
平 成 ２９年 度

予 算 概 要

市 民 局 

※ ス ポ ー ツ 振 興 費 抜 粋



(1) 地域スポーツ活動の支援  3,802万円（前年度 4,277万円）  P.22 

スポーツを通じて、子どもから高齢者まで全ての市民がいきいきとした生活を送るとと

もに、地域住民の交流や心豊かな暮らしができるよう、スポーツ推進委員など地域スポー 

ツ関係者と協力しながら、地域スポーツ活動の支援を行います。

(2) 市民参加型スポーツイベントの充実  1,386万円（前年度 1,614 万円）  P.22 

「横浜元気!!スポーツ・レクリエー 

ションフェスティバル」等の多様な市

民参加型イベントを充実させることに 

より、スポーツに親しむ機会を提供し 

ます。 

  (横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル） 

(3) スポーツボランティアセンター（仮称）運営事業   700万円  P.22 

スポーツボランティアセンター（仮称）を立ち上げ、市民が積極的・自発的にスポーツ

  に関われる体制づくりや、その支援を行います。

(4) 横浜文化体育館再整備事業       2,300万円（前年度 2,500万円）  P.22

新市庁舎整備を契機とした関内駅周辺地区のまちづくりのリーディングプロジェクトで

ある横浜文化体育館再整備事業のため、事業者を公募し、サブアリーナ施設（横浜武道館） 

の 32 年度の供用開始を目指します。 

(5) プール施設耐震対策事業     ４億 8,000万円（前年度 2億 8,000万円）  P.22

特定建築物である港南プールについて、「横浜市耐震改修促進計画」に基づく耐震対策

  工事を 28 年度に引き続き実施します。 

また、老朽化の進んでいるプール槽及びプールサイドの更新や、バリアフリー向上等を 

目的とした改修工事を実施します。 

(6) 屋外プール再整備事業                  4,500万円  P.22 

本牧市民プールと横浜プールセンターについて再整備の検討を行います。

特に老朽化の著しい本牧市民プールについて、先行して再整備を進めることとし、検討

を進めます。

また、本牧市民プールの解体設計、測量調査及び地質調査を行います。 

２ スポーツで育む地域と暮らし  34 億 281 万円（前年度 21 億 8,750 万円） 

新規 

新規 

拡充 



(7) 横浜マラソン開催事業           １億円（前年度 5,000万円）  P.23

第３回大会（平成 29年 10月 29日）の開催及び第４回大会の開催準備のため、必要経

費の一部を負担します。

(8) 観戦型スポーツイベント等開催事業 

1億 1,961万円（前年度 7,711万円）  P.23 

今年で８回目となる「世界トライアスロンシリーズ横浜大会」の開催の他、大規模スポ 

ーツイベントを誘致・開催支援することで、市民が一流選手のプレーを身近で観戦できる 

機会を増やし、横浜の魅力を発信して、スポーツ振興やシティセールスを図ります。 

また 29 年度は、第 73回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会の開催に伴う開催 

地負担金を、神奈川県支出金に合わせて拠出します。 

(9) ラグビーワールドカップ 2019 開催準備事業

5億 9,150万円（前年度 1億 1,333万円）  P.23 

ラグビーワールドカップ2019™の決勝戦開催都市として、大会開催に向けた準備及び機運

  醸成を図るためのイベント等を行います。 

また、ラグビーワールドカップ 2019組織委員会に開催都市分担金等を支出します。 

(10) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連事業

4,030万円（前年度 1,415 万円）  P.23 

東京 2020大会の成功に最大限貢献 

するため、機運の醸成を図るとともに、 

競技の円滑な実施に向けた調整や事前 

キャンプ実施に向けた取組、ホストタ

ウン関連事業などを行います。

また、オリンピアン・パラリンピア

ンと連携した学校訪問事業やイベント

等を実施し、一層のスポーツ振興を図 

ります。

拡充 

拡充 

(TM © RugbyWorld Cup Limited 2015 ) （ラグビー競技体験） （試合誘致）

(ラグビーワールドカップ 2019™ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック

横 浜 開 催 推 進 委 員 会  設 立 総 会 )

拡充

拡充 



スポーツ振興費(３款１項５目)

（１）スポーツ関係団体支援事業

（２）スポーツ施設等管理運営事業

（３）市民スポーツ振興事業

カ スポーツボランティアセンター(仮称)運営事業【新規】 7,000千円

ウ スポーツ推進審議会費 663千円
エ ジュニア競技力向上事業 6,724千円
オ スポーツ国際交流事業 4,367千円

（オ）区体育協会支援費 4,900千円
（カ）その他事務費等 1,250千円
イ スポーツ推進委員支援事業 6,120千円

（イ）ヨコハマさわやかスポーツ普及事業 7,000千円
（ウ）地域スポ―ツ人材養成・活用事業 3,500千円
（エ）子どもの体力向上事業 1,500千円

45,024千円
(前年度42,771千円)

ア 地域スポーツ支援事業 20,150千円
（ア）総合型地域スポーツクラブ支援費 2,000千円

　市民が身近な場所でスポーツに親しむことのできる環境づくりを通じて生涯スポーツ社会
を実現するため、総合型地域スポーツクラブの設立・運営に対する支援やヨコハマさわやか
スポーツの普及・振興を進めるとともに、スポーツ指導者の養成やスポーツ推進委員や区体
育協会等に対する支援に取り組みます。
　また、子どもの体力向上に取り組むとともに、一貫したシステムによるジュニア選手の発
掘・育成・強化を図るほか、スポーツを通じた国際交流・親善を深めます。
  さらに、スポーツボランティアセンターを立ち上げ、市民が積極的・自発的にスポーツに
関われる体制作りやその支援を行います。

ク プール施設耐震対策事業 480,000千円
ケ 屋外プール再整備事業【新規】 45,000千円

オ 施設・設備維持修繕費等 126,412千円
カ 市民利用施設予約システム事業 40,420千円
キ 横浜文化体育館再整備事業 23,000千円

エ 特定天井脱落対策事業 643,990千円

(前年度615,102千円)

　横浜市体育協会等との連携・協働の下に市民スポーツの普及・振興を図るため、地域
レベルでの活動を支援するとともに、事業費を補助します。

1,847,903千円
(前年度1,248,260千円)

　横浜国際プール、横浜文化体育館、平沼記念体育館等の指定管理施設の管理運営を行うと
ともに、特定天井脱落対策や各区スポーツセンターや屋内・屋外プールなどの修繕工事等を
行います。
　また、関内・関外地区の活性化に寄与する横浜文化体育館再整備に向けた事業者公募を実
施します。さらに、プール施設耐震対策として、引き続き港南プールの耐震工事と改修工事
を進めるとともに、屋外プール再整備事業では、老朽化している本牧市民プール及び横浜
プールセンターの再整備に向けた検討を進めます。

ア 横浜国際プール管理運営費 397,662千円

5 (前年度2,187,501千円)

　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よう、関係諸
団体や市民との連携・協働を進めながら、身近な場所で気軽にスポーツが行える環境を整え
ていきます。
　そのために、体育館やプール等スポーツ施設の管理運営、イベントの企画・開催、情報の
収集・発信や人材の養成など各種事業を実施するとともに、子どもの体力向上にも取り組み
ます。
　また、ラグビーワールドカップ2019及び東京2020オリンピック・パラリンピックに向け
て、機運の醸成や本市での競技開催の調整・準備等を進め、大会を契機に、更なるスポーツ
振興に取り組みます。

634,969千円

イ 横浜文化体育館管理運営費 68,806千円
ウ 平沼記念体育館管理運営費 22,613千円

千円3,402,809



（４）スポーツイベント開催等事業

ア 東京2020オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業

イ オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ振
興事業

30,299千円

10,000千円

ウ 大会協賛宝くじ収益負担金の拠出 373,334千円

（６）東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 40,299千円
(前年度14,150千円)

　東京2020オリンピック・パラリンピックの成功に最大限貢献するため、大会に向けた機運
の醸成を図るとともに、市内で開催される競技の円滑な実施に向けた検討や、関係機関との
調整等を行います。また、事前キャンプ実施に向けた取組やホストタウン関連事業などを行
います。
　また、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、オリンピアン・パラリン
ピアンと連携した学校訪問事業やイベント等を実施し、市民、とりわけ次代を担う子どもを
中心に一層のスポーツ振興を図ります。

(前年度113,333千円)

ラグビーワールドカップ2019™決勝戦開催都市として、大会開催に向けた準備及び機運醸
成を図るためのイベント等を行います。
　また、ラグビーワールドカップ2019組織委員会に開催都市分担金等を支出します。

ア 開催事業費 151,500千円
イ 開催都市分担金 66,666千円

エ ＪＯＣパートナー都市協定事業 640千円
オ 横浜マラソン開催事業 100,000千円

（５）ラグビーワールドカップ2019開催準備事業 591,500千円

（エ）横浜シーサイドトライアスロン大会（９月） 1,800千円
（オ）第73回国民体育大会冬季大会ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会（１月） 47,500千円
（カ）大規模スポーツイベント誘致・開催支援事業等 15,310千円

（ア）世界トライアスロンシリーズ横浜大会(５月) 50,000千円
（イ）全日本ジュニア体操競技選手権大会(８月) 1,000千円
（ウ）全日本少年軟式野球大会(８月) 4,000千円

（カ）その他スポーツイベント開催費等 2,614千円
イ プロスポーツチーム連携事業 9,000千円
ウ 観戦型スポーツイベント等開催事業 119,610千円

（ウ）ＹＯＫＯＨＡＭＡビーチスポーツフェスタ(７･８月) 3,250千円
（エ）都市間交流スポーツ大会(７月) 1,000千円
（オ）よこはまこどもマリンスクール(通年) 750千円

（ア）横浜元気！！スポーツ・レクリエーション 4,150千円
フェスティバル(９～11月)

（イ）横浜市民体育大会(通年) 2,100千円

243,114千円
(前年度153,885千円)

　市民スポーツの普及・振興のため、市民参加型の大会やイベントを開催し、市民がスポー
ツに触れる機会を提供するとともに、地元のプロスポーツチームと連携した地域貢献活動等
を通したスポーツ振興を行います。
 また、大規模スポーツイベントを誘致・開催支援することにより、市民が一流選手のプ
レーを身近で観戦できる機会を増やし、市民のスポーツに対する理解と関心を高め、横浜の
魅力を発信するなど、スポーツ振興やシティセールスを図ります。

ア 市民参加スポーツイベント等開催事業 13,864千円


	空白ページ
	空白ページ
	
	総括表（0106局長説明案） 

	
	予算概要 (311）
	予算概要 (312）
	予算概要(313)
	予算概要（314）
	予算概要（315）
	予算概要（321）
	H29 予算概要（322）
	予算概要（323)区庁舎 
	予算概要（323)地域施設

	空白ページ
	
	0124時点

	
	予算概要 (311）
	予算概要 (312）
	予算概要(313)
	予算概要（314）
	予算概要（315）
	予算概要（321）
	H29 予算概要（322）
	予算概要（323)区庁舎 
	予算概要（323)地域施設

	
	総括表（0106局長説明案） 

	
	総括表（0106局長説明案） 

	
	総括表（0106局長説明案） 

	
	総括表（0106局長説明案） 

	
	総括表（0106局長説明案） 

	
	予算概要 (311）
	予算概要 (312）
	予算概要(313)
	予算概要（314）
	予算概要（315）
	予算概要（321）
	H29 予算概要（322）
	予算概要（323)区庁舎 
	予算概要（323)地域施設

	
	予算概要 (311）
	予算概要 (312）
	予算概要(313)
	予算概要（314）
	予算概要（315）
	予算概要（321）
	H29 予算概要（322）
	予算概要（323)区庁舎 
	予算概要（323)地域施設




