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「佐世保市スポーツ推進計画（案）」に関するご意見の内容と回答について 

○実施期間：令和 4 年 9 月 14 日（水）～令和 4 年 10 月 13 日（木） 

○受付人数・ご意見の数：27 人・46 件 
 

いただいたご意見 回答 備考 

① ２０ページの（２）施設設備に関する施策内容ですが、具体的な内容がなく漠然

としていると感じます。 

私はラグビーをしていますが、佐世保市のスポーツ広場、運動公園はほとんどが

土のグラウンドです。市民が一般的に使える芝生のグラウンドはほとんどありま

せん。市民が気軽に使えるスポーツ公園のほとんどが土のグラウンドではスポー

ツ振興を図るうえで非常に足かせになるのではないでしょうか。 

土のグラウンドは維持コスト面から有益なのは理解できますが、雨天時や雨天後

の使用が敬遠され、晴天時も風が吹けば砂埃が舞い、もし転倒すれば打撲傷、擦

過傷を負うデメリットがあります。 

しかし、全てのスポーツ広場を天然芝にすれば、莫大な維持コストが必要になり

ますので現実的ではありません。ですから、例えば鳥取方式と言われるような廉

価で手入れが繁忙煩雑でない芝生を使用したり、ゴムチップ入り人工芝にしたり

することで維持コスト圧縮は十分可能と考えます。 

全天候型のスポーツ広場を多くすることで、より多くの市民が怪我の心配なく、

天候に左右されず、気軽にスポーツに勤しむ土台が作れると考えています。これ

はスポーツ広場のみならず、市立小中学校のグラウンド等にも言えると思いま

す。 

スポーツの強豪国と言われている国では、芝生の広場が当たり前にあり、誰でも

自由に使用でき、芝生は遊ぶためにあるという考えであると聞きます。日本の芝

生はどちらかと言えば景観を重視し、芝生への立ち入りを禁止する有様です。日

本のグラウンドスポーツが中々強くならないのは芝生のスポーツ広場がほとんど

ないからだ、という指摘もあるくらいです。 

佐世保市にそのまま当てはめるのは話が飛躍しすぎかもしれませんが、もしスポ

ーツ広場の（人工）芝生化促進を打ち出せば、「佐世保市はスポーツに力を入れ

る」という強力なメッセージとなると思います。特に利用率の高い北部スポーツ

広場、小佐々スポーツ広場、大塔公園、天神公園、総合グラウンドサブグラウン

ド等を推進してみてはどうかと思います。 

【人工芝グラウンドの整備について】 

 人工芝のグラウンドの整備について、屋外のスポーツ

の競技者から要望があることは承知しております。 

 一方で、本市では、人口減少と少子高齢化が今後一層

進むことが見込まれ、その中でも持続可能な施設につい

て考えていく必要があると考えています。 

 このため、整備費用、維持管理費、利用者見込、地域

偏在などの状況を勘案し、人工芝グラウンドの整備も含

め、スポーツ施設全体の再編計画を令和6年度を目途に

策定した上で、施設の更新や整備を検討してまいりま

す。 
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いただいたご意見 回答 備考 

② オリンピック競技にもなった、スケートボードを、子供が一生懸命練習していま

したが、西九州道路の拡幅工事により練習する場所がなくなり非常に困っていま

す。又他の子供達も平日にも関わらず、県外に練習に行っている状況です。競技

人口も増えてきてます。大人も子供も気兼ねなく滑れる場所が必要だと思いまし

たので、このパブリックコメントにて書かせて頂きました。私の子供も大会に出

ると目標を持ってやっています。競技会場に近い状態の施設の検討を宜しくお願

いします。 

 

【スケートボート場の充実について】 

 現在の佐世保公園レクリエーション交流広場（スケボ

ーエリア）については、施設の充実など様々なご意見が

あることは承知しています。今後、場所を含め新たなス

ケボーエリアの整備について、検討していきます。 

  

③ こんにちは。 

初めてご意見を書かせて頂く者です。 

私はスケボーをやっている者ですが佐世保市のスケボーをする環境をきちんと整

えて抱きたいと思いご意見させて頂きました。 

現在は佐世保スケートボードパークが高速道路工事の為、使用出来なくなってい

ますが相浦にあるテクノパークを使わせて頂いています。 

最低限のルールやモラルを守ってみんなで楽しく使わせて頂いております。 

佐世保スケートボードパークが再開するのを子供達から大人まで年齢問わず楽し

みにしています。 

ここから本題なのですが 

佐世保スケートボードパークが再開する際にあたって、もう少しスケボーする場

所を広くして頂きたいのとセクションや照明（例：時間を決める）などの設備を

もっとより良いものにして頂きたいです。 

そうする事によって治安や生活環境・健康維持などが守られ子供達の夢や希望が

持てる場所となり成果が実り出すと社会・地域貢献できると考えています。 

問題や資金面など色々あると思いますが、是非何卒よろしくお願い致します。 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 
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いただいたご意見 回答 備考 

④ 佐世保市スポーツ推進計画を拝読させていただきました。 

この計画書の中でも取り上げられていたアーバンスポーツの現状と今後のビジョ

ンがありますので、書かせていただきます。 

アーバンスポーツ スケートボードなど近年盛り上がりを見せています 

若者のスポーツ離れと反面して競技人口が爆発的に増加していることも事実です 

佐世保でも実質的競技人口はオリンピック後から爆発的に増えています。 

しかしながら今回の佐世保公園の一時閉鎖によりせっかくアーバンスポーツに取

り組んでいた若者が行き場を失い練習する環境がまったくありません。 

閉鎖中も各県でアーバンスポーツの公式戦やコンテストが開かれています。 

もちろん佐世保市からのエントリーも少なくありません。 

コンテストに出場する人たちは毎日のように県外にある有料のアーバンスポーツ

施設に片道一時間から二時間、往復四時間近くかけて通い続けています。金銭的

な負担も大きく、これ以上金銭的に負担が厳しいという言葉も耳にしたことがあ

ります。 

練習をしたいのにできない、他のスポーツよりも圧倒的に練習施設がないアーバ

ンスポーツの練習場の確保は必須と思われます。 

特に佐世保市のアーバンスポーツは基地が有ることによって歴史は長く他の市よ

りもノウハウ的なものの基礎は出来上がっていると思います。しかしながら佐世

保市には専用の施設がほぼないに等しい状態です。 

しっかりとしたアーバンスポーツ専用の施設ができれば全国からプロチームなど

の誘致ができるはずです。 

海外からプロフェッショナルチームも英語圏に強い佐世保市なら他の県よりも充

分対応できるモチベーションを潜めています。 

そのためには世界に通用するようなしっかりとプロセスを持った専用施設の新設

が必要です。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

 

【アーバンスポーツに関するプロ等の誘致について】 

 今後、本市のアーバンスポーツの文化が一層発展し、

よりハイレベルなものが誘致できるような機運・土壌が

整えば、ご意見のようなプロ等の誘致についても考えら

れる可能性があります。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑤ スケボーをする場所がないので 

佐世保にパークをつくってほしいです。 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

  

⑥ 私は高校生で友達と一緒にスケートボードをしています。いつも西九州道路の高

架下のパークで練習していましたがそのパークが閉鎖されてしまい、現状近場に

安全に、安心して練習する場所が無い状態です。 

 つまり、近所の公園や空いてる土地を見つけて練習するしか無いのです。しか

しそうするとどうしても近所の方々から苦情が来てしまい怒鳴られたり警察沙汰

になる事もあります。 

 よって佐世保市のスケートボード文化の発達や日本を代表する選手の育成に絶

対に必要なパークを増設することを願います。 

 パークはスケーター同士での繋がりが生まれ、絆が深まる場です。同年代同士

の横の繋がりだけでなく世代や国籍問わず様々な方々との縦の繋がりも生まれま

す。これからその縦の繋がりが重要視される時代になるにつれスケートボードか

ら発生する新しい関係性も重要になっていくと思います。 

 長くなりましたがパーク増設について協議をよろしくお願いいたします。私た

ちスケーターに居場所を与えて下さい。 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

  

⑦ 小学3年生です。 

小学2年生からスケボーをはじめました。 

夢はプロのスケーターです。 

だから試合に出て勝ちたいです。 

練習するところが無いから広い練習場所がほしいです。 

 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

※同じ方か

ら、同意見

が4件届き

ましたので

1件として

取り扱って

います。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑧ ＊ア－バンスポーツ（スケートボード）について 

こちらのサイトにも書いてありましたが、佐世保市は米軍基地の街であり、その

特色を活かしたスポーツと言う面でスケートボードは非常に良いスポーツだと思

います。 

オリンピック効果による全国的なスケートボードブームはご存知かと存じます。 

佐世保市においても間違いなく、スケートボード人口は増えています。 

ですが、パークはあるものの広さ的に十分ではなく利用したい方達が、思う様に

利用できる環境ではないの現状だと思います。 

長崎市の小江レベルのパークとまでは行かなくとも、長崎県第2の都市である佐

世保にもそれなりの規模のパークを作って頂けたらと思います。 

これからスケートボードを始めたい子供たちの為にもパーク建設のご検討、宜し

くお願い致します。 

 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

  

⑨ スケートボードをしている十代の高校生です 

佐世保市にはスケートボード安心して練習する場所がありません 

コンテスト前に県外に練習しに行くお金もないです 

現在 唐津市まで行っていますが行けても月１回から２回です 

学校が終わってからなので練習時間も２時間も練習できないのが現実です 

どうか佐世保市に安心してスケートボードの練習ができる場所を作ってください 

 

 

 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑩ こんにちは? 

佐世保市在住の小学五年生の女の子の母親です。 

スケボー歴も技も一年と劣りますが、先日の唐津の大会のガールズでは優勝しま

した。 

天神小学校と去年まで在籍していた黒髪小学校にも報告して天神小学校には活躍

をホームページにも、記載してもらいました。 

スケボーの練習などで、唐津や福岡に主に練習に行く機会が多いので大変です。 

大会開催も100%他県開催です。 

他の地域は積極的に取り組んでいるのに、納税している地域では理解してもらえ

ない。 

施設利用も出来なくて、白い目で見られる。滑っていると注意される。 

大人達に他でやってって言われるけど、他ってどこ？スケパの場所奪われて代替

え地もなく不便だし日々ストレスです。 

子どもを通してスケボーの魅力発信などを行っています。 

そしてスケボーはまだまだ認知が低いアーバンスポーツなのですか女性が活躍で

きるスポーツだとも思っているので、もっと魅力発信していきたいと思っていま

す。 

佐世保には、他県の方が羨ましがられる指導者(○○さん)もいて、全国レベルに

成長しそうな競技者もたくさんいます。 

○○さんのボランティア活動のお陰で、子ども達が成長して心の情緒も保ててい

るのが現状です。 

スケボーの施設だけがないのは、遅れていると思います。 

米国基地があって地域性もある地域なのでアーバンスポーツの時代の先駆者を排

出できる都市になれるように祈っています。 

どうが、ご理解していただき、ご検討よろしくお願いいたします。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

ご意見の中

に個人のご

氏名が含ま

れておりま

したので、

その部分は

○○さんと

表記させて

いただいて

おります。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑪ 今年スケートボードで2種目九州代表で全国大会に行く小学4年生の男の子がい

ます。 

今では九州小学生No.1キッズとも言われていて期待の若手ホープです。 

ですが今佐世保スケートパークは上のインターの工事で使用できません。 

彼は平日1時間30かけて唐津のスケートパークまで通っています。 

彼は2年後の国体準スポーツに採用されたスケートボードで長崎県代表も目標の

１つとして頑張っております。 

どうか新しい屋内の全国に通用するスケートパークを作ってください。他の県、

市はかなり動いています？ 

No.1の子がいる市も動くべきです。 

どうか前向きな御検討よろしくお願いします。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

  

⑫ オリンピック競技にもなったスケートボードパークを作って欲しいです。 

今は、みなと道路工事でスケートボードパークが使えなくなってます。 

オリンピック競技にもなったことで、小さな子供から大人までスケートボードに

関心を持つ人が、たくさん増えてます。 

そういう人達や、今現在スケートボードをしている人達みんなが気兼ねなく練習

できるスケートボードパークが出来る事を願ってます。 

そういう場所があれば、県内外からスケートボードパーク目当てで佐世保市に訪

れて佐世保市の観光地にも行ったりする機会も増えると思います。 

今、小さな子供達も、スケートボードが上手な子もいるので、そういう場所があ

れば佐世保市から将来のオリンピック選手が出てもおかしくないと思います。 

ぜひ、佐世保市にスケートボードパークをお願いします。 

僕自身もスケートボードは長年してきましたので、建設の時にスケートボードパ

ークのアイデアなど、少しは役に立てるかとは思うので、その時は声を掛けてく

ださい。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑬ スポーツ振興推進計画案 

【意見】 

1年前にオリンピックで子供とスケートボードを観て、それまで夢中になれるも

のがなかった次女がスケートボードに一直線です。 

基礎から教えてくれたスケートショップオーナーさんをはじめ、佐世保公園でた

くさんのスケーターの皆さん、他校の友達、米軍の方、県外の方など様々な方と

交流もできました。 

今では家族全員でスケートボードを楽しんでいます。（私は健康づくりが目的で

す） 

佐世保公園が一時閉鎖になり、スケートボードを練習する場所がなく、上達を目

指す子は県外に通っています。なぜ地元佐世保で出来ないんだ？！と悔しさもあ

ります。 

佐世保市に何度もお願いをしてくれた方々がいらっしゃいましたが、代替地とし

て佐世保市から提案されたのは山奥の到底スケートボードができる場所ではなか

ったそうです。スポーツを振興している佐世保市とは思っていただけに残念で

す。 

市外の、県外のスケートボード施設をご覧になっていただきたいです。広い公共

のスケートパークは各自治体で増えてきています。 

スポーツ振興を促す佐世保市としてはぜひ直ぐにでも対応すべき。スケートボー

ド人口増加に合わせた広いパークを視野に入れて対応をしていただきたいと思っ

ています。 

オリンピック競技にもなったスポーツですので、今あるスポーツに加えて多様化

する新しいスポーツも充実させていくことも必要ではないでしょうか。 

佐世保市からオリンピック選手を発掘するのも夢ではありません。子供たちに夢

を与えてください。 

例えば海の見えるスケートボード場、アメリカの人も一緒にスケートできる場

所、子供も大人も楽しく活動できる場所、、、。 

地域性を生かした“佐世保らしさ”が見える素敵なスケートボード場を創っていた

だけないでしょうか。 

心から切実にお願い申し上げます。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

 

【佐世保らしいアーバンスポーツの施設について】 

 佐世保公園レクリエーション交流広場は、米海軍佐世

保基地やニミッツパークのそばにあり、アメリカ人との

交流が自然に生まれる、佐世保らしさを体現する場所で

あると考えています。現在、佐世保公園レクリエーショ

ン交流広場（スケボーエリア）は西九州自動車道の拡幅

工事に伴い閉鎖されておりますが、再オープン後は当該

施設を利用しながら、アーバンスポーツの活用を図りた

いと考えています。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑭ スケートボードを始めて１年です。 

練習する場所がなくて困っています。 

学年が上のお友だちや大人の人たちに教えてもらいながら滑るのが楽しかったの

で、広くて明るいパークを作ってください。 

暑くても練習できるように屋根があるところが良いです。 

よろしくお願いします。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

  

⑮ 第１章-5 

アーバンスポーツとアクティビティについて 

１スケートボードパーク（スポーツパーク）の設立 

オリンピック競技にもなったスケートボードですが現在佐世保市にスケートボー

ドパークがありません。（ニミッツパーク閉鎖中）一部公園等を使用させて頂い

てますが公園使用者間で問題も起こっており、これはルールとマナーを守ってい

く所存です。市が運営するパブリックパークが佐世保市内に出来ればみんなが伸

び伸びスポーツする事が出来ます。またスケートボードのみならずBMXやイン

ラインスケート等エクストリームスポーツが佐世保市でもどんどん盛り上がって

いけるような、そして米海軍と共存している部分もあり現に米軍所属の方とスケ

ートボードをする機会もありますので国際交流も可能な場として広さと設備を兼

ね備えたスポーツパークの設立をして欲しいと考えています。 

２アクティビティ 

海に面している佐世保市は supやマリンアクティビティも盛んで地元住民のみな

らず観光客も多いです。九十九島の美しさを知ってもらい安全に楽しめるイベン

トが出来るような計画を進めて欲しいです。パールシーで観光して遊んで泊まっ

て楽しんでもらえれば経済的にも良いんじゃないでしょうか。 

第２章-２ 

本計画のビジョンについて 

上記でも書きましたように環境が整いスケートボード等が盛んになっていけばオ

リンピック選手も輩出出来るかもしれません。みかんの木に準えて考えたとき地

域住民のコミュニティ、青少年の育成、健康増進、佐世保の発展に繋がると考え

ます。スケートボードはガラが悪いとかのイメージがあったりストリートカルチ

ャーの要素もありますがスポーツとしてこれから可能性があります。 

長文になりましたが是非ともよろしくお願い致します。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

 

【マリンアクティビティについて】 

 本計画では、マリンアクティビティなどもスポーツの

一つと捉え、だれもがスポーツを「する・みる・ささえ

る」ことができることを目指しています。本市には、九

十九島パールシーリゾートをはじめ、小佐々や鹿町にも

カヤック等が楽しめる施設があり、各施設では海洋スポ

ーツ体験会等のイベントも実施しています。それらの施

設を活用しながら、マリンアクティビティの機会を設け

ていきたいと考えています。 

 

【アーバンスポーツの活用について】 

 本計画では、スケートボードを含むアーバンスポーツ

を、佐世保らしいスポーツの一つと位置付け、今後、体

験会やイベントの開催などにより、スポーツの機会充

実、まちのにぎわいづくりに繋げていきたいと考えてい

ます。 

 現在、佐世保公園レクリエーション交流広場（スケボ

ーエリア）は西九州自動車道の拡幅工事に伴い閉鎖され

ておりますが、再オープン後は当該施設を利用しなが

ら、アーバンスポーツの活用を図りたいと考えていま

す。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑯ スケートボード・スケートパークについて 

私はスケートボードをしています。 

現在、佐世保市にはスケートボードを安心して練習できる場所がありません。 

路面がよく、周りの人に迷惑がかからない所で練習をしています。ですが、そこ

は昼間も少し物騒で、バスや電車でも行きずらい所です。 

夜は街灯もなく真っ暗で、電気を持ち運んで練習をしています。 

自分1人では行かず、一緒にスケートボードを練習している大人の方や家族に車

で送り迎えをしてもらっています。 

安心してスケートボードを練習する所が欲しいです。 

前のスケートパークで改善して欲しかった所 

・夜、スケートパークを照らす電気がないため、日が暮れたら暗い。 

(私も含め、学校や仕事終わりの夕方から夜にかけて練習をする人が多いです。暗

くなると足元が見えず危なかったり、練習があまり出来ないです。皆、電気を持

ち込んで、練習をしていたので、夜、スケートパークを照らす電気の増設をお願

いしたいです。) 

・土日、祝日は利用者が多いので、スケートパーク内で練習できないことがあ

る。 

(利用者が多く、スケートパーク内で練習できない時はスケートパークの横のスペ

ースなどで練習することも多かったので、広いスケートパークをお願いしたいで

す。) 

・大会に出場する人が多くなったと感じるので大会に向けて練習できるスケート

パーク、大会ができるスケートパークがあればいいのではないかと思います。 

安心して練習ができる、素敵なスケートパークをつくってください。よろしくお

願い致します。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑰ 佐世保市の公共施設に人工芝のグラウンドが一つも無い為、是非作って頂きた

い。佐世保市は中核都市なのに、人工芝のグラウンドがない事は恥ずかしい。他

市は、数ヶ所グラウンドを持っていて環境が整っている。例えば、県大会などを

開催する場合、人工芝のグラウンドで実施するのは当たり前の様になっている

が、佐世保市で開催する場合は、土のグラウンドになってしまい、選手が可哀

想。整った環境で、伸び伸びプレーをしてもらいたい。佐世保市に人工芝のグラ

ウンドを是非、お願いします。 

 

※「人工芝グラウンドの整備について」は①の回答のと

おりです。 

  

⑱  毎年、2月に体育館調整会議を行っていますが、全ての団体が希望通りの大会

実施にいたっていません。理由は単純に体育館の数が足りていないからです。 

 佐世保市のスポーツ推進を進めるにあたって大型の体育館を新設することは絶

対条件だと思います。 

 場所的には相浦が一番よいと思います。高速 ICからも近いので、全国大会、

九州大会、各種イベントが実施しやすいと思います。 

 

 同時に市役所等も相浦に移転すれば、中心部への渋滞が緩和されると思いま

す。 

 

 体育館周辺は市民の憩いの場となるようなウオーキングコースやスケボーパー

ク、3on3コートがあるとよいと思います。 

 

 市民体育祭等の各種イベントを10年間ぐらい中止にして予算を確保するなど

して体育館を新設してください。 

 

 

【体育館の新設について】 

 本市では、人口減少と少子高齢化が今後一層進むこと

が見込まれ、その中でも持続可能な施設について考えて

いく必要があると考えています。 

 このため、整備費用、維持管理費、利用者見込、地域

偏在などの状況を勘案し、体育館を含めスポーツ施設全

体の再編計画を策定した上で、施設の更新や整備を検討

してまいります。 

 なお、検討にあたっては、本市の財政事情も踏まえ、

過剰にならないよう配慮する必要があると考えておりま

す。 
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いただいたご意見 回答 備考 

⑲ スポーツ推進計画を拝見させていただきました。 

 ｐ８．「佐世保らしいスポーツ」の部分で要望を上げさせて頂きます。 

 私自身運動指導に携わっている者です。 

 佐世保らしいスポーツとして「ウォーキング」を挙げていますが、その環境の

整備計画をお願いいたします。 

 佐世保にはウォーキングを促すうえで青少年の天地・烏帽子スポーツの里・世

知原少年自然の家など、魅力的な環境があるかと思います。そうした環境を有効

利用する為に、ぜひウォーキングルートの整備をお願いいたします。 

 具体的には環境省が行っている「長距離自然歩道」のようなものを、佐世保独

自に作れないかと思っています。 

 ウォーキングをする環境が整備されることにより、一人でも多くの市民のウォ

ーキングをする機会が増えるのではないかと期待します。近年登山・トレイルラ

ンなどの流行もありますので、効果的なウォーキングの普及に繋がるのではない

でしょうか。またそうした施設の整備により、施設の運用もより活性化するので

はないかと考えます。青少年の天地は県外のジュニアアスリート育成を行うクラ

ブが利用するなど、佐世保市民が気づいていない魅力がある場所だと感じていま

す。   

 乱文で恐縮ですが要望として挙げさせていただきます。 

【ウォーキングルートの整備について】 

 本計画では、いつでも誰でもできる運動として、ウォ

ーキングを佐世保らしいスポーツの一つとして活用する

ことを考えています。 

 その日の体調や気分に応じて、既存の公園、歩道など

を活用し、合間の時間にも実施できるウォーキングを推

進し、市民の健康増進に繋げたいと考えております。 

  

⑳ ｐ13.「ビジョン２．スポーツ×健康」 

 「フィジカルリテラシー」を育む環境の整備をお願いします。 

 子ども達が楽しみながら運動習慣の確立や体力の向上を目指せる大規模な公園

が欲しいです。 

例：佐賀県立森林公園 

【フィジカルリテラシーを育む環境の整備について】 

 県内の県立公園として、西海橋公園、田平公園、長崎

県立総合運動公園などがあり、本市には、えぼしスポー

ツの里、九十九島パールシーリゾート、佐世保公園のほ

か、新しく整備された九十九島観光公園や中央公園もご

ざいます。これらの施設を利用していただくとともに、

スポーツ体験教室やイベント等を通して、子ども達にス

ポーツの楽しさを感じてもらい、子どものスポーツの継

続に繋げて参りたいと考えております。 
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いただいたご意見 回答 備考 

㉑  スケートボード歴1年6か月、56歳男性です。 

 令和2年4月に福岡から単身赴任で初めて佐世保に来ましたが、この頃から県をま

たぐ移動が厳しく制限され、帰省もしづらくなったため、休日の過ごし方は、佐世保

市内を自転車で散策することがメインになりました。 

 お気に入りのコースは、SSKバイパスから相浦方面に回り大野モールから市街地ま

で戻るコースで、途中の食事や名所めぐりを楽しみました。また、展海峰やハウステ

ンボス方面へも自転車を走らせ、1年をかけて佐世保の景観や食べ物を堪能しまし

た。 

 しかし、佐世保での生活が1年を過ぎようとする頃、自転車での散策に少し飽きて

いた私は、「何かしないと、今のままでは時間を無駄にする。」と考えるようになっ

ていました。 

 

 何をするか考え始めたとき、「せっかくなら、経験したことのないことをしよう」

と決めて選んだのは、これまで全く関心がなかった「スケートボード」でした。 

 スケートボードを選択した理由は、安さ（道具はボードのみ）と、気軽さ（1人で

好きな時間に練習できる）が一番ですが、アメリカ文化との親和に富もむ独特の雰囲

気を持つ佐世保の町でスケートボードをすることが、年甲斐もなくカッコいいと思っ

たことも大きな理由でした。 

 それから1年半、パークにはたくさんの友達ができ、若い方からは熱心なご指導

を、子ども達からは温かい応援やお裾分けのおやつをいただきながら、週5日程度1

～2時間のペースで楽しく練習を続けています。 

 

 それでは、前置きはこのくらいにして、本題に移らせていただきます。 

 「佐世保市スポーツ推進計画」を拝見させていただき、素晴らしい計画だと感じま

した。このような計画を見る際には、どうしても贔屓する種目の評価が気になるとこ

ろですが、佐世保市が、競技人口が圧倒的に少数である、3×3やスケートボードとい

ったアーバンスポーツを、2本柱の内の1本として活用していただけることがわか

り、私自身のモチベーションも上がりました。 

 そこで、本計画の推進を賛同する立場から、スケートボード愛好者として、次の2

点について意見を申し上げさせていただきます。 

（次ページに続きます） 

※「アーバンスポーツの活用について」は⑮の回答のと

おりです。 

 

【有力選手のPR、経済的支援について】 

 本市では、全国大会や九州大会に出場する競技者へ交

通費・宿泊費等の補助や、（公財）佐世保市スポーツ協

会加盟競技団体に対する、指導者講習会や強化練習会な

どに活用できる補助などを行っております。 

 また、有力選手については、スポーツや文化の成績優

秀者に対する表彰制度等もございますので、ご紹介いた

だければと思います。 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 
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いただいたご意見 回答 備考 

1 市民にアーバンスポーツを身近に感じてもらう 

 私がスケートボードを始めた理由は前置きのとおりですが、そもそもスケートボー

ドに関心を持つきっかけとなったのは、たまたま自転車で市内を散策している際に、

佐世保公園のスケートボードパークに向かうスケーターを見てカッコいいと感じたこ

とです。 

 現在、パークで練習している人の多くは、友人や家族がスケーターであるなど、ス

ケートボードに関心を持てる環境にいた人で、私の経験上、そのような環境にない人

は、よほどのきっかけがない限りスケートボードを始めようと思いません。 

 そこで、多くの市民に（特に女性や子供の）スケーターが練習している様子やその

技を身近で見てもらう機会が増えれば、やってみよう（やらせてみよう）という方が

自然に増えていくのではないかと思います。 

（例）公園、商業施設等での体験会開催（BMX、3×3、ダンス等含む） 

   地域イベントでの体験会開催・有力選手を市町村広報誌で紹介 

   有力選手の経済的支援 

 

2 佐世保公園アーバンスポーツ施設を充実させる 

 市街地に設置されたパークは、自転車や徒歩で気軽に行くことができる最良の施設

ですが、スケートボード用は1区画であり、さらにBMX共用となっているため、時

間帯によっては、多くの利用者が混み合う状態となっています。 

 また、利用者に上級・初級の制限がないため、事実上、初級者はパーク両側のスペ

ースで練習していますが、遊歩道との境界には縁石等がないため、利用者と歩行者等

の接触が危惧されます。 

 同様に、となりの3×3コートについても休日の利用者は多く、他人のプレイを見

学している時間が、プレイしている時間より長いという印象を受けます。さらに高校

生以上くらいの体の大きな利用者がいると、後から来た小学生以下の小さな子ども

が、利用をあきらめて帰っていく姿が結構見られます。 

 施設の充実化については、物理的・予算的な制限があることは十分に理解しており

ますが、なるべく広範な年齢・スキルの方が、いつでも自由に利用できる施設を整備

することが、競技人口を広げることにつながるものと思われます。 

（例）コートの拡張（スケートボード、ＢＭＸ、3×3） 

   設備の充実（夜間照明新設・セクション増設） 
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いただいたご意見 回答 備考 

㉒ スポーツ施設について 

この計画を推進されるにあたり、施設の建設も当然計画されていることと思いま

すがその設計にあたってその競技の運営企画に携わっておられる幅広い年齢層の

方々の意見にしっかりと耳を傾けてほしいです。これまでの施設をみるとどうし

てこうなるの？と思う所が多々あります。(予算の都合だとしても使う側として縮

小する所が違います。) 

競技大会が開催できる施設があれば人が動き地域も活性化します。 

かつては、佐世保でも各競技様々な大会が開催されていたと思います。しかしな

がら、施設の老朽化に伴い、また、他市に新しい施設が出来たことで、佐世保で

開催されていた県内の大会すらも佐世保から無くなっています。 

何をするにしても、先ず施設が必要です。 

今ここで出遅れれば、誘致合戦でも負けてしまうと思います。 

早急に計画を進めていただきたいと切に願います。 

佐世保らしいスポーツに「ウオーキング」と挙げられていますが？？？ 

ウォーキングが佐世保らしいとは、何をもってそのようなことになるのでしょう

か？結びつく根拠も示していただきたいものです。今の表記ではピンときません

… 

せめて海洋スポーツもどうでしょう？ 

スポーツにかぎらず指導者の役割は重要です。お金をかけ、質の高い指導者を育

成し、子どもたちにスポーツの楽しさと体力の向上を図ってほしいものです。 

※※※※ 

まだまだこれからでしょうが推進計画を読んで五年後、十年後の佐世保のスポー

ツ会のイメージが今ひとつ浮かんできませんでした。 

バブリックコメントはこれまでもされていたのでしょうが、はじめて目にしまし

たので求められているコメントになっていないと思いますが書いてみました。 

もう少し具体的な計画ができた段階で、今一度幅広い意見を聴く機会があればと

考えます。 

そして直接は関係ありませんがー。 

名切の公園建設の時もパブリックコメントはされたのでしょうが、どの程度市民

からの意見、要望が反映されたのでしょうか。「いいのができたね」と言う市民

の声を全くといっていいほど聞きませんが。 

あの施設が今後改善されることなく在り続けるのは、あまりにも残念です… 

【スポーツ施設の新設について】 

 本市では、人口減少と少子高齢化が今後一層進むこと

が見込まれ、その中でも持続可能な施設について考えて

いく必要があると考えています。 

 このため、整備費用、維持管理費、利用者見込、地域

偏在などの状況を勘案し、競技団体の意見も踏まえ、ス

ポーツ施設全体の再編計画を策定した上で、施設の更新

や整備を検討してまいります。 

 

【佐世保らしいスポーツとしてのウォーキングについて】 

 本計画では、計画案の8ページ及び16ページに記載

のとおり捉えています。 

 

※「マリンアクティビティについて」は⑮の回答のとお

りです。 

 

【指導者の育成について】 

 本計画においても、指導者の役割は重要と考えてお

り、今後、大学等との連携も図り、指導者の育成に努め

て参りたいと考えております。 

 

※佐世保中央公園（名切）に関する意見については、担

当部署にもお伝えいたします。 
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いただいたご意見 回答 備考 

㉓ 俵が浦半島の廃校の利活用について 

【アーバンスポーツ 情報発信の場所としての再利用】 

・廃校の体育館を利用した、アーバンスポーツの紹介場所として再利用する。 

・利用スポーツ種目:ボルダリング、スケートボード 

・俵が浦半島にはすでにトレイルランニングのコースやボルダリングができる岩

場がある。スポーツに触れる環境をアピールする場所としては、最適だと考えて

おります。 

・海があり、山があり、学校のプールがあります。木登りしたり、海で遊んだ

り、キャンプをしたり。福岡でいう志賀島みたいにアクティブに活動できる場所

にできる可能性を秘めているのではないでしょうか。 

・案内する人手も必要だと考えており、スモールスタートで体育館の再利用から

お話できればと考えております。 

・非常にざっくりとした案で申し訳ないのですが、ご検討のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

【廃校の体育館の活用について】 

 廃校の体育館の活用つきましては、スポーツ利用を含

め、民間での活用等、幅広く検討してまいりたいと思い

ます。 

  

㉔ 計画の方向性は、ポイントを押さえた４分類で構成されており、わかりやすいと

思います。５点気になる点について、次のとおり意見いたしますので、ご検討く

ださい。 

 

１ ビジョン記載の目標値の検証を 

人口減少社会の中で、各ビジョンに設けられた目標値は達成できるのでしょう

か。再検討が必要かと思います。 

 

 

（次ページに続きます） 

【目標値について】 

 成果指標の目標値の中で、実数を目標値にしているも

のは、コロナ禍以前の数値をベースにして考えておりま

す。 

 現状値（R3時点）が、新型コロナウイルス感染症の

流行の影響を受けている最中の数値であるため、大幅な

増加が必要に見えますが、新型コロナウイルス感染症の

流行が収束すれば達成可能な目標と考えています。 
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いただいたご意見 回答 備考 

２ ビジョン１の大規模大会の実施の重要性 

今回の計画で肝となることとして、「大会誘致」と「健康づくり」ではないかと

思っています。 

「大会誘致」としては、市民の嗜好分析結果や佐世保市伝統的に強い競技から選

択する方がよいのではないかと思います。また、「健康づくり」の面からは、ウ

ォーキング大会等の実施は必要ではないかと思います。大会の開催内容や方法は

検討するとのことですが、開催時期も重要だと思います。小柳賞ロードレース

は、成人式典と同じ日になっています。参加者増を期待するのであれば、どちら

かの行事の開催日の見直しは必要かと思います。 

 

３ ビジョン３・４における地域の特性に合わせた計画 

地域ごとにスポーツができる環境が異なっています。 

今後スポーツを推進するにあたり、市中心より離れた地域、特に離島について

は、高齢化率が高く、スポーツ施設も限られていますので、本土と同じようには

いきません。 

ビジョン３や４で、地域特性にあわせた方向性の記載をお願いします。 

 

４ ｅスポーツの推進 

ｅスポーツについては、今後の可能性として記載してありますが、ハウステンボ

スとコンセプトも合いますので、スポーツの概念は別として、市として民間と連

携してぜひ大規模開催を実施し、交流人口を増やしてほしいと思います。 

 

５ 文化観光との融合とシティーセールス 

大型イベントを開催する際は、文化観光など地域情報のほか、市として広報した

いものについて情報発信し、シティーセールスも行ってもよいかと思います。 

【大会誘致等について】 

 今後大会誘致を行う場合には、ご意見の点も踏まえ実

施いたします。 

 ウォーキングについては、佐世保らしいスポーツの一

つとして位置付け、積極的な活用を図っていきたいと考

えており、ウォーキング大会のようなイベントの開催に

ついても検討していきたいと考えています。 

 小柳賞佐世保シティロードレース大会については、市

民が一層参加しやすいよう開催内容、開催方法につい

て、検討していくこととしております。 

 

【地域に合わせたスポーツについて】 

 スポーツは、基本的には、市民の自主的な活動です

が、ご意見のとおり地域によりスポーツ施設や受け皿の

充実度には差があります。公園や学校施設等も含めスポ

ーツに取り組みやすい環境を検討するとともに、スマー

トフォンのアプリを使ったイベントなど地域に関わらず

参加できるイベントについても検討していきます。 

 

【ｅスポーツについて】 

 本計画においては、スポーツの今後の可能性として、

ｅスポーツを記載しております。今後、民間から具体的

な提案があった場合は検討したいと考えています。 

 

【文化観光との融合とシティセールスについて】 

 全国大会等の開催は、まちの活性化にも繋がりますの

で、その機会には、観光や物産分野と連携して、市外か

らの来客に対し本市のPRを行うことと考えています。 
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いただいたご意見 回答 備考 

㉕ １ 夏「海風の国マスターズ水泳大会」、冬「西九州マスターズ水泳フェスティ

バル」を開催しました。 

大会の案内と要項は、書面で九州・山口に発送。ホームページも掲載しました。

その結果、遠くは東京からの参加もあり、参加者の年齢は18歳から86歳までと

幅広く、健常者も障がい者も関係なく多くの方に参加いただくことができまし

た。 

大会の中で、佐世保をPRするために、抽選会の賞品に佐世保銘菓を取り入れた

り、物産館の方にご協力いただいたりしました。 

 また、西九州マスターズ水泳フェスティバルでは、(公財)佐世保観光コンベン

ション協会と連携し、佐世保バルと絡めたことで、佐世保に宿泊する選手もいら

っしゃいました。 

しかしながら、SMSA（NPO法人 佐世保マスターズ水泳協会）だけでは広く繋

げることが難しいところもあるので、佐世保市と連携しもっとPRする場として

いきたい。 

 

２ 拠点となる温水プールがあれば、中学校水泳部の活動が地域移行でき、若い

中学生の成長やレベルに応じた専門的な指導を行うことができ、競技力向上が見

込まれる。また、高校生や大学生も活用することで、アスリート育成を行う環境

づくりに繋がると考える。 

 行政には、学校教育や競技会だけでなく、多目的に活用できる拠点プールの建

設し、長期間持続運営できる体制を整えていただきたい。 

 

 

 

（次ページに続きます） 

【水泳大会開催時の市との連携について】 

 今後、大会開催の際、事前に情報をいただければ、そ

のときに応じて、可能な範囲で連携、協力したいと考え

ています。 

 

【多目的に活用できるプールの建設について】 

 本市では、人口減少と少子高齢化が今後一層進むこと

が見込まれ、その中でも持続可能な施設について考えて

いく必要があると考えています。 

 このため、整備費用、維持管理費、利用者見込、地域

偏在などの状況を勘案し、スポーツ施設全体の再編計画

を策定した上で、施設の更新や整備を検討してまいりま

す。 

 この中で、学校プールを含め、本市におけるプールの

あり方についても検討する必要があると考えています。 
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いただいたご意見 回答 備考 

３ 月２回、「さるくスイム」と称して、ニミッツパークで準備運動を兼ねたウ

ォーキング・ストレッチ等を１時間程度行い、その後佐世保市温水プールで１時

間程度水泳の練習会を行っている。普段の運動より、少しだけ負荷を変えた運動

をすることで、参加者は、達成感を味わい、運動の楽しさを改めて感じていただ

くことができており、高評価をいただいている。 

 行政には、ウォーキングやランニングだけでなく、「ウォーキング+（スポー

ツ）」の取り組みを広め、より佐世保らしいスポーツとして発展させていただき

たいと考える。 

 さらに、複数の競技団体が「ウォーキング+（スポーツ）」の取り組みの活動

を始めれば、合同のイベントを行うことができ、交流や新しいスポーツを知る機

会となり、生涯スポーツへ繋がるきかっけとすることができるのではないかと考

える。 

 

４ 今年度から佐世保市が始めた、佐世保市小学校体育学習サポーター派遣事業

に水泳の指導員を複数名派遣した。派遣前には、指導員による差が出ないように

研修会を開催した。 

また、今後は水泳の指導に不安を抱えている教員への研修会を計画している。 

 行政には、現場だけに任せるのではなく、教師の資質向上のために定期的な研

修会の開催を積極的に行ってほしい。 

 

最後に、私たちSMSAも佐世保市と協力しながら、佐世保市の未来のために活動

していきたいと思っております。佐世保市と連携協力する準備はできておりま

す。 

どの項目においても、意見を聴いて、活かし、そして実践してほしいと思いま

す。 

【ウォーキング＋（スポーツ）について】 

 ウォーキングの活用は、民間で主体的に行われている

ものも多く、官民連携の可能性も十分考えられます。本

計画では、まず、運動不足の方などを対象に、ウォーキ

ングを推進していくことを考えておりますが、今後、民

間からの提案で、互いにメリットがあると考えられる場

合、連携していきたいと考えます。 

 

【教師の研修会について】 

 現在、「学校体育実技指導者研修会」を実施し、教員

の資質向上を目指しています。今後、さらなる研修の充

実に向け、小学校及び中学校の研究部会と連携を図りな

がら、検討していきたいと考えています。 
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いただいたご意見 回答 備考 

㉖ 市内でスケートボードを1～2年ほど前から楽しんでいます。 

まだまだ初心者の枠をこえませんが、今でも週1～2のペースで、一人で、または仲

間と集まっての練習を続けています。 

スケボーを初めて一番変わったことは、「佐世保の見方」です。 

私は10年ほど前に東京からの移住し、当初は佐世保が大嫌いでした。 

田舎、閉鎖的、何もない、、 

それが佐世保のスケートコミュニティを通じて、大きく変わりました。 

佐世保のスケートパークには（現在工事のため閉鎖中）、日々多種多様な人が集まり

ます。 

ベースの人、飲食業、自衛隊、公務員、デザイナー、医師等々。年齢も、未就学から

定年まで。 

背景や文化が異なる人たちが、スケートを通じ、みな仲間でいます。 

私のようなおばさんでも、パークに行けば、誰かが手を振って迎えてくれます。 

また、これまで関わってきてこなかったようなジャンルや年齢の人々と過ごすことに

より、今まで知らなかった佐世保の現状やカルチャーを教えてもらっています。 

そしてびっくりするのが、佐世保の大人スケーターの多いこと。特に、30-40代の、

今の佐世保の飲食業やファッション関連業を牽引する人々の多くが、スケートボード

になんらかの形で関わっています。 

インターネットの世界でも、スケボーは大きく私に影響を与えてくれています。 

インスタグラムで知り合った日本中の"ママスケーター"と知り合いになり、日々のや

り取りはもちろん、お互い遠出して一緒に滑ることも少なくありません。 

私も関東に何度か行ったのと、将来は仙台遠征が目標です。 

このように、スケートボードは、今の私の身体的また精神的な健康維持のベースとな

っており、また人間関係のネットワーク面でも、私を成長させ、私の中で新しい佐世

保のコミュニティを築くきっかけとなってくれました。 

今後佐世保のスポーツ構想に期待すること： 

・「佐世保スケートシティ」として、佐世保を全国屈指のスケートハブにする 

・近未来的な雰囲気のスケートシティとすることで、市外から多くのアーバンスポー

ツ愛好家を誘致 

・おしゃれで、若者が溢れる、新しい佐世保を構築 

・スケートボードの公式大会開催 

・現在のパークの拡張（狭すぎる） 

・健康器具としてのスケボー推進（肥満の方はみな痩せていきます） 

・全国大会出場者の支援（○○さん） 

※「アーバンスポーツの活用について」は⑮の回答のと

おりです。 

 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

 

※「有力選手のPR、経済的支援について」は㉑の回答

のとおりです。 

ご意見の中

に個人のご

氏名が含ま

れておりま

したので、

その部分は

○○さんと

表記させて

いただいて

います。 
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いただいたご意見 回答 備考 

㉗ 佐世保市内に公共のスケートパークを作って欲しいです。 

敢えてストリートスタイル向けのセクションではなく全面コンクリートでパーク

スタイルのプールコーピングのスネイク、あるいはボウルを中心としたパークを

作って欲しいです。 

何故なら 

現在大村市ボートレース場に建設中のスケートパークは初心者や女性向け、諫

早、小江にあるパークもRやクウォーター等があるものの路面が悪かったり丸レ

ール、木製で出来ている為、やはりどちらかというとどのパークもストリートス

タイルよりのパークだからです。 

そこで佐世保市が中級者、上級者向けの全面コンクリートのパークスタイルのス

ケートパークを作る事で県内の他のスケートパークとの差別化やプロスケーター

によるツアーイベント、大会、新幹線開通による他県からの来場者の増加等様々

なメリットがあると思います。 

今現在閉鎖中の島瀬公園のスケートパークがもし開園予定があるのならば尚更利

用者の分散化にも繋がると思うので需要は高いと思います。 

費用やデザイン、設計等簡単じゃ無い事は分かってます。 

是非アメリカ文化との交流も深い佐世保市に新たな目玉スポットの建設を御検討

ください。 

※「スケートボード場の充実について」は②の回答のと

おりです。 

 

※「アーバンスポーツに関するプロ等の誘致について」

は④の回答のとおりです。 

  

 


