請願第９号

南地域 のスポー ツ環境 の充実を求める請願
町 E日 市 におかれ ま しては、 日頃 よ り地域 スポー ツの振興 に尽力頂 いてい る事 に心か ら感
謝申 し上 げます。 また、 これまで「 スポー ッ環境 の整備及 び魅力 ある地域社 会 の形成」「ス
ポーツを通 じた健康 の保持及 び増進 に関す る知識 の 向上」 な どの理念 の下、
『町田市 スポ

=

ツ推進計画』 を推進 す る事 に賛同す るところです。
この度 は南地域 のスポーツ をす る環境 についてス ポーッ行政 の理念 と実態 を鑑 み て改 め
て『 町田市 スポーツ推進計画』 の理念 に沿 う環境 の充実 を求める次第 ですも
この間町 田市 の南地域 のスポー ツ環境 と
ま、それぞれの市殉小中学校 の学校 開放 をは じめ
金森西田スポー ツ広場及 び成 瀬鞍掛 スポー ツ広場、鶴間公園 と大規模なスポー ン広場 を有
す る地域であ ります。 この様 な スポー ッ環境 に連嘉をし町 田市内でも人目が充実 してい る地
域 で もあ ります。 しか し、鶴 間公園 スポ

=ツ 広場 は町田市 の南町田駅周辺地 区拠点整備計
画 の鶴闘公園再整 備事業 によ り使用出来な くな り、 2018年 度 に は金 森西田ス ポーツ広場が
東京都 の調節池整備計画のために立て続 けて使用出来な くな りま した。

?917年 度実績 で は金森西田 スポー ツ広場は年間約 3万 人 の地域住 民やスポー ツ本ll用 者 が
お り、鶴間公園で も利用出来 ていた時期 には、 これ相応 の利 用者 がお りました 。 この広場
不ll用 者が この短期 間 でスポーツ をす る環境 を失い、「スポー ッ難民」 とな りま した。 また、
追 い打 ちをかける様 に 2019年 度予算 には成瀬鞍掛 スポーツ広場 の整備計画が打 ち出され、

基本設計が可決 されました。 このまま計画が進 めば来年度 には実施設計 に入 り、その翌年
には整備工事に入 り広場が使用出来なくなります。

3箇 所 のスポーツ広場の工事 が計画通 りに進めば金森西田スポーツ広
場 も工事期間が約 8年 間である事から、年耳
口
約 4万 人が使用 している威瀬鞍掛 スポィツ広
司
場 を合めて年 写
利用者 が南地域だけで 7万 人の年 弓
利用者 が「 スポーッ難民」 となる計算
仮 にこのまま この

F日

F巨

にな ります。町田市は この間「代番地を探す」 1様 々な機会 に答弁 してお りますが、南地
域 には代誉地を確保す る程 の土地はな く、現在ほ とんどの不ll用 者が未 だ代替地 が叶わず、
困難 を極めてい る状況 にあ ります。また、鶴 尋
公園のスポーツパークが本年 の 11月 前後 に
F日
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使用可能 とな るとはいえ、 これまでとは利用方法や管理体制が変わ り代答地 として「 不ポ
ー ツ難暴」 お解消され るとは言セ1難 い状況 であると考 えます 。現 に金森西田スポィツ広場
、
を利用 していた団体 の一部は近 く整備工事 に入 る〒定 の事瀬鞍掛 スポァ ン広チ
易に代替地を
求 めていま す。既 に南地域 において存続出来な くなるスポー ツ団体 も多 く出て、解散 を余
儀な くされ、解散 したスポーッ団体 も出てきています。
このままでは町田市の打ち出す『町田市スポ下ツ推進計画』 の施策である、
「地域にお け
るスポーツの推進」「市民スポーツの環境づ くりJ「 スポーンのまちづ くりど とい う基本理
念 が全 く機能する事が出来な彰ヽ
状況 になると危惧するところです。
よって南坤城 にお けるスざエツ環境 の充実を切 に求め、請願致 します。

請願項 目

1
2ヽ

南地域のスポエツをする環境整備を充実して下さい。
金森西田スポーツ広場及び鶴間公園、成瀬鞍掛スボーゾ広場の利用謹体が これまで通

i りにスポー ッが出来 るよう、代替地を含め早急に対応 して下さい。
｀
3 手
見状通 りにスポユジが出来 る環境 (代 替地等)が 整わない場合にはIF見 在 の計画
施 している計画を合む).を 廷期またと
ま中止 レて下さい。
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