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１ はじめに 

 

鎌倉市は、平成17年９月に策定（平成26年３月改定）した鎌倉市スポーツ振興基本計

画（以下「基本計画」といいます。）に基づき、市民の健康で豊かなくらしを実現する

ために「楽しむ」、「体力と健康をつくる」、「子どもの健全なからだとこころをつく

る」、「高齢者の健康を守り生きがいをつくる」、「コミュニティを活性化させる」を

基本理念としてスポーツを推進しています。 

スポーツ施設の管理運営は、スポーツを推進するための基本的な事業ですが、本市の

スポーツ施設の利用状況を見ると、子どもから高齢者まで、或いは競技としてのスポー

ツから健康維持のためのスポーツまで、スポーツ施設の利用者の年齢層や利用目的は幅

広く、ニーズも多様化していることがわかります。 

鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館及び見田記念体育館については、平成20年度か

ら指定管理者制度を導入して以来、指定管理者による管理運営も15年目を迎え、指定管

理者の提案による設備の新規導入や改善などによる利便性の向上や利用時間の拡大など、

様々な点でサービスの向上が図られてきました。 

本市は、基本計画において、市民のスポーツ実施率を60％に向上させることを目標と

しており、今後もあらゆる市民がスポーツを楽しめるよう、様々な視点から検証、検討

をしていく必要があります。 

そのために、指定管理者の蓄積された技術やノウハウを活かし、又、創意と工夫によ

り、多くの市民にスポーツの場を提供できるよう熱意と気概のある管理運営を期待しま

す。 
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２ 本業務基準書の目的 

本書は募集要項と一体的かつ補完的に、別添業務仕様概要に重複する部分も含め、改

めて管理上確認する事項、最低限行わなければならない業務、具体的管理に向けて管理

者に求める業務の内容を明らかにしています。 

市は、指定管理者には管理運営業務を実施する上で、現在以上のサービスと低コスト

を求めており、指定管理者の自由な管理業務提案を求めるものです。 

さらに指定管理者と締結する協定書の基本事項となるものでもあり、指定期間中の管

理業務の規範となるものです。 

 

３ 管理業務総則 

(1) 個人情報保護 

ア 個人情報保護法・鎌倉市個人情報の保護に関する条例の趣旨を十分理解し、この

精神に則り業務を推進すると共に、業務上知り得た情報の管理には適正を期してく

ださい。 

イ 情報の漏洩等、セキュリティ対策を十分に講ずると共に、その徹底を図ってくだ

さい。 

また、スポーツ施設を管理する上での「個人情報保護方針」を提示してください。 

  ウ 個人情報の適正な管理の確保を図るために、市の個人情報保護条例の趣旨に沿っ

た取扱規程等を作成してください。 

(2) 運営方針 

指定管理者が行う管理業務に関して、基本方針、その実施計画、その執行体制を明

らかにしてください。各管理業務がこうした運営方針により的確に遂行されることが、

良好な管理を実現する上で必要です。 

(3)  業務執行体制 

ア 常勤の４館の総括責任者を配置してください。 

イ 常勤の各館の施設責任者を配置してください。 

ウ 指定管理者において、スポーツ施設に勤務する者はそれぞれの管理業務にふさわ

しい服装を着用してください。 

 

４ 維持管理に関する基本 

(1)  基本指針 

快適な施設の利用空間の実現は、日常の維持管理がいかに適切に行われているかで

決まります。適切な管理は施設の長寿命化を実現するものでもあります。 

常に点検、清掃し、機材等を所定位置に配置する他、利用後の確認、管理を行うこ

とが基本的に強く求められます。 

日常の手入れを怠らないことが、最大の管理であることを念頭に置き、業務の基本

は、別添業務仕様概要に基づき、施設の機能の維持・保全を的確に行う提案をしてく
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ださい。 

別添業務仕様概要で、求める数量・回数等を下回った業務の実施は基本的には認め

ません。 

ただし、変更することによってよりよいサービスの水準が求められる場合は、その

旨提案してください。 

また、概要で提示した仕様水準を落とさずに、別の手法・材料等でコストを縮減し、

よりよい管理が実施できる別の手法等を積極的に提案してください。 

(2) 消耗品 

施設の運営・維持管理に係る消耗品（税込みの取得価格が 10万円以下の物品）の調

達は、指定管理者が行ってください。 

(3)  修繕 

施設の維持管理にかかる小破修繕（税込み１件50万円以下に限る。）は指定管理者が

行ってください。 

なお、小破修繕の範囲を超える修繕（税込み１件50万円を超えるもの。）については

市の責任において行います。 

(4)  日常の手入れ 

日常的な管理の上で、各設備に対する注油や、消耗品等の損耗や交換を適宜行うと

ともに、機器及び施設内の粉塵等の除去に努め、清潔な管理環境を図ってください。 

(5) 応急措置 

設備機器等に故障や異常が発生したり、応急に処置する必要があるときには、指定

管理者において必要な技能・知識を有する者に処置をさせてください。 

(6) 計画書・報告書の作成 

   維持管理業務にかかる業務計画書を作成し提出してください。 

   また、維持管理業務にかかる定期的な報告書（日報、月報、四半期報、年報）を作

成し提出してください。 

 

５ 施設保守管理業務 

(1) 基本指針 

清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準に定める基準を最低基

準として、管理に努めてください。 

また、スポーツ施設としての品位、美観を保つとともに適切な運営を可能とするた

め、日常的に点検を行い、良好な状態を維持してください。常に、仕上げ材の状況や、

壁紙等のはがれ、亀裂等の状況についても確認してください。 

施設の予防保全に努め将来的修繕の必要箇所等については、次年度の修繕計画策定

の資料とするため市に速やかに報告してください。 

なお、点検等で修繕を必要とする結果が出た際は、速やかに点検結果を報告してく

ださい。 
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(2)  施設を管理する上で必要な資格 

施設の維持管理をする上で、以下の有資格者を必ず選任あるいは専任してください。 

・甲種防火管理者 

・公認体育施設管理士（公益財団法人 日本スポーツ施設協会） 

 公認体育施設管理士については管理施設に常駐する必要はありません。 

・その他、法令等で規定された必要な資格の保有者 

  

６ 設備保守管理 

(1) 基本指針 

指定管理者は、設備の性能を十分に発揮し利用者の快適な利便に供するため、設備

の良好な維持管理を行い、その機能の低下を防ぐことを目的として保守管理してくだ

さい。 

また、そのための安全措置も十分に講じてください。 

天候・気象条件・施設の利用状況等を十分に把握しながら各施設の用途に適合した

管理により利用者が快適に利用できるように努めてください。 

(2)  省エネルギー 

環境負荷の軽減と維持費の低減のため省エネルギーに積極的に努めてください。 

電気・ガスの使用についてはきめ細かな運転管理を行い、特に、常に節電に心がけ、

施設内を巡回し不要な照明の消灯に心がけてください。 

ただし、節電が先行してしまい、利用者の快適性を欠くことは決してあってはなら

ず、また、施設としての品位を保持するため、消灯は適正に判断して行ってください。 

(3) 給湯水 

日常において適切な給湯ができるか確認してください。 

水漏れのチェックも日常的に怠らないでください。 

また、給湯器の内部清掃は定期的に行ってください。 

(4) 空調 

異音、振動の有無を空調時に確認してください。 

有料の空調設備以外の空調設備がある施設については、各施設の使用状況に合わせた

空調を行い、適正な温湿度の設定と換気に心がけてください。 

また、フロン排出抑制法に基づく定期点検及び簡易点検を行ってください。 

(5) 自家用電気工作物 

   電気事業法に基づき設置された自家用電気工作物の維持及び運営について、定期的

な点検、測定及び試験を行い、経済産業省省令で定める技術基準の規定を遵守してく

ださい。 

(6) バスケットゴール 

   鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館のバスケットゴールについて、別添業務仕

様概要に基づいて保守点検を実施してください。 
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(7) 建築物点検 

  建築基準法第12条第２項に基づく定期点検を実施してください。 

なお、実施年度は令和６年度及び令和９年度とします。 

(8) 建築設備点検 

   建築基準法第12条第４項に基づく定期点検を年１回実施してください。 

 

７ 清掃業務 

(1) 基本指針 

施設内および外構を対象とします。 

利用者に快適で清潔でかつ安全に施設を利用してもらうため日常清掃・定期清掃を行

っていただきます。 

清掃業務の成果は、スポーツ施設の印象を決定するという面も大きくあることから、

良好な環境衛生、清潔感、美観の維持に心がけ「建築物における衛生的環境の確保に関

する法律」等の関係法令に基づき、確実な清掃業務を実施してください。 

対象範囲は、別添清掃業務仕様書に基づいてください。 

特に、壁床の汚れは放置せず、速やかに拭浄し、常に館内の美観・衛生を保ってく

ださい。 

ごみの処分は指定管理者の負担において行ってください。 

(2)  日常清掃 

清潔で快適に施設内外が保たれるように日常清掃を実施しますが清掃回数等の条件

は別添清掃業務仕様書を基準にし、これ以上の清掃水準を提案すること。 

日常清掃の対象箇所にある家具、什器、備品等の塵、汚れ等も清掃してください。 

(3) 定期清掃 

   定期清掃は日常清掃では時間帯等において実施しにくく、且つまた対象が広範囲で

日常清掃以上の清掃効果を求めるために、指定した箇所を業務仕様概要に基づき行っ

てください。具体的な実施方法についても清掃水準向上の提案をしてください。 

(4) 臨時特別清掃 

台風や降雪などの気象によるもの、その他予期しない事情で清掃が必要になった場

合は指定管理者が管理の範囲として行ってください。 

 

８ 保安警備業務 

(1) 基本指針 

指定管理者は、警備業法等法令にもとづき、スポーツ施設の防犯・防火・防災に対

して万全の体制で望んでください。 

(2) 鍵の管理 

鍵の管理、施錠の確認等閉館開館に当たっての建物管理には十分な配慮を行い、閉館

後は機械警備とします。 
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月１回、必ず鍵の管理状況をチェックし、市に状況を報告してください。 

(3) 実施業務 

スポーツ施設の施設内外に対する警備業務を行うと共に、不穏行動や不審者、不審物

への対応処理を行ってください。 

応急手当、心肺蘇生（ＡＥＤ：自動体外式除細動器）の訓練を行ってください。ＡＥ

Ｄは、各館に１台設置してあります。 

火災等の緊急事態が発生したときは直ちに初期活動、救護活動を行い、市及び関係機

関への通報等を行ってください。 

(4) 夜間及び閉場日における警備業務 

別添警備業務委託仕様書のとおり機械警備をし、緊急時においては警備会社と連携し

適切に対応してください。 

 

９ 危機管理業務  

(1) 基本指針 

自然災害、事故、過失等によって施設および利用者に災禍が及ぶことのないよう、

あらゆる想定の元に、危機管理体制を構築してください。 

(2) 危機管理マニュアル 

危機管理マニュアルを策定し、併せて防災計画を策定し鎌倉市消防本部に提出して

ください。危機管理については、所轄の消防署と協議を行ってください。 

消防訓練を年２回行い、また、施設に利用者がいることを想定した避難誘導訓練を

年１回行ってください。 

 (3) 救命講習の受講 

   普通救命講習を受講し、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を取り扱うことができる従

業員を配置してください。 

 

10 備品管理業務 

(1) 基本指針 

指定管理者は、利用者の使用に支障を来さないよう、常に備品の手入れと管理を行

ってください。 

また、管理上指定管理者が自己の判断で必要として購入する備品は市の備品と管理

を区分してください。 

なお、管理上の瑕疵により備品の修繕が生じた場合は、金額の多寡にかかわらず指

定管理者の責により修繕してください。 

新たな備品の需要が発生したときは、市に報告すると共に、その必要性を市が判断

したときは市の費用をもって購入します。 

(2) 備品管理台帳 

指定管理者は、鎌倉市物品会計規則に則り、スポーツ施設の備品を管理すること。
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管理に当たっては、備品管理台帳を整備し、更新記録、修繕履歴等明確に管理し、１

年に１回、管理台帳と備品の所在確認等突合をし、その結果を市に報告し管理を万全

にしてください。 

 

11 環境衛生管理業務 

(1)  基本指針 

指定管理者は、施設の良好な環境を保持するため、「建築物における衛生的環境の確

保に関する法律」等の関係法規を遵守し、管理してください。 

管理に当たっては、業務仕様概要を基準としてください。 

 

(2) 再生水 

鎌倉武道館の便器洗浄水は鎌倉市山崎浄化センターで処理した再生水を使用してい

ます。「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」（平成17年４月国土交通省都市・

地域整備局下水道部、国土交通省国土技術政策総合研究所発行）第３章 再生水利用

に関する技術上の基準、３－１．水質基準等及び施設基準を参考に再生水の残留塩素

を適正に管理してください。 

 

12 外構・植裁・修景池等管理業務 

(1) 基本指針 

指定管理者は、スポーツ施設の建築物としての景観を良好に保つため敷地内におけ

る外構等の維持管理を適切に行ってください。 

 

(2) 植裁 

低木、植え込み等は必要に応じた刈り込みを行ってください。 

鎌倉武道館のクスノキ、ヤマモモ、ケヤキなどの高木類は成木樹形を期待して植裁

しているので、基本的には剪定を必要としませんが、隣接地、駐車場及び利用者が通

行する場所の上空に広がるなど必要が生じた場合は剪定してください。 

見田記念体育館の高木、中木及び低木は、庭木の管理のイメージではなく、自然に

生長した樹形を大切にした維持管理を行ってください。隣接地への日照の妨げの原因

となった枝を伐る場合等で、強剪定を行う時は近隣住民の了解が必要となります。 

敷地周りの除草及び落ち葉の清掃は適宜行って常に清潔感ある印象を与えるよう努

めてください。 

(3) 修景池 

鎌倉武道館の池は、適宜水面のごみや落ち葉を除去するなど清潔に維持してくださ

い。 

必要に応じて池底を清掃し、水の入れ替えを行ってください。 

また、池の鯉等の飼育に必要な物資（餌等）は、指定管理者が用意してください。 
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(4) 国旗・市旗 

鎌倉武道館では開場時間（雨天の場合を除く）に国旗・市旗を掲揚してください。 

 

13 弓道場管理業務 

(1) 基本指針 

鎌倉武道館弓道場については、その施設の特殊性及び弓道という種目の特性上、他

の種目に比べ危険度が増すため、適切な管理が必要です。利用者が安全で快適に利用

できるよう管理について提案してください。 

(2) 弓道場整備業務 

利用時間以外で、あづちの整備及び芝生の管理を行います。 

(3) 安全管理業務 

安全確保のため弓道の安全管理について専門的知識や経験のある者を配置し、監視

及び指導を行ってください。ただし、団体利用の場合は必要ありません。 

(4) 的張り業務 

的の紙張りを行ってください。 

(5) シャッター保守点検業務 

   射場の重量シャッターについて、別添業務仕様概要に基づいて保守点検を実施して

ください。 

 

14 管理運営に関する業務基準 

(1) 基本指針 

各施設の立地条件、地域の特性を十分に把握理解し、存在感のある運営を行ってく

ださい。 

何よりも利用者とは対面して管理することから、従業員の研修を常に行い水準の高

いサービスを提供してください。 

  効率的な運営を行い、特に運営管理のありようは直接的に物件費等に反映してくる

ことから、積極的に経費の縮減に努めてください。 

なお、基本的業務はおおむね次のとおりです。 

・施設案内 

・施設の利用予約受付 

・施設利用相談 

・利用料金の収納 

・予約状況の案内 

・電話での問い合わせ 

・障害者・高齢者等の来場者の補助及び案内 

・施設利用者に対する意向把握のためのアンケート 

 



 12 

(2) 閉場日及び開場時間 

閉場日は12月29日から翌年１月３日まで及び毎月最終月曜日（12月にあっては、28

日）とします。 

開場時間については次のとおりとします。 

ア 大船体育館及び鎌倉武道館  

午前９時から午後９時 

イ 大船体育館及び鎌倉武道館の駐車場 

午前８時 30分から午後９時 15分まで 

ウ 鎌倉体育館  

午前９時から午後 10時 30分まで 

エ 鎌倉体育館の駐車場 

午前８時 30分から午後 10時 45分まで 

オ 見田記念体育館 

午前９時から午後５時まで 

※ 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、閉場日

に臨時に開場し、又は閉場日及び開場時間を臨時に変更することができま

す。 

※ 見田記念体育館については、開館時の申し合わせにより、業務仕様概要に

示す管理運営のとおりとします。 

 

指定管理者は必要があると認めるときは、市の承認を得て閉場日を開場することがで

きます。開場時間についても同様に変更することができます。 

また、保守点検等施設の安全性を確保するためにやむを得ない場合に限って、市の承

認を得て閉場日を設けることができます。 

なお、市の都合により閉場日及び開場時間を変更する場合があります。 

(3) 利用料金 

利用料金は鎌倉市スポーツ施設条例に規定する範囲内で、市との協議により定める

こととします。設定した利用料金は原則として指定期間内は変更しません。 

ただし、条例改正により施設利用料（駐車場利用料を含む）の改正があった場合は

この限りではありません。 

なお、条例に定められている利用料金の限度額には消費税及び地方消費税が含まれ

ています。 

徴収した利用料金については、帳簿、日計表等必要な書類を作成してください。 

(4) 利用料金の減額免除 

指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全額あるいは一部

を免除することができます。 

なお、この減免額を市が補填することはありません。 
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(5) 施設の利用受付業務 

受付業務の主な業務は、団体利用と個人利用の受付業務であり、そのほか、利用料

金徴収や予約システム登録手続き、無料貸出し品の管理も含まれます。 

指定管理者は、利用者の平等利用の確保に努め、利用者に対して決して差別的取り

扱いをしてはいけません。 

また、正当な理由がない限り施設の利用を拒むことはできません。 

なお、利用の許可の判断が難しいときは、市の判断を仰いでください。 

(6) 予約受付管理 

鎌倉市スポーツ施設条例施行規則に基づき、施設の利用申し込み受付を行っていた

だきますが、その事務処理には市の保有する公共施設利用予約システムを使用してく

ださい。 

公共施設利用予約システムを使用するために市が設置する機器は次の通りです。 

ア 窓口端末 

   (ｱ) 鎌倉体育館１台 

   (ｲ) 大船体育館１台 

   (ｳ) 鎌倉武道館１台 

   (ｴ) 見田記念体育館１台 

  イ 管理者用ノートパソコン 

   (ｱ) 鎌倉体育館２台 

   (ｲ) 大船体育館１台 

   (ｳ) 鎌倉武道館２台 

   (ｴ) 見田記念体育館１台 

これらのプロバイダー接続料及び電信料の経費は市が負担します。 

なお、プリンターは指定管理者が用意してください｡ 

利用者サービスの向上のため、指定管理者の負担によりこれらの機器等を増設する

場合は、市の承認を得て行うことができます。 

受付業務全般として、礼儀正しく丁寧で好感の持てる対応をしてください。 

また、そのための研修も行ってください。  

(7) 駐車場管理業務 

   鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館の駐車場は、鎌倉市スポーツ施設条例で定

める上限額の範囲内で市の承認を得た利用料金を収納するものとします。 

   利用料金の徴収や駐車台数の管理は各駐車場に設置しているカーゲートや自動精算

機等の駐車管制機器を利用するものとし、駐車場管理業務の内容については別添仕様

書のとおりです。 

 

15 スポーツ振興事業に関する業務基準 

(1) スポーツ教室業務 
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市民がスポーツに親しむきっかけ作りとして、幅広い世代を対象とし、各年代に適 

した運動強度の教室を開催してください。各施設でバランスよく開催してください。 

なお、参加者から参加料は徴収せず、年間１０５回以上実施してください。 

(2) 指定管理者の自主事業 

前記の年間１０５回の教室以外で、市民がスポーツを継続するために開催する教

室・イベント等を企画・開催してください。 

   参加料の徴収については自由です。 

   なお、開場時間内で開催する場合は、一般利用者の利用を妨げないように配慮して 

開催日を設定してください。 

(3) スポーツ振興に関する情報発信 

  本市のスポーツに関する情報を掲載した情報紙を発行してください。発行回数は２か

月に１回以上とします。 

また、インターネットや新たな媒体を活用した情報発信についても提案してくださ

い。 

 

16 その他  

(1) 留意事項 

ア 業務の再委託の禁止  

指定管理者は清掃や設備の保守点検等、業務の一部を市と協議の上第三者に委託

することができます。ただし、管理業務を一括して第三者に委託することはできま

せん。 

(2) 事業計画・業務報告 

ア 事業計画書および収支予算書の作成  

次年度の事業計画および収支予算を作成し、毎年９月末日までに市に提出してく

ださい。事業計画の作成に当たっては、市と協議してください。 

事業計画書及び収支予算書の記載内容の詳細は、協定書の中で定めます。 

イ 業務報告書等の作成 

日報、月次業務報告書、四半期事業報告書、年間事業報告書（以下「業務報告書

等」という。）を業務終了後速やかに作成し、市に提出してください。 

業務報告書等に記載する内容の詳細及び提出期限等は、協定書の中で定めます。 

ウ 管理業務に共通する報告 

すべての管理業務について、日報を始めとし次の報告を提出することを基本とし

ます。 

(ｱ) 月次業務報告書 

管理実績・利用実績（設備管理状況・事業実施状況・利用者数、利用団体数、

各種収支、利用料金収支等） 

(ｲ) 四半期事業報告書 
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管理実績・利用実績（設備管理状況・事業実施状況・利用者数、利用団体数、

各種収支、利用料金収支等） 

(ｳ) 年間事業報告書 

管理実績・利用実績（設備管理状況・事業実施状況・利用者数、利用団体数、

各種収支、利用料金収支等） 

利用状況分析報告書 

収支決算書等 

自己評価書 

これらの報告書の詳細は、協定の中で定めます。 

(3) モニタリング及び実績評価 

ア モニタリング 

市は、前項の報告書に基づき指定管理者の業務遂行状況を評価するため、モニタ

リングを実施します。モニタリングは定期及び随時に行います。モニタリング項目

は、実施時に提示します。 

イ 実績評価 

モニタリングと報告書に基づき指定管理者の実績評価を行います。 

評価は四半期評価と、年度評価とし、その内容方法は協定で定めます。 

 (4) 業務基準を満たしていない場合の措置 

市は、実績評価の結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、

指定管理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正通告を行い、それでも改善がな

されない場合は、協定を解除し、指定を取り消します。 

市は、大幅な業務の改善を要する場合等にあっては、指定管理料を減額することがあ

ります。 

市は、指定管理者の管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し当該業務内容ま

たは経理状況に関して報告を求め、実地について調査しまたは必要な指示をすること

ができます。 

市は、指定管理者が指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続する

ことが適さないと認める時はその指定を取り消しまたは期間を定めて管理の業務の全

部または一部の停止を命ずることができます。 

(5) 鎌倉体育館トレーニング指導業務 

   鎌倉体育館のトレーニング室には常時、１名以上のトレーナーを配置し、安全管理

や利用者の求めに応じた運動指導等を行ってください。 

(6) スポーツの日の施設無料開放 

  スポーツの日は、終日、市民が気軽にスポーツを楽しめるよう全施設を無料で一般開

放してください。 

また、市民ニーズを考慮しながら、時間ごとに利用可能種目を設けることや体力測定

など気軽に参加できる催しの企画をしてください。 
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(7) 用具等貸出業務 

利用者の利便性向上を図るため、用具等の貸し出しをしてください。指定管理者が

用意した用具等を有料で貸し出しを行う場合は、事前に市の承認を受けてください。 

(8) 利用者用有料ロッカーの設置 

   利用者の利便性向上を図るため、一定期間用具を保管できるロッカーの設置をして

ください。 

(9) 鎌倉体育館トレーニングマシン等の設置 

   別添業務仕様概要に示す鎌倉体育館トレーニング器具保守点検業務仕様書の別表１

トレーニングマシン一覧のとおり鎌倉体育館トレーニング室に器具を設置してくださ

い。 

なお、利用者サービス向上を図る目的で、機器を変更することや追加をすることは

可能です。 

(10) 指定管理施設以外のスポーツ施設等の利用者への対応 

  ア 西御門テニスコート 

    西御門テニスコートは屋外の施設であり、天候やコートのコンディション等によ

る利用の可否について市民から問合せがありますので、状況を案内してください。 

    なお、利用の可否については毎日、市又はテニスコートの管理人から連絡します。 

    また、キャンセルその他の連絡又は問合せがあった場合は、市に取次ぎをしてく

ださい。 

  イ 学校体育施設 

    鎌倉市立関谷小学校及び深沢中学校では、夜間に校庭を一般開放しています。 

    利用者は予め、鎌倉市教育委員会の利用承認を受けるとともに照明の利用料金を

支払う必要があるため鎌倉武道館に来館しますので、利用承認書の受け渡し及び照

明利用料金の受領をしてください。 

 


