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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成２９年度第４回寒川町スポーツ推進審議会  

開催日時 平成３０年２月２２日 (木 )１３時３０分～１５時００分  

開催場所 寒川町役場分庁舎 電算会議室  

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

 

《出席委員》  

塚原喜三、酒井明美、島田哲夫（会長）、三澤京子、  

宮﨑幸夫、小荒井秀夫（副会長）、河合豊、村上満  

《欠席委員》  

  稲葉貞之、加藤琢也  

《事務局》健康子ども部健康・スポーツ課  

亀井正人（課長）  

大平茂（スポーツ推進担当副主幹） 

酒井道雄（スポーツ推進担当主事）  

     

※傍聴者 なし  

 

議 題 

 

（１） 寒川町スポーツ推進計画（後期）（案）のパブリックコメント 

実施結果について 

（２） パンプトラック施設の設置について 

（３） その他 

 

決定事項  

公開又は 

非公開の別 

 

公開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

○ 開会 

○ あいさつ  島田会長 

○ 議事録承認委員の指名  島田会長、酒井委員を指名。 
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○ 議題 

（１） 寒川町スポーツ推進計画（後期）（案）のパブリックコメント

実施結果について（資料番号１） 

 （島田会長） 

   それでは、議題に沿って審議会を進めてまいります。（１）寒川

町スポーツ推進計画（後期）（案）のパブリックコメント実施結果

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、議題１につきまして、資料１「寒川町スポー

ツ推進計画（後期）（案）のパブリックコメント実施結果

について」をご覧ください。この件につきまして、平成２

９年１２月１８日から平成３０年１月１７日の期間にパ

ブリックコメントを実施したところ、意見提出者０名、意

見総数０件でございました。この結果につきましては、資

料に記載のとおりの箇所に掲示させていただきます。 

また、今後のスケジュールでございますが、３月議会に

て、このパブリックコメントの結果について報告し、３月

に行われる町の政策会議にて、この計画を確定しまして、

平成３０年４月より、後期計画策定となります。以上でご

ざいます。  

 (島田会長） 

   ご説明ありがとうございます。意見の提出が０件につい

ては、問題ないのでしょうか。  

（事務局）  

結果として受けとめることとなります。この計画に限ら

ず、他課の計画についても意見が出てこないことが課題と

なっております。  

（村上委員） 

簡単なアンケートで意見をもらう形式をとると、多くの

意見がでると思います。  

（事務局）  

今回のパブリックコメントについては他課の計画も重

なった時期でございまして、その関係もあって、意見が出

なかったと考えております。 

（島田会長） 

他委員からなければ次の議題に移らせていただきます。 
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○ 議題 

（２） パンプトラック施設の設置について 

 （島田会長） 

それでは（２）パンプトラック施設の設置について、事

務局から説明をお願いします。 

（事務局）  

それでは、議題２につきまして、資料２の説明をする前

に、パンプトラックを紹介する動画をご用意しております。

そちらをまずご覧いただきます。 

 

 （動画再生、終了）  

 

ご覧いただいたとおり、自転車をはじめとしたタイヤの

ついた競技を行う設備になります。それでは、資料２をご

覧ください。今動画で見ていただいた設備がパンプトラッ

クというものでして、町では平成３０年度にパンプトラッ

クの設備を新しく設置することが決定いたしました。  

設置の目的ですが、２０２０年に東京オリンピック、パ

ラリンピックが開催予定であることやＢＭＸが追加競技種

目となったことなどを背景にＢＭＸをはじめとする自転車

関連競技人口の普及や機運醸成、また、より多くの町民が

気軽に利用できるよう身近な自転車等によるスポーツの推

進、さらには、交流人口の増加による地域の活性化を目的

にパンプトラックの施設を整備することになりました。  

施設の概要は、さむかわ中央公園内北側自由広場に設置

を考えております。また、楕円形のコースと複雑な形をし

たコースの２コースを設置する計画でございます。  

利用種目については、ＢＭＸ、それからマウンテンバイ

ク、スケートボード、インラインスケート、バランスバイ

ク、キックスケートを想定しております。先ほどの映像で

もスケートボードやマウンテンバイク、ＢＭＸをやってい

たのが、ご覧いただけたと思います。  

開場期間及び開場時間等につきまして、開場の期間は１

月４日から１２月２８日までの期間、ただし、寒川総合体

育館の休館日を除くこととしています。また、開場時間に

ついて照明設備は今のところ設置する予定はございません
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ので、日没までを原則としております。  

利用形態につきましては、専用使用及び個人使用の２つ

の区分で運用していきます。専用使用は、記載のとおり半

日単位か全日単位で事前に予約をしていただくことになり

ます。次に個人使用については、１時間単位での利用とな

ります。町民、町民以外と区分をし、さらに小学生以下を

小人、中学生を中人、高校生以上を大人とした３つの区分

での運用を考えております。  

利用料金については、町民と町民以外に関係なく小人は

1 時間１００円、町民である中人は１時間２００円、町民

以外の中人は１時間４００円、町内の大人は１時間５００

円、町民以外の大人は１時間１ ,０００円としております。 

これらのことは、この設置場所が公園内であることから、

都市公園条例に基づいて運用します。有料施設としてパン

プトラックさむかわの名称で都市公園条例の一部を改正い

たしまして、３月の議会にて審議いただくこととなります。 

また、この事業に要する費用は、約２ ,６００万となり、

その中でもスポーツ振興くじ助成金を活用し、費用のうち

３分の２となる約１ ,７００万円の助成金申請をしており

ます。  

説明は以上となりますが、昨日町の定例記者会見の中で

３０年度の予算について報告した際に、パンプトラックに

ついての問い合わせがあり、情報提供をいたしまして、今

日の朝刊の『読売新聞』『朝日新聞』『神奈川新聞』に、

パンプトラックを設置する旨の掲載がされました。こちら

お回しいたしますが、今日の会議にお諮りする前に、新聞

に掲載されてしまい申し訳ありませんでした。本来でした

ら審議会にお諮りし概要を検討していくべきでございまし

たが、以前から検討課題となっておりましたＢＭＸで世界

的に活躍する畠山紗英さんがオリンピック出場へつながる

ような施設の設置について話を進めており、財源が見つか

らないことから話が進展しない経緯がございました。しか

しながら、前回の審議会の後にスポーツ振興くじ助成金の

利用が可能なことから、急遽話をすすめることとなりまし

た。また、説明しました概要は、条例と予算それぞれ議会

で承認されて成立するためまだ案でございます。以上です。 
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（島田会長）    

ありがとうございます。突然の話でございますが確か  

 に町長が以前ＢＭＸ練習場について話されてたと思います。 

（事務局）  

総合計画の実施計画の中でＢＭＸ練習場整備事業の記載

がありました。しかしながら、財源が確保できず実現でき

ないと思われておりましたが、スポーツ振興くじ助成金の

活用が可能とわかり、様々な関係部門が集まり協議をし、

この度の話となりました。 

（村上委員）  

最大で一度に何人利用できるのですか。  

（事務局）  

   レベルによって変わりますが、最大で２０人の同時利用

を考えております。  

（塚原委員）  

課題がたくさんあると思います。最初のきっかけは、寒

川在住のＢＭＸ選手が世界選手権で上位に入りましたよ

ね。それで町長が普及をさせたいとおっしゃってたと思い

ます。このオリンピックが近い時期に施設を建てて何をう

りとするのでしょうか。その競技自体がメジャーでもない

です。それをきっかけで設置したが、効果があるかはわか

らないです。また、設置期間は１年間なのですか。  

（事務局）  

いえ、１年間の限定はありません。  

（小荒井副会長）    

仕切りは設置するのですか。  

（事務局）    

最初に組み立てたら固定して、コースの周りにはフェン

スを設置して施錠する予定です。 

（塚原委員）  

町民の定義について、在勤者は含まれますか。  

（事務局）  

定義は、住民登録がある人です。  

(塚原委員 ) 

町民と町民以外の差が大きいですね。他市から来た人は

１ ,０００円だと使わないと思います。 
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（事務局）  

料金設定について、公共でパンプトラックを導入するの

は全国初ということで、比較対象がなく検討を重ねて今の

形となりました。民間ですと、１時間あたり１ ,０００円と

なっております。また、ご説明した料金設定は、最大の料

金となります。運営をしていく中で変更することは可能で

ございます。 

（塚原委員）  

公共性のある物で、差をつけていいのか疑問に思います。 

(酒井委員 ) 

設置箇所が調整池ということで、その役割は損なわれな

いのでしょうか  

(事務局 ) 

調整池には水を貯める機能があります。計算上は設備を

設置しても大丈夫な範囲です。  

（村上委員）  

管理は民間に委託するのですか。  

（事務局）  

  一番利用されるのは土日であり、利便性を考えますと指

定管理者制度を導入した方が良いと考えております。  

（村上委員）    

これは先着順で利用するのですか。  

（事務局）  

個人利用については、当日現地にて受付をする先着順を

考えております。専用使用については、指定管理者が決定

したら、具体的な予約の仕方等を決めていきます。  

（小荒井副会長）  

もし人が多く来すぎて、利用ができないほどでしたら、  

  増設は考えていますか。また、増設する場合は、再度助成

金が活用できるのですか。  

(事務局 ) 

同じ施設ですと３年間は申請できません。  

（島田会長）  

助成金の申請が却下されても、町は進めるのですか。 

（事務局）  

担当としては、そう願いたいところです。  
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（島田会長）    

それから、子供を連れていく大人については、子供料金

だけを払えばいいのですか。 

（事務局） 

はい。指定管理者が決まりましたら細かいことは決めて

いきますが、現在想定している部分では、例えば２年生以

下は保護者同伴とし、利用中はヘルメットの着用を義務化

することを考えております。  

（島田会長）    

個人使用でも、ＢＭＸやスケートボードではスピードが

違います。混在して使用する場合の安全性については考え

ていますか。整理をしないと危険だと思います。  

（事務局）  

利用者がいる場合、スタッフが常駐しますので整理をす

る予定です。民間施設によると、利用者の中で自ずとルー

ルができてくるようです。公共施設なので鵜呑みにはでき

ませんが、整理はうまくできるように考えております。  

（島田会長）  

また、専用使用について、パンプトラックで活動が予想

される団体は町内にどれくらいあるのでしょうか。大会な

どで、土日を専用されてしまうと、一般の人が使えなくな

ってしまいます。 

（事務局）  

毎週土日を専用されるのは、当局としても望ましくあり

ません。多くの人に利用してもらうのが望ましいので、制

限をかけていこうと思います。  

（宮﨑委員）    

公共施設に関して、厳しい状況にもかかわらず、パンプ

トラック施設を新設するのはいかがなものでしょう。オリ

ンピックに向けて、機運醸成を図ることはいいことだと思

いますが、この先のメンテナンスも含めて運営可能かどう

か心配があります。 

また、過去の教育現場の意見として言わせてもらうと、

指定管理者がいない夜が心配です。施錠しても、かつての

さむかわ中央公園のように、夜になると暴走族が集まって

様々な問題が起こるのではないでしょうか。学校からも警



8 
 

察からも、多くの人員を割いて警備した時代もありまし

た。中高生以上でしたら、３メートルぐらいのフェンスで

あれば乗り越えないかもしれないけれども、普通のフェン

スでしたら乗り越えて事故があったとなると逆に有名に

なってしまうことが危惧されます。良いことだけではなく

て危険性だとか、有識者に意見を聞いて、管理が行き届か

ない部分に関して、意見を詰めないと町営プールを待って

いる子供達は納得できないと思います。  

（事務局）  

まず、施設を建てることとなった経緯でございますが、

一番大きい要因として、スポーツ振興くじ助成金を申請す

ることで、最大で事業費の３分の２の助成をしていただけ

ることがあります。委員のおっしゃるように公共施設を整

理していく中ではございますが、オリンピックにつなげる

事業として整備することとなりました。また、町が望むの

は、町民の方が健康になることであり、気軽に町民の皆様

にご利用いただける施設を目指します。 

   また、安全面につきましては、３メートル近いフェンス

  に忍び返しをつけて、容易に侵入できないよう進めており

  ます。  

（宮﨑委員）    

補助金を利用した施設整備は、以前からやっていたこと

で、補助金がもらえるから整備して失敗してきたことが

多々あると思います。その結果が今出てきていると思いま

す。以前この審議会でありましたが、学校も子供の減少に

伴い閉校していくとある中で、補助金が出るからといって

新たな施設を整備するのではなく、２０年、３０年後まで

を考えて整備すべきだと思います。  

（事務局）  

町外にも周知をすることで利用者が増え、多くの歳入が

見込めます。その分を維持管理費等に充て、長い間皆様に

広くご利用いただけるようにと思っています。  

（宮﨑委員）    

例えば、さむかわ中央公園全体を使うくらいではないと

採算はとれないと思います。本当に見合った数の人が来る

のか疑問です。また、総合体育館で大会があると、体育館
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の駐車場は埋まってしまい、特に１月は寒川神社の利用者

で体育館の駐車場がいっぱいになってしまいます。そんな

ところもいろいろ意見を聞きながら考えていかないと補助

金がでるから整備するではうまくいかないと思います。  

（事務局）    

当整備事業を進めるにあたり、健康・スポーツ課だけで

はなく、企画部も含め、総合的に考えた結果でございます  

（宮﨑委員）    

なぜここまで意見を出しているかというと、小中学校の

体育館やグラウンドを有料化した時の話ですが、計画を立

て開始しようとした時、利用団体から様々な意見が出てき

て、結局有料化にできなかった経緯があります。 

（事務局）  

   子供が対象の団体については無料ですが、有料でやって

いる部分もございます。  

（宮﨑委員）    

営利目的については有料にするのはわかりますが、例え

ば、地域の子供会や少年団利用に関しては、町民からの陳

情等によりそのほとんどが無料になっていると思います。

そうなりますと、子供は安く使わせたい等の意味があるの

なら、そこも考えなければいけません。結局採算がとれな

くなってしまう状況になります。 

現に小中学校のグラウンドを貸し出して、その利用料金

を施設の整備や整備道具の購入に充てるとありましたが、

うまく機能していないと思います。学校側からすると、グ

ラウンドを土日に使われて荒らされて、体育ができない状

況になっているにもかかわらず、町が整備道具を買ってく

れないから整備はしないと言って帰る団体もあるぐらいで

す。この場で、強く言うつもりはありませんが、今日の新

聞を見て、町民の多くは、同じようなことを考えたと思い

ます。過去の失敗例を基にしっかり考えて整備してほしい

と思います。  

（事務局）  

ご意見としては非常によくわかります。私共も初めて整

備する事業でありますので、不明確なことがたくさんあり

ます。運営を始めた段階で、想定外の問題も出てくるかと
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思いますが、様々な部署と協議した上でまずは町の方針と

して整備する結論に至っておりますのでご理解いただきた

く思います。  

（村上委員）    

組立式と固定式で費用に差はありますか。  

（事務局）    

固定式は聞いたことがありません。商品名を言うと、モ

ジュラーパンプトラックと言い、モジュラーがパーツのこ

とを指しており、パーツを組み合わせてつくるセットです。

組立式以外となると、盛り土して整備するＢＭＸコースに

なると思います。  

（塚原委員）    

このトラックは、県でどれぐらいあるか把握してますか。 

（河合委員）    

聞いたことないです。  

（塚原委員）    

そういう意味では目玉になると思います。  

（事務局）  

はい。常設も全国で５か所であり、年間を通して開場し

ているのは熊本に１か所、あとはスキー場でシーズンオフ

に開場しているのが４か所です。基本的にはイベント時に、

一時的に設置して楽しんでいただくものが主になります。 

（塚原委員）  

目玉として整備するなら、しっかり考えてから動くべき

だと思います。私もイメージが湧かないので何とも言えな

いです。ＢＭＸやマウンテンバイク、スケートボードの愛

好者は自前で持っていると思いますが、初心者用にそうい

った器具の貸し出しも必要だと思います。  

（事務局）  

ヘルメットと防具も含め、貸し出しができるようにして

いく予定です。  

（塚原委員）    

予算について、持続性を考えないと厳しいと思います。 

また、宮﨑委員のおっしゃるように、私も中学校にいま

したのでわかりますが、しっかり整備しないと簡単に中に

入られ壊されてしまいます。 
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（事務局）    

将来的には、指定管理者と協力して防犯カメラ等を整備

して、監視できる形はとりたいと考えています。  

（村上委員）    

スケボーで言いますと、ハーフパイプが多くの公園にあ

ります。この施設については、ハーフパイプとは違うよう

ですがスケボーを楽しむ人が多く来られるかと思います。 

（三澤委員）  

この４年間、スポーツ推進審議会の委員として関わらせ

ていただきました。プールや庭球場の件について、多くの

事を考え精査してきましたが、予算の関係で簡単になかっ

たことにされ、そうしましたら今度はパンプトラックが急

に出てきました。 

確かに、この話について縦貫道の下に整備をする話が出

た時も、当審議会において個人的内容で整備するのはいか

がなものかという意見があったと思います。そして急にこ

のような形で提示されて驚いているところです。先ほどか

らあるように、安全面等を考えていますとはおっしゃいま

すが、もう少し検討するとか、審議会にかけてから話を進

めるべきであったと思います。これでは決定した旨の報告

です。事務局の方の説明を聞いていると、考えているとお

っしゃいますが、納得がいかない点もありますし、話の進

め方がおかしいと思います。町長がおっしゃっていた事は、

私たちは把握しておりますが、町民の人は知らないと思い

ます。それで急に新聞に載ってしまい、寒川はお金がある

と思われてしまうのもよくないと思います。  

（事務局）    

本来は発案の段階から皆様には関わっていただくべきで

した。申し訳ありませんでした。また、プールについては、

現在再開に向け取り組んでおり、形になり次第ご報告いた

します。テニスコートについても、公共施設等総合管理計

画を昨年の３月に策定した中で、改修していく旨が出てい

ます。またご相談させていただきます。  

（酒井委員）    

プールは整備しない話が出ていたと思いますが、変更に

なったのですか。  
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（事務局）  

内部的な中間報告の段階で説明したものがございまし

た。その後、外部委員を含めた検討、また、陳情の提出が

あったなかで、再整備することとなりました。  

（酒井委員）    

陳情があると整備するのですか。 

（事務局）  

必ずしもそういうわけではございません。計画策定にむ

けた外部委員との検討の中で今回につきましては、そうな

ることとなりました。  

（酒井委員）  

私も２年間携わらせていただき財政状況が厳しい旨の話

が多々ありました。その中で今回の話が出てきたので驚い

ています。  

（河合委員）    

パンプトラックについて把握しておりませんが、子供達

が気軽に変化をつけたサイクリングとして遊びに来てくれ

る分には常設でいいと思います。しかし、競技として専門

的にやる方々の場合、常設ですと飽きてしまうと思います。

組立式ですので、様々なパーツを組み替え変化をつけるこ

とで、その問題が解消されると思います。また、細かい事

は指定管理者が決まってからと思いますが、保険や事故に

ついて、よく考えられた方が良いと思います。  

財政が厳しいのは、寒川町だけではなく多くの自治体で

ご苦労されていると思います。優先順位の付け方が難しい

中でこの方針が曲がらないことは当然なので、本当によく

調べていただいて、良い施設ができることを願っています。 

（事務局）  

安全面について、実際に民間業者から、怪我についての

情報を得ていますので、データとして捉えて対応していき

たいと考えております。  

また、パーツを組み替えるご提案について、補助金申請

の都合上、常設でなければ対象とならないため固定するこ

ととしております。 

（島田会長）    

皆さんがご心配されることはとてもよくわかるのです
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が、スポーツに携わる者として、別の種類のスポーツ施設

ができることは非常にうれしく思います。  

（村上委員）    

花火の募金のように、募金を財源として事業に活用する

のも良いと思います。  

（事務局）    

募金以外にも、クラウド・ファンディングという１つの

目的のために寄附を募るやり方もあり、うまく活用できな

いかと考えているところでございます。  

（島田会長）    

皆様ご意見ありがとうございました。特にご意見がなけ

れば、その他に移らせていただきたいと思います。  

 

○ 議題 

（３） その他について 

（事務局）  

皆様の任期が３月３１日までとなり、今回の審議会をも

ちまして、終了になります。選出いただいている団体へ推

薦依頼をさせていただきます。よろしくお願いします。２

年間ありがとうございました。公募の委員については、４

月に再公募いたしますので、ご了承ください。  

（島田会長） 

はい、ありがとうございます。他に委員の皆様からござ

いますか。  

（塚原委員）   

事業について継続するものとしないものを精査すべきで

す。武道フェスティバルについては、国体に合わせて、町

民の意識を高めるために始めました。国体から何十年もた

っているので、継続しなくてもいいのではないでしょうか。 

（事務局）    

はい。しっかり整理していきます。  

（島田会長）  

  貴重なご意見ありがとうございました。 
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○ 閉会 

（島田会長） 

他に皆様のからご意見等なければ、今日の審議会を閉会

にさせていただきます。最後に副会長から閉会の言葉をお

願いいたします。  

（小荒井副会長） 

お疲れさまでした。審議するものについては早目に出し

ていただきますようお願いいたします。今日はご苦労さま

でした。ありがとうございました  

配付資料 

資料１：寒川町スポーツ推進計画（後期）（案）のパブリックコメント 

実施結果について 

資料２：パンプトラック施設の設置について 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 

島田会長、酒井委員  

（平成３０年３月２９日確定） 

  


