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総合的な ShonanBMWスタジアム平塚（平塚競技場）改修計画の 
                      早期具体化を要望します。 
 
要望主旨 
 
現在、平塚市が所有する平塚競技場は、1987 年の開設以来平塚市の誇りある施
設の一つとして存在し、各種陸上競技や球技の大会が開催されてきました。そ
して 1993 年の改修により以来Ｊリーグ・湘南ベルマーレのホームスタジアムと
して、競技開催日には数多くの市民が訪れ子供たちからお年寄りまでが盛大な
声援を送っています。 
 
このように、平塚競技場の存在は、これまで有形無形を問わずこの地域の活性
化に寄与してきました。そしてこれらの施設充実に携わってこられた行政並び
に先達の方々の先見とご努力には改めて敬意と感謝の言葉を添えさせていただ
きたいと思います。 
 
しかしながら平塚競技場は、建設時に現在のような使用規模並びに環境が想定
されていなことから、今日的な観戦ニーズあるいは安全性を満たす環境が充分
とは言えません。また建設から 26年経った今、徐々に老朽化が進んでいること
も含め利用者の間では幾つかの不安・問題点が指摘されています。 
 
昨年末には、J1 リーグ戦で大勢の観客が来場した際は、通路で身動きが取れな
い事例が多発し、Jリーグからは収容人数に対する疑義が提起されました。現実
的な収容人数に再修正した結果、J1 ライセンスぎりぎりの 15100 名に修正して
今シーズンを迎える事ができましたが、来年度以降 J１ライセンス条件の精査・



高度化に対応できるかどうかと言う不安も生じています。 
 
現在、私たちの応援する湘南ベルマーレは J1 定着へ向かって着実に前進してい
ます。ベルマーレの活躍は平塚市を始めとする湘南・西湘地域の経済・文化・
コミュニティーの発展に必ずや寄与するものと信じております。その為には現
在の環境を改善し、又将来にわたって有用な施設として存続していくための抜
本的な改修が必要です。 
 
本年 2014 年４月平塚市議会において、競技場改修に対する調査費が計上された
ことは、競技場を取り巻く環境改善への取り組みの第一歩を市行政が示したと
して高く評価されるべき事と考えております。 
 
その上で、継続的な J1 ライセンス取得に向けた条件整備や、湘南ベルマーレを
はじめとした湘南・西湘地区のスポーツ文化の象徴としての施設環境の充実、
および２０２０年の東京オリンピック開催時のキャンプ地誘致を見据え、この
計画そのものを早期に具体化する必要も感じております。 
 
こうした現状並びに将来的な視点より総合的な平塚競技場改修計画の早期具体
化を要望いたしたく書面にて提出させて頂きます。 
 
 
要望事項 
１．湘南ベルマーレの J1 リーグライセンス継続取得に向けた競技場環境の改善 
２．2020 年東京オリンピックキャンプ地立候補等に必要な競技場環境の整備 
３．湘南・西湘地区のスポーツ・文化の象徴としての競技場環境の充実 
       等を含む総合的且つ抜本的な平塚競技場改修計画の早期具体化 
 
 
補足-私たちの考える平塚競技場の改修促進 
この要望書の提出に合わせ実施したアンケートに寄せられた自由回答を中心に
より具体的な要望事項をまとめて見ました。 
 
大きく目に着くのは、「屋根の設置」と「ゴール裏席を中心とする観戦環境の
改善」です。 



 
まず、屋根の設置についてです。現状屋根がないことにより荒天時の観戦に対
して躊躇してしまうと言う意見が多く見られました。また、友人や家族、子供、
お年寄りなどを誘った場合天候によっては観戦を諦めなくてはいけないと言う
意見も出ています。この部分だけでも、競技場に屋根がないことが観戦初心者
や家族連れ、お年寄りなど新規層、ファミリー層の観戦とファンとしての定着
を妨げている様子が伺えます。 
 
また、屋根の設置同様に、荒天時の退避場所として、コンコースの整備ももと
められています。特にゴール裏では荒天時の退避場所が無きに等しく、濡れた
衣服を着替えることもままならないと言うのが現状です。これは後ほど問題と
なるゴール裏観戦環境と合わせ、来場者にとっては大きな評価の低下につなが
っています。 
 
屋根の設置は、試合時に限らず、防災減災の観点から設置の必要性を説く意見
も幾つか見られました。また競技場全体を防災減災拠点として捉え施設の付加
価値を高めていければと言う見方も後ほど登場して来ます。 
 
屋根同様に改善の要望が強かったのはトイレについてでした。数的な問題、洋
式への要望、動線の問題、明るさや「誰でも使える」視点での改善など要望は
多岐に渡っています。 
 
また、バリアフリーについても少数ですがアプローチからトイレについてまで
貴重な幾つかのご意見をいただいています。比較的大きな競技場、あるいは新
しい施設を訪れるとこの面での充実ぶりが感じられます。その分平塚競技場の
現状との格差が感じられるのでしょうか？実際Jリーグのアンケートなどでは
湘南ベルマーレの観客に占める高齢者の割合は高く、早急な対応が必要と思わ
れます。 
 
もう一つ、大きな意見としてみられたのがゲームの見難さに対する意見です。
主としてゴール裏からの意見が多くを占めますが、これはホーム側、アウェイ
側問わずに述べられています。また、屋根やトイレの問題が観戦初心者やファ
ミリー層からの意見に対し、ゲームの見難さは来場回数の多い熱心なサポータ
ー中心の意見です。 



中には、見にくいから平塚には行かないと言う意見もありますし、見難さとチ
ケット代とバランスが取れていないと言う厳しい意見もあります。来場者はゲ
ームを見に来ているので現状の低い傾斜ではゲームが見えないと言う状況が改
めて多数の意見として上がってきました。 
 
また、現状の立ち見の状況では、家族や子供を連れて行けないと言う声も上が
っています。実際に昨年Jリーグから指摘を受けた点は此処の混雑度に起因して
います。J1定着時には常時数千人のアウェイサポーターがこのエリアに集中し
ます。ゴール裏の観戦環境の改善と安全性の確保は、Jリーグライセンスの競技
場基準に則りつつ、なによりも急務と言って良いのでは無いでしょうか。 
 

 

 
その他にも平塚競技場のあり方について防災減災面や地域の活性化、複合的な
利用促進などの積極的なご意見をいただいています。可能ならばより多くの
人々が参加できる競技場のあり方という点も視野に入れる必要もありそうです。 
 
 1993年のJFLからの昇格時、市行政の英断があったことにより今なお平塚市
を中心とする湘南・西湘地区にプロサッカーのトップカテゴリーのチームが存



続していると言う事は奇貨とも言える幸せと感じています。また、2000年の存
続の危機においても市行政より様々な支援をいただいたことはサポーターとし
て忘れる事はできません。 
 
その頃の子供たちが、今この競技場で選手としてすばらしいプレーをしていま
す。そしてこの競技場での出会いが切っ掛けとなり新しい家族が生まれ、その
子供たちが新たな夢を膨らませチャレンジを始めています。来たるべき2020年
の東京オリンピック開催、あるいは将来的な国内での国際試合の開催、あるい
は中央縦貫道開通等の与件に合わせ、此処に充実した魅力ある競技場があるこ
とからは様々な可能性が広がっていきます。 
 
現在、湘南ベルマーレそしてそのホームスタジアムとして平塚競技場の存在は
七夕まつりやビーチに並ぶ重要なコンテンツとしてこの地に存在しています。
その存在は単にスポーツ観戦という枠を越えて、見る者を惹きつけ、一体感を
創出し、地域のアイデンティティや家族友人域内外での重要なコミュニケーシ
ョン空間の１つとなっています。それ故にそのアイコンとなる競技場の将来に
向かっての投資・整備は、さらなるこの街の、地域の魅力作りに大きく寄与す
る事と信じています。 
 
それ故に、今まさに着手すべき湘南・西湘地区のスポーツ・文化のアイコンと
しての平塚競技場の整備に向けて、市行政は単なる競技施設としての機能充実
に留まらず、長期的且つ複合的な視点に立つ新たな価値を付加し、又その推進
においても胸をはって且つ速やかに進めて頂きたい、と此処に私たちの次世代
に残したい思いを含め「願い」をまとめさせて頂きました。 
 
 
添付書類 
１．	 2013 年 12 月末-署名参加者居住地別内訳 
２．	 2014 年４月-協議会実施Webアンケート調査結果 
３．	 署名用紙 
 

以上 
 
 



湘南ベルマーレサポーターズ協議会	 

湘南ベルマーレサポーターズ協議会（Bellmare Supporters’ Alliance）は湘南ベルマー
レサポーター間の横の繋がりを深め、情報の共有化を図ると共に、競技場内外でのクラ
ブへのサポート活動を広げていく事を目的として 2010年 5月 5日に発足しました。 
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