1上の左側 2008

年のとき小学校 5年生が、今の中学校 2年生に変化している、つまり上の左図から、右下

の図に移動してもらうと、ほぼ同じ集団の子どもたちがどのように運動を行うように変わ

ったかを見て取れます。レベル 4は、活発な子供たちが 2008年の 5年生の段階では、35％

で、同じ水準が 2011年の中学 2年生では、63％になっているというふうに読み取れること

が出来ると思います。以下調査票には小学校 5年生と中学校 2年生込みにした結果を紙面

の関係上で、単純集計を示させていただいています、主に過去 1年間にどのようなスポー

ツを行っているかの調査では、3ページ目ですが、1年間にまったく運動をしなかった 1.5％

であり、先程の説明で 98.5％の子どもが運動をしていることになります。また、海洋スポ

ーツということを念頭に 9ページ、オーシャンテラシ―という言葉が海洋教育にありまし

て海に近い鎌倉市ではそのようなプログラムを検討したらいかがですかというプロジェク

トがありまして、このような調査票を入れてもらいました。実際、第一中学校、第一小学

校、横浜国大附属小学校では海に親しむようなプログラムをいくつか行っている関係があ

りまして、このようなものを入れました。海に関してどのような考え方、ミテラシーはど

うなのかというものを含めてこのような調査を思案した主眼は、2008年の小学 5年生だっ
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た子どもが 2011年中学 2年生になった時にどのようになっているのか、細かく変化をいろ

んな項目で分析した結果をあらためて報告書にまとめてみなさんにお配りできるかと思い

ますので、よろしくお願いします。 

[海老原会長] 何か、ご意見ご質問はありますでしょうか。 

[秋山委員] 運動の継続時間強度については、どのくらいのイメージでしょうか。 

[海老原会長] 実際の分析の際には、5頁目にありますが問 6のイロハニホヘとあり、時

間はロのところに記入しますので、一つの運動時間をどれくらいやっているかも分析によ

っては算出することが出来ますし、目安としては 1回当たりややきつい 30分以上週 2回と

いうところを算出しています。 

[海老原会長] それでは、次に 

 

３「その他について」事務局から説明をお願いします。 

 

[事務局] 事務局から 2点ほどございます。 

1点目は、「平成 24年度の組織改革について」2点目は、「次回審議会の日程について」

です。平成 24年度の組織改革は、いわゆる機構改革と言われているものですが、現在作業

が進められております後期実施計画を支えていくための組織の見直しとして、「子どもの

支援体制の充実」、「地域交流体制・コミュニティの強化」、「安全安心のまちづくりの

充実」、「組織のスリム化」の 4点を基本的な考え方として平成 24年 4月 1日に実施する

予定で現在検討が進められておりまして、教育委員会でも大きな見直しが予定されており

ます。現在の検討(案)につきましてご報告をさせていただきます。 

 教育委員会関係としましては、現在の生涯学習部がなくなり、新設される教育部と文化

財部の２部体制となる予定です。 

 スポーツ課につきましては、「地域の実情や住民のニーズに応じた「地域づくり」とい

う観点からスポーツ施設の整備を進めるために、関連行政と合わせて市長が一元的に所掌

し、スポーツと市民活動との一体的な運用を図る」ことを目的として、教育委員会から市

長部局へ移管されます。あわせて、現在の「スポーツ担当」に加え「施設整備推進担当」

を新設し２係制になる予定です。このほか生涯学習部関係では、現在生涯学習課が所管し

ている「鎌倉文学館」、「鏑木清方記念美術館」の運営管理が市長部局に移管され、生涯

学習課総務担当、生涯学習センター、及び中央図書館は教育部に、文化財課及び鎌倉国宝

館は文化財部に位置づけられることとなります。その他市長部局におきましても、部の統

合など必要な組織の見直しが行われる予定です。以上で 24年度の組織改革関係の説明を終

わります。 

[冨田委員] 市長部局に一元化されると、ますます建物が建たなくなるんではないですか。 

[事務局（部長）] 街づくりと一体でスポーツ施設を見ていこうということで、市長部局

に移管するということです。今までは教育的観点からスポーツを見てるという流れで、地

方行政に関する教育の法律も変わったことによって教育委員会から移管できるというとこ
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ろで、街づくりを主眼として、スポーツ施設を考えていく、またスポーツ関係を考えてい

くということです。今回市長部局に移るわけです。 

[冨田委員] 縦割りの方向で向かって行くということは分かりますが、今まで横割りでは

どうにもならなかった部分がいくらか改善されるのかなあということですね。 

[海老原会長] 東京都は、スポーツは教育委員会からかなり前から出ていますし、横浜も

スポーツは外に出ました。文部科学省が基本法を作ったセクションが文科省の外に出られ

るか、つまり旧建設が握っている施設関係、あるいは総務省が握っている権益をスポーツ

で取りまとめればスポーツ省というところまで行くとは言われているんですが、動きはそ

ちらの方向ですね。追い風ですけれど、より厳しくなりますね。 

逗子でもお手伝いをしていますが、タウンミーティングがありまして、市長さんは 

「ごみと防災とスポーツは市民の共通の認識として非常に関心を呼んでいる。子育て、

尐子高齢よりスポーツの方が高い位置にある。」とおっしゃっていました。そういうよう

な姿勢で、行くかどうかですね。非常に興味があります。 

[事務局（部長）] 市長は、スポーツに関してはかなり自分で力を入れていこうという気

持ちは持っています。私が生涯学習部長に移動してきた際に、最初に「スポーツ施設を真

剣に考えるように。」と言われました。そういう考えでありますので、効果は出てくると

思います。 

[海老原会長] 先ほどの大震災の関係で５メーターのハザードマップに関連して、八幡様

の社殿まで来ていたと言われました。そうすると防災機能を備えた体育館を作らないとい

けない。中越でも阪神淡路でもそうだったように、集団でいられるところは体育館しかな

い。副市長さんは国交省から見えているので理解あるのではないかと期待しています。 

[海老原会長] 他には何かありますか。 

[事務局] 次回審議会の日程についてですが、本日が今年度第 1回の開催でしたが、よろ

しければ、今年度は１回で終了させていただきたいと思います。また、平成 24年度につき

ましては、機構改革も予定されていることから、早い時期に開催したいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

[若木委員] スポーツ基本法を一緒につけていただければ、より分かりやすかったかなと

思います。 

[事務局] 申し訳ありません。 

[海老原委員] 以上をもちまして、本日の日程は、すべて終了しました。 

平成 23年度第 1回鎌倉市スポーツ推進審議会を閉会致します。 


