
鎌倉花火大会実行委員会 検討会

会場 :(公社)鎌倉市観光協会 会議室

日寺間 :16:00^V17:15

出席者 :別紙のとお り

1.新規委員の承認について

材木座中央海水浴場 松石氏が新規委員 として承認、会議参加

2.各所より報告

(1)鎌倉市観光商工課から、別紙資料に基づき説明.

(2)、 (3)公益社団法人鎌倉市観光協会から、別紙資料に基づき説明.

3.小林委員長による議事進行

主な内容は、以下のとお り。

・花火大会の開催 日程については、本年度花火大会実施以降、具体的に検討する。

。現状 として、花火大会を実施すること自体、困難な状況である。 (別紙 「第 68回鎌

倉花火大会決算/予算資料」参照。)

>支出を減らすことは困難。収入をいかに増やすかが課題。

>そ のため、神奈川新聞社の協力を仰いでいるが、その中で協賛席の増席を検討 している。

>観覧席において課題なのが、海の家が高いことによつて、目玉である水中花火が観覧でき

ないため、協賛席の増加が困難。海の家がない海水浴場開設期間外の場合は、この課題が解

決できる余地があるc

。漁業関係者 としては、8月 、11～ 3月 は漁の関係上、開催を回避 してほしい。

>春や秋に開催することについては、協力 していきたい。

・海浜組合としては、夏季にやってほ しい.

>夏季であれば、協賛金をさらに出す余地はあるが、それ以外の時期では困難。

>内陸部にある飲食店は、協賛金を誰が回収 しているかが分からない。そ ういつた人

たちにさらに知ってもらうよう、周知する努力をすべき。

>広報かまくらに協賛金募集の記事を掲載することは可能か。

>鎌倉市が確認する。 (秘書広報課に確認 したところ、当該記事掲載については問題ない。)

。自治組織連合会 としては、花火の打ち上げ時間を短縮できないか。飲食店にとつても、

お客様を集客できるので、悪い話ではないのではないか。

>花火の煙を散 らしたり、水中花火の安全確保のためにt)時間短縮は困難 .

>な らば、プログラムやアナウンスによって、鎌倉の事情を説明すべき。

以 上



i  鎌倉花火大会実行委員会 第 3回検討会

会場 :(公社)鎌倉市観光協会 会議室

日日寺:平i成 28`午 6月 23日  16:00～ 17:25

出席者 :別紙のとお り

1.オブザーバーの紹介について

小林委員長から紹介っ神奈川新聞社 3名 、小西協賛部会長が出席

2.議題

(1)平成 28年 6月 3日 開催の 「逗子花火大会」について

事務局から別紙 「資料 1」 に基づき説明.当 日、強風のため中止も検討 したが、

無事実施 ヒ/た.ま た、来場者数は平成 27年の 8万 5千 人と比較 し、1万 5千人増

の 10万 となった。 (平成 27年は降雨があつたため客足が悪かった模様。)

(2)協賛状況の報告

事務局から別紙 「資料 2Jに基づき説明.今年は、約 1,827万円の協賛金が集 ま

つている状況であり、これは対前年比 120.4%、 本年度予算比 137.9%と 大きく増

加 している。ただ し、この金額を維持できる保証はない。 (今年は新規大口協賛金

が獲得できた。)

警備委託料の高騰や放送設備の増強等、支出がかさんでいる実態があり、概算で

約 4,000万 円規模の予算確保が必要である。

(3)時期の検討について

小林委員長から別紙「資料 3」 に基づき説明。現時点では、予算確保を基準とし、

約 4,000万 円の予算確保が認められる場合は、夏季開催を検討 し、それ以下の予算

確保が見込まれる場合は、中止 もしくは開催時期変更を検討するとい う素案が提示

された。時期変更の際は、具体的な金額によるシミュレーションをする必要があり、

次回の検討会で提示することとなった。 (ネ申奈川新聞社の協力c)

また、検討の際は、主催者側として安全 。安心な大会運営が行えることを前提 と

する。

(4)そ の他 (質疑応答、報告等 )

1.商工会議所波多辺専務から質問

協賛金収集などは非常に難 しいことは明白。この度、神奈川新聞社が出席 して

いるため、是非そのノウハウを教えてもらいたい.ま た、より効果的な手法を

教えてほ しい。

>神奈川新聞社では、花火大会の予算を構成 しているものは、主に 3つ。

「基礎予算十協賛金十協賛席 (受益者負担 )」 であり、協賛席 (受益者負担)を

設けることが トレン ドである。その際は、ファミリー席やカップル席 といった多



様なニーズに合わせて席を用意する.協賛席の場合は、雑踏 といった事故を未然

に防ぐことができるとい うコン トロールができると警察から1)助 言を t)ら つてい

る。

鎌倉における効果を高めるために、鎌倉独 自の良さである「水中花火」をアビ

ール し、具体的には日中に鎌倉観光を楽 しんで t)ら い、夜は花火を楽 しんで もら

うといったブ レミア感のあるプラン販売を検討するぃ

2.嶋本す事務局から幸風告

公益社団法人鎌倉市観光協会では、各イベン ト開催に向けてサポー トをして 1)ら

う「年間サポーター制度」があり、この市1度 を活用 して鎌倉花火大会の予算確保に

取 り組むこととなった。

3.松石委員から提案

花火大会の予算確保の 一助 として、材木座海水浴場のデ ッドスペース (現材木座

テラス前)を海浜組合連合会が占用 し、海の家のような取 り扱いをすることによっ

て神奈川県藤沢土木事務所の許可取得の容易さ、市の飲酒禁上の適用除外にな り、

協賛席 として販売できるのではないか。

>実行委員会事務局である公益社団法人鎌倉市観光協会 として も前向きに検討を進

めていきたいとのことぃ

以 上



鎌倉花火大会実行委員会 第 4回検討会

会場 :(公社)鎌倉市観光協会 会議室

日日寺:二平F文 28奪三8月 24日   14:00´ 1ヽ5:10

出席者 :別紙のとお り

1.議題

(1)「第 68回鎌倉花火大会」収支決算 (見込み)について

概算のため、資料①は回収 .

主な内容は以下のとお り。

。協賛金について、昨年度よりも約 600万 円多く収入を得た。

。第 68回単独で約 700万円の赤字。

・次回繰越額が約 550万円。

・支出については、各国平均 200万 円ずつ赤字が膨 らんでいる。

・警備委託料 。神奈川新聞委託料・音響設備設置委託料については、来年度 も

膨 らむ予想 .

・支出額は平均約 4,000万 円になる予想。

2.課題について

(1)継続開催の課題について

継続に向けた課題について、質疑応答が行われた。

主な内容は以下のとお りの

(商工会議所波多辺専務より)

。かつて花火大会のあり方について検討 した際、しっか りした警備体制で伝統あ

る鎌倉花火大会を継続 しようと意思統一 したはず。その際の赤字が出た場合の補

填については、鎌倉市長が市で責任をもつて行 うと発言 し、その会議録 もあるは

ず 。

(小西協賛部会長より)

・神奈川新聞社は今回の花火を総括 してどう思ったかっ

>有料観覧席を設けることは可能だが、お客様に購入していただくためにどのよ

うに付加価値 (イ ンセンティブ)を つけるが大切だと感 じた.協賛金を多く稼ぐ

ためには、有料観覧席とリンクさせるべき。 (ネ申奈川新聞社)

(松石材木座中央海水浴場組合長より)

。今年の音響機器から流れるBGMについて、市民から大変多くのクレームが届

いたと思 うが、誰が選出したのかぃ

>FMヨ コハマ DJ■1氏の選曲であり、次国以降課題 と捉えている6(鈴木実

行委員長 )

(2)有料観覧席について

資料②、③に基づき説明。



設置に向けては、課題はあるが前向きに検討 したい。

(/卜池部長 =kり )

・資料 2、 資料 3の協賛席の販売 (売れ行き)状況はどうか。

>今年は販売翌 日で完売cただ し、一昨年は 1週間程度。現状のままでは、約

2,000席販売するのは困難ぃ (鎌倉市観光協会 )

>販売先が市民なのか市外なのかで販売活動が変わる.(神奈川新聞社 )

(商 工会議所波多辺専務 )

。日本海の花火では、各海の家の前の砂浜を占用 し、そこで協賛席を販売 。管理

しているの市民は灯篭流し、観光客は花火を見るc

(小西協賛部会長より)

・花火は元来、供養のために夏の時期にやるもの。

(鎌倉地区白治組織連合会木村氏 )

・町内会でヒア リングしたところ、夏にやるべきだと固定観念がある。

(小林委員長より)

・2020年東京オ リンピック、2019年ブレ大会で、夏の開催は花火の積み込みが

できない予定.

>なおのこと、夏にできる手法を模索すべきではないか。 (/卜西協賛部会長 )

(中 山専務より)

・神奈川新聞に広告料を稼いで欲 ヒ́い。また、観光協会事務局の負担を軽 くして

ほ しい c

(松石材木座 中央海水浴場組 合長 よ り)

>花火が鎌倉市で開催 している=金に困つていないとい う市民意識.花火大会開

催に向け危機的状況であること、協賛金集めをさまざまな媒体でブレスリリース

してほしいぃ

>自 治町内会での回覧 も検討 してはしい。 (鎌倉地区自治組織連合会木村氏 )

>募金箱を通年通 じて鎌倉駅東口・西日に設置はどうか。 (松石材木座中‐央海水

浴場組合長 )

>検討する。 (小林委員長 )

(嶋村事務局長より)

>協賛金集めについて、クラウ ドファンディングといった新 しい手法を各団体で

t)検討 してもらいたい。

3.その他

次国である第 5回検討会を 9月 末ごろ開催する予定であり、別途通知する.

なお、その際には開催時期を決定する。

以 上



鎌倉花火大会実行委員会 第 5回検討会

会場 :(公社)鎌倉市観光協会 会議室

日日寺 :平成 28年 9月 28日  16:00-17:15

出席者 :小林委員長 (鎌倉市観光協会 )

波多辺専務理事 (鎌倉商工会議所 )

小池部長 (鎌倉市 )

池田理事 (腰越漁業協同組合)

中山専務理事 (鎌倉市観光協会 )

嶋村事務局長 (鎌倉市観光協会 )

オブザーバ :小澤課長 (鎌倉市 )

小西協賛部会長、 (鎌倉市観光協会 )

岩田職員 (鎌倉市 )

目目職員 (鎌倉市観光協会 )

神奈川新聞社 3洛

1.議題

(1)来年の 「第 69回鎌倉花火大会」 日程について

資料 「第 69回鎌倉花火大会時季変更時における試算」に基づき、事務局から説

明。

1.趣 旨

この資料は、夏以外の時期に開催 した場合の試算であり、海の家からの協賛金

の減額、協賛席の増設による売 り上げ収入の増額、時期変更による諸経費を加味

したものとなっている.

時期を変更 した場合でも、単年度収支では赤字 となってしまうが、次回 (第

69回 )のみについては、前期繰越金を活用すれば黒字決算になる見込みである。

しかし、継続 していくのは現状のままでは困難である。

2.質疑応答

鎌倉市としては、時期を変更 したい。

。さまざまな努力を行つた結果、赤字決算 となった場合については、本市 とし

て補填する意向はある。

。しかし、最初から赤字が見込まれノているにも関わらず、その予算を承認する

ことは難 しい。

。支出が膨大になっているならば、それに見合 う収入がないといけない.それ

ができないならば、中止 とい う選択 モ)考慮 していかないといけない.

。例えば、収入を増加 させる手法として、砂浜に入る際に「入場料」を徴取す

るのはどうか.

>公平性の担保や、警備への配慮、その業務を行 うアルバイ ト人件費などを考

慮 していかなければならないため、ハー ドルは非常に高い。



・オ リンピ :ン クの影響はいかがか
=

>片瀬江ノ島にある 「湘南港Jでは、ブレオ リンピックなどの影響で、2018年

の夏から花火の積み込みなどの協力は難 しいと聞いている。

>で あるならば、来年は継続 して夏期開催 として、それ以降において時期を変更

するのはいかがか。

。そもそも収入が足 りないとい う現状であるならば、みんなで協賛金を収集する

努力を行 うべきである。

>花火にかかる予算 (収入)が不足 している現状を伝えるべきではないか.

>冬 の時期など、前 もつて周知 していくことが必要である。

・協賛金集めについては、神奈川新聞社に強く協力を求めたい。
。開催時期の選択については、台風の影響や協会主催イベン トである薪能、海の

家の徹去時期 (9月 20日 前後)な ど、非常に判断が難 しいのも実情である。

・警察の認識はどうか。

>鎌倉警察署としては、「海岸の収容能力や帰宅 しようとする者の混雑状況を勘

案すると、地震などの突発事案が生 じた場合、警察としては非常に厳 しいと感 じ

ているJと いうコメン トを 1)ら つている。

・受益者負担を求めていくことが必要であり、その仕組み作 りや知恵を出し合 う

のが今求められていることである。そ して、協賛金を得るための手法などは神奈

川新聞たLも 持っているので、時間をもらえればシミュレーションは可能であるc

。有料観覧席を販売するための条件として、①会場の混雑度は飽和状態の場合、

②インセンティブ (付加価値)が ある場合である。鎌倉の場合は、後者の方が検

討の余地がある。

(2)そ の他

・次回の第 6回鎌倉花火大会実行委員会検討会 (あ り方検討会)で、次回の開催時

期を決定する。

・次回のあり方検討会は、10月 21日 (金)16:00～観光協会会議室で開催予定c

以 上



鎌倉花火大会実行委員会 第 6回検討会

会場 :(公社)鎌倉市観光協会 会議室

日日寺 :平成 28年 10月 21日  (金) 16:00′^V17:15

出席者 :小林委員長 (鎌倉市観光協会 )

鈴木実行委員長 (鎌倉市観光協会 )

波多辺専務理事 (鎌倉商工会議所 )

小池部長 (鎌倉市 )

木村理事 (鎌倉漁業協同組合 )

松石組合長 (材木座中央海水浴場 )

木村常任理事 (鎌倉地区自治組織連合会 )

嶋村事務局長 (鎌倉市観光協会 )

オブザーバ :小西協賛部会長、 (鎌倉市観光協会 )

固日課長 (鎌倉市観光協会 )

岩田職員 (鎌倉市 )

目圏職員 (鎌倉市観光協会 )

神奈川新聞社 1名

1.議題

(1)鎌倉花火大会 日程について

小林委員長から説明。

今回は、次回の花火大会の開催時期を決定する。また、その次の開催に向けた会

議を、引き続 き開催 していきたい。 まずは、それぞれ意見を述べていただきたい.

本村理事 (鎌倉漁業協同組合)… 7月 中の開催であれば、エ ビ漁への影響は少な

い し

木村常任理事 (鎌倉地区自治組織連合会)一時期については希望はない。自治会

で手伝え_る ことがあれば、手伝 う。

松石組合長 (材本座中央海水浴場)…・夏開催を希望。資金集めを市民を絡めて行

いたい.

小西協賛部会長、(鎌倉市観光協会)…夏開催を希望。クラウドファンディング

の活用を検討する。

小池部長 (鎌倉市)一時期変更を希望。1度時期を変更し、実証実験を行 うべき

ではえ貪いか。

鈴木実行委員長 (鎌倉市観光協会)…市民の声を聞くと、夏開催が妥当。しかか

しそのためには、経費を抑え、収入を増や し、市民を巻き込んで行 うイベン トとす

るため、市民の力を借 りたい。

波多辺専務理事 (鎌倉商工会議所)…来年については、準備などを考えると、夏

開催が妥当。 しか し、再来年以降は、再度時期変更を検討すべきではないか。

資金集めを事前に行 うことで、受益者負担を求める。例えば、クラウドファンデ

ィングの活用を再検討すべき.市の税金ばか りに頼らず、継続的な開催を目指す。

小林委員長 (鎌倉市観光協会)一次回は夏開催。7月 20日 前後で、週末に重な

らず、海の日にも被らない日とする。18～ 20日 で、潮見表を確認する。本開催は、



18日 か 19日 となると思 うの市内の学校の夏休みは 20日 以降になるが、安全面の

面から、19日 が本開催。翌 20日 が予備 日とする。来週の実行委員会に提案 してよ

い力、)(全会、了承ぃ)

次に、再来年の花火大会について議論を進めるぃそ もそ も、開催時期を変更する

必要1生はイ可か.

小池部長…コス ト面の検討が
`∠

、要c仮に、支出に対する収入が稼げるのであれば、

時期を変更する必要はないのではないか.ただし、この検討会はコス ト面のほか、

安全面 ()含 めて課題になっていたと認識 している。

小林委員長…コス ト面、安全面が非常に課題,こ れまでは、大きな事故なく進め

ているの 1)事実。一方で、警察から安全面について指摘を受けていることも事実。

藤沢は秋開催 し、平成 28年 10月 15日 の観覧客数は 85,000人で鎌倉の半分強と

なったぃ

これに習い、1度時期を変更 してやってみる価値はある.しか し、メディアヘの

公表の際、ちゃんと理由づけた 1)の を提示する。例えば、「実証実験」 としての運

用などはどうか。

また、市内イベン ト事業者や社寺への説明なども配慮 しなければならない。 1度

開催時期変更に向けてチャレンジしていくのもあり。 しか し、正式決定ではない。

その間に、クラウドファンディングなどの施策が功を奏 した場合、無理に行 うZ、

要はないのかも tノ れない。ちなみに、開催時期変更を正式に発表する必要があるの

か 。

波多辺専務理事…今の時点では決定できない.今後、継続的な審議をすべきであ

る。ベス トは、次回の花火大会の際に伝えることだが、まだわからない。仮に正式

に決定せず伝えた場合、実際に鎌倉の花火大会はいつなんだとい う誤解を与えかね

ない。

小西協賛部会長…湘南港使用の件は再度確認 し、来週の花火大会実行委員会で

説明する。

鈴木実行委員長…消防の問題 もあるため、今後丁寧に確認すべき。

小林委員長―では、再来年以降については、正式に決定せず、開催時期変更に向

けて、幅広 くの検討 。準備を進める。 この方向性 としてよいか。 (全会、了承。)

(2)そ の他

今回を 1)っ て、花火大会あり方検討会は一区切りだが、来年明け早々を目処に、

改めて会議を開催予定 とする.

その際に、具体的なクラウ ドファンデ ィングの活用方法を提案 していく。実際に

運用 している団体などをオブザーバーなどで招集すべき.神奈川新聞社からt)情報

提供を求めたい。仮に行つた場合、初めての試みとなるので、メディアの注目()集

め、効果的な PRと なることを期待する。

以 上


