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１ スポーツ統括室長あいさつ 

 

２ スポーツ統括室職員紹介 

 

３ 開会 

 

○山口会長 それでは、定めに従いまして進行させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 

４ 定足数確認 

 

○山口会長 まず、定足数の確認を事務局より、お願いします。 

○事務局 よろしくお願いいたします。まず、御報告事項でございます。審議会の委員で

ございますが、横浜市立小学校体育研究会の会長が小澤校長から小宮校長にかわりまして、

本日より御出席いただいておりまして、本日付けで委員に委嘱させていただいております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、定足数でございます。本日は委員総数13名のところ、小田委員、冨田委員

がご欠席でございます。あわせて大日方委員が現在、交通状況の関係で少し遅れていらっ

しゃいまして、現時点で10名の御出席、大日方委員が御到着されれば11名でございます。

横浜市スポーツ推進審議会条例第６条第２項の規定に基づき、本会議は有効に成立してお

ります。 

 また、本審議会につきましては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第31条の規

定に基づき公開の対象となっております。議事録につきましても閲覧の対象となることを

御了承いただければということでございます。 

 あわせて議事録につきましてでございます。議事録署名人につきましては、横浜市スポ

ーツ推進審議会会議運営要領第５条第３項の規定にのっとり、第１回会議において決定さ

せていただきましたとおり、委員名簿順に、２名で持ち回ることとさせていただいており

ます。本日につきましては、佐々木委員と平野委員にお願いさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、前回の審議会の議事録につきましては、お手元に配付させていただいております

ので、後ほど御覧いただければと思います。以上でございます。 
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５ 議題 

 

（１）障害者スポーツの振興について 

 

○山口会長 ありがとうございました。それでは、早速次第に沿って進めさせていただき

ます。まず、議題（１）「障害者スポーツの振興について」ということで、事務局から説

明をお願いします。 

○事務局 それでは、事務局から説明をさせていただきます。お手元の資料１を御覧いた

だけますでしょうか。「障害者スポーツの振興について」でございます。まず、四角囲み

の論点のところでございますが、こちらに本日御意見をいただきたい趣旨等を記載させて

いただいております。 

 本市では、横浜ラポールが障害者スポーツ推進の中核拠点として障害者のスポーツ教室

の開催やハマピック（横浜市障害者スポーツ大会）の開催など、様々な事業に取り組んで

きています。一方で、障害者スポーツヘのニーズが多様化する中で、障害者と健常者がと

もにスポーツに親しむ環境の整備を強化するとともに、競技性の高い障害者スポーツに取

り組むアスリートの受け皿の整備等が課題になっています。こうした中で、神奈川県では、

障害者スポーツの普及・啓発や競技力向上を目的として、今年度、障害者スポーツ協会の

設置を予定しています。 

 そこで、本市において、障害者スポーツをより一層推進していくために、例えば、公益

社団法人日本トライアスロン連合のように、競技団体の中に障害者スポーツ部門を併設し、

一体的に障害者と健常者に対し競技の普及・啓発や競技力の向上に取り組む方策と、障害

者スポーツ協会を設置する方策の大きく２つの方向性が考えられると思います。これらを

踏まえ、横浜市の障害者スポーツの振興体制のあり方について、本日御意見をいただけれ

ばと考えております。 

 その下、１「横浜市における障害者スポーツ振興事業について」、現状ということで、

少し大まかに整理しているものでございますが、御説明をさせていただきます。 

 一番上の事業名でリハビリテーション・スポーツ事業です。個々の障害状況に合わせた

基礎体力づくりやスポーツ活動への導入を支援するものでございます。 

 その下のスポーツ・レクリエーションでは、スポーツ・レクリエーション事業として、

横浜ラポールにおいて、スポーツ活動やレクリエーション活動への指導、助言を日常的に

実施しています。地域支援事業として、市内全18区のスポーツセンターや地区センター等

に横浜ラポール職員が出張し、障害者スポーツ活動の支援プログラム等を実施しています。 

 次が普及・啓発として、インクルーシブスポーツ推進事業では、障害の有無等にかかわ

らず楽しめるインクルーシブスポーツを市体育協会や健康福祉局、横浜ラポール等と連携

し普及しています。市民参加型スポーツイベント事業では、スポーツレクリエーション 
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フェスティバル等の市民参加型スポーツイベントで、障害の有無にかかわらず参加できる

プログラムの体験会を実施しています。パラスポーツ推進事業として、市内にある学校に

パラリンピアンを派遣ということもやっております。 

 次の人材育成では、人材育成事業として、各地域での障害者スポーツ支援者の育成、ス

ポーツセンター職員等を対象とした研修への講師派遣を行っております。 

 次の競技力向上では、スポーツ大会・交流イベント事業として、全国障害者スポーツ大

会への派遣選手選考会を兼ねたハマピックの実施等を行っております。 

 右に移りまして、子供に関しての競技力向上では、横浜こどもスポーツ基金事業として、

主に障害のある子供たちがスポーツを通じて夢や希望を持って育ち、身近な地域でスポー

ツ活動に参加できる環境づくりを実施しております。 

 このような大きな取組の現状の中で、競技力向上や普及・啓発の領域をより一層推進し

ていくことが必要と考えております。 

 ２の公益社団法人日本トライアスロン連合の組織図を概略図で載せております。トライ

アスロン連合では、強化チームと普及・啓発グループとあって、強化チームの中にパラリ

ンピック対策チーム、こちらは障害者スポーツ部門を併設したような形で事業を実施して

おります。主な取り組みとして、ＩＴＵ世界トライアスロン・世界パラトライアスロンシ

リーズ横浜大会という健常者と障害者の大会を併催しているというものでございます。 

 ３「神奈川県障がい者スポーツ協会（仮称）設立に向けた基本方針（案）の概要」とし

て、スポーツを通じた「ともに生きる社会かながわ憲章」を実現するため、県内の障害者

スポーツ団体や選手の競技活動支援の中心として、障害者スポーツの普及活動や競技団体

の育成支援、競技力の向上を主な役割として取り組むということで、神奈川県のほうでは

考えております。 

 資料の次ページ以降に参考といたしまして、県の検討資料を添付していますので、こち

らは後ほど御覧いただければと思います。説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○山口会長 ありがとうございます。ただいま説明をいただきましたが、ぜひ忌憚のない

御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。お願いします。 

○宮嶋委員 今、私は日本障がい者スポーツ協会の評議員をしておりますので、その立場

から少し知っていることを共有させていただきたいと思います。まず、こちらに御提案で

あったように、いわゆる普通のＮＦ、オリンピックなどのスポーツ競技団体の中に障害者

の部門を設けるという、トライアスロン連合のような形が考えられるということと、もう

一つ、障害者スポーツ協会も設置するというような形、この２つの方向性が考えられると

いうことですが、現状としてパラリンピックの競技団体というのは非常に脆弱なところが

多いです。事務局員も２～３人でやってここまできたというようなところが多くあります。 

 急に東京でパラリンピックをやらなければいけないということが決まった後にどうなっ
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たかというと、今まではばらばらに個人の家でやっていたような競技団体も多くございま

した。それが港区の溜池にあります日本財団さんのパラサポという組織が４階にできまし

て、そのパラサポに現在は場所を借りる形で28団体でしたでしょうか、27団体か何かが入

る形になっております。恒久的にこの場所が使えるのかというと、2023年だったか2022年

だったか、記憶が定かではありませんが、そこを出されてしまうという形になっておりま

す。日本障がい者スポーツ協会でも出された人を路頭に迷わせるわけにもいかないし、ま

た個人の家でやらせるのかと。それも非常に問題だというので、何とかしたいという方向

性には傾いてきております。 

 そういう現状がある中、先ほどこちらに御提示のあった２つのパターンは、まず一つ言

わなければいけないことは、パラリンピックの競技には普通の健常者のスポーツ競技団体

にはない種目もあります。例えば、ボッチャです。御覧になったことがあると思いますが、

重度の身体障害者がストローを使って口の力、息だけで玉をふっと転がすような、身体が

不自由でもできるような競技もあります。または、水泳やトライアスロンのように、共通

性が多いというので一緒にできるところもあります。今、水泳競技も組織的には別だと思

いますが、かなり密接な関係を持っておりまして、大会などもお互いに協力し合うような

方向性もとられております。また、パラリンピックの場合には障害がものすごく多いです。

カテゴリー分けが多く、大会などで一緒にやるというときもこの辺がちょっとネックにな

っているところもあります。 

 ただ、言えているのは、日本トライアスロン連合がいち早くこういうことに着手したと

いうのは、トライアスロン連合そのものが非常にでき上がったのが遅いんですね。遅いと

いうことは、新しいことを次々と取り入れていくことに敏感であったということです。あ

とは、トライアスロン連合の会長などはＮＦの会長であるだけでなく、ＩＦ、要するに国

際競技団体の仕事もよくおやりになっているので、世界の情勢に非常に詳しいです。世界

の情勢の中では、健常者とか障害者なんていってカテゴリー分けをしているところは少な

くなってきております。 

 ただ、その場合でもパラリンピックの場合に非常に重要なのは、健常者以上に、まずカ

テゴリー分けをするクラシファイヤーといったかな、クラスを見極める人をきちんとつけ

なければいけません。あと、ケアです。泳いでいるのはいいけれども、泳ぐというのは、

特に競技スポーツの場合、人間の限界を超えてトレーニングするわけですから、それによ

って死期を早めてしまう人もいます。私の知っているカイ・エスペンハインというドイツ

の選手も、これは日本のパラのメダリストで、ものすごくいい競争相手でしたけれども、

彼女とメダルを取り合っていましたが、カイ・エスペンハインは27か28で亡くなってしま

いました。それが本当に競技スポーツのせいなのかどうかということをはっきり申し上げ

るのは難しいと思いますし、一人一人の人生ですから、クオリティーが重要であって、た

だ寝たきりで何年もいるというようなのがその人にとっていいかどうかというのはまた別
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の問題ですけれども、この辺の問題もありますので、簡単にこれはこうであるということ

は言いにくいということだけはちょっと含み置きいただければと思います。ちょっと情報

を共有させていただきました。 

○山口会長 大変参考になりました。ありがとうございます。お願いします。 

○平野委員 ２つの方策のどちらがという方向性なのかどうかというところがあると思い

ますが、例えば今、例に挙がっているトライアスロン連合で、グラスルーツの方たちには

どのように対応しているのかということをすごく伺いたいところだと思います。どうして

もパラのところというのは目立つというか、競技性の高いところなので、組み込んでいく

というところがあるのですけれども、障害者スポーツと考えたときにはもう少しグラスル

ーツのところの普及というようなことを考える必要があるのではないかと私としては思っ

ています。ですから、２つのどちらかというのではなくて、例えば競技団体様にはパラの

上のほうだけ見ていただいて、障害者スポーツ協会のところではグラスルーツのところ、

あるいは先ほど宮嶋さんがおっしゃったように、パラの種目ではない部分、その辺を担当

する。そういう役割分担でやっていくのも一つのやり方なのかなと思っています。以上で

す。 

○山口会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。奥寺委員、お願いします。 

○奥寺委員 我々は障害者の人のことをほとんど理解していませんし、今、宮嶋委員から

色々な話を聞いて、本当に様々なカテゴリーだったり、様々な問題だったり、様々なもの

があった中でパラリンピックが行われている中では、やはりそれの見極めというか、どの

ように競技を進めていいのかと。これを見ると、リハビリとかスポーツ・レクリエーショ

ン、普及・啓発と色々ありますけれども、その辺の体制というのでしょうか、どうやって

受け入れていくかということが非常に大事になっています。もちろん今、トップがあって

その人に、やりたい人なんてもっとひどい人もいるかもしれません。その情報だったり、

それをするような、できれば大もとがあって、そこにいろいろな部署があるというのが理

想ですが、そのきめ細かさというのが非常に障害者スポーツでは大事ではないかと感じま

した。ですから、やはりオリンピックが来るからやろうという気になったのかもしれませ

んし、先ほど言われたように、終わったらすぐに出なければいけないとか、追い出されて

しまうとかではなくて、これはぜひこの機会にしっかりとした組織づくりをして、ちゃん

とこれからフォローしていく、育てていく、それで楽しんでもらうというような、様々な

観点で障害者に対してケアしていく必要があるのではないかと感じました。そうしないと、

やはりいい選手も育ってきません。スポーツを楽しみたいし、レクリエーションをしたい

という人もいっぱい出てくると思います。ですから、本当はすごく大変なことだと思いま

すが、せっかくこのようにやろうということであれば、ぜひいい意味で横浜市、神奈川県

がそういうものをつくって、全国に示してもいいような気がします。大変だと思いますが、

ぜひもっと大きく考えてほしいと思います。 
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○山口会長 ありがとうございます。石渡委員、お願いします。 

○石渡委員 中学校体育連盟の会長をしている石渡と申します。中学校の部の大会で、障

害者というか、特別支援学校の生徒さんとのかかわりが若干あるので御紹介させていただ

こうと思います。ろう学校が横浜市内にありますが、そこの生徒さんたちが卓球や陸上の

競技に関しては一般学校の子供たちと一緒に大会の申し込みをしていただいて、ずっと何

年も前から競技を一緒にやってもらっています。保護者や学校長の承認をきちんと得た中

で、競技を一緒にやりましょうということで大会申し込みをいただいているのですが、そ

ういったようなこともだんだんと広められればいいのかなということを感じましたので、

ご紹介の一つです。 

 それと、振興事業の中の普及・啓発のところにあるパラスポーツ推進事業ということで、

自分の学校も昨年度、パラリンピアンの方に来ていただいて、子供たちの前でその様子を

話していただきました。非常に子供たちの反応がよくて、オリ・パラがあるからといって

行われているだけではなく、今後もやはりこういった普及事業が継続的に行われていくこ

とがとても大事ではないかということを、自分の学校に来ていただいたお礼も兼ねて、ご

紹介させていただきます。今の中学生はそんな形で交流を持たせていただいています。以

上です。 

○山口会長 ありがとうございます。どうぞ、小宮先生。 

○小宮委員 ４月から小学校の体育研究会の会長になりました小宮と申します。よろしく

お願いいたします。今、中学校の石渡先生のお話がありました。小学校もパラスポーツ推

進事業ということで、パラリンピアンの方を学校に派遣していただいて、それでいろいろ

なお話を聞いたり、実際に体験をしたりというようなことをしていただいています。小学

校は来年の４月から教育課程が改定になりまして、新しい教育課程を各学校が作成してい

るところです。出された指導要領の中にもオリンピック・パラリンピック教育を推進する

という文言が入っているものですから、小学校でもそれをカリキュラムの中に入れていけ

ないかということで、今、各学校が取り組んでいるところです。 

 また、学校にパラリンピアンに来ていただくということだけでなく、子供たちが体験し

たり、そういうスポーツがあるということを知るということもとても大事だと思っていま

すので、体育研究会としても本年度の研究の視点にオリンピック・パラリンピック教育を

入れて、何とか事業の中で取り組んでいけないか、それから今年初めてやるのですが、11

月に三ツ沢球技場をお借りして、パラスポーツの体験会みたいなことを体育研究会として

もやってみたいなと思っています。そういうことでまた市民局や体育協会の皆さんと協力

しながら普及を一緒にやっていけたらいいなと考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○宮嶋委員 もうちょっと補足をします。実は、神奈川県の山北にはリハビリテーション
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センターというのがありまして、かつてはリハビリで治療した人はまず車椅子のバスケッ

トボールをしました。これはＰＴ、フィジカルセラピスト、いわゆる理学療法士がついて、

あなたはこういう運動をするといいですよと。なぜこういう運動が必要かというと、ちま

たに出ると自力で、足が動かない分は腕の力で生活をしなければいけないので、こういう

ことは非常に重要でした。ところが、今は車で事故に遭ったときにエアバッグが出てくる

ようになってから、車の事故による障害者の数がどーんと激減しました。それもあって、

いわゆるリハビリテーションをケアするところでは、そういったスポーツを通じたリハビ

リというのを手術後の人にやらなくなっている傾向があります。ですから、実は日本障が

い者スポーツ協会でも、日本のパラリンピック大会を目の前にして、選手がいないという

とんでもない、本当はうれしいことのはずなのに、そういう現状があります。 

 ただ、私がここで思うのは、そのかわり障害の有無にかかわらず参加できる、ゆるスポ

ーツとかブラインドサッカーとか、こういうものがこの数年で大変普及してきまして、こ

のゆるスポーツの中にはハンドソープボールであったり、障害を持った人でも持たない人

でも一緒に手に石鹸を塗ってハンドボールをすると、これがハンディキャップになるもの

ですから、つるつるしてしまって投げられないのです。こういったような、一緒に遊べる

ものも入っているわけです。だから、ちょっとスポーツの概念が競技だけでなくて、みん

なが楽しめるということを優先的に考えるものに変わりつつあるというのが現状です。 

 それからもう一つ。先ほどデフリンピックの話がありました。デフリンピックというの

は日本障がい者スポーツ協会には入っていますが、残念なことにパラリンピックには入っ

ていません。スペシャルオリンピックスは知的障害の人たちが行うものですけれども、そ

れと同じように、人間は80％を視覚から情報を得るものですから、そういうこともあって、

ろうの方には個別にデフリンピックというものがあります。 

 もう一つ、これは小中学校の先生にぜひお伝えしたいと思っていますが、マセソン美季

さんという、私が今、番組で取材中なのですが、彼女はアイススレッジという手でそりを

こぐ競技で、長野のパラリンピックで金メダルを２つか３つとって、銀もとって、世界記

録も出して、いい成績を出した選手です。土田和歌子さんと同じ競技でした。彼女が中心

になってつくった教材があります。それがimpossibleにアポストロフィーをつけて、「I'm 

POSSIBLE」という教材で、これを世界中に伝えるように、彼女は世界を飛び回っています。

それと同時に、これを中心に日本の小中学校用の教材を作りました。これをみんな意外と

知らないです。相当数を学校に送っているのですが、みんな学校の倉庫に入ってしまって

いるのか、体育の先生が御存知ないところが多いです。私はこの間、調布第三小学校か何

かに行って取材してきたのですが、それを勉強してからパラリンピアンを呼ぶという形を

とると、子供のテンションがとても上がりますし、理解が進みます。 

 私が常々言っているのは、パラリンピックというのは一回の何かのきっけかに過ぎなく

て、重要なのはそれによって特に日本の場合その傾向が強いですが、障害者を違う意味で
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意識的に差別しているところがあるので、それを変える。要するに、偏見みたいなものを

変えて、かつダイバーシティー＆インクルージョン、これは2020年東京オリンピックの目

標の一つでもありますが、やはりレガシーとして何を残すかというときにはこれだと思い

ます。パラリンピックが成功するしないということよりももっと重要なのは、それをきっ

かけとして、大人の意識ももちろん変えてほしいですけれども、子供たちの意識が変わる

ことが重要なのだろうなということだと思います。マセソンさんがおもしろいことを言っ

たのですが、日本の障害者を取り巻く環境というのは、どちらかというと障害者が真ん中

にいて、健常者が手をつないで輪っかを作って見守るみたいな感じの絵を描くと。ところ

が、諸外国に行くと、車椅子の人も一緒になって輪っかが作られているというような、そ

ういう環境だということです。だから、そういう環境に日本が変わっていったらいいなと

いう。ですから、リハビリから競技力向上まであって、普及・啓発という中に体育という

ことになるとこうなのでしょうけれども、プラスアルファして、多分啓発や意識改革の中

に入ってくると思いますが、ぜひダイバーシティ＆インクルージョンというものも視野に

入れてほしいと思っています。 

○山口会長 ありがとうございます。大変参考になるご発言をありがとうございます。で

は、大日方委員、どうぞ。 

○大日方委員 すみません。遅れてきまして大変失礼いたしました。皆様の前段の議論が

十分に理解できないので私が思っていることをお話しさせていただきますが、まず、論点

の中にあります障害者スポーツを、トライアスロン連合のような競技団体の形という、障

害者スポーツ部門を中に取り込むのがいいのか、それとも障害者スポーツ協会を別にする

のかという、ここについてはちょっと役割が違うと思っております。競技団体としての役

割というのと、横浜市が障害者スポーツを協会として普及するものというのは、ある意味、

健常者の中でいうと、日体協の仕事というのと、トライアスロン連合の仕事というのを一

緒にしましょうかみたいな、若干そういうところも要素として含んでいます。なぜそうな

ってしまうかというと、障害者スポーツというものを一つのくくりとして見過ぎるという

ところがあります。先ほどから色々な方がお話をされていると思いますが、障害者という

のが健常者と全く別の世界にでき上がっているわけではありません。当たり前の話ですけ

れども、ここの今の輪っかの中に私が、障害者ですけれども、その前に個々の会議の委員

であるという、市民社会の中に障害がある人もいるよねと。その人がスポーツをするとい

う輪の中でどうするかという、こちらがスタートだと思います。 

 そうやって考えることから、少し役割が違うだろうということで、では横浜市の障害者

スポーツ振興体制はどうあるべきかという話になると、いわゆる種目別の競技団体という

意味で、その中に、例えばトライアスロンのように、一緒に障害者スポーツのことも考え

る団体は必要です。でも、一方で、障害者スポーツ協会をつくらなくていいのかとか、そ

こを誰がまとめていくのかということを横浜市として担当する部署、あるいは協会も、こ
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れはこれで必要だと思います。スポーツ協会がいらないという議論にならないのとある種

一緒で、なぜそうなのかというと、横浜市のスポーツ振興事業をざっと見ていくと、実は

書いてある普及・啓発というのは、障害のない人が障害のある人を理解しましょうみたい

なことは結構入っていると思いますが、障害のある人がスポーツをするといったときに、

リハビリのところだったりとか、あるいはスポーツ・レクリエーションというところにも

入っていますし、当たり前の話ですけれども、普及・啓発というところに障害のある人も

入っています。実はここが一番今は薄いのではないかと思います。これは横浜市さんだけ

ではなく、日本中の問題だと思います。競技力といったときには競技団体がやっていくこ

ともできますし、強化指定選手を育てられます。でも、実は普及・啓発と人材育成という

ことの、スポーツを支える裾野が、特に地域では広がりにくいのです。 

 その部分を担うのが、横浜市であれば障害者スポーツ協会というようなところが競技団

体と連携をしてやっていく。あるいは、障害者スポーツ協会の中にパラスポーツ独自競技、

ゴールボールであったり、ボッチャというのは、いわゆる健常者のスポーツとしてはあり

ません。であるならば、それもそういうところにもしかしたら入っていくことになるのか

もしれません。少し役割機能を整理をしながら、結論としては両方の側面からのアプロー

チが必要だということです。そういう形を考えていただけると、横浜市の中でさまざまな

シチュエーション、レクリエーションレベルでも普及・啓発でも人材育成でも、そういう

ところにしっかりと手が届いていくようなものになるのではないかと考えています。 

○山口会長 貴重な御意見をありがとうございます。本件については、そろそろ次へと思

いますが、ここまでのところで事務局から何かご発言されますか。よろしいですか。よろ

しければ、前に進みます。この件について、他に御発言はよろしいですか。 

 

（２）第24期横浜市スポーツ推進審議会 答申（案）について 

 

○山口会長 それでは続きまして、答申（案）につきまして説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料２「第24期横浜市スポーツ推進審議会答申（案）」を御覧くだ

さい。ページをおめくりいただきまして、２ページでございます。Ⅰ「答申にあたって」。

「本市では、子どもから高齢者まで全ての市民がスポーツを通じて健康で心豊かな生活を

送り、地域住民の交流や心豊かなくらしを育む社会の実現を目指し、平成25年３月に「横

浜市スポーツ推進計画」が策定されました。本計画は、社会経済情勢や国の進捗状況等を

踏まえ、策定から５年を目途に計画の中間見直しを行うこととしており、当審議会は、平

成29年７月に、計画の前期５か年の諸施策の達成状況や諸課題の検証及び今後の横浜市に

おけるスポーツ振興について諮問を受け、幅広い見地から審議を重ねてきました。このた

び、審議の内容がまとまりましたので、答申します」と書かせていただいております。 

 ページをおめくりいただきまして、３ページでございます。こちらからは審議会での御
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議論いただいた内容の抜粋を記載しております。１の「「横浜市スポーツ推進計画」の前

期５か年の振り返りについて」というところですが、こちらは第１回の会議で御議論いた

だいた内容を記載しております。１の「審議概要」の２段落目、「そこで、本計画の折り

返しとなる平成29年度に、「基本目標」の達成に向け、これまでの現状や主な成果・取組、

課題と今後の取組の方向性を示すため、中間振り返りを実施し、審議を行った」という概

要になっております。 

 ページを飛ばしていただいて、５ページを御覧ください。５ページには第１回の会議で

いただきました２の「意見」でございます。こちらも時間の関係で代表的なもの、黒ポツ

の２つ目「時代や子どもを取り巻く環境が大きく変化している中で、目標値としている横

浜市の昭和60年頃の体力水準に回復させることだけに主眼を置くのではなく、子どもの体

力を広く捉え、施策を検討していく必要がある」というような御意見をいただいておりま

す。最後のポツですが、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会やラグビーワ

ールドカップ2019に向けた取組を一過性のものとして終わらせず、これらを契機として市

民にスポーツを「する」「みる」「ささえる」楽しさを伝えることや、身近な地域で子ども

から高齢者まで全ての市民がスポーツに親しめる場づくりを継続して行うことが重要であ

る」というご意見をいただいております。 

 ６ページの２の「「横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）」について」ということです

が、こちらは第２回、第３回の会議で御議論いただいた内容を記載しております。１の

「審議概要」ですが、「本計画の計画期間は、平成24年度から平成33年度までの10年間で

あるが、策定後５年を目途に中間見直しを行うとしており、横浜市スポーツ推進計画は、

計画の進捗状況、社会経済情勢、国の政策動向等の変化に対応するため、国の「第２期ス

ポーツ基本計画」を参酌し、「横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）」を策定するために

審議を行った」という内容です。 

 ２の「意見」でございますが、１つ目のポツ、「スポーツの意義に、新たに「共生社会

の実現」を加えた点は良かったが、障害者に対するスポーツ推進だけに限定をせず、外国

人や女性、ＬＧＢＴ等、多様な人々がスポーツを楽しめる生涯スポーツ社会を実現してい

くことが必要であり、表現を工夫した方がよい。また、健康増進や子どもの運動習慣が今

後の運動習慣に与える影響等、体を動かす必要性も加えた方がよい」。ポツを２つ飛ばし

まして４つ目、「市内プロスポーツチームやトップ選手とのふれあいや連携事業は、子ど

もたちが運動やスポーツに親しむ意欲・態度を培い、横浜らしさがある施策である」とい

う御意見をいただいております。 

 ７ページを御覧ください。３「横浜市における障害者スポーツの振興について」、こち

らは第４回の会議で御議論いただいた内容を記載しております。１の「審議概要」ですが、

「東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、障害者スポーツへの注目が高

まるなか、障害者スポーツに対するニーズは多様化している。このような中で、横浜市に
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おける障害者スポーツ振興施策をさらに推進していくために審議を行った」というもので

す。 

 ８ページの２の「意見」の１つ目のポツ、「パラリンピアンとの触れ合いは、ダイバー

シティやインクルージョンの側面からも子ども達にとって大変価値のあるものであり、今

後も講義と体験を通じて、子ども達の意識を高め、一生の財産となるようなものにしてい

っていただきたい」。最後のポツですが、「障害の有無にかかわらず、子どもから高齢者ま

で、様々な市民の方々が身近な場所でスポーツに親しめるようインクルーシブな観点でス

ポーツを推進していくことが重要であり、全市一体となり、障害者スポーツを推進してい

ただきたい」というものです。 

 ９ページを御覧ください。こちらが最終の答申（案）でございます。こちらには本日御

議論いただいた内容も盛り込みつつ、最後の答申にしていきたいと思います。現時点の答

申（案）を読み上げさせていただきます。 

 スポーツは、青少年の健全育成や体力の向上、生活習慣病予防による医療・介護費の

削減、地域コミュニティの活性化、市民活力の創出、地域経済活性化など、市民生活に

おいて多面にわたる役割を担っている。また、障害の有無等に関わらず、全ての人が分

け隔てなくスポーツに親しむことで、誰もが互いに尊重し支えあう共生社会の実現が期

待される。 

 横浜市では、子どもから高齢者まで市民の誰もが健康で心豊かな生活を送ることがで

きる生涯スポーツ社会の実現を目指し、平成25年３月に「横浜市スポーツ推進計画」を

策定し、様々なスポーツ施策が展開されている。そこで、第24期スポーツ推進審議会で

は、平成29年７月より２年間に渡り、計画の前期５か年の諸施策の達成状況や諸課題の

検証及び今後の横浜市におけるスポーツ振興について議論してきた。横浜市では、計画

に基づいた様々な取組が進められており、大規模スポーツイベントの誘致・開催等、そ

の成果が着実に上がっている部分もあるが、身近な地域で子どもから高齢者まで全ての

市民がスポーツに親しめるような場づくりや、スポーツと多様に関わる機会の提供をさ

らに推進する必要がある。 

 また、子どもの体力向上については、時代や子どもを取り巻く環境が変化する中で、

昭和60年頃の体力水準への回復だけを目的とするのではなく、子どもたちがスポーツや

運動を通じて体を動かす楽しさや喜びを味わい、生涯にわたってスポーツや運動に親し

めるような意欲を育むことが重要である。 

 これらの審議会の意見等を踏まえ、横浜市は「横浜市スポーツ推進計画（中間見直

し）」を平成30年３月に策定した。中間見直しでは、新たにスポーツの意義として「共

生社会の実現」を加えたが、障害の有無等にかかわらず、子どもから高齢者まで、全て

の市民が身近な場所でスポーツに親しめるようインクルーシブな観点でスポーツを推進

していくことが重要である。 
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 今後は、市や市体育協会、横浜ラポール、競技団体、学校、地域、各区スポーツセン

ターと連携を深め、健常者と障害者がともにスポーツに親しめるよう、必要な施策とそ

れを支える体制づくりについても、今後さらに検討を進めていただきたい。 

 また、スポーツを観光資源とした横浜らしい地域経済の活性化を図るため、スポーツ

ツーリズムやスポーツビジネスの推進も重要な視点である。 

 最後に、本審議会での意見を踏まえ、計画終了年度である令和３年度に目標達成でき

るよう、着実に計画を実行していただきたい。さらに、開催を間近に控えたラグビーワ

ールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた取

組はもちろんのこと、次世代を担う子どもたちにレガシーを遺し、さらなる横浜市のス

ポーツ振興に期待したい。ということで答申（案）を書かせていただきました。 

 次のページからは資料編としまして、第24期横浜市スポーツ推進審議会委員名簿、おめ

くりいただきまして、次が第５回までの審議概要と日時、次のページが平成29年７月27日

に横浜市長からこちらの審議会に諮問をさせていただいた内容を書いております。ページ

をおめくりいただきまして、横浜市スポーツ推進計画中間振り返り、こちらが第１回の会

議資料となっております。そして、最後に冊子として、今回の第24期の審議会で御議論い

ただいた成果物として、横浜市スポーツ推進計画中間見直しの冊子をつけさせていただい

ております。御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○山口会長 ありがとうございます。ただいまの答申（案）を中心に皆様のほうから御意

見を頂戴したいと思います。石渡委員、お願いします。 

○石渡委員 中学校体育連盟の石渡でございます。最後の９ページに答申（案）として最

終的にまとめていただいた中で、１回目、２回目あたりで私や小学校体育連盟の前会長さ

んが子供の体力の捉え方ということで、色々な意見を出せていただいた件に関しまして、

このように非常にわかりやすく、そして捉え方を幅広くしていきましょうということでま

とめていただけたことは非常にありがたいと思っています。そういった捉えで、数値が届

いていないから体力がないと見るのではないということを答申に盛り込んでいただいたこ

とは非常に良かったと思っております。 

 ただ、中学校の部活動指導の現場の情報を少し御紹介させていただくと、この答申とは

ちょっと別に視点になると思いますが、文科省としてスポーツ省のほうから運動部活動の

日数を制限しなさいと。子供たちが過度に運動し過ぎているのではないかというようなと

ころから、平日は月から金の中で１日休み、土日に関してもどちらか１日は休みましょう

というような方向性が出てきて、現在、運動部活動に所属している中学校の生徒は７割弱

いるのですけれども、その子たちの運動の機会がそこで少し制限されていく中、数年先に

体力の面でどのように変化していくのかは、休養をとることがプラスに転じるかもしれま

せん。ただ、やはり量が減るわけですから、もしかしたらそこで伸びがまた鈍る可能性も

あるのかななんて、ちょっと危惧しているところですので、また皆さんにも注視していた
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だけるとありがたいなと思っております。今回の答申に関しては本当に感謝を申し上げま

す。以上です。 

○山口会長 ありがとうございます。そのお休みについては完全に各学校で履行されてい

るのですか。 

○石渡委員 今年度中にできるだけ各学校の状況に応じて実施していきましょうというこ

とで、大分多くの学校で取り組めてはいます。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○宮嶋委員 これはむしろ中学校や小学校の先生方に伺いたいのですが、そういう現状が

ある一方で、中学生・高校生、特に女子の選手は１週間に体育の授業以外で体を動かすト

ータルの時間が、いわゆる通学なんかも含めて60分未満の子供たちが３割いると。これは

ものすごく由々しき問題だと思います。ですから、もちろん今はやる子とやらない子のギ

ャップがものすごく広がっているといわれる時代ですけれども、この数値を見ると、やら

ない子にいかに体を動かすことの大切さ、そしてやる機会をつくってあげるかという工夫

が必要だと思います。答申とは余り直接の関係はないかもしれませんが、そういう工夫を

ぜひ横浜市でも考えていただきたいです。やる子はほっておいても動いていくので、それ

はとめるのが大変というのが現状だと思います。そうではなくて、動かない子は本当に将

来のフレイルにつながっていってしまう感じだと思いますので、ぜひそのあたりを現場の

ご担当の方に考えていただきたいと思っています。 

○山口会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

○宮嶋委員 質問なのですが、いいですか。 

○山口会長 どうぞ。 

○宮嶋委員 質問なのですが、参考資料で、数値が色々書いてある中間振り返りのもので

すが、ここの目標③で高齢者・障害者スポーツの推進とあります。今、高齢者のスポーツ

実施率というのは非常に高くなっておりまして、ここに60％、60.9％、60.6％、72.0％、

72.8％とものすごい上昇の右肩上がりの数値が書かれていますが、高齢者と障害者を一緒

にするのはどうなのと、私はものすごく疑問を感じたのですが、その辺のお作りになった

方の意図を知りたいと思っております。 

○山口会長 どうぞ。事務局、お願いします。 

○事務局 今回おつけしたものは、第１回の会議で中間振り返りさせていただいた際の資

料でございまして、確かにこのときには目標③のところは「高齢者・障害者スポーツの推

進」ということで書かせていただいたのですが、５年後の中間見直しの中では、冊子版の

６ページを御覧いただきますと、目標③の大見出しは「高齢者・障害者スポーツの推進」

ですけれども、中身的には①と②で分けさせていただいております。よろしいでしょうか。 

○宮嶋委員 ありがとうございます。 

○山口会長 大日方委員、どうぞ。 
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○大日方委員 今のに関連する質問です。今、冊子の中間見直しのほうでいただいている

ので、それぞれの数値目標がありますが、それぞれ高齢者の目標は70％で、障害者は40％、

現状認識はどこかに書いてあるのですか。それが見えませんでした。 

○事務局 高齢者のスポーツ実施率については、目標値をもう既に達成しているという状

況ではございますけれども、障害者のスポーツ実施率については、38.5％という現状でご

ざいまして、中間見直し時点で40％を目標としていますので、若干低い数字というのが現

状でございます。 

○大日方委員 そうしますと、今の中間見直しでいくと、高齢者のスポーツ推進は既に達

成している、障害者の実施率が38.5％で、これを40％になるようなことを平成30年３月の

目標としたということですよね。 

○事務局 そうです。 

○大日方委員 要は、もう達成してしまっていることを追認するような形で、特に問題は

ないという理解でよろしいのですよね。 

○直井部長 横浜市では年に１回、横浜市民スポーツ意識調査というものを実施しまして、

大体１週間にどのぐらいやっていますかとか、どんなことがスポーツをやるために必要だ

と思いますかというような調査を行っております。これまでは障害のある方にスポーツを

どのぐらいやっていますかとか、そういうようなものはございませんでしたが、スポーツ

推進計画の見直し等でも国の目標に倣って実施率40％を掲げたこともございますので、横

浜市でも障害のある方にスポーツの実施について伺っていこうということで、平成30年度

に初めて調査を実施しております。 

 ただ、この調査のやり方というのもなかなか難しく、例えば障害者手帳を持っている方

等に直接お伺いするというようなことではなくて、これまでやってきましたように調査に

協力していただけるという方にランダムに調査票を送って、そこの中でご家族とかご自身

で障害をお持ちの方にお尋ねしますというような形で伺っていますので、実際に障害をお

持ちの方に実施について伺っているわけではないということがございます。それはちょっ

と私どもの中でも課題ではございますが、初めて調査をするに当たって、なかなか個人情

報等の整理もつかなくて、実施についてはそのような形で行いました。そうしましたら、

結果として障害を持っているという方で運動をしたしないとか、そういうようなものの数

字として先ほどの約38％が出てきたというのが実際のところでございます。 

○山口会長 では、先に。 

○小熊委員 今、65歳以上のスポーツ実施率の話が出てきていて、目標を達成していると

いうような話もありました。もしかすると前にも話題になったかもしれませんが、平成26

年度から27年度で10％以上も実施率が向上しているのですけれども、これはスポーツ庁が

行った調査等でも聞き方が変わっていて、そのために実施率がぐっと上がっている年があ

ります。それで、今後同じ指標でモニタリングしようということを学識者側としては強く
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要望しているのですが、横浜市においてはそういうことがなかったかどうかというのと、

今後の方針も含めてちょっと確認させていただければと思います。 

○山口会長 平成27年度で12％上がっているので。それでは、先に勝田委員のほうから。 

○勝田委員 私は保健活動をやっている者ですけれども、地域住民の方の健康ということ

で、私たちも体操教室をやっています。やはり意識が高いのは高齢者です。１週間に１回

でも、月に１回の体操でも高齢者の方が多いです。この70％達成というのは本当だと思い

ます。自分たちの地域でも意外とやります。ただし、その体操が普通の体操ではなくて、

私たちの場合はちょっと変わっているのですが、自彊術
じきょうじゅつ

だとか経絡
けいらく

体操とか、そういう

のをやっています。やはりあちこちが痛いので、皆さんもそれで来る方はだんだん増えて

います。 

 問題なのは、もうちょっと子育て世代のお母様方、その方たちもそのぐらいからやって

いただけるといいかなと思いますが、なかなか子育て世代の方は忙しくて、私たちも余り

声かけはしていないのですけれども、やってもらえるといいかなと思っています。親が生

活の中に運動する習慣を持つということは、お子さんも見習っていっていいのではないか

という気もしています。私たち日本人の生活の中に、外国人のように１日に１回でも体操

をしましょうとか、何か運動をしましょうという意識がなかなかできにくいです。年をと

って暇になってきたということはないのですが、健康意識が高くなってくるのではないか

と思っています。以上です。 

○山口会長 ありがとうございます。平成26年から27年にかけてのアンケートの基準の変

更の確認というのは、今はできないですよね。 

○直井部長 そのアンケート調査自体は、こういうインターネット等を通じて今は行って

いますけれども、アンケートに協力いただける方の登録があって、その方々にまずは行っ

ています。それで、調査項目等につきましては、確かに国のほうもなかなか数字が上がっ

ていかないというような中、通勤とか犬の散歩とか、そういうものも運動に含めるなんて

いう形に少し変更しまして、そういうので数字の変化というのはあったかと思います。横

浜市におきましても、運動をしましたかしませんかという中で、何を運動というのかとい

うようなこともございましたので、どちらかといいますと国の変更に連動しまして、犬の

散歩も含むような形で、少し門戸を広げた形で明確化をしたというようなところはござい

ます。インターネットの登録の方にアンケート調査をするということについての変更はず

っとございません。 

○山口会長 ありがとうございます。どうぞ。 

○大日方委員 ありがとうございます。理解できました。直井さんのさっきからのお話の

中で、実は障害者スポーツの実施率というものをどう調査していくのかということに課題

があって、これは非常に重要な視点だと思っております。ここを抽出するとスポーツ実施

率が見えてくるのかもしれません。ここはぜひ横浜市として、平成30年度に初めて調査し



 16 

たということですから、今後も続けていただくということと、もし平成30年度の調査で十

分網羅できていない、あるいは実態と何かが違うというような違和感のようなものが、横

浜ラポールの方も含めて現場でおありのようでしたら、この調査のほうも見直すというこ

とも含めて、まだ１回目ですし、これまで実は障害者のスポーツ実施率という概念を国も

含めて余り積み重ねてきていないので、データが足りません。東京都でも初めて調査する

と、国の調査と随分違うというようなクエスチョンマークが有識者の皆さんからも出るぐ

らいです。実はしっかり何をこういうデータのベースにするかということがないと、実施

率は上がっているのに、いつまでたっても市民の方からはスポーツがしやすくなった環境

を自覚できないみたいなギャップを生んでしまうことになると思います。大変重要な点と

して、ぜひ実施率をどう捉えていくのかについてもご検討いただけるとありがたいです。 

○山口会長 ありがとうございます。それでは、本答申につきまして、そろそろまとめさ

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。いずれにいたしましても、今日い

ただいた御意見を踏まえまして、再度調整させていただいて、最終版の答申を作成させて

いただきたいということになります。事務局と私のほうで最終的な確認をした上で、横浜

市へ提出するようにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山口会長 ありがとうございます。では、事務局、そのような形でよろしくお願いいた

します。 

○直井部長 ありがとうございます。それでは、会長と御相談させていただきまして、確

定しました答申については後日事務局より各委員の皆様へ送付させていただきます。本当

に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 

○山口会長 ありがとうございます。 

 

６ 報告事項 

 

 平成31年度予算概要について 

 

○山口会長 それでは、報告に入らせていただきます。平成31年度予算概要ということで、

よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、資料３を御覧ください。平成31年度、令和元年度の予算概要、スポ

ーツ振興費の抜粋でございますが、簡単に御報告だけさせていただきます。 

 ページをおめくりいただきまして、２の「スポーツで育む地域と暮らし」ということで、

こちらがスポーツ振興費のトータルでございます。前年度の24億5003万円に対して、今年

度は44億6507万円の予算となっております。その中で、項目だけを御説明しますと、（１）

「地域スポーツ活動の支援」では、前年度の3871万円に対して3437万円。（２）「市民参加
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型スポーツイベントの充実」では、前年度1336万円に対して1333万円。（３）「横浜マラソ

ン開催事業」は、前年度と同額の１億円。（４）「観戦型スポーツイベント等開催事業」で

は、前年度の7591万円に対して7601万円。（５）「横浜市スポーツボランティアセンター運

営事業」では、前年度の1200万円に対して650万円。（６）「屋外プール再整備事業」につ

いては、前年度の5700万円に対して４億8830万円。（７）「横浜文化体育館再整備事業」に

つきましては、1800万円に対して２億3171万円。次のページの（８）「ラグビーワールド

カップ2019開催事業」では、前年度の４億2507万円に対して18億4378万円。（９）「東京

2020オリンピック・パラリンピック開催準備事業」では、前年度の１億3710万円に対して

３億6308万円となっております。 

 次ページ以降は今の御説明の内訳等になっておりますので、後ほど御覧いただければと

思います。今年度に関しましては、このような予算で今事業を進めているところでござい

ます。御報告でございました。よろしくお願いします。 

○山口会長 ありがとうございます。予算概要の説明をしていただきましたが、何か御質

問・御意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは、報告をありがとうございま

した。 

 それでは、本日予定の議案は全て終了いたしました。今回、２年前に審議会が始まりま

して、最終回ということになります。大変恐れ入りますけれども、委員さんに一言ずつ御

挨拶をいただきたいということで、お願いできますでしょうか。委員名簿の順番でよろし

いでしょうか。 

○宮嶋委員 長い間ありがとうございました。いつもしゃべり過ぎるなと自分で思ってい

て、副会長になればしゃべり過ぎないだろうと思ったけれども、やはり今日もいっぱいし

ゃべったと思います。私は、自治体の役割というのは、国が考えている政策をより具体的

に振興していくことだと思っています。それはもちろん大型のスポーツなどを誘致して、

それを見ていただくというようなスポーツの間接的な楽しみ方もあるのだろうと思います

が、私はテレビ朝日に22歳ぐらいで入って、それから40年以上スポーツを見てきていて、

もちろん見るスポーツもまだ相当マチュアしているとは言えないのですけれども、ただ、

日本に一番足りないのは、自分でする身近なスポーツ、楽しむスポーツということに関し

て、ものすごく遅れていると思います。子供のころからもそうですが、何とか自治体の力

を使ってやっていったらいいのかなと。 

 特に日本の場合は若年層の自殺が非常に多くて、この自殺というのはちょっとした日常

の運動習慣であるとか、あと私は神奈川県立横浜国際高校に行って、手で芝を植えて、初

めて公立の高校としてはグラウンドを全て芝生化したのですが、そういう芝生も相当プレ

ッシャーを解放するという意味で大きな役割があります。こういうことは、芝生は予算が

ないとできないと思っていらっしゃると思いますが、私が最初にやった方法は、鳥取方式

といわれるもので、５万円でできる、手で植える芝生のやり方です。ただ、それをずっと
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継続するためには、お水が必要だったり、ちょっとした工夫は必要ですけれども、そうい

った自治体、市だからこそできること、それは市民により近いことだと思います。もちろ

ん国の方針に基づいてなのですが、そういうことをどんどんやっていけるように、ここに

いらっしゃる方々、そして学校の先生方とか、それぞれのクラブでやっている方々、大学

の先生方も含めて、一番市民を動かせるところだと思っていますので、進めていただけた

らいいなという言葉を最後にしたいと思います。ありがとうございました。 

○山口会長 ありがとうございました。では、石渡先生。 

○石渡委員 ２年間ありがとうございました。こういう場に初めて関わらせていただいて、

こうやって意見を出させていただくことが色々な答申等に反映されていくということを本

当に間近に感じることができて、ありがたいなと思っております。学校の現場というのは

本当に皆さんに見えているようで見えていない部分がいっぱいあるのかなというところも

ありまして、皆さんの期待もまた今回聞かせていただくことができましたし、学校の抱え

ている課題というのもいろいろな場面で発信できるといういい機会だったと思っておりま

す。運動嫌いの子が運動を楽しめる、そのような都市が形成できるように、やはり担って

いるものが大きいなと感じております。どうもお世話になりました。ありがとうございま

した。 

○奥寺委員 ２年間ありがとうございました。ずっと長くこの２年をやらせていただいて、

やはり生涯スポーツというか、スポーツを楽しむ、先ほどもおっしゃっていましたけれど

も、それをするためには子供のときからというのが非常に大事だと思います。ですから、

何とかそこにも力を入れて、それができれば多分スポーツの楽しさ、おもしろさ、また体

にいいことだとわかってくると思うので、ぜひそういう機会をたくさんつくってほしいか

なと。僕が知っているドイツなんかでも、やはりファミコン、いろいろなものに行ってし

まったりしているらしいのですが、そのために何をするかというと、地域のクラブたちが

その子たちの学校へ出向いていって運動をするとか、そういうこともやっています。我々

も横浜ＦＣ、Ｊリーグのクラブも出向いていってやっているのですが、そのきっかけづく

りをいろいろなところでやっていただければいいかなと思っています。本当にスポーツは

健康に大事なことなので、ぜひまたそういうことも考えてやってほしいかなと思います。

ありがとうございました。 

○山口会長 ありがとうございました。 

○小熊委員 前回の23期からお世話になりました。このような場に参加させていただき、

ありがとうございました。社会の構成自体が変わってくる中、スポーツというものの捉え

方も年々変わってきていると思います。そんな中で、色々な各立場の方とこのような議論

を交わし、スポーツ推進というところで力を合わせてこのようなものをつくっていけたこ

とにすごく感謝しております。私の立場としては、スポーツ医学をやっている医師の立場

という意味で考えると、もっと医療とスポーツとか、身体活動というものと連携していく
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必要があると思っておりまして、もっとその辺でお力になれるようなことを、医師側とし

てやらなければいけないこともあるのではないかとも思っております。みんなが楽しめる

ようなスポーツを引き続き横浜市でも進めていけるよう祈念しておりますし、お力になれ

ることはまた引き続きやっていきたいと思います。ありがとうございました。 

○山口会長 ありがとうございました。 

○大日方委員 本当にありがとうございました。色々と勝手なことを好き放題申し上げま

して、恐らく困った方もおいでだろうなと思っております。横浜市は私が育った地域であ

りまして、小学校、中学校、高校、大学までここにおりました。横浜の育った地域の中で、

そしてまた私はスポーツともここで出会っておりますので、非常に思い入れが強い地域で

す。その横浜市がこういう形で障害のある人たちのスポーツ、共生社会の実現ということ

でしっかり取り組んでいこうと思っていただけるということは本当にうれしいことだと感

じています。横浜市には良さとか強みといったものがいっぱいあると思います。サッカー

や野球のプロチームもある、それから横浜ラポールのような障害者スポーツの中核的な施

設を先進的なところで持っている。こういった財産を生かしていただきながら、市民に寄

り添えるというのが実は一番のおもしろさではないかと思っております。国のスポーツ政

策のほうにも参画させていただいている中で、やはり現場を持っている人がこれをやった

らどのように実施していくのかなというような具体的な政策というのは、地域ごとの強み、

基礎自治体の皆さんに取り組んでいただけることをイメージできることはすごく重要だと

思っております。横浜市さんの取組を通じて、地方、あるいは地域ではこんなことを考え

ているんだよというようなことを国にも上げていただけるような、そういった取組も進め

ていただければいいなと思っております。本当にありがとうございました。 

○山口会長 ありがとうございました。 

○勝田委員 ２年半前かな、やったと思うのですが、一番最初は何もわからなくて、何を

言って聞いているのか、自分の中でもすごく分かりませんでした。でも、保健活動として

地域住民の中のスポーツ、健康ということを考えたときに、ああ、そうかと初めて納得し

た部分もありました。私たちが今相手にしている方たちは高齢者の方が多いので、高齢者

の人たちは割合と至れり尽くせりでやってもらっているかなという感じは受けています。

子供たちの育成のほうがいろいろと問題かなと思っています。貧困だとか、いろいろなこ

とがあります。それで、私たちもそれを手伝いたいのですが、うちの地域の場合はちょっ

と場所がなくて子ども食堂ができないとか、そういうことがあるので、いろいろとジレン

マもあります。でも、こういう話を聞けたということが私にはとてもよかったと自分で思

っています。本当にありがとうございました。 

○小宮委員 ありがとうございました。今回初めて参加させていただきましたけれども、

参加させていただいて、子供たちがスポーツに親しむ、あるいはスポーツを楽しむとか、

それからちょっと苦手だなと思っている子たちも体を動かす心地よさとか、それからパラ
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スポーツを知る、体験できるような、そういう環境づくりを学校だけではなくて、色々な

方々と協力して進めていくことが重要だなということを改めて感じました。ありがとうご

ざいました。 

○後藤委員 スポーツ推進委員の後藤です。横浜市は18区ありまして、スポーツ推進委員

がおよそ2600名、それにプラスして横浜市独特のさわやかスポーツ普及委員会、これが多

分各区に20～30名ずつおりまして、連携しながらさわやかスポーツの普及とか運動会、そ

の他いろいろなスポーツ大会とかをやっております。その中で、高齢者、子供、障害者、

高齢者の72％というのは、このほかに学校を利用した文化スポーツクラブというのもあり

まして、そういうところでかなり高齢者の方も運動を行っています。そういうのもかなり

貢献しているのではないかと思っております。我々は地域の中で活動していますので、こ

れからも地域スポーツの交流のために頑張ってまいりたいと思います。２年間ありがとう

ございました。 

○佐々木委員 ２年間ありがとうございました。ちょうど2020のオリンピックを契機に、

横浜市、川崎市、それから私が所属しております慶應大学が英国チームのおもてなしをす

るというような、ちょうどそういう機会になりまして、学生の活動を見ていますと、日吉

にいる学生はスポーツにかかわる特別な学部ではなく、本当に一般の学生ですけれども、

多分そういうボランティアというようなことを最終的には全面に出して、どのような形で

スポーツにかかわって、そのかかわる人たちを支えていくかというようなことを今、すご

く一生懸命やっています。登録している学生は1000人ぐらいになるということを聞きまし

た。何かしらスポーツから入っていくかどうかは構わないと思いますけれども、関わって

みたらこんなにおもしろいとか、それから非常に一つの視点だけではなくて、色々な、ま

ちづくりが入ってみたり、スポーツを通じて若い力がそういうところにどんどん広がると

いうようなことに感激しながら関わっております。そういう力、つまり、一つの視点だけ

で何かを考えるのではなくて、色々な人を巻き込むとか、そういうこともやはり考えてい

くのに重要なところかなと思いました。ふだん関係ないなと思っている人でも、ここに自

分は関わりがあるかもしれないと思わせるような何かがあると、広がっていくかなと思い

ました。 

 それから、長年私自身が関わっております子供の問題については、やはり同じように、

やらない子をどうするかという結論というのは出ないわけなので、それについてももっと

視点を変えると、何か動き出すところがあるのかなと。その辺は探っていきたいと思って

います。この２年間は私の中でも非常にアクティブに展開している２年間だと感じており

ます。ありがとうございました。 

○平野委員 ２年間ありがとうございました。横浜市民として、市のスポーツに対する動

きを色々理解できたということがうれしかったです。私の関心も、やはり子供のスポーツ

のところでありまして、そこには指導者は関与しているわけですので、そこの指導者に対
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する何か市としての中身があってもいいかなと思っています。ただ、指導者の問題が出て

くると、すぐに指導者に対する教育の問題みたいなのが出てくるのですね。でも、それと

ともに、やはり指導者を保障してあげるということがすごく大事なのではないかと考えた

ので、参考にしていただければと思います。以上です。 

 

７ 市民局長あいさつ 

 

○山口会長 ありがとうございました。それでは、大変恐縮ですが、ここで石内市民局長

からご挨拶を頂戴いたします。 

○石内局長 ありがとうございました。第24期の最終回ということで、一言御礼の御挨拶

をさせていただきます。山口会長を初め、各委員の先生方には本当にお忙しい中、この２

年間の会議に御出席いただいたこと、それから会議の中で多くの、それぞれの御専門の立

場から貴重なご意見、御示唆、御指摘をいただいたこと、本当に心より御礼申し上げます。

ありがとうございます。 

 ２年前、平成29年７月に横浜市スポーツ推進計画の諸施策の達成状況、課題の検証、今

後の横浜市のスポーツ振興について諮問させていただき、本日御審議いただいて、最終案

ということで、この後調整いただいてお出しいただくということになると思います。この

スポーツ推進計画の達成に向けまして、横浜市もオール横浜で着実に取り組みを進めてま

いる覚悟で臨みたいと思っております。 

 それから、審議会の中で御議論いただきました横浜文化体育館の再整備もおかげをもち

まして、来年のオリンピックイヤーの７月に横浜武道館が竣工、その４年後の2024年には、

メインアリーナの竣工ということになりますので、新たなスポーツ拠点ということでの整

備もできたのかなと思っています。ありがとうございます。 

 それから、冒頭、西山室長のほうからありましたラグビーワールドカップが今年の９月

から始まります。来年はいよいよ横浜がオリンピック・パラリンピックの競技会場になり

ます。審議会の中でも委員の先生方からは、これをやはり見るだけで楽しむスポーツとい

うことの一過性のイベントということではなくて、それをきっかけにしっかりレガシーを

残すべきというお話をいただいた中で、一つはスポーツをする人を支えるという意味での

ボランティア文化の醸成ということにも取り組んでまいりたいと思います。ラグビーワー

ルドカップのほうは大会ボランティアとして1500人の方に御活躍いただくことになりまし

た。それから、東京2020オリンピック・パラリンピックのほうは、サッカー、野球、ソフ

トボール、それぞれの競技会場周辺で活動します都市ボランティアについても、3000人の

方に御活躍いただくことになっています。 

 それからもう一つは、今日の議題でもございましたように、レガシーとして障害者スポ

ーツの振興・普及ということにも一層力を入れて取り組んでいきたいと考えております。
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オリンピック憲章にもありますけれども、今後、オリンピック・パラリンピック教育、あ

るいはパラスポーツ体験イベントなどの開催を通じまして、広く若い世代にもこういうこ

との普及・啓発を図るとともに、先ほど来、議論の中でもいただいております、障害のあ

るなし、あるいは年齢の高い低いとかで差別されることなく、ともに市民の誰もがスポー

ツを楽しめる共生社会の実現を目指してまいりたいと考えております。 

 改めまして、委員の皆様方のこれまでの貴重な御意見・御指摘を賜ったことに感謝を申

し上げますとともに、市としてもスポーツ振興に今後も一層力を入れて努めてまいります

ので、引き続き、変わらぬ御支援・御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。本当に

２年間、どうもありがとうございました。 

 

８ 会長あいさつ 

 

○山口会長 ありがとうございました。最後に御挨拶の場をつくっていただいておりまし

て、本当に審議会の委員の皆様には、それぞれのお立場で貴重な御意見を賜りまして、私

自身も大いに学びを得ることができました。本当に２年間、お世話になりましてありがと

うございました。 

 ちょうど２年前に会長を拝命いたしましてから、先ほどからお話が出ていますラグビー

ワールドカップ、あるいはオリンピックということで、本当にスポーツについて色々な意

味での関心が高まることを実感できた２年間だったのではないかと思っております。 

 先ほどからお話が出ていますけれども、体育協会といたしましても、横浜市スポーツボ

ランティアセンターを開設いたしまして、現在では１万人を超える方のご登録をいただい

ております。 

 また、本日も障害者スポーツについてということで、種々のご意見が出ましたけれども、

体育協会の中ではインクルーシブスポーツ推進担当課長を置いておりまして、さらに横浜

ラポールさんにもご協力をいただきながら、スポーツを通じた共生社会の実現に向けて、

さらに取り組みを進めてまいりたいと思っております。 

 「する・みる・ささえる」「いつまでもスポーツが楽しめる明るく豊かな社会の実現」

を目指して、生涯スポーツの普及・振興に努めてまいりたいと思います。スポーツの持つ

力という表現がある意味、競技スポーツにしろ、障害者スポーツにしろ、先ほどは地域で

の文化活動等のご発言もありましたけれども、そのようにくくれるのかなと、さっきお話

を伺って感じました。ぜひ委員の皆様におかれましても、引き続き市民スポーツの発展の

ために、変わらぬ御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。本当に２年間お世

話になりまして、まことにありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局へお返ししますので、よろしくお願いいたします。 
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９ 閉会 

 

○直井部長 ありがとうございました。委員の皆様方には２年間、本当に様々なお立場か

ら有意義な御意見を賜りましたこと、改めて御礼申し上げます。24期のスポーツ推進審議

会は本日をもって終了となりますけれども、引き続き先生方には横浜市のスポーツ振興に

様々な御意見、また御支援を賜りたく、お願いを申し上げます。本当にありがとうござい

ました。 

 


