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議事の経過 

○ 開会 
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○ 議題 

（１）公共施設総合管理計画の進捗状況について （資料番号１） 

（関根施設再編課長） 

それでは資料番号１をご覧ください。 

寒川町公共施設等総合管理計画の進捗状況についてご説明いた

します。 

まず、寒川町公共施設等総合管理計画を策定することになった経

緯ですが、平成２４年１２月に発生した中央自動車道笹子トンネル

の天井崩落事故を契機に、全国的に公共施設の老朽化と、それに対

する管理の問題がクローズアップされ、特に高度経済成長期に建設

された公共施設の老朽化への不安感が増すこととなりました。 

そこで、全ての公共施設に対して対策を検討するため、平成２６

年４月に公共施設等の総合的かつ計画的な管理について国から各

自治体へ通知され、公共施設等総合管理計画の策定が要請されまし

た。それらを受けまして、平成２９年３月に寒川町公共施設等総合

管理計画を策定いたしました。 

   ６ページ目をご覧ください。公共施設等総合管理計画で解決すべ

き課題を確認いたしますと、今の寒川町を見ると、厳しい財政状況

として平成２２年から平成２７年の間で保健や福祉、介護などの社

会保障費が約６億円も増加しています。一方、施設の老朽化として

は、老朽化率が約４８％と進行しており、建物の約６割が築３０年

以上経過しています。 

   将来の寒川町を見ても、少子高齢化・人口減少社会の到来により、

高齢化率が約２４％から約３７％に上昇する一方、１５歳から６４

歳までの働き盛り世代が約１万人減少することが見込まれます。 

昭和５０年代の人口増加期に集中して整備した建物については、

その耐用年数が一斉に到来することから、建てかえの時期が集中す

ることが見込まれます。 

   これらから予想されることとして、財政面では、さらに厳しくな

る財政状況として、働き盛り世代の減少から町税収入の減少が予想

されます。また、高齢化により社会保障費が増加することも予想さ

れます。一方、公共施設の建てかえ財源不足として、全ての施設を



建てかえると総額で約７８９億円もの莫大な費用がかかり、平成４

５年、２０３３年に約２２億円の資金不足となることが予想されま

す。税収が減少し、一方で社会保障費が増加する中、今ある全ての

公共施設を更新することができないということをご理解ください。 

   続きまして、７ページをご覧ください。 

この課題を解決するため、公共施設等総合管理計画では大きく分

けて次の３点をまとめました。 

まず１点目として、行政が維持する施設の優先順位づけです。法

令による設置義務や施設がないと町民の生活に直接影響を及ぼす

行政が維持すべき施設として、①町内小中学校の学校教育施設、②

健康管理センターや子育てサポートセンターなどの保健福祉施設、

③役場、広域リサイクルセンター、消防本部などの行政・環境・消

防施設を位置づけ、次に、複合化、多機能化を進め、機能は維持し

ながら現在の保有量を減らす施設として、④地域集会所や地区集会

所などの地域活動施設、⑤町民センター、南部・北部文化福祉会館

や総合体育館などの文化スポーツ施設を位置づけています。 

   ２点目は、町が保有する建物全体の５７％を占める学校教育施設

の複合化・多機能化です。０歳から１４歳までの人口推計を見ると、

平成２７年、２０１５年の６,６１４人から４０年後の平成６７年、

２０５５年には４,２０５人になると見込まれ、約３６％減少しま

す。児童生徒数が減少することから、学校内に余裕面積が生じるた

め、学校教育施設の他施設との複合化・多機能化を進めることとし

ます。小中学校は町内にバランスよく配置されていることから、地

域コミュニティーの核となる学校として期待され、地域集会所、学

童保育は小学校へ、文化福祉会館、行政機能の一部を中学校へ複合

化することで、地域の方々が学校とかかわり合いを持つ機会が増え

ることや、地域で子供たちを育む環境が整うこと、利用者の方々の

目があることによる防犯面での貢献、学校内の部活動と文化団体等

との交流が盛んになる、中学校へ行くことで行政手続を行うことが

でき利便性が向上するなどのメリットが考えられます。 

   ３点目は、道路、橋梁、下水道などのいわゆるインフラ資産も公

共施設ですが、インフラ資産につきましてはなくすことができない

ため、壊れてから直すのではなく、壊れる前に補修を進める予防保

全的修繕を行い、コストを抑えた維持管理を進めるというもので

す。 

   続きまして、８ページをご覧ください。 



このように、総合管理計画で公共施設の維持管理方法や存続の方

向性を定めましたが、基本的方針であるため、次のステップとして

総合管理計画の実行プランである公共施設再編計画を策定する必

要があります。 

公共施設再編計画の策定に向けて、平成２９年度は各施設の劣化

診断と施設の管理状況の評価を行いました。各施設の劣化診断で

は、法定耐用年数ではなく実際の劣化度をはかるため、専門家によ

る各施設の老朽化度や傷み度合いを検査しました。また、施設の管

理状況評価では、各施設の部屋ごとに利用率を計算し、維持管理に

どれだけの経費がかかっているかといったコストを把握するとと

もに、施設の設置目的等を再確認したところでございます。各施設

の劣化診断というハード面と、管理状況というソフト面、また、総

合管理計画における施設の基本的な方向性を踏まえ、平成３０年度

に総合評価を実施し、４つの項目に分類して方向性を検討しまし

た。 

   続きまして、９ページをご覧ください。施設評価（四分類評価）

の定義ですが、縦軸は劣化度や耐震補強などのいわゆるハード面の

評価となり、評価が高いほうが施設の劣化は進んでおらず状態がよ

いということになります。横軸は利用率やコストといったソフト面

の評価で、高いほうが利用率がよく、コストも比較的かかっていな

いということになります。 

   四分類評価の右上、ハード面、ソフト面ともに評価が高い部分は、

施設の劣化が進んでおらず、当面は現行どおり施設を維持管理する

という現状維持のグループ、次に、左上のハード面の評価は高いが

ソフト面の評価が低い部分は、他の目的の施設へ転用すること、ま

たは民間等へ移管するという要転用のグループ、次に、右下のハー

ド面の評価は低いがソフト面の評価が高い部分は、現行の施設を建

てかえること、または現行の施設に対して大規模な修繕を実施し長

寿命化するという更新・長寿命化のグループ、最後に、左下のハー

ド面、ソフト面ともに評価が低い部分は、施設を廃止し他の施設と

統合すること、または１つの施設に複数の機能を持たせるという統

廃合・複合化等のグループで、ここの一例を挙げますと、現在町民

センター分室は寒川小学校の一部で行っておりまして、学校との複

合施設となってございます。 

   施設評価結果案は、総合管理計画を踏まえた各施設の望ましい

姿、あるべき姿をお示ししたもので、現段階での案ということにな



ります。まず、１０ページの現状維持と評価された施設ですが、１

７施設あり、その中には整備後経過年数が浅い田端スポーツ公園

（管理棟）が含まれております。 

   １２ページをご覧ください。 

更新・長寿命化と評価された施設は寒川総合体育館、寒川町美化

センター、消防本部・消防署の３施設でございます。 

   続きまして、１３ページをご覧ください。 

統廃合・複合化と評価された施設は２１施設ございまして、その

うちさむかわ庭球場の管理棟は多機能化を含めた施設の改修の検

討という評価がされました。 

 続きまして、１４ページをご覧ください。 

こちらは、施設評価結果案に基づき、更新や長寿命化等に必要な対

策実施必要額を財務シミュレーションに反映した結果の折れ線グ

ラフとなります。 

今回の評価結果案を財務シミュレーションに反映すると、２０２

８年、平成４０年に資金不足となります。先ほど５ページ目の財務

シミュレーション、総合管理計画の中では、２０３３年に２２億円

の資金不足ということでございますが、全ての施設を建てたときと

同じ価格で更新した場合の財務シミュレーションということでし

たので、今の施設評価後の財務シミュレーションとしては、給食セ

ンター等の新規整備施設について計上していないことや、更新単価

を見直したことなどから、評価結果案のとおり変更してもさらに状

況が悪くなるということが予想されます。そのため、先ほど施設の

評価結果案は総合管理計画を踏まえた各施設の望ましい姿、あるべ

き姿をお示ししたものとお伝えいたしましたが、更新費用等をさら

に削減する対策を講じなければなりません。 

   続きまして、１５ページから２１ページにつきましては、各施設

の劣化診断を行った際の記録写真となってございます。外壁のひび

割れや雨漏りによる天井のしみの様子がおわかりになると思いま

すので、詳しくは後ほどご確認いただければと思います。 

   続きまして、資料の３０ページをご覧ください。こちらは、今ま

でご覧いただきました施設を評価する過程で明らかとなった課題

と、今後必要と考える対策を取りまとめたものでございます。 

３０ページ目の文化・スポーツ施設ですが、上から３つ目、寒川

総合体育館につきましては、課題として内壁、開口部等の劣化とい

うことで、建物外側よりも建物内の劣化度が高いことが挙げられ、



その対策として建物内側の修繕に加え、建物本体や設備機器類も含

めた計画的な長寿命化と、民間資本活用の検討が必要となってござ

います。 

   以上、本日はスポーツ推進審議会でのご説明ということで、資料

につきましては抜粋でご説明させていただきました。詳細につきま

しては、町ホームページで資料を公表しておりますので、お時間の

あるときにご確認いただければと思います。 

   また、本日と同様のご説明をほかの会議等でも行っております。

今後につきましても、現状の周知を図っていくということで考えて

おります。全ての公共施設に対していつ、どのような対策を実施し

ていくか具体的にお示しする公共施設再編計画は、平成３２年度、

２０２０年度の第１四半期に策定する予定で、今後約１年かけて対

策の内容を検討してまいります。 

今後も適宜進捗状況をご報告するとともに、広く町民の皆様にも

公表してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

議題１についての説明は以上でございます。 

（塚原会長） 

ありがとうございました。皆さんでご意見、ご質問等ございまし

たら、よろしくお願いいたします。 

（島田副会長） 

よろしいでしょうか。 

資料の中にいろいろなグラフがありますが、単位がすべて抜けて

いると思います。例えば、３ページ目の棒グラフの縦軸の単位は

何ですか。平米でよろしいですか。５ページ目の縦軸は、円です

か。基本的に単位がないとわからないですよね。 

   もう一点、９ページ目ですが、ハード面で状態の評価が高いとい

うのは、高い低いも内容によって何が高くて何が低いのかというの

がつながってこないですよね。 

施設の状態が高いというのは、品質的によいのか、品質的に悪い

のか。横軸もそうですよね。維持管理コストや利用状況というのは、

利用状況は右側が高いです。維持管理コストは、おそらく右側が高

くないですよね。 

（関根施設再編課長） 

グラフにつきましては、単位が抜けていたということで大変申し

わけなありませんでした。今後、公表している資料についても差し

かえる形で整理していきたいと思っております。 



   ９ページの四分類評価の部分ですが、ハードの部分については、

劣化ですとか耐震の状況等対策が施されている、劣化が進んでいな

いという状態がよい部分、つまり、高いほうになってきます。 

一方、横軸のソフト面については、管理コストが比較的かかって

いない、また、利用率がよいというほうになればなるほど高くなる

ということでご説明しておりますが、この表だけでは理解が難しい

ということもあろうかと思いますので、表現の仕方は考えていきた

いと思います。ご指摘ありがとうございました。 

（島田副会長） 

９ページ目ですが、左上の四角の要転用というところで「他の目

的の施設へ転用すること。または民間等へ移管すること。」、民間へ

の移管はすごく重たい表現だと思います。 

民間へ移管するというのは、不動産を売ることなのか、それとも

運営だけを委託するのか、結局どういうことなのでしょうか。 

（関根施設再編課長）  

島田委員のご推測のとおりで、公共施設の総量をどう減らしてい

くかということと、最終的には町が財政破綻してはいけないという

ことで、利用状況に合わせて施設を再編していく。その中に、建て

かえというものもあるでしょうし、今ご指摘いただいている、公共

施設として持っているものを民間に譲渡するだとか売却するだと

かということも、公共施設の総量を減らす方策の一つということで

は考えておりますので、運営だけでなくハードの部分そのものの移

管も考えているということであります。 

（島田副会長） 

その場合、自治会が実質的に持つようになると思います。自治会

は、おそらく各家庭からほんの少ししか資金を集めてないでしょう

から、建物の建てかえとなると、当然資金力がないですよね。将来

ハードの部分がだめになってきて、取り壊すというときに、その先

は町としてはどうお考えでしょうか。 

（計画担当副主幹）   

島田副会長がおっしゃったように、地域集会所を自治会に移管し

たとすると、維持コストが工面できないだとか、建てかえのときに

莫大な費用がかかるのでどうしたらいいんだという声は、自治会長

さんたちから実際に上がっています。その辺をどう解決すればいい

のかという方策は、今協働文化としても考えています。 

   集会所はどの建物も状態としてはいい分類に評価されています。



例えば、木造の建物で集会所というと、法定耐用年数は２２年 

ですが、２２年を超えている施設もあります。専門家の方に見てい

ただきましたが、まだまだ使えますよという回答をいただきまし

た。そうしますと、法定耐用年数プラス１０年、２０年の間に、ど

れだけ積み立てなければいけないのかということを一回シミュレ

ーションしてみて、各自治会長さんたちと話し合いをしましょうと

いうところまで、今話が進んでいます。 

それからもう一点、前段の話に戻りますが、他の目的に用途を転

用、移管という話ですが、なぜこの項目があるのかといいますと、

町が必ず施設を持っていなければならないということが問われる

施設は必ずあります。代表的な例で言えば、５年前、民間に保育園

を譲渡しました。町立保育園というのは義務ではありません。保育

する義務はありますが、設置義務はありません。そのため、私立保

育園に譲渡しています。そういったいろいろな可能性を探りなが

ら、行政として少しでもスリムになる方法と、今使われている方々

に影響が少ない方法と、できれば機能アップを図った上で移してい

くといったものを考えていかなければならないということで、ここ

の要転用という項目が挙がっています。 

もう一点ですが、実は今日お話ししている説明資料というのは概

略になります。本当にごく一部です。さきほど、ホームページにも

資料を掲載しているとお話ししましたが、図書館や公共施設にも全

て資料を配架しています。建物のコストや利用率、建物の状態など

がわかります。今日すべて説明はできないですが、もしよろしけれ

ばご覧いただければ、細かなところはわかると思います。 

（島田副会長） 

わかりました。ありがとうございます。 

（塚原会長） 

  ほかに、ご意見ある方いらっしゃいますか。 

（若林委員） 

  一点よろしいでしょうか。 

資料の１１ページと２７ページに関連するものですが、地域集会

所の利用率で、それぞれ要転用の集会所が１２施設ある中の利用率

がここに出されていますが、利用率の出し方というのを教えていた

だければと思います。 

（計画担当副主幹） 

まず、利用率に関して、表の一番下に「各集会所の中で最も利用



率の高い部屋を集計」ということで、それぞれの１２地域集会所の

中で一番使われている部屋の値を記載しています。 

パーセントの出し方は、貸せる枠、例えば、午前、午後、夜間と

いう枠があったとしたらそれが分母にきます。分子は実際に使った

数です。１日３枠あったとして、午前中の枠しか使われなかったと

いうことであれば利用率は３分の１、それを年間トータルで捉えた

のがこの数字という形になっています。 

（若林委員） 

そうすると、倉見地域集会所は４０％以上と非常に高く、午前、

午後、夜間と万遍なく使われているという意味に捉えて、大蔵地域

集会所が９.２９％と非常に低いですが、利用率の仕方、低い部分で、

先ほどの集会所の転用というのが若干変わってくるんじゃないで

しょうか。 

（計画担当副主幹） 

一概に何％だから良い、悪いというのではないと思います。ただ、

一般的な考え方からすると、公共施設の使われ方としては土曜、休

日に使われるのが多いと思います。土曜、休日を年間で集計すると

大体１１２日～１１３日ですので、それを３６５日で割れば３０％

という形になると思います。私たちが判断基準にしているわけでは

ないですが、３割を切っている施設に関しては厳しいと思っていま

す。 

（塚原会長） 

ありがとうございます。他にご質問・ご意見等なければ、続きま

して議題（２）について事務局よりご説明お願いします。 

 

（関根施設再編課長、計画担当副主幹退席） 

 

（２）寒川町営プール整備の進捗状況について（資料番号２） 

（事務局） 

では、お手元の資料番号２をご覧ください。町営プール整備の進

捗状況についてです。 

これまで、寒川町スポーツ推進審議会の中で、町営プールの整備

についてはいろいろとご意見等伺ってきた次第でございますが、こ

のたび神奈川県企業庁から記者発表された資料をもとにご説明申

し上げたいと思います。 

神奈川県企業庁平成３１年度公営企業会計当初予算（案）主要施



策概要というものが神奈川県のホームページで公表されました。そ

れをここに掲載してございます。 

   これまでも申し上げておりますように、町営プールの整備につい

ては、神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を用いて整備する

という形で進めてきています。 

目的は、公営企業の保有資金・技術力を活用し、市町村からの施

設の整備要請に基づき、地域経済の発展、住民福祉の向上に寄与す

る施設を整備し、有償で譲渡するということです。簡単に申し上げ

ますと、企業庁に建ててもらって、町がそれを買い取る、有償で譲

渡してもらうということでございます。 

予算額は、寒川町営プール整備事業ということで ３,１８６万円

という数字が企業庁より発表されました。この数字は、平成３１年

度に行う実施設計に要する予算です。 

事業内容は、寒川町営プール整備事業ということで、施設の損傷

等により現在休止中の寒川町営プール施設について、昨年度、３０

年度の基本設計に基づき、ふさわしい整備内容を決定するための設

計業務を平成３１年度に実施するということです。 

アといたしまして、整備対象施設は寒川町営プール、宮山４００

７番地ということです。実施内容は、実施設計業務委託ということ

で、平成３１年度に実施設計を行うという形です。 

一番下の（イ）ですが、寒川町営プール整備工事として神奈川県

が債務負担行為限度額、要は設計も含む整備に要する費用の債務負

担行為の限度額を設定しました。それが、ここに記載のとおり４億

８,２７３万円ということになっております。企業庁が建てた後、町

が有償で譲渡を受けるので、４億８,２７３万円以上の価格で町は譲

渡してもらうということです。 

町といたしましては、２０年償還を予定しております。これに利

息がつきますので、これ以上の金額で町は返済していく形になると

いうことが想定されます。 

   最後、ウのスケジュールですが、平成３１年度に実施設計を行っ

て、平成３１年度の後半から工事に着工できるというスケジュール

が組まれております。そして、平成３２年度にかけて施設を完成さ

せ、平成３３年度の夏、６月か７月にはオープンしたいという形で

現在整備を進めているところです。 

   では、裏面をごらんください。平成３０年度に行っております整

備の状況等をご説明申し上げます。 



先日、２月１４日、１５日に屋内２５メートルプール、屋外５０

メートルプールの地質調査、ボーリング調査を実施しております。

また、スライダープール、滑り台のほうの耐震診断調査も行ったと

ころです。以下、現場の写真ということで、ボーリングの状況だと

かスライダーの耐震診断調査の様子を写真で示しているところで

す。プールの進捗については以上でございます。 

（塚原会長） 

   ありがとうございます。何か質問ありますでしょうか。 

（島田副会長） 

平成３１年度の実施設計分の予算額が３,１８６万円と書いて 

ありますが、スケジュールの横軸は年度か年のどちらですか。 

（事務局） 

年度表示になります。 

（島田副会長） 

裏面で、２月に調査をしているとなると、それは平成３０年度で

すよね。 

（事務局） 

そうです。表には出てきませんが、平成３０年度は基本設計がま

だ完了していません。３月１０日過ぎが完了日になっています。 

（島田副会長） 

  平成３０年度の予算はどうなりますか。 

（事務局） 

 今現在、町からの負担はなく、最終的に建物が完成して譲渡され

るときに、町が対価として払うという形になります。 

（島田副会長） 

   それでは、平成３０年度は、町はお金は出してないのですね。 

（事務局） 

   出していないです。町の予算としては、出てくるのが３４年度以

降になるかと思います。 

（島田副会長） 

   そうすると、３,１８６万円は県の予算ですか。 

（事務局） 

   そうです。これはあくまでも県の資料ですので、県が来年度費用

として支出する部分になります。 

（島田副会長） 

   わかりました。 



（塚原会長） 

   ほかにご意見ありますか。 

（若林委員） 

プールがオープンすると、利用料はどのぐらいを想定しています

か。 

（事務局） 

休場する前は、子供１００円、中学生が２００円、大人が３００

円でした。それから６年以上たっていますので、再開が近づいたと

きに、利用料を幾らにするかは検討すると思います。 

（若林委員） 

   利用料は若干上がってくるというスタンスで考えておけばいい

ですか。 

（事務局） 

   上がるか現状維持かというのは、まだ何とも言えないところで

す。おそらく開場になると指定管理という形になって、直営じゃな

くなると思いますので、どのくらいである程度回収してという兼ね

合い等も含めまして決めていくという形です。町で料金は設定しま

すが、指定管理が入った場合はそれが上限という形になりますの

で、指定管理の努力によって減額することも可能になります。 

（若林委員） 

   わかりました。 

（酒井委員） 

FLAT PARK SAMUKAWA オープンに先立ちましてと記載され

ていますが、場所が町営プールを使われるということで、プール完

成前にどういったものができるのですか。 

（事務局） 

ここは世界大会のためのＢＭＸの練習場になります。天候に左右

されない場所を探してくれないかというご依頼がありまして、今休

場中の２５メートルプールは開閉型のドームなんですが、そちらが

利用できるんじゃないかということでそちらに設置して、４月の世

界大会までここを利用するという形です。当然プール整備の事業が

進みましたら、そこは解体いたします。 

（酒井委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（塚原会長） 



それでは、議題（３）に移りたいと思います。 

（３）パンプトラックさむかわの利用状況について  

（資料番号３）  

（事務局） 

それでは、資料番号３をご覧ください。 

パンプトラックさむかわにつきましては、昨年１０月２０日にオ

ープンをさせていただいた、さむかわ中央公園内に設置されている

施設です。その利用状況についてご報告します。 

   昨年１０月から１月までの利用人数について集計したものを掲

載してございます。先ほど申し上げたように１０月２０日からオー

プンですので、１０月は総計１７８人の利用があって、１１月が５

５０人、１２月が３４５人、１月が４１０人ということで、１月末

までで合わせて１,４８３名の方にご利用いただいています。 

   特徴的なことを申し上げますと、まず、男性と女性で見てもらい

ますと、圧倒的に男性の方の利用が多いというところでございま

す。それから、町内と町外というところをそれぞれ見ていただきま

すと、町内の利用よりも圧倒的に町外から来る人の利用が多いとい

うことが、この集計を見ておわかりいただけると思います。 

   後ほどご意見をいただければと思いますが、町内の利用を伸ばす

にはどうしたらいいか、また、施設全体の利用者数を町としてもも

っと伸ばしていきたいと思っておりますので、利用状況の報告とと

もに、本日は委員の皆様からこんなことをしたらもっと利用者が増

えるんじゃないかという、ご提案等をいただければと思っておりま

す。 

   資料番号３の下段に記載しておりますのが、今年の１月５日に、

New Year Pump 2019 in Samukawa と題しまして、ＢＭＸのラ

イダーの畠山紗英選手をお招きして行ったイベントの状況を写真

に撮ったものでございます。 

この日だけで、町内外から約６００人の方の来場があったと指定

管理者のほうから伺っております。 

   パンプトラックについては以上でございます。 

（事務局） 

   補足ですが、町外の利用者が多い傾向にあるというのは、ほかに

はこのような施設がないということです。民間では河口湖付近にあ

りますが、そこは冬季は使えないということで、冬季に町外の利用

が増えたのかなと思っております。近隣だけではなく、県外からも



わざわざこちらに見えられる方がいるということで、寒川の特徴を

出せたのかなというところもございます。 

   それから、１月５日のイベント内でタイムトライアルを実施しま

した。日本全国からライダーが集まりまして、この規模の施設にし

てはかなり盛況にできたかなということで、今後もタイムトライア

ルという部分で町のチャンピオンを決めるなど、そういった形で進

めていければと考えております。 

（塚原会長） 

こういう施設はこの周りにあまりないので、人口比からいけば当

然町外から来る方が多いでしょうね。 

   常連化している客がどれぐらいいるかという調査をしてみても

いいかなという気がします。調査するほうは大変だけれども、それ

によって利用者の本来の状況を把握していけると思うので、必要だ

と思います。 

（事務局） 

   利用者については、天候に左右される施設なので、土日は６０人

ぐらいいますが、そこで雨が降ってしまうとマイナスになってしま

い、かなり差が出る場合がございます。平日の利用は多くて１０人

ぐらいです。 

（事務局） 

この時期の営業時間は午後４時までだったので、これから日が伸

びるにつれて最大午後７時までになるので、それが夏休みと重なる

と、その辺の利用者は増えてくるのかなとは思います。 

それから、ストライダーというペダルのない自転車があります

が、指定管理者のほうも私どもも初めての施設ということで、現在

は利用に制限をかけています。公園内にはストライダーを使って遊

んでいる子供が多く、パンプトラックさむかわで利用できないのか

という問い合わせが多数ありますので、まず利用者の少ない曜日で

開放していき、それを第一歩として、今後その利用者も増やしてい

きたいと考えています。 

（若林委員） 

私も野球やバレーボールなど一般的なスポーツはわかりますが、

内容があまりわからないです。 例えばデモンストレーションとか

体験会をやる予定はありますか。 

（事務局） 

今後、指定管理者と意見を出し合い、月例会を開いたり、さむか



わスポーツデイなどのイベント等に取り込むなど、パンプトラック

さむかわを目的に来ていない人も巻き込んでいくということも考

えてございます。 

（若林委員） 

   まずそういうのをやっていってもらえればと思います。 

（事務局） 

ありがとうございます。 

（島田副会長） 

  畠山紗英選手が５周回るのに何秒で、１周平均何秒という何か目

標があると、自分もそれに近づけるように高速で回るにはどうする

かなど、技術的なところも進歩が出てくるんじゃないかなと思いま

すので、タイムトライアル的な記録を残すのはどうでしょうか。 

（事務局） 

今考えているのが、年間チャンピオンを決めて、それを何年度チ

ャンピオンという形でどこかに掲示出来たらと思っています。 

（坂本委員） 

ストリート系のスポ―ツは、オリンピックの種目にも採用される

ぐらいなので、おそらく結構なニーズはあると思います。県もこう

いうのを本当はつくりたいと思っていましたけれども、先に寒川町

に越されてしまいました。でも、地域でやっていただければ結構だ

と思いますし、こういったスポーツがどんどん盛んになってくるか

なという期待もしております。 

（三澤委員） 

とにかくパンプトラックさむかわの知名度を上げる努力が必要

だと思います。そして、短期間で上手になれるような教室を開催す

るなど、子どもに興味を持ってもらうことが大事だと思います。ま

た、毎週でも毎月でも定期的に講習会を行うといいんじゃないかと

思いました。 

（事務局） 

教室等の実施は考えています。畠山紗英さんのお兄さんが BMX

を普及させる会社をつくっていて、オープニングセレモニーや１月

５日のイベントの企画、運営を行っていただきましたので、またお

願いしたいと思っています。 

（三澤委員） 

   そうですね。 

私たちの年代でパンプトラックさむかわと聞いても、わかる人は



ほとんどいないと思います。パンプトラックさむかわの知名度を上

げるためにも、シンコースポーツ寒川アリーナや寒川町役場の正面

玄関に大きなポスターを掲示するなどどんどん PR していく必要が

あると思います。 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。 

町のスタンスとしてはメジャーなスポーツ以外でも子供たちに

選択肢を増やしてあげて、自分の好きなスポーツを続けてもらえれ

ば思っています。 

（塚原会長） 

それでは、議題（４）に移りたいと思います。 

 

（４）アークリーグの開催について（資料番号４）  

（事務局） 

資料番号４をご覧ください。 

こちらは、寒川町と神奈川県が共同で記者発表した資料になりま

す。まず、アークリーグとは何かということですが、詳しくは、後

ほど、画像と動画をお見せします。簡単にご説明いたしますと、ア

ークリーグは平成２９年に神戸で誕生したストリートスポーツの

世界大会です。ＢＭＸフラットランド、スケートボード、ブレイク

ダンスの３つの世界大会を今年の４月２７日土曜日から２９日の

３日間、神奈川県寒川町で開催しますということが記者発表されて

います。場所はさむかわ中央公園とシンコースポーツ寒川アリーナ

で実施されるという内容でございます。 

主催は、アークリーグ実行委員会です。町の立場といたしまして

は、スペシャルパートナー、神奈川県は後援という位置づけになっ

ています。 

アークリーグ２０１９のポスターを作成し、これから町のあらゆ

る場所に掲示していく予定です。 

   ４月２７日から３日間に渡って実施するアークリーグですが、実

施前に練習できる場所を探しているという旨の相談をアークリー

グ実行委員から受けました。そこで、現在町営プールが整備前とい

うことでしたので、屋内２５メートルプールにフラットな床面を敷

き詰めて、整備を行ったところでございます。 

こちらは、選手たちの練習会場として利用するとともに、一般の

方にも利用していただきたいとのことで、３月１日からオープンす



る予定です。それと同時に、３月２日にオープニングイベントを実

施いたします。内容としては、無料スクールやコンテストなどを行

い、アークリーグ実行委員会が中心となっていく形になります。 

   では、ここでアークリーグの映像をご覧ください。時間は５分程

度です。 

（映像上映） 

 

（事務局） 

以上が、２０１７年の際の映像でした。 

今回寒川で開催される種目は、ＢＭＸとスケートボードに加えて

ブレイクダンスが新たに加わります。 

ＢＭＸはさむかわ中央公園の芝生の広場にステージを設置して

行い、スケートボードはシンコースポーツ寒川アリーナのメインア

リーナ、ブレイクダンスはサブアリーナで開催する予定です。 

（塚原会長） 

これは寒川がやりたいと手を挙げたのですか。 

（事務局） 

豊洲と横浜と寒川が手を挙げて、実際に実行委員会の方々がそれ

ぞれの会場を視察しましたが、寒川の開けたロケーションから、日

本の象徴である富士山も見えるということで、寒川を選んでくれた

そうです。 

（塚原会長） 

宿泊施設はどうしますか。 

（事務局） 

宿泊施設については、旅行会社を介して海老名や平塚のほうを案

内する形になるかと思います。 

（酒井委員） 

寒川で開催するメリットは何ですか。 

（事務局） 

町の PR だと思います。こんなに小さい町でも世界大会が開催で

きるんだということと、今後、アークリーグを町の魅力として発信

して、町に移住してくれる人が増えればというところもあります。

 スポーツだけというよりも、町の活性化のために全庁的に動いて

いるところです。 

（酒井委員） 

ボランティアの募集はありますか。 



（事務局） 

ボランティアの募集については現在、検討中です。 

（塚原会長） 

それでは、議題（５）に移りたいと思います。 

 

（５）第６９回観桜駅伝競走大会について（資料番号５） 

（事務局） 

資料番号５をご覧ください。 

第６９回観桜駅伝競走大会についての概要を説明いたします。 

毎年４月に行っている観桜駅伝競走大会ですが、今回はコースが

大幅に変更となりました。昨年大会までは寒川神社の参道をスター

トとしておりましたが、茅ヶ崎警察との交通協議を行った中で、従

来のコースでは交通量が多い箇所があり、選手に対して十分な安全

確保ができないと判断され、今大会では旭が丘中学校前をスタート

地点とするコースとなりました。 

   裏面にコース図がございます。裏面をご覧ください。コースの詳

細を説明いたします。まず、旭が丘中学校の前をスタート地点とし

て、そこから北上いたします。そして、シルバー人材ふれあいセン

ターのある通りを右折いたします。そこを直進いたしまして、突き

当りを右折いたしますと一般男子の１、２部のコースになります。

左折いたしますと３、４部の女子と中学生のコースとなります。 

１、２部ではこちらを右折いたしまして、しばらく南下いたしま

す。堂崎公園のところを大きく左折いたしまして、柳通りを北上い

たします。そして、突き当たり、小動神社の通りを左折いたしまし

て、直進いたします。次に、目久尻川の橋を渡ったあと左折し、北

部公民館のほうに行きます。そちらを左折し、旭保育園のそばを通

りまして、またスタート地点に戻るというコースになります。 

１、２部で１周が約５キロのコースになっております。３、４部

は約３キロのコースになります。 

 日時につきましては、平成３１年４月１４日日曜日です。毎年４

月の第１日曜日に実施しておりましたが、統一地方選挙が７日に行

われますので、日程変更いたしました。 

スタート時間につきましても、できるだけ車の交通量が少ない時

間帯で終わらせられるようにと茅ヶ崎警察のご指摘もありまして、

昨年よりも３０分早くなっております。また、スタート地点の旭が

丘中学校前の道路は非常に狭いため、混雑を避けるためにスタート



を１、２部、３、４部に分けて行う予定でございます。 

交通規制箇所につきましては、裏面コース図の赤い線になりま

す。旭が丘中学校前の道路がスタート、ゴール、中継所地点のため、

車両進入禁止として、大会開催中は交通規制されております。 

現在の大会申し込み状況ですが、参加チームは８６チームで、過

去最多となっております。 

（事務局） 

今回はコース選定にかなり四苦八苦して、ほとんど信号を通らな

い、唯一１カ所だけ点滅の信号があるコースにさせていただきまし

た。 

（塚原会長） 

来年以降日程は戻りますか。 

（事務局） 

 戻す予定です。今回は特別に４年に１回の統一地方選挙があり、

投票日と重なったため、変更いたしました。また、来年度は７０回

の記念大会となりますので、寒川神社をスタート地点にできればと

思っています。せっかくの記念大会ですので、早目に警察と協議を

進めて、さらによりよいコースにしていければと思っています。 

（塚原会長） 

昨年は参加チーム何チームですか。 

（事務局） 

昨年は８２チームですので、４チーム増えました。参加費を有料

化してから申込数が伸びてくるというのはおもしろい現象だと思

います。 

（塚原会長） 

   運営費は大丈夫ですか。 

（事務局） 

企業協賛の部分で、担当が努力して、今年はゼッケンをご用意で

きることになりました。 

（若林委員） 

１部、２部と３部、４部の参加申し込み状況を概略で構いません

ので教えてください。 

（事務局） 

１部、２部が約５０チームで、３部、４部が約３０チームです。 

（坂本委員） 

１部、２部が５０チーム一斉にスタートして、徐々にばらけると



しても、これは周回コースなので、非常に危険だと思うのですが、

走路員はどのくらいいますか。 

（事務局） 

約７０名です。寒川町スポーツ推進委員協議会、寒川町体育協会

の方々に行ってもらいます。また、要所には警備員を雇って配置い

たします。 

（坂本委員） 

有料の警備員は何人いますか。 

（事務局） 

５名を予定しております。信号の点滅の箇所など危険と思われる

箇所に配置いたします。 

（坂本委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

○ 閉会 

（塚原会長） 

今日の議題等は、これで終了いたしました。ありがとうございま

した。  

 

配付資料 

 

資料１：公共施設総合管理計画の進捗状況について 

資料２：町営プール整備の進捗状況について 

資料３：パンプトラックさむかわの利用状況について 

資料４：アークリーグの開催について  

資料５：第６９回観桜駅伝競走大会開催概要 
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