
酒々井町体育館検討委員会中間報告」に寄せられた意見に対する酒々井町体育 

館検討委員会の考え方について 

 

①意見募集結果 

意見募集期間 
平成２３年 ９月３０日から 

平成２３年１０月１４日まで 

意見募集結果  意見応募者数     ９人 

 

②意見の内容と考え方（受付順） 

提出された意見の内容 意見に対する考え方 

提出者１ 

１ 町体育館は、既存の建物は解体し新たに 

健康づくりを目的とした建物にして欲し

い。 

 

 

２ 将来のことを考慮し災害時の避難所及び

備蓄倉庫としても使用可能な多目的な施設

とする。そのために地下 1 階地上３階建て

が理想です。 

地下 1階は、駐車場及び備蓄倉庫とする。 

地上 1 階は、温水プール（緊急時には風呂

としても活用） 

   ２階は、酒々井小体育館規模の体育施

設（舞台はなし） 

   ３階は、健康づくりを目的とした施設 

で、例えばセントラルスポーツ 

等に貸与し有料のフィットネ 

スクラブとして運用してもら 

う。 

屋上については、雨水をためて温水プール 

の水等に活用又は太陽熱を利用し、体育館の

電気及び余った電力は売電とする。 

３ 設置場所は、現在の町民体育館とする。 

 理由：利便性が良いし裏道を通れば交通事

故等の災害も軽減される等。 

 

１ 町民だれもが生涯にわたりスポーツに

親しみ、健康で心豊かに暮らすことのまち

づくりを実現していくために、新たな健康

づくりの拠点施設として、提言に位置づけ

ました。 

２ 町の災害時の緊急避難施設として活用

できる機能が必要であると、提言に位置づ

けました。 

  具体的なご意見につきましては、参考と

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 現在の場所での建替えについては、建築

基準法などの関係上、同規模の施設改修に

限られてしまうため、総合的な運動公園の

役割りを果たす総合公園に設置すること

を基本とさせていただきました。 



提出者２ 

１ 施設の整備水準は、正式競技ができる水

準でなくて良い。 

２ 冷暖付き 

３ 場所は、現在地で良い。 

４ 地下駐車場、１階は高齢者スポーツ専用、

２階は一般者向き 

５ 太陽熱利用（電気、シャワー、風呂） 

６ 雨水のリサイクル方式 

７ 管理運営を｢障害のある人たちの団体｣等

に委託すること。 

 

・場所につきましては、建築基準法などの関

係上、同規模の施設改修に限られてしまうた

め、総合的な運動公園の役割りを果たす総合

公園に設置することを基本とさせていただ

き、競技部分につきましては、人口規模など

を考慮し効率的に利用できる広さとして、バ

レーボールコート２面の広さを基本とさせ

ていただきました。 

また、具体的なご意見につきましては、参

考とさせていただきます。 

提出者３ 

１ 体育館建設の予定があるとお聞きし、大

変うれしく思います。町民のスポーツの振

興、健康体力づくり、災害時の避難場所と

して、ぜひ必要と思いますので建設してい

ただける様よろしくお願いいたします。 

  私の希望として、卓球ルームとトレーニ

ングルームも、ぜひ作っていただきたいと

思います。 

  卓球は、誰でも気軽にできるスポーツで 

す。子供から大人まで卓球台さえ準備して

あれば、すぐ出来るスポーツです。 

  トレーニングルームは、器具が自由に使

えれば、町民の体力づくりにとても役立つ

と思います。マシンが置いてあれば自由な

時間に気軽に体力づくりができます。ボラ

ンティアなどで、体力づくりのアドバイス

をしてくれる人がいるともっと良いと思い

ます。（松戸の体育館には、トレーニングル

ームとアドバイスの人がいて市民の体力づ

くりをしています） 

２ 町民が歩いて行けて安い料金で気軽に出

入りできる施設をよろしくお願いします。

建設する際は、床の材質は足に負担のない

木などの材質で、壁の色はボールの色と同

じでない様にお願いします。（卓球の場合、

白色だとボールが見にくくなります。更衣

室は、四街道の体育館の様に広くて、きれ

 

１ 町民だれもが生涯にわたりスポーツに

親しみ、健康で心豊かに暮らすことのまち

づくりを実現していくために、新たな健康

づくりの拠点として、災害時の緊急避難施

設としても活用できる機能を備えた、多目

的に利用できる施設として、提言に位置づ

けました。 

  卓球ルームにつきましては、バレーボー

ルコート２面の広さの中で効率的に対応

できるのではないかと考えました。 

  また、トレーニングルームなどのご意見

につきましては、健康体力づくりの拠点施

設として、提言に位置づけました。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 場所につきましては、総合的な運動公園

の役割りを果たす総合公園に設置するこ

とを基本とさせていただきました。 

 また、具体的なご意見につきましては、参

考とさせていただきます。 



いにお願いします。） 

提出者４ 

１ <町体育館…あるていど贅沢なものを> 

  検討委員会の方々が印西市及び成田市の

施設見学を選択なさったのは、新体育館の

目指す方向を或る程度示唆したものと考え

られます。私もこのレベルの施設は長い目

で見て決して贅沢なものとは思いません。

温水プール、武道場等も備えれば申し分な

いのです。クルマ社会なので｢駐車場数台の

旧町体育館｣を改修利用するのはムリがあ

ろうかと思われます。 

２ <福祉・介護・新老齢施設などと合同庁舎

に> 

  巨費を投じなければならないので、体育

館だけに目が行くのを避けて『酒々井町今

後の１０年構想』で見渡せば、老齢化人口

増の酒々井についても配慮が必要でしょ

う。エコトピアだけに頼るのは心細い感じ

がします。 

３ <防災施設としても機能するように> 

  検討委員会の方々がご指摘のように｢体

育館｣は防災施設としても機能しなければ

なりません。酒々井町の古い農家の軒先に

は｢小船｣が用意されています。千年に一度

の長期降雨が印旛地域を襲っても、印旛沼

の決壊は本当にないのか…。３．１１震災

の教訓を活かしながら、もう一つの勉強も

しておく必要を感じます。 

４ <オカネのこと> 

  各省庁の補助・交付金の研究を重ねて、

利用出来るものを食い尽くすつもりになれ

ば道も開けるのではないかと考えます。 

 

１ 視察場所につきましては、検討委員会の

中で意見を出し合い、印西市の松山下公園

総合体育館では付帯施設などを、成田市の

印東体育館では、現在の町体育館より少し

大きめな施設を見学することにより、今後

の運営に活かしていくため選定いたしま

した。 

  場所につきましても、駐車場などを考慮

し総合公園に設置することを基本とさせ

ていただきました。 

２ 提言の内容について、町で総合的に検討

していただき、様々な施策がある中で財政

状況を考慮しながら総合計画上に位置づ

けをするよう、提言しました。 

 

 

 

 

３ 町の災害時の緊急避難施設として活用

できる機能が必要であると、提言に位置づ

けました。 

 

 

 

 

 

 

４ 参考とさせていただきます。 

提出者５ 

中間報告は建設費について何も触れていま

せんが，建設費は最も重要な項目の一つと考

えられます。それなくして、新築か、改修か

と問われれば多くの答えは新築が良いとなる

でしょう。町の財政事情が厳しいなか、建設 

 

町体育館検討委員会は、町の人口などを考

慮し、町にあった体育館はどのようなもの

か、場所はどこが良いのかなど、今後の方向

性を検討し、町に提言をするため設置されま

した。 



コストや費用負担についての考え方を示さ

ずに唯単に意見だけ聞くというのは、最初か

ら新築ありきで進めようとしているように見

受けられます。新築・改修に係る建設費と町

民の費用負担について明示して頂きたく強く

お願い申し上げます。  

 なお、町行政にとって町民に対する公平、 

広汎な最大のサービスは減税です。 

委員会の検討の中で、建設費につきまし

て、平成２２年度に新築した酒々井小学校体

育館が約２億６千万円：２０１千円／㎡で、

現在の町体育館を耐震補強した場合は、約１

億７千万円：１９９千円／㎡と積算される旨

の資料を基に協議したところです。 

 なお、金額につきましては建設費だけのも

ので、この他に設計費・管理委託費などが経

費として必要となるものです。 

提出者６ 

町体育館の建設には、絶対反対です。 

 財政的に豊かで金持ちの町なら良いが、そ 

れでなくても収入の少ない酒々井町、色々と

出費がかさむ町行政です。子や孫に借金を残

すことに反対です。 

 屋内施設がない訳ではなくどうしても必要 

なものとは思えません。ここは無理に建築せ 

ず豊かになってからでも遅くはないと思いま 

す。 

理由１ 誰もが見て判る計画案と総工事費及 

びその時の町財政を町民に公表し｢住 

民投票｣で総意を聞いてからでも遅く 

ない。 

  ２ 建築ありきの通り一遍の住民の意見 

を聞く、又は聞いたの茶番劇風のやり 

方は、昨今の原発問題「やらせ」公聴 

会と同じになります。 

  ３ ｢欲しいから｣｢造りたい｣｢造る｣で 

は、町財政はたまりません。それらの 

お金は、国からのものを含めすべて私 

達の納めた税金です。 

  ４ 本当の意味で、どれほどの人達が年 

間で使うのでしょう。今ある学校の施 

設等を効率よく活用してもらい不便の 

ところは、使用料金を安くしてあげる 

とか。 

  ５ これから本当に使いたい各懸案事項 

項、例えば、老人ホーム、福祉関連、 

医療関係、教育関係等々優先順位があ 

 

町体育館検討委員会は、町の人口規模や町

民のニーズなどを考慮し、町にあった体育館

はどのようなものか、場所はどこが良いのか

など、今後の方向性を検討し、町に提言をす

るため設置されました。 

 また、町民ニーズの把握として、平成２２

年度に実施した町民意識調査では、スポー

ツ・健康づくりに対する町民ニーズが極めて

高いことがうかがえます。そのようなことか

ら、総合的・計画的に検討をし提言したとこ

ろです。 

 また、具体的なご意見につきましては、参

考とさせていただきます。 



り、それらすべてが整ってから立派な 

ものを造ってはどうですか。 

  ６ 勉強のしやすい環境にするため冬は 

暖房、夏は冷房を整え校舎内も明るく、 

トイレもきれいにしてほしいものです 

。こちらの方が先ですよね。毎日のこ 

とですから、特に｢大室台小｣は、気の 

毒です！ 

 ７ 北海道夕張市の二の舞はゴメンです 

！ 

  

提出者７ 

中間報告やこの事業に対しての疑問や矛盾

があります。町の事業計画の報告が回覧板だ

けでは、見落とす可能性が多大ですので広報

にものせて下さい。 

 私の近遠では、体育館建設の話しは全く聞

かれませんので、報道だけではなく検討会（推

進派だけではなく反対も含めた）、説明会をひ

らいていただきたくお願い申し上げます。 

 熟考されずに話しが進んでしまいそうで不

安です。 

  

中間報告につきましては、町の人口規模や

町民のニーズなどを考慮し、町にあった体育

館はどのようなものか、場所はどこが良いの

かなど、今後の方向性を検討し、町に提言を

するため町民の方から広くご意見をいただ

くことを目的にしたもので、計画を具体的に

進める場合には、広く町民の理解が必要であ

ることを提言させていただきました。 

 また、具体的なご意見につきましては、参

考とさせていただきます。 

提出者８ 

現在の町体育館は後４５年経過し、老朽化

しており、耐震強度も不足し、東日本大震災

で外壁が崩落等があり安全面から休館となっ

ている。 

 如何にも老朽化及び安全面から建替えが必

要であり、町民の意見を聞き判断をするよう

な表現であるが、既に今迄４回の検討委員会

が開催され、町民体育館建設で進められてい

る。私の考えは、今は建設反対である。その

理由は 

①現在の日本国は膨大な借金状態である。し

かし、東日本大震災と台風１２・１５号で甚

大な被害を蒙り、東北地方と近畿地方の災害

支援復興をしなければならない。従い、国・

県等からの補助金はなるべく使用しない様に

すべきである。 

②体育館は小学校の２校、中学校、コミプラ 

 

町体育館検討委員会は、町の人口規模や町

民のニーズなどを考慮し、町にあった体育館

はどのようなものか、場所はどこが良いのか

など、今後の方向性を検討し、町に提言をす

るため町民の方から広くご意見をいただく

ことを目的にしたもので、計画を具体的に進

める場合には、広く町民の理解が必要である

ことを提言させていただきました。 

 また、具体的なご意見につきましては、参 

考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

②利用率につきましては９月末の数値とし 



の計４ヵ所にあり、中央公民館には講堂（激

しい運動でなければ体育館として使用可能）

がある。この５ヶ所の利用率は？ 

 コミプラ、中央公民館講堂の利用時間を２

１：３０まで延長する。 

 

③９月の町議会で小・中学校のエアコンクー

ラー設置を平成２４、２５年度で行う計画が

あるが、将来を担う子供たちへの環境整備を

優先させるべきである。 

④ ①及び③が終了してから体育館建設を考

えるべきである。 

⑤酒々井町体育館検討委員会設置要項で 

 （組織） 

 第３条 委員会は、生涯スポーツ等に見識

を有する学識経験者や地域住民等をもっ

て構成し、１０人を超えない範囲内で教

育委員会が委嘱する。 

疑問①委員の選出は、どのようにしたのか。 

委員の公募（推選可）は、しなかったのか？ 

疑問②応募締め切りが１０月１４日で１０月

２８日の第５回検討委員会で｢町民からの意

見を集約し、最終提言取りまとめについて｣ 

疑問①は体育館建設推進派の人選と思われ

る。住民、役場が知恵を絞り、野外で出来る

運動を推進すべきではないのだろうか。 

疑問②は体育館建設で進めており、｢住民の意

見を聞いた｣との口実を付ける為であるので、

２週間で住民の意見集約となっている。 

 従い、町体育館は白紙に戻す。 

て、次のとおりです。 

酒々井小学校体育館 １００％ 

大室台小学校体育館 ９２．３％ 

酒々井中学校体育館 ７８．６％ 

コミュニティプラザ多目的ホール７０．２％ 

中央公民館講堂  ４０．９％ 

 なお、各施設の利用時間は、午後９時３０

分までで、コミュニティプラザ、中央公民館

講堂は、午後９時までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疑問に対して、 

①今後の方向性について意見をいただくた

め、専門的立場から建設的な意見をいただく

ことと地区住民の立場から学識経験者を、生

涯スポーツに見識を有する立場から団体推

薦を、一般公募につきましては平成２２年７

月に広報で募集をしましたが、応募がありま

せんでした。 

②意見募集期間につきましては、過去に実施

した意見公募・他市の状況を参考にさせてい

ただきました。 

 

提出者９ 

１ 総合公園または、総合公園に隣接する土

地に、新築で体育館を建ててほしい。 

２ 印西温水センターのようなプールとジム

などがあるとうれしい。 

知人も｢プール、ジムが近くにあるとうれ

しい｣と言っていました。中途半端に作ら

ず、末永く使用できる施設にしていただき

たいです。 

 

１ 場所につきましては、総合的な運動公園

の役割りを果たす総合公園に設置するこ 

とを基本に提言させていただきました。 

２ トレーニングルームなどのご意見につ

きましては、健康体力づくりの拠点施設と

して、提言に位置づけました。 



 


