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議事の経過 

○ 開会 

 

〇 委嘱状交付式 （若林正雄委員のみ） 

 

○ あいさつ  伊藤健康子ども部長 

 

○ 議事録承認委員の指名  島田副会長、三澤委員を指名。 



               

○ 議題 

（１）パンプトラックさむかわについて （資料番号１） 

（事務局） 

それでは資料番号１をご覧ください。 

パンプトラックさむかわについてご説明をいたします。 

パンプトラックとは、簡単に設置、解体ができる移動式パンプト

ラックコースのことです。防水加工された木製の台の上に特殊なノ

ンスリップ加工を施しましたグラスファイバー製の表面を設置し

たパーツで構成されたもので、これらのパーツの組み合わせによっ

て、さまざまなレイアウトができるものとなってございます。 

   実施できる種目といたしましては、マウンテンバイク、ＢＭＸ、

スケートボード、インラインスケート、キックスクーターやバラン

スバイクなど、これらの乗り物で、どんなレベルでも楽しむことが

できるものとなっているところでございます。 

   では、資料番号１の表紙に戻ります。 

パンプトラック寒川オープンまでのスケジュールについてご説

明いたします。 

   ９月中旬までに、施設を取り囲むフェンスの工事が完了いたしま

す。本日が９月２８日ということで、現在フェンスの設置について

は完了しているところでございます。 

   そして、１０月初旬から中旬までに、パンプトラック本体の設置

が完了する予定となってございます。当初の予定ですと、１０月４

日から５日の間に設置できる予定となっておりましたが、台風の影

響により、早くて１０月９日から１０日の間に設置すると伺ってお

ります。台風の接近等により、さらに遅くなってしまう場合もある

と業者の方からご連絡をいただきました。そういった場合には１０

月１５日から１６日になる可能性もあるとのことです。 

１０月２０日にはオープニングセレモニーを実施する予定で、現

在準備を進めているところでございます。 

   次に、オープニングセレモニーの概要についてご説明いたしま

す。 

繰り返しになりますが、平成３０年１０月２０日土曜日の１３時

から実施いたします。荒天の場合には１０月２８日の日曜日、１４

時に順延して実施いたします。 

   実施場所につきましては、さむかわ中央公園内にございます、パ



ンプトラックさむかわの設置場所、及びその南側の自由広場となっ

てございます。 

   資料といたしまして、３枚目にさむかわ中央公園の平面図を載せ

ております。太点線で囲ってあるところがパンプトラックさむかわ

の設置場所でございます。設置場所と南側の自由広場でオープニン

グセレモニーを開催する予定となってございます。 

   では、資料番号１の表紙にお戻りください。 

続きまして、来賓としてお招きいたします方々についてです。 

まず、神奈川県スポーツ局長平田様、神奈川県議会議員山本様、

町議会議員の方々を予定しております。 

   本審議会の会長であります塚原委員にも先日ご案内の通知を送

付させていただいているところでございます。 

また、レクリエーション協会の稲葉会長にもご案内の通知を送付

しておりますので、ぜひご出席のほど、よろしくお願いいたします。 

   その他の参加者といたしましては、寒川町体育協会会長や、寒川

総合スポーツクラブの方などのスポーツ関係団体の皆様、また、パ

ンプトラックさむかわの指定管理者、パンプトラック施設の整備に

携わった事業所の皆様、マスコミの方々に、ご案内通知を送付して

おります。 

   次に、オープニングセレモニーの内容でございます。 

２部構成として実施を考えてございます。 

第１部では、来賓の祝辞などオープニングセレモニーに関するこ

と、それからＢＭＸ競技で東京オリンピック出場に有望な寒川在住

の畠山紗英選手のビデオメッセージを流す予定でおります。 

本来でしたら畠山選手に、ぜひ会場に直接来ていただきたかった

のですが、海外への遠征で現在スイスに行っていて、オープニング

セレモニー当日の帰国は難しいとのことで、メッセージをいただい

ております。こちらを当日放送する予定です。その後、来賓により

ますテープカットの実施を行って第１部が終了いたします。引き続

き第２部に移り、施設を使用してのデモンストレーション走行を行

います。その後、多くの方に無料体験していただく予定でございま

す。 

   なお、さむかわ広報１０月号に折り込みでパンプトラックさむか

わのチラシが全戸配布されます。 

   パンプトラックさむかわにつきましては、１０月２０日のオープ

ン以降も、町内外を問わず多くの方にご利用いただいて、町のスポ



ーツ活動の推進を図って参りたいと考えております。ぜひ審議会に

お越しの委員の皆様からも、施設のＰＲについて、ご理解、ご協力

をいただきますよう、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。 

（事務局） 

１点補足をよろしいでしょうか。 

（事務局） 

   本日、体育センターの坂本委員にお越しいただいておりますが、

先ほど全戸配布されるとお伝えしたパンプトラックさむかわのチ

ラシが、まだ在庫がございます。いろいろ公共施設等に置くことで

現在対応を考えております。 

   具体的に申し上げますと、今、寒川町の町内３駅に置かせてもら

うことで話を進めております。また、海老名から寒川間のバスに置

かせていただくことを考えております。 

   それから、茅ヶ崎市、藤沢市のスポーツ担当にお願いをしまして、

パンプトラックさむかわのチラシを置かせていただくことになっ

ております。 

   坂本委員にもご協力いただいて、体育センターにパンプトラック

さむかわのチラシを置かせていただくことは可能でしょうか。 

（坂本委員） 

  はい。大丈夫です。ですが現在体育センターの改修をしておりま

す。そのため基本的に一般県民は、お越しにはなられません。教員

しか来ないのですが、それでもよければ置かせていただきます。 

（事務局） 

   ありがとうございます。２０部から３０部程度をお持ちいただい

て、置いていただければと思います。よろしくご協力いただきたい

と思います。以上です。 

（塚原会長） 

  皆さんから何かありましたらお願いいたします。 

   これまで何回か、この会でもパンプトラックさむかわについて随

時説明がありました。その間は皆さんのご意見等も、いろいろ考え

ていただけたかと思います。いよいよ開始ということになりますの

で、ぜひ、所属団体等、色々な場で宣伝していただければと思いま



す。 

 

（２）寒川町営プール整備について（資料番号２）  

（事務局） 

それでは、資料番号２の町営プール再整備に係る進捗状況につい

てご説明をいたします。 

   町営プールの再整備手法につきましては、神奈川県企業庁の地域

振興施設等整備事業を活用するもので、設計及び施工につきまして

は、県企業庁が行うものとなってございます。 

   また、事業を進めるに当たりまして、平成３０年３月１２日に県

企業庁と町との間で、寒川町営プールの整備に関する基本協定書を

締結いたしました。 

   次に、町営プール再開までの全体スケジュールでございます。平

成３０年度に基本設計を行いまして、平成３１年度には基本設計に

基づく実施設計を行います。そして、実施設計完了後に再整備工事

を開始いたしまして、翌平成３２年度に再整備工事を完了する予定

となってございます。プールの再開は平成３３年度予定ということ

になってございます。 

   続きまして、今年度の進捗状況についてご説明いたします。 

平成３０年６月１５日に寒川町営プール整備事業基本設計業務

の受注業者が決定いたしました。受注業者は、厚木市内にございま

す株式会社創和加藤設計で、履行期間は平成３０年６月１５日から

平成３１年３月１５日までとなってございます。 

   なお、受注業者を決定する際の入札、契約等に係る手続につきま

しては、神奈川県企業庁によるものでございます。 

   受注業者決定後、平成３０年７月１２日から、受注業者による現

地調査を始めておりまして、８月末まで、この調査を行っておりま

す。 

   なお、初回の現地調査につきましては、県企業庁財産管理課及び

町健康・スポーツ課職員立ち会いのもと、行われております。 

   続きまして、今後の予定についてです。県企業庁と寒川町とで協

議を進めながら本年度１０月から１１月を目途に設計内容が確定

するスケジュールとなっております。また詳細等が決まりました

ら、審議会の場で進捗状況等についてご説明したいと思っておりま

す。 

   以上で説明は終わりとなります。よろしくお願いします。 



（塚原会長） 

ありがとうございます。町営プールの再整備についての進捗状況

の説明がございました。 

今の段階では、事務局の説明のとおり進んでいるとのことです。

皆さんでご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願いします。 

（島田委員） 

今のお話で町営プールの再整備が進んでいるというのは分かり

ますが、具体的に、どういうところを目指しているのかを教えてい

ただきたいと思います。例えばですが、今は屋内２５ｍプールがあ

り、外には５０ｍプール、スライダー、幼児用プールがございます

ね。その４つが基本的に設備としてありますけれども、これから整

備しようとしているのは、どういう形になるのかを教えていただき

たいです。要は以前と全く同じ形になるのか、それとも変わる部分

があるのか。という点でございます。 

（事務局） 

昨年度策定いたしました公共施設管理計画の中で、まずは方向性

として、既存の設備を最大限利用して改修していくという方向性が

示されました。それをもとに、この事業を始める前に県企業庁に要

請書を提出することになっています。その要請書に、どんなものに

してほしいかという内容を記述して提出しております。 

   今回提出した内容につきましては、幼児用プール、スライダープ

ール、それから５０ｍプールだと、規模が大き過ぎるということで、

２５ｍプールに縮小して改修する方向でございます。また、屋内プ

ールについては撤去という形になります。概要としては、申し上げ

た形になります。 

   今後についてですが、少しずつ案ができていると思いますので、

来月になりましたら幾つか複数の案を県企業庁から提示していた

だき、町のほうで選択していくという形になります。 

   なお、その案につきましては、その間、町と県企業庁との間で協

議を進めながら、つくり上げていくものでございます。 

   以上でございます。 

（塚原会長） 

ありがとうございます。 

   今まで町営プールに関するアンケートの実施や、モニター的なこ

ともやっておられたのですが、今後も同じ形で、進めていくという

解釈でよろしいでしょうか。 



（事務局） 

   はい。先ほど申し上げませんでしたが、コスト面、ランニングコ

スト等、全て踏まえた形で方向性を出していますので、今回この形

で進めていきます。 

（三澤委員） 

プールの開場については、事前に広報などの通知で、経過報告の

ようなものがあるのでしょうか。 

（事務局） 

   現在町民の方への経過報告としては、さむかわ広報８月号で基本

協定を結んだということや、再整備事業が始まった事、大まかでは

ありますが全体スケジュールを掲載済みです。 

（三澤委員） 

   わかりました。 

（事務局） 

   この後も進行状況についての広報掲載は、進み具合に応じて、そ

の都度お知らせするという形になると思います。 

（塚原会長） 

他によろしいでしょうか。 

（加藤委員） 

少し先の話になりますが、町営プールが完成したら、小学校のプ

ール開放はなくなる予定ですか。 

（事務局） 

   そうです。 

（加藤委員） 

   まだ先でしょうか。まだ２年後、３年後でしょうか。 

（事務局） 

   そうですね。２年ぐらいございます。 

本当は東京オリンピックの年にできればという希望はあったの

ですが、どうしても、このスケジュールしか組めないとのことです。 

（塚原会長） 

  小学校のプールが耐用年数を経過しており、一時改修のような 

話も出ていたと思いますが、実際今の各学校の進行状況はどうなの

でしょうか。 

（事務局） 

   ただいま、再編計画を策定しており、来年度の６月あたりにその

計画が確定するというスケジュールで進んでおります。その中で明



らかになっていくかというところでございます。 

 

（３）その他  

（塚原会長） 

皆さんから別件で、質問や情報交換、報告などありましたら、よ

ろしくお願いします。 

（若林委員） 

私、今回の会議が初めてのため、パンプトラックについての知識

がございません。パンプトラックを寒川で始めると伺ったのです

が、茅ヶ崎、平塚、藤沢などの地域では、やはりこのようなトラッ

クをお持ちなのでしょうか。 

（事務局） 

   持っていないと思います。藤沢に、パンプトラックではないので

すが似たようなものはございます。海岸線沿いにスケートパークと

いう形で、スケートボードを中心に楽しめる施設はあると伺ってお

りますが、寒川のパンプトラックとは異なります。 

（若林委員） 

   パンプトラックさむかわは町民の方の色々な要望や希望などが

あって、実現されたのでしょうか。パンプトラックさむかわを作る

動機というのは、どの辺から始まったのでしょうか。 

（事務局） 

   まずＢＭＸ競技において、オリンピックに出られそうな方がいら

っしゃるということと、スケートボードについてもオリンピック種

目にあるということで、町でも、少しオリンピックに絡んだ事業を

進めていければということからです。 

また、今年の４月からブランディングを始めました。寒川町は平

坦で住みやすいという一つの利点があり、自転車を利用しやすい町

となっております。そういった意味から、パンプトラックさむかわ

を今回整備させていただいたというところになります。 

（若林委員） 

   寒川に特徴あるものがあるという見方ができるわけですね。 

（事務局） 

   そうです。全国、民間でも１０にも満たないところしか、常設と

いうのはございません。よくイベント等で駐車場等に臨時的に設置

するというお話は伺います。パンプトラックはプラモデルのように

組み立て式のものでございます。 



そのため、イベント等で利用される例があると思われております

が、常設して管理していくというのは、自治体の中では初めてと聞

いております。 

   そのため、これもプロモーションの一環で、パンプトラックさむ

かわを売りにして、近隣の方々に寒川町をＰＲしていきたいという

部分ございます。 

今回このデザインにつきましても、プロモーションの関係上、マ

ーケティングマネジャーという方を臨時に雇用させていただいて

おります。その方のデザインなども含め、なおかつ、施設にはブラ

ンディングカラーをイメージした掲示物をマネジャーにデザイン

してもらいながら行う形になります。 

（若林委員） 

   もう一つ、開場時間等の記載がございますが、町として年間で大

体どのぐらいの利用者数を見込んでいるのか推定目安があれば教

えていただきたいです。 

（事務局） 

   はい。初めて建てる施設ということで、なかなか想定がつきにく

い部分もあります。 

大体ですが１万人前後を見込んでいます。 

なお、指定管理という形で企業に管理を任せる。その中で自主事

業という形でイベント等開いて、それなりの著名な方を呼んで、何

か教室を開くとか、デモンストレーションを見ながらその後体験し

てもらうとかというのもありますので、何とか１万人あたりを目指

していければと考えております。 

（若林委員） 

   あともう一つ、スケートボードとか、インラインスケートの専用

の道具みたいのが、その子その子が持ってきてやる場合が多々ある

のかなと想定するのですが、そういった場合はどう対応していくの

でしょうか。 

（事務局） 

   今現在、スケートボードは気軽に購入できますので、お持ちにな

られている方が多いと考えております。 

ただＢＭＸというのが、なかなか一般的な自転車屋さんには売っ

ていないということでございますので、レンタル用で指定管理者が

購入する予定です。安全面を考慮し、ヘルメットや、プロテクター

などもレンタルできるように動いております。 



（若林委員） 

   貸し出しをしてくれるわけですね。 

（事務局） 

   はい。 

（若林委員） 

   パンフトラックさむかわのチラシが余っていると先ほどおっし

ゃっていましたが、学童にもチラシを置くことは可能です。 

（事務局） 

   ぜひお願いします。ありがとうございます。 

（塚原会長） 

他に何かありますでしょうか。 

   藤沢はこの前、スケートパークを大々的に報道していましたね。 

（事務局） 

   はい。パンプトラックも、いいタイミングでプレスリリースして、

宣伝効果を上げていきたいと考えております。 

みなさまムラサキスポーツをご存知でしょうか。ムラサキスポー

ツは比較的スケートボードなどを手厚く行っていらっしゃる企業

です。そのため来週あたりから亀井課長と指定管理者も含めて、一

緒にパンフレットを持ちながら、ＰＲを行いたいと考えておりま

す。 

（塚原会長） 

   パンプトラックを平日利用者する人は少ないですよね。 

（事務局） 

   お子さんということを想定しますと、学校に行っているので、３

時以降の夕方からご利用していただければと思います。 

（塚原会長） 

   そうですね。小学校の校長会や中学校の校長会でぜひパンプトラ

ックさむかわを活用してくださいと宣伝する必要もあるかもしれ

ないですね。 

（事務局） 

   はい。そうだと思います。 

それを含めて効果的なＰＲ活動をしていければと思っています。 

（島田委員） 

このパンプトラックを使われる年齢層というのは、比較的若い人

だと考えておりますが、高齢化時代ということで、高齢者がうまく

パンプトラックさむかわを使うというのは難しいでしょうか。なに



か良い案がないかと思いました。 

（事務局） 

   高齢とはあまり言えないですが、パンプトラックを設置している

施設を視察させていただいたときに、おそらく５０代ぐらいのお客

様かと思いますが、利用をしておりました。 

あまり高齢になってしまうと厳しいかとは思いますが、５０代の

方はご利用いただけるのではないかという印象を抱いております。 

   年齢を重ねてから始めるのと、若いころ始めて年齢を重ねるの

と、また条件が違うと思います。できるだけ多くの方にご利用でき

るような工夫をしていければと思っています。 

（塚原会長） 

   他に何かありますでしょうか。 

   では、特にないようですので、事務局から何かありましたらよろ

しくお願いいたします。 

（事務局） 

それでは、２０１８さむかわスポーツデイについてご説明させて

いただきます。青いチラシをご覧ください。 

   さむかわスポーツデイのチラシは、パンプトラックさむかわのチ

ラシ同様、広報さむかわ１０月号に全戸配布されます。さむかわス

ポーツデイは毎年、体育の日を中心に開催しているスポーツイベン

トでございます。スポーツ活動の推進、健康の増進を図ることを目

的としております。 

   開催日時ですが、チラシ記載のとおり、１０月８日、１４日、２

１日の３日間にわたり開催いたします。 

   まず８日が、スポーツデイファーストとしまして、シンコースポ

ーツ寒川アリーナ、さむかわ中央公園を中心に、無料マッサージ体

験やテニス教室、メタボリック改善講座、血管年齢測定など、さま

ざまなイベントが実施されます。 

１４日は、田端スポーツ公園で、小学生を対象とした元プロ野球

選手の古木さんによる野球教室やカヌー体験を実施いたします。 

   ２１日は、寒川町民センターでボディビル大会を実施いたしま

す。 

ボディビル大会は、観覧無料券を先着５０名の方に、１０月１日

から健康・スポーツ課の窓口で配布いたしますので、ご興味のある

方は健康・スポーツ課窓口までお越しいただければと思います。 

   小さいお子様から大人まで、さまざまな年齢層が楽しめるイベン



トとなっております。 

   以上で２０１８さむかわスポーツデイの説明を終わらせていた

だきます。 

（事務局） 

   １点補足でよろしいでしょうか。 

さむかわスポーツデイのチラシ裏面に、１０月８日のイベント情

報が記載されている部分の一番下に、渡邉功さんによるテニス教室

とございます。 

テニス教室は県の派遣事業を活用して、渡邉さんに来ていただく

ことになっております。県にはいろいろお世話になりました。あり

がとうございました。 

   以上です。 

（塚原会長） 

   テニスについては県の派遣事業という形で講師をお願いして来

るとのことですね。 

（事務局） 

   はい、そうです。お越しいただくことが決定いたしました。 

（塚原会長） 

   ちなみに昨年度がバレーの元オリンピック選手が来られました

よね。 

（事務局） 

   はい。元バレーボール選手でミュンヘンオリンピック金メダリス

トの森田さんがお越しになりました。 

（塚原会長） 

   昨日、さむかわスポーツデイの最終実行委員会が役場の会議室で

開かれまして、私も参加いたしました。いろいろ意見も飛び交いま

して、準備等も必要な場面も出てきました。また今年は、いろんな

行事が雨天で延期になったり、中止になったりと少し心配な面もご

ざいます。ですが、基本的なイベントは室内での開催が可能ですの

で、実施という形で行われるかと思います。 

（坂本委員） 

少し関連することになるのですが、県でも本日イベントのチラシ

を持ってくればよかったのですが、スポーツデイのチラシの表に書

いてある「県民スポーツ月間」というのは、平成２９年３月に神奈

川県のスポーツ推進計画の、条例を作成し計画を立てました。 

そこで今まではスポーツ週間で行っておりましたが、スポーツ月



間と変更になりました。その一環ということで位置づけをしていた

だきありがとうございます。 

   １０月７日に体育センターと県スポーツ課で行う、オープニング

イベントがございます。先ほど申したように、県体育センターが改

修工事をしておりますので、今年度は、綾瀬のスポーツセンターで

の開催となります。 

内容といたしましては、サッカーの元Ｊリーガーの選手が来る教

室や、北京オリンピックの銀メダリスト塚原選手による走り方教室

などがございます。そういった有名な選手の申し込み必要な教室も

ありますけれども、当日ご参加いただけるフリーな教室等もござい

ますので、ぜひ皆さんにも、お立ち寄りいただければと思います。 

   また、１０月２１日、ちょうどさむかわスポーツデイの 3 日目と

同じ日になってしまいますが、小田原に西湘地区体育センターがご

ざいますが、そちらでも同様のイベントを開催いたします。 

こちらも無料で楽しめるニュースポーツ系のものもたくさんご

用意しておりますので、もしご興味のある方は、２１日もご参加い

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（塚原会長） 

ありがとうございます。皆さんご都合があえばぜひご参加くださ

い。 

（島田委員） 

少しよろしいでしょうか。県スポーツ課から、各地方自治体や各

体育協会にはアナウンスというか、告知を行っているのでしょう

か。 

（坂本委員） 

県でチラシ等の配布を行っていると思いますし、県のたよりに

も、もちろんお知らせしておりますので、体育協会等にはお知らせ

しております。 

（島田委員）  

  ありがとうございます。 

（三澤委員） 

  さむかわスポーツデイの１０月２１日日曜日のボディビル大会

の入場券先着５０名というのは、先ほど１０月１日から無料券配布

ということを聞きましたけれども、１日という明記は、広報との関

係があるのでしょうか。 

（事務局） 



はい。チラシを挿入しますと広報に記事が載せられないという事

情ございます。そのため、チラシを見て知るという形になると思い

ます。 

（三澤委員） 

   チラシを見たときからですか。 

（事務局） 

   はい。今日広報が配布されておりますのでご覧になられるかと思

います。無料チケットを配布できるのは１０月１日からと記載して

おけばよかったですね。申し訳ございません。 

余談になりますが、昨年度は全ての無料券を配布できていると思

います。好きな方は大勢で来られて５名分持っていかれたりしま

す。１人で１枚でという方は、少なったように記憶してございます。 

（坂本委員） 

   無料券をお持ちになられない５０名以外の方は、有料ということ

ですか。 

（事務局） 

   はい。そうです。 

（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。今日は短時間で終え

ることができました。ご協力ありがとうございました。 それでは

副会長閉会のことばをお願いします。 

（島田委員） 

今日は皆さん、お忙しいところをお集まりいただきましてありが

とうございます。予定の議事も、特にもめることなく、終えること

ができましたが、来月さむかわスポーツデイが待っております。盛

り上げたいと思いますので皆さん、ぜひ協力ください。今日はお疲

れ様でした。 

 

配付資料 

資料１：パンプトラックさむかわについて 

資料２：町営プール整備について 

資料３：その他 



議事録承認委員及
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日 

島田副会長、三澤委員  

（平成３０年１２月１１日確定） 

  


