「新垂水体育館移転新設にかかる整備方針」に関する垂水区体育協会等から寄せられたご意見と神戸市の考え方
No.

類型

1 規模、仕様

2 規模、仕様

3 規模、仕様

4 規模、仕様

5 規模、仕様

6 規模、仕様

ご意見

神戸市の考え方

現状の体育館の２倍の広さ、バドミントンコート６面以上が取れる広さを希
望。（理由：現在３面しか取れない広さで大会を開催する場合２日間を要し
てしまう）

新体育館のメイン競技場は、
１階建てで、バレーボールコートを一面とってもベンチ等を置いて公式試合 西体育館並みの規模を予定して
ができる広さにして欲しい（現在も一面はとれるが、ベンチ等を置く場所が います。具体的には、バスケット
ボールが1面、ミニバスケット
ないため、公式試合をしていない）。
ボールが2面、6人制バレーボー
現在の天井よりもできるだけ高くしてほしい（照明の位置を高くするでも可） ルが2面、9人制バレーボールが
（理由：現在の天井の高さでは、シャトルコックが天井に当たる高さであるた 2面、家庭バレーボールが6面、
バドミントンが6面、卓球は36台
め）
配置できるよう協議しています。
現状の体育館よりも天井を高くして欲しい。

各種競技を効率的に実施して
いただくための各競技場・体育
室の大きさと部屋割りを検討し
現状では、現垂水体育館（競技場、第一体育室、第二体育室）と垂水勤労
てまいります。
市民センター体育室の４ヶ所で同日同時刻に各団体がそれぞれのスポー
ツを実施している。従って、体育館を間仕切りネットで仕切るだけでなく、４
天井高については、現体育館
室以上の部屋を確保していただく必要があると考える（種目個別の実施環
競技場および勤労市民センター
境があるため）。
体育室は8ｍですが、新体育館
のメイン競技場は、西体育館以
メイン競技場以外に卓球台が８～１０台ほど設置できる体育室が多く欲しい 上の12ｍの高さを確保し、いず
（又は体育室の中に可動式パーテーションのようなものでフレキシブルに間 れの競技にも対応できる競技場
を設けたいと考えています。
仕切りできれば便利）。

7 規模、仕様

２階建て以上にしてエレベーターの設置およびバリアフリー化が必要。

8 規模、仕様

木造二重床などの弾性を有する床を希望。（理由：コンクリート床は非常に
剛性が強く身体への影響が大きいため。特に年配の方への膝や腰への悪
影響が大きいため、長時間の運動が怪我の原因になる）

9 規模、仕様

競技場、体育室の床材は足腰に負担のかからない木材を選んで欲しい。

10 規模、仕様

床が硬い。稽古の際に膝にダメージを感じる時がある。

11

安全な運動空間となるよう、床
光を遮断できるようにカーテンやブラインドを設置してほしい。（理由：シャト 材をはじめ、使用する素材を検
ルコックが見えなくなることを防ぐため）
討します。

規模、仕様

12 規模、仕様

13 規模、仕様

また、各種競技に求められる
卓球競技は外光の遮断が不可欠なのでカーテンは遮光性のあるものでな 環境(光、照度、色、材質等）に
配慮し、整備する予定です。
おかつ電動操作ができるものが良い。
カーテン等設備については今
白色系の明るすぎる壁は避けてほしい。（理由：シャトルコックが見えなくな 後検討してまいります。
ることを防ぐため(卓球においても同様））

14 規模、仕様

各部屋の壁や床の色や材質については反射光の配慮が必要。

15 規模、仕様

天井の照明は十分な明るさが欲しい。

16 規模、仕様

今年６月に改装した中央体育館の床材が多色でボールが見えづらく、単色
の床材にして欲しい。
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17 空調設備等

空調設備を整えて欲しい。

18 空調設備等

空調設備の充実（冷暖房完備）。

19 空調設備等

空調の風が直接コート内（特に体育館中心部に）吹き込まない設計にして
ほしい。
（理由：シャトルコックが風の影響を受けやすいため）

20 空調設備等

熱中症等の対策として空調設
備の設置を予定しています。

空調設備の仕様に関しては競
空調があれば良いが、無くても自然の風が通り抜ける窓の位置設計を考え 技に影響の少ないよう配慮して
いきます。
ていただきたい。
通風対応も行いますので、湿
度の問題についても改善される
と考えます。

21 空調設備等

湿度が高い時に床が濡れている。

22 空調設備等

各部屋への空調設備の配備は勿論のこと、部屋ごとの音響設備の設置も
音響設備についても設置を検
あればよいと考える。
討しております。

23 空調設備等

音響設備が不十分。大会時には携帯スピーカーを使用するが音が反響し
て聞き取りにくい。

24 空調設備等

普通の肉声でも音がこもったようになり、聞き取りにくい。

25 観覧席

観覧席を設けて欲しい。

26

観覧席

狭くても良いので観覧席を設けてほしい（２～３列座席でも可）（理由：大会
利用するためには見学者の観覧席が必要。観覧席が無い場合、競技フロ
アに多数の観覧者が入ることなるため、安全上の問題が生じる(例：試合中
に幼児のコート侵入など））

27 観覧席

垂水区での各種スポーツ大会を開催する上で、観覧席（数百人収容）の確
保は必須であると考える。（試合待機選手や応援および観戦者の居場所の
確保が必要なため）

28 観覧席

中央体育館ほどで無くても、ある程度、試合が観覧できる席が欲しい。

29 観覧席

大会時の観覧席の確保、普段でも保護者席があった方が良い。

30 観覧席

メイン競技場のフロアの壁に沿って椅子をつけてほしい（椅子の下は荷物
置きにできる）。

31 駐車場

駐車場、駐輪場の建設設備の充実（各競技団体から新体育館に通う人が
増えると思われるため）。

32 駐車場

駐車場、駐輪場を設置して欲しい。

2 ページ

神戸市では体育館を「地区体
育館」「大規模体育館」に分類し
ています。
地区体育館は、みなさまに身
近にスポーツを実施していただ
けるよう整備する体育館です。
大規模体育館はみなさまにス
ポーツを実施していただくととも
に大会開催ができるよう整備し
ている体育館で、そのため大規
模体育館には観覧席を設けて
います。
一方、地区体育館には観覧席
を設けず、その分、競技面積を
できるだけ多く確保するようにし
ています。
垂水体育館は、地区体育館に
位置づけられていますので、こ
れまでも観覧席を設けておりま
せん。
また、移転先の用途地域は
「第2種住居地域」であり、建築
基準法上、「観覧場を設けること
はできない」と規定されていま
す。

垂水スポーツガーデン併設の
駐車場・駐輪場をご活用いただ
きたいと考えております。
<参考>
垂水スポーツガーデン
駐車場：約280台（舗装済232
台 未舗装50台）
駐輪場：約100台分のスペース
有
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可能

33 種目

ご意見

神戸市の考え方

現在の王子スポーツセンター１ヶ所だけではなく、市内西地域の弓道場を
設置して欲しい。

垂水体育館は、身近にスポー
ツを楽しんでいただくための地
区体育館であり、限られた競技
面積のなかでできるだけ色々な
競技を実施できる競技室・体育
室を整備したいと考えています。

34 種目

車いすでも使用しやすい多機
能トイレの設置や、視覚障害者
にもわかりやすい案内標識、高
身障者の方が競技可能なスポーツ施設として、身障者用トイレの設置やバ 低差の無い動線等、障がいのあ
リアフリー対策が必要であると考える(車いすで競技可能な床にする等）。 る方でも、小さな子どもから高齢
者まで、どなたにも安心してお使
いいただけるよう整備してまいり
たいと考えています。

35 運営

チーム登録、事前予約等のシステムは現体育館のやり方を続けて欲しい。

36 運営

運営方法については、現垂水
現体育館においてチームで練習しているが、新体育館でも同じように使用 体育館と垂水勤労市民センター
体育室の運営状況を参考に検
できるようにして欲しい。
討してまいります。

37 運営

現在、家庭バレーボールの練習および大会は火曜・金曜と行っているが新
体育館でもその体制でお願いしたい。抽選のシステムを現行に近いように
して欲しい。

可能

38 使用料

使用料は現状を維持して欲しい。

39 アクセス

垂水駅からのシャトルバスが欲しい。

40 アクセス
41 その他
42 その他
43 その他

現在と同程度となるように考え
ています。ただし、新たに空調機
能を整備する予定としており、空
調にかかる料金が加算されます
のでご了承ください。

アクセス改善については市役
所内外の関係者と連絡を密にし
垂水駅から徒歩で最短で行けるよう、できれば段差の無い舗道の整備をし ながら検討を進めてまいりま
す。
て欲しい。
シャワー設置は勿論のこと、ロッカーの数に見合った広さの部屋の確保が
みなさまにできるだけ快適にご
必要であると考える
利用いただけるような更衣室・
シャワー室を整備してまいりた
更衣室、シャワー室の充実（シャワー室の数をできるだけ多く欲しい）。
いと考えています。
新しい体育館の大きさに見合った飲食可能なスペースの確保が必要であ
ると考える。コミュニティ活性化の場としても使用できるのではないかと考え
る。

44 その他

大会時に大勢の利用者が寛いだり、休憩したりできる広さのロビーにして
欲しい。

45 その他

新体育館の近隣には飲食施設が無いので、軽食が取れる設備、スペース
が欲しい。

46 その他

小さめの貸ロッカーをたくさん設置して欲しい（月極方式）。

47 その他

コインリターン式のロッカーを今よりたくさん設置して欲しい。

48 その他
49 その他
50 その他

体育館ご利用の方はもちろ
ん、誰もが自由に寛いでいただ
けるようなスペースを設けたいと
考えています。

ロッカーについては、設置を検
討してまいります。

トイレのスリッパは室内シューズのまま履くようになっているが、違和感があ
り履きにくい。
いただいたご意見は、施設運
営にあたって内装や備品を検討
国旗、大会旗等が掲示しやすいように、正面の設定をお願いしたい。
する際の参考にさせていただき
ます。
試合場のラインを最初から設定してあれば助かる。最低9ｍ×9ｍ～11ｍ×
11ｍ、2試合場。
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