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人工芝練習場設置に係るアンケート結果ご報告及び再度お願いの件 
 
春陽の候 会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、先般お願い申し上げました掲題アンケートにつきましては、74 名の会員の皆様にご協力賜わりまして、

衷心より厚く御礼申し上げます。 

集計結果を下記報告申し上げます。 

理事会に対する注文、叱咤激励、種々ご提案等々多岐に亘る貴重な自由意見も多々頂戴致しました。私ども

と致しましても、人工芝練習場設置は最優先の活動ですが、それ以外にも当会運営の仕方も含め皆様方の貴

重なご意見を実現すべく引き続き努力して参る所存でございますので、今後とも会員皆様方のご指導・ご鞭

撻の程宜しくお願い申し上げます。 

 

今回のアンケートは短期間に行ないましたので、ご返信頂けていない方々もおられます。私どもと致しまし

ても、よりよい会運営を目指しておりますので、出来るだけ多くの会員の方々のご意思、ご意見を是非とも

頂戴致したく、いつでも結構でございますのでアンケートご回答方重ねてお願い申し上げます。 

 

最後になりましたが、私どもでご住所等を把握できていない方々の内、今回３名の会員が判明致しました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

記 

1. 人工芝練習場設置可否 

1.可 ： ６４     2.否  ： 1     3.分わらない： ９ 

 

2. 設置に対して寄付をして頂けますか（1.の回答に拘わらず。寄付は年会費とは別。） 

  1.する： ６５     2.しない： ３     3.分からない： ６ 

 

3. （2.で 1.に○をつけた方のみ）1 口 10,000 円の寄付（複数口歓迎）を何年で何口して頂ける可能性がお

有りでしょうか？（寄付は 2016～2019 年の 4 年間募集の計画です。） 

1.（単位：口数。 計画は 2,500 口を 4 等分で各年 625 口とした。）           

計画年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 合計 

目標 ６２５ ６２５ ６２５ ６２５ ２,５００

現状 ２３２ １９９ １８６ １８６ ８０３

差額 ▲３９３ ▲４２６ ▲４３９ ▲４３９ ▲１,６９７

  2. 分からない： ８ 

 

4. 自由意見 

  別紙。 

以上 



【別紙】 自由意見と理事会からのコメント （1/2）

自由意見 卒年 理事会からのコメント

人工芝で練習していてゲームが通常のグラウンドで実施されたこと
を考えると条件の悪いグランドで練習していた方が効果があると思
われる。

S33
現在のゲームはリーグ戦、インカレ、全日本等の公式戦は人工芝で行なっておりま
す。

4年間目標  100口。1人100万円を拠出するOB10名を組織する試み
をしてみようと思案中。

S35 大変心強いお話です。是非とも宜しくお願い申し上げます。

関係者の皆様に深謝！不明者リスト中のS30卒)深井喜一郎様は,
S34卒)虎谷さんがよくご存知です。出来る限りの応援はさせてもらい
ます。

S37
ありがとうございます。宜しくお願い申し上げます。虎谷様にはS45年卒の渡辺様の
住所も教えて頂きました。いろいろネットワークが構築できれば良いと思っておりま
す。

私以外全員賛成であればメール可。現理事会の方々のご努力に感
服しています。引き続き、ご尽力下さい。

S37 ありがとうございます。全力を尽くします。

本プロジェクトへの取組ご苦労様。我々ホッケー部のこれからの一
層の活躍のためにも (念願の一部昇格維持のためにも)実現必要と
考えます。応援します。

S37
大変ありがとうございます。ご同期の会費納付率はほぼパーフェクトです。これが全
年代に波及していくよう頑張ります。そうすれば寄付も自然に増えて行くと思います。

「神戸大学基金」寄付時に『ホッケーグラウンド人工芝設置』を利用
目的に注記するように寄付者に要望することも一考。

S37

貴重なご意見ありがとうございます。神戸大学基金からは, 学生支援課にPJ承認し
て貰い(各グランドの関係各学部との調整は学生支援課が行なう）、神戸大学基金
宛に目標年と目標金額を記して申請する様指導を受けました。
武道館(剣道, 柔道, 空手部）、弓道場（弓道部）も同様の手続きで完成、現在ボー
ト部淀川艇庫建設も同様手続きで基金積立中の様です。

幹事ご苦労様です。とにかく、よく話をして寄付してもらうことしかない
のでは。PRに力を入れて下さい。10万円/1人　期待。

S38

ありがとうございます。PRに更に注力致します。会員全員の方々が10万円寄付して
頂ければハーフコートも視野に入り、創部100周年に向けてのフルコート整備も夢で
はない可能性も出て来ます。兎に角足元から頑張ってまいります。ご同期或いは2
～3年次下のOBの方々で会費納付率の低い方々もいらっしゃいます。お声掛けの
程宜しくお願い申し上げます。

人工芝は必要と思います。OBとしてできるだけ援助したく思っていま
すが…

S38 ありがとうございます。宜しくお願い申し上げます。

①個人寄付に頼らざるを得ないとして具体的な活動, 年毎の目標を
示すべき。
②個人寄付だけでは限界があり、個人経営、中小企業オーナーな
ど具体的に調査し大口寄付を計画すべし。
③各種人工芝の長所・短所、金額を示し、なぜ「サンドベース」が良
いのか説得力ある説明が欲しい。

S38

貴重なご意見ありがとうございます。
①７月開催予定の総会後、総会報告/年会費納付依頼に加え、創部90周年記念
事業としての人工芝設置趣旨説明、過去関連行動経過報告、寄付依頼を文書に
て（HPにも内容掲載）お願いの予定です。年次計画は2016～2019年までの4年間、
各年625口（6,250千円）です。
② 理事、コアメンバーで手分けをし、大口寄付可能性も調査致します。
③ 人工芝種類につきましては、本アンケートお願い状の添付資料3の「人工芝の
種類」に説明させて頂いております。世界公式戦はウォーターベース（WB）です。こ
れは、グランド外から放水するもので、ポンプ設置及びランニング/メンテナンス費
用が高くなります。日本ホッケー協会がWB以外に国内公式戦用に認めているロン
グパイルは、WBより安価とされています。サンドベースは、砂（サンド）を緩衝材とし
ており、最も安価と言われております。（テニスコートで多数みられる砂入り人工芝と
同様です。）学生リーグ戦クラス、大学練習用グランドとしても使用されています。
私どもは日本ホッケー協会人工芝連絡協議会メンバー企業中3社から見積徴求し
（2社25百万円台、1社27百万円台）、目標金額を25百万円と設定致しました。詳し
い説明が漏れており申し訳ございませんでした。何とぞご理解をお願い申し上げま
す。

法人(会社)の寄付は、どうなっているのでしょうか？ S39
誠に申し訳ございませんが現時点ではまだ対応策が出来ておりません。可能性調
査を早急に行なう所存です。今後ともご指導の程宜しくお願い申し上げます。

場所が決定すれば50万寄付する。2500万円の寄付を集めるのは容
易でない。また、設置場所次第では他運動部と共用使用すれば実
現性大ではないか。

S41
力強いご支援誠にありがとうございます。貴重なご意見ありがとうとうございます。他
部との協議も検討して参りたいと存じます。

難しい事業と思いますが、関係各位のご健闘をお祈りしています。
鶴身会長との浅からぬご縁も考慮して、20万/4年にて対応させて頂
きたく、よろしくお願いします。振り込先等確定次第ご一報ください。

S45
力強いご支援大変ありがとうございます。7月開催予定の総会終了後、会計報告他
と併せお願い状・振り込み用紙を発送致します。宜しくお願い申し上げます。ご同期
の皆様にもお声掛け賜れば幸甚でございます。

①メールアドレス登録には、各希望者からHP登録欄にメール発信し
それを登録すれば？紙では登録の手間もかかるし、誤登録が多く整
理が大変。卒年、学部を添えるようにすれば本人確認できる。
②東京OB会はメール連絡している。本人了解もらえば、登録はすぐ
に可。幹事が管理。
③多額寄付者を募るのは良い事だが、一方で会費納入者を増やす
方策も必要では？具体策は？現状のOB 2割程度の納付は各運動
部の中でも低い。

S46

① 貴重なご指摘ご提案ありがとうございます。
② 同上。
③ 15年前クラブ設立当初から5～10年程度の年次レンジで寄付納付会員増強コ
アメンバーを設定（主に理事）、前後年次の納付会員開拓に力を入れて参りました
が、なかなか機能していなかったのが実情です。新幹部になりまして、加えて年2回
の六甲台カップを開催などPRを重ねた結果、昨年度実績では31％になっておりま
す。今回の事業の成功の為にも、又ご指摘の納付会員の更なる増強を図る為、コ
アメンバー新規設定も計画しております。先輩にもお願いする所存でございますの
で宜しくお願い申し上げます。特に先輩ご同期の中、或いは5～6年上迄の先輩方
の中に納入して頂けていない又は納付率の低い方々が結構いらっしゃいますの
で、その節には宜しくお願い申し上げます。

一部に復帰するための設置であれば反対。一部復帰は学生自身の
考え方の問題。これについてはOBは十分に学生を観察し、特に精
神面・基礎体力面(筋力・スタミナ)について積極的にサジェッション
すべき。設置は、今のホッケーが人工芝でのプレーだから必要。

S46 貴重なご意見ありがとうございます。
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自由意見 卒年 理事会からのコメント

寄付は提示した目標でやります。逐次資金の集まっている状況ご連
絡ください。

S47
ありがとうございます。神戸大学基金に寄付を致しました段階で、毎年速やかにご
報告させて頂く所存でございます。

とにかく先へ進もう。ご苦労様です。よろしく。 S47 ありがとうございます。

寄付については, 未定ですが出来るだけのことはさせて頂きたいと
思ってます。

S48 ありがとうございます。是非とも宜しくお願い申し上げます。

東京在住なので、できる事に限りはありますが、可能な限りお手伝い
致します。

S52
ありがとうございます。ご同期及び5年下くらいのOBの方々で、住所不詳・納付率が
低い方々が多くいらっしゃいます。東京地区でのPR活動へのご協力方宜しくお願い
致します。

面積は目標としてハーフコートとすべきではないでしょうか？
創部○周年記念事業といった位置付けをしてはどうでしょうか？

S56

ご意見の通り、目標はせめてハーフコート、理想は創部100周年に向けてフルコート
ですが、資金的な面・日常練習・６人制が出来る広さという事でこの面積にさせて頂
きました。
今回の活動は、創部９０周年記念事業と致します。

企業寄付も含めて全体の資金計画を明らかにできないでしょうか？
個人では2500万円を4年間というのは厳しいように思えます。
少子化の中で大学予算も厳しいでしょうから、他大学との協同利用
(甲南・大阪市大・関学)とかフットサル場の利用とかも考えられない
でしょうか？

S58

貴重なご意見誠にありがとうございます。企業寄付につきましては複数のOBの方々
からのご意見もございますので、皆様方のご指導も仰ぎながら方策を模索致したい
と存じます。 アンケート結果報告の中にありますように、現状、資金計画対比見通し
はつかない状況です。早急に強力且つ継続的なPR活動を展開すべく急ぎ準備を
進めているところでございます。
本PJチームを中心にあらゆる可能性を検討致しまして先般ご連絡申し上げた結論
に達しました。詳細な経緯もご報告申し上げるべきであったと反省もしております。
お許し下さい。但し、従来から週末/長期休暇中には、舞洲（大阪）・瑞穂（京都）で
他大学との練習試合、甲南/関学/関大には練習試合に参加させて頂いております
ので、部分的・断片的には人工芝で練習はしております。費用は全額学生負担は
無理ですので、皆様からの年会費から支援しております（H26年度実績795千円）。

ご苦労様です。 S58 ありがとうございます。

出来た後に, 横に寄付金の板を作りましょう。 S62 ご提案ありがとうございます。

寄付1回はしたいと思います。 S62 よろしくお願いします。

普段何もお手伝い出来ていませんが、人工芝は造ってあげたいと思
います。

H02 ありがとうございます。

微々たる力にしかなれませんが、少しでも愛する神大ホッケー部の
ためにと思います。

H04 ありがとうございます。

取りまとめ御苦労様です。 H05 ありがとうございます。

年会費から一定額を充当したり、企業寄付を募るなどできないでしょ
うか？

H10

貴重なご意見ありがとうございます。企業寄付につきましては、皆様のご指摘も多々
ございますので早急に現状調査致しまして、方策策定の所存です。ご指導の程宜
しくお願い申し上げます。年会費から一定額充当につきましては、H26年実績で、年
会費960千円・寄付金175千円他で収入合計1,231千円に対し、現役支援金795千
円他諸費用含め支出合計1,292千円で、差引61千円の赤字となっております。
全会員の皆様が会費納付して頂けましたならば、この3倍程度の収入がございます
ので、10年単位の記念事業で20百万円単位の事業が出来るのですが、出来るだ
けそれに近づくようPR活動を続けて参りたいと理事全員気を引き締めております。
是非ともご同期に理事もおりますので、ご同期及び前後のお親しい会員の方々に
PR方是非とも宜しく　お願い申し上げます。

山出さん、いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いしま
す。

H10
ありがとうございます。上行の方とご同期ですので同様に宜しくお願い申し上げま
す。

具体的な費用負担を示した方が良いのではないでしょうか？
2500/(435-60)≒6.67万円

H14
心強いご提案を頂戴しありがとうございます。しかしながら、各会員様方の個別事
情・お考え等々様々お有りと存じますので、強制的な感じを受けられかねない表現
は差し控えさせて頂いております。

寄付は毎年の状況次第で判断させて下さい。恐れ入りますが、毎年
寄付金の集まり具合を共有頂けると嬉しいです。悲願の人工芝設置
が叶うことを切に祈ってます。

H22

神戸大学基金に寄付を致しました段階で、毎年速やかにご報告させて頂く所存で
ございます。ご同期の中には会費納付をして頂いていない方、納付率の低い方も
いらっしゃいます。ご同期のお集まりの折、或いはお話しされる折には、是非とも会
費納付PR方宜しくお願い申し上げます。また、下の2～3年、上の3～4年迄のOBの
方々も同様の傾向にありますので、良くご存じの方々には是非ともお声掛けを宜しく
お願い申し上げます。

電子メール否については、アドレス変更時の手続きを失念する可能
性が高いと考えるため。金銭的に力になれるかは自信ないですが、
人工芝設置については非常に賛成です。よろしくお願いします。

H27
インターネットメールによる通信手段の可否につきましては、様々な理由で否の方も
いらっしゃいます。出来る所から取り組んで参りたいと存じます。ご意見ありがとうござ
います。

未来の後輩のために人工芝設置できれば、すごく良いと思います。
是非協力させていただきたいと思います。

H27

宜しくお願い致します。OGの方のアンケート回答は残念ながら3通だけです。OGの
方々へのPR強化にアイデアも含めご協力頂けましたら幸甚に存じます。また、ご同
期11名中会費納付は4名だけです。まだ学生の方もいらっしゃいますが、就職され
た方々へのお声掛けも宜しくお願い致します。H24年卒以降の方々の会費納付率
も極めて低い状況になっております。寄付も合わせてお声掛け下さい。


