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１ スポーツ振興部長あいさつ 

 

２ 開会 

 

○山口会長 ありがとうございました。それでは、ただいまから第24期横浜市スポーツ推

進審議会第３回会議を始めさせていただきます。 

 

３ 定足数確認 

 

○山口会長 それでは、初めに定足数の確認を事務局よりお願いいたします。 

○伊藤係長 市民局スポーツ振興課担当係長の伊藤でございます。よろしくお願いいたし

ます。本日は宮嶋副会長、大日方委員、金子委員、後藤委員、平野委員からご欠席の連絡

を頂戴しておりますが、委員総数14名のところ９名のご出席をいただいております。この

ため、条例第６条第２項の規定に基づき、会議は有効に成立してございます。 

 また、本審議会は、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、

公開の対象となり、議事録につきましても閲覧の対象となることをご了承ください。 

 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５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いたとおり、委員名簿の順に２名

ずつで持ち回ることとさせていただいております。本日は小田委員、勝田委員にお引き受

けいただくことになりますので、どうぞ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、資料としてお手元に配付させていただい

ておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 また、本日は教育委員会事務局教育政策推進課教育課程推進室、健康福祉局障害福祉課、

公益財団法人横浜市体育協会、社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団の皆様にご

出席をいただいております。事務局からは以上でございます。 

 

４ 議題 

 

横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）の案について 

 

○山口会長 ありがとうございます。それでは、お手元の議題、横浜市スポーツ推進計画

（中間見直し）の案につきまして、早速事務局より説明をお願いいたします。 

○守屋課長 スポーツ振興課長の守屋でございます。よろしくお願いいたします。私のほ

うからは、資料１、Ａ３横長のものを使いましてご説明させていただきますが、この資料

１につきましては、その後ろに別紙１の「横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）案」の
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冊子のものをつけてございます。こちらの変更点につきまして、この資料１で抜粋してお

りますので、本日はその別紙１もご覧いただきながら、資料１に基づきご説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、資料１、Ａ３横長の「横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）案について」

をご覧ください。横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）案を策定するに当たり、第24期

横浜市スポーツ推進審議会や市会、教育委員会、関係団体等のご意見を踏まえ、まとめて

ございます。１．主な意見の概要と対応でございます。「（１）御意見を反映し、素案を修

正したもの」となってございますが、一番左端の欄が素案、11月27日に第２回のこちらの

審議会に提出した時点の文言を入れさせていただいております。真ん中がご意見の概要で

ございます。右端が、それを受けた修正案という構成になってございます。 

 まず、ナンバー１でございます。３ページの「スポーツ推進の意義」についてですが、

ご意見といたしまして、「スポーツ推進の意義に、共生社会の実現を新たに追加した点は

よかったと思うが、障害者に限定されているように感じる。」、「多世代交流を加えてはど

うか。」というご意見をいただいております。修正案といたしましては、「障害の有無等に

関わらず、すべての人々が分け隔てなくスポーツに親しむことで」ということ、また「多

世代交流や地域間交流を促進し、地域の一体感を醸成することで」という文言を加えさせ

ていただきました。 

 次にナンバー２、４ページの「スポーツ推進の基本目標」でございますが、ご意見とい

たしまして、「スポーツに関する定義について、国は野外活動、アウトドアスポーツの推

進を図っており、この視点が全体的にないので、キャンプ活動等、文言を追加してもよい

のではないか。」というご意見をいただきましたので、修正案といたしまして、文の中ほ

どでございますが、「キャンプ」という文言をつけさせていただいております。 

 次にナンバー３、４ページ「目標１：子どもの体力向上方策の推進」につきましては、

まず「目標と下の文言があっていないのではないか。」、「基本目標を明確にするために、

小さいころからの運動習慣の影響等を加えられるとわかりやすくなる」、「子供と幼児とを

分けている感じがするので、幼児から子供と含めて解釈できるような表現をしたほうが良

い。」、「食育について、文言を加えた方が良い。」というご意見をいただきました。修正案

としましては、少し長くなりますが、「体力は人間の活動の源であり、健康な生活を営む

上でも、また物事に取り組む意欲や気力といった精神面の充実にも深く関わっており、心

身の健全な発達・成長を支え、より豊かで充実した生活を送る上で大変重要なものです。

スポーツや運動を通じ、幼児期から活発な身体活動を行い、食育の推進など健康な体づく

りを行うことで、子どもたちの成長・発達に必要な体力を高め、身体的能力の基礎を養い、

病気から身体を守る体力の強化にもつながります。また、自己責任・克己心やフェアプレ

イの精神、コミュニケーション能力、他人に対する思いやりを育み、多様な価値観を認め

合う機会となります。」ということで、変更をいたしてございます。 



 3 

 次にナンバー４、「取組１ 幼児期における運動習慣の啓発・普及活動の推進」では、

「学齢期では遅いので、幼児期に集中していくと良い。」、「就学前の幼児期から、多様な

動きを経験できるよう、様々な機会を提供していくことで、バランスのとれた体になって

いくのでは。」、「イベント等に参加できない、保護者に対して情報提供できる仕組みがあ

ると良い。」、「幼児の健診等を積極的に活用していくと良い。」というご意見をいただきま

した。これを受けまして、「ウェブ・健診等を活用した情報提供について検討していきま

す。」ということと、あとは体験できる場所として「地域子育て支援拠点等」という文言

をつけ加えさせていただいてございます。 

 裏面、次のページをごらんください。ナンバー５でございますが、「取組２ 学齢期の

子どもの体力向上事業の実施及び拡充」では、ご意見としまして、「部活動については、

現在、見直しをしており、新しい部活動の在り方を探っているところであるため、「部活

動の充実」という言葉は検討し、「部活動指導員の活用」という記載にした方がよい。」、

「大学だけではなく、他機関とも連携している事業内容について示すため、「地元大学等」、

「スポーツ指導者等」としてはどうか。」、「市民にわかりやすくするために「スポーツ教

室の事業等」と記載を改めた方がよい。」というご意見をいただきましたので、取組２の

中に、「部活動指導員の活用」、「地元大学等と連携し、学校や地域にスポーツ指導者等を

派遣し、授業の補助やスポーツ教室の事業等を実施します。」という表現に修正してござ

います。 

 次にナンバー６、「取組５ トップアスリートとの連携・協働の推進」では、「横浜には

小・中学校だけではなく、義務教育学校や高等学校、特別支援学校等もあるため、それら

も含んだ「小・中・特別支援学校等」と記載したほうが適切である」というご意見をいた

だきましたので、小・中に加えて「特別支援学校等」という文言をつけ加えさせていただ

いてございます。 

 次にナンバー７、「取組13 働き世代のスポーツ・運動の推進」では、「健康経営の取組

について、文言を肉付けした方が良いのではないか。」ということですので、修正案とい

たしまして「健康経営に取り組む事業所の認証や、事業所内でできる運動プログラムの提

供等の支援」という文言を追加してございます。 

 次にナンバー８、「取組19 身近なスポーツを行う場の確保」につきましては、「身近な

スポーツを行う場の確保について、「機会」という言葉を入れた方が良い。」ということで

ございましたので、取組19の取組名称に「身近なスポーツを行う場や機会の確保」という

ことで、「機会」を入れさせていただくのと、取組の説明として「スポーツを行う場や機

会を確保します。」ということでつけ加えさせていただきました。 

 次にナンバー９、「取組23 スポーツ遺産の保存・活用」では、「山手の「横浜カントリ

ー＆アスレチッククラブ（ＹＣ＆ＡＣ）」は、スポーツクラブとして日本最初のものであ

るため、スポーツクラブも「スポーツ文化」の一つとして例示して記載してもいいのでは
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ないか。」というご意見をいただいておりますので、「スポーツクラブ」というものをつけ

加えさせていただいてございます。 

 次のページをごらんください。「取組27 地域での障害者スポーツ・レクリエーション

活動の推進」では、「上大岡ウィリングを南部方面の障害者スポーツ施設として再整備さ

れるが、どこにも書かれていないので、南部方面の障害者の方が気軽にスポーツに参加で

きる環境の充実について、記載した方がよい。」、「プログラムを充実させても、スポーツ

の用具がないと、なかなかやれないという問題があるので、スポーツ用具の充実について

書かれた方が良い。」、「障害のある子どもがいるご家族が、スポーツを通じ、地域と交流

の場を持てるよう、取組27で書かれると良い。」というご意見をいただきましたので、修

正案といたしましては、「新たに設置する障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点を活用

し」という文言と、「用具の充実等」というところと、最後では「地域での活動の場や機

会を充実させることで、スポーツを通じて地域や障害者とその家族同士の交流を深めま

す。」ということをつけ加えてございます。 

 次にナンバー11、「取組28 障害者と健常者がともに楽しめるインクルーシブスポーツ

の推進」では、「障害のある人もない人も一緒に楽しめるようなスポーツプログラムを地

域のスポーツセンターで提供していくということを書かれると、最初の入口になるのでは

ないか。」というご意見をいただきましたので、取組修正案では、「各区のスポーツセンタ

ー等」という言葉をつけ加えてございます。 

 次にナンバー12、「取組29 障害者スポーツの支援者の育成・活躍支援」では、「共生社

会の実現にあたり、企業をどう巻き込んでいくか、検討してほしい。」ということがござ

いましたので、取組の中に「企業等」ということで、これは障害者スポーツ支援者として

の企業等という意味合いで入れさせていただきました。 

 次にナンバー13、「横浜市スポーツボランティアセンター」につきましては、こちらは

用語解説になっていますけれども、「横浜市スポーツボランティアセンターについて、ス

ポーツボランティアに関する定義について、ささえる形はこれに限らず、他にもいろいろ

とあるため、スポーツボランティアの定義については、表記する必要はないのではない

か。」というご意見をいただきましたので、こちらについては米印に記載をいたしました

が、こちらの要望は、横浜市スポーツボランティアセンターの解説であるために、素案の

１行目から３行目のスポーツボランティアの定義については表記しないよう修正をいたし

ています。 

 次のページをごらんください。こちらナンバー14でございますが、同じく用語解説にな

りますけれども、「地域スポーツ団体」につきましては、ご意見といたしまして「区体協

の役割や位置づけを明記してほしい。」というご意見をいただきましたので、修正案とい

たしまして、地域スポーツ団体、区体育協会につきましては、「区役所や横浜市体育協会

等と連携をしながら」というようなところで役割、位置づけ等を記載をさせていただいて
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おります。同じく地域スポーツ団体には、さわやかスポーツ普及委員会というものがござ

いますので、こちらについても委員会の目的等をつけ加えをさせていただいて、「体力や

興味に応じてスポーツ活動を楽しめるよう生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的

に」というところと、「区大会やフェスティバル、地区活動等を通じて普及しています。」

という文言に修正をしております。 

 次がナンバー15ですが、横浜ラポールについての解説がございませんでしたので、新た

に修正案では、横浜ラポールの用語解説を記載させていただいております。こちら「障害

者スポーツ文化センター横浜ラポール（横浜ラポール）は、障害者の「完全参加と平等」

の実現という国際障害者年の理想に基づき、「国連障害者の10年」の最終年の記念施設と

して平成４年８月28日に開館しました。障害者がスポーツ、レクリエーション、文化活動

を通じて、健康づくりや社会参加の促進をはかるとともに、市域における中核施設として、

障害者が主体的に参加する中から市民交流を活発に行ない、この活動を広く発展させてい

くことを目的としています。現在は、指定管理者として、社会福祉法人横浜市リハビリテ

ーション事業団が事業運営を行っています。」ということで、ラポールの解説を入れると

ともに、指定管理者である社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団についても解説

を入れてございます。こちらは、「障害のある児童や成人の方々に療育サービスやリハビ

リテーションサービスなどを提供するとともに、地域の諸機関への技術的支援や連携を図

ることにより、障害児者の福祉向上に寄与し、豊かな地域生活が営まれるよう支援するこ

とを目的に、昭和62年（1987年）に設立されました。現在では、指定管理者として、横浜

ラポールの他にも、横浜市におけるリハビリテーションの中核施設である横浜市総合リハ

ビリテーションセンターをはじめ、市内４か所（戸塚、北部、西部、港南）の地域療育セ

ンターにおいて事業運営を行っています。」とさせていただいております。 

 次のページをごらんください。「（２）素案に記載済みと考えるもの」というところでご

ざいますが、こちらはご意見をいただきましたものが、事務局としては既に素案に記載済

みということでその趣旨が含まれていると考えたものでございます。ナンバー１、「スポ

ーツをみる力を醸成するための仕組みがあると良い。」というご意見につきましては、素

案の中の「取組６ プロスポーツチームとの連携・協働の推進」、「取組８ 大規模スポー

ツイベントの誘致・開催支援の実施」というところに含まれているというふうに考えてご

ざいまして、プロスポーツチームとの連携や、大規模スポーツイベントの誘致開催支援、

ラグビーワールドカップ2019、東京2020大会の大会運営に向けた取組や、ファンゾーン、

パブリックビューイングの実施等の取組を通じ、市民にスポーツ観戦の機会をより一層、

提供することで、スポーツをみる力を醸成したいというふうに考えてございます 

 次にナンバー２、「学校体育設備の開放促進。校庭の夜間照明設置と開放利用の促進。

体育館及び体育関連施設（道場など）の開放について改善を望む。」というご意見をいた

だいておりますが、こちらにつきましても「取組19 身近なスポーツを行う場や機会の確
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保」、「取組21 学校体育施設（校庭、体育館等）を活用した地域スポーツの振興」に含ま

れていると考えてございます。学校開放事業では利用促進のため、学校及び文化・スポー

ツクラブに対し、新規団体の登録受け入れについて、引き続き協力を依頼してまいります。 

 次にナンバー３、「取組26「障害者が幼児期から運動に親しめる環境の整備」について、

人材支援まで踏み込めれば、具体的なイメージが持てるのではないか。」とご意見をいた

だいておりますが、こちらは「取組29 障害者スポーツの支援者育成・活動支援」に含ま

れていると考えてございます 

 次に「（３）ご意見として、今後の参考とするもの」でございますが、こちらについて

は、近々には動けそうにないというものもございますので、今後の参考ということで分け

させていただいております。ナンバー１ですが、「Ｊリーグ、なでしこリーグ１部、ラグ

ビートップリーグなどニッパツ三ツ沢球技場をメインに日程調整をしているが、利用する

チームに対し、競技場が充足しておらず、横浜市外に会場を求めなければならない状況で

ある。プロスポーツの試合会場のみならず、一般市民も利用できる競技場を作り市民が生

涯にわたってスポーツに親しむ環境整備を望む。」というご意見でございますが、こちら

につきましては、本市では、日産スタジアム、ニッパツ三ツ沢球技場などのプロスポーツ

開催が可能な会場のほか、多様なスポーツの要望に応えるため、本格的なスポーツ施設を

２種類以上備えた公園を各区に１カ所以上設置するという目標を立て、現段階で整備中の

ものを含め、各区に配置してきています。現在のところ市内において、プロスポーツ開催

を想定した競技場を新設する具体的な予定はありませんが、いただいたご意見は今後の参

考にさせていただきます。 

 次にナンバー２、「区スポーツセンター設備の充実及び、不良整備の早期補修（空調

化）について、改善を望む。」。こちらにつきましては、スポーツセンターの設備の充実に

ついては、利用者や関係団体からの要望等をお聞きしながら、区、指定管理者と検討して

まいります。空調機設置については、課題として認識しており、今後設置に向けて調整し

ますということでございます。 

 以上がご意見をいただき、反映させていただいたもの、記載済みと考えるもの、今後の

参考とするものの一覧でございます。こちらの２に今後のスケジュールも載せてございま

すが、来年２月には市の議会のほうに横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）案をご報告

させていただきまして、年度末３月には横浜市スポーツ推進計画（中間見直し）、こちら

の策定、確定をしたいと考えてございます。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した。ただいまのスケジュールの説明のとおり、本日の

審議会でまたご意見をいただいたものを踏まえて、市会常任委員会等々でまたご報告、ご

意見をいただくということになりますので、本日そういったことを踏まえまして、お気づ

きの点、ご意見、ご質問等々ございましたら頂戴したいと思います。 
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 きょうは、この議題が全てでございますので、シナリオでは１時間程度自由にご意見を

頂戴したいということでございますので、順次ご発言を賜れればと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○勝田委員 インクルーシブスポーツとは何ですか。わからなかったので。 

○山口会長 26ページの28項目のところに、用語の説明というところで出ております。事

務局でもうちょっとつけ加えて、わかりやすく説明していただければありがたいですけれ

ども、よろしいですか。 

○植木部長 横浜市体育協会スポーツ事業部長をしております植木と申します。横浜市体

育協会では、今年度からインクルーシブスポーツ推進課という課を立ち上げまして、障害

者のみならず、全ての皆さんがスポーツに親しむ機会を設けるというのを推進していくと

いうことで、そういった部署を立ち上げて取り組んでおります。現在は、障害者の方のス

ポーツ活動への取り組みというのを中心に行っておりますけれども、この事業が拡大して

いけば障害者のみならず、障害者と健常者、そういった一般の皆さんの中で、全ての皆さ

んが同じような場所でスポーツをしていけるような環境をつくっていくというのを目標に、

今後事業を広げていきたいと考えております。 

 その中で、インクルーシブスポーツというのは、こちらにありますように、社会の中で

障害のある人もない人も高齢の方も小さい幼児も含め、全ての皆さんが、その皆さんの状

態に合った形で、社会の中で生活していける、そういった環境をつくっていこうというの

が、こちらにあります社会の中でともに助け合って生きていこうという表現になっており

ます。これがソーシャル・インクルージョンという理念でございます。スポーツの場面で

も同じように、障害があるなしだけではなくて、年齢の若い、ご高齢の方も含め、全ての

方が、ご自分の状態に合った中でスポーツを楽しめる、そういった環境をつくり、ともに

楽しんでいく、スポーツを通じて共生社会の実現に向けていくといった活動を進めていこ

うというものが、インクルーシブスポーツというような概念になっております。我々はこ

れを目指して一つずつ事業を進めていこうと考えております。以上でございます。 

○山口会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは、きょう全員の皆さ

んにご発言いただければと思いますので、どなたからというのも何ですが、佐々木委員か

らお願いします。 

○佐々木委員 説明ありがとうございます。共生とかインクルーシブとか、そういうとこ

ろに含まれていると思うのですけれども、女性のというようなところの目線があるといい

のかなと思いまして、これは今あらゆるところで、競技レベルでもそうですけれども、女

性スポーツを支援しようとか、でも実際に競技ではない一般の人たちもやはり女性のスポ

ーツ参加率は男性に比べて、高齢者を除いて低いと思うのです。それで働き盛りのという

ところもありますけれども、そこのあたりもどうしても男性が中心のイメージがあるので、

いろいろな働き世代においても、女性はいろいろな、必ずしも働いているとは限らないの
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で、そういうところがあると思うので、女性の特性を生かしたようなところで、そういう

人たちも参加できる、特に若い女性は国レベルでもスポーツへの参加が低いということが

言われていますので、横浜市も多分今まで調査されていると思いますが、それに準じてい

るのではないかなと想像しますので、その辺が少しどこかに受け取れるようなニュアンス

があるといいのかなと思います。子供、障害者というところは浮き出てくるのですけれど

も、意外と女性が取り残されているのかなというような印象を少し持つものですから、そ

こも含めていますよというようなニュアンスが生まれるといいのかなと思います。 

○山口会長 ありがとうございました。いかがでしょうか、コメントされますか。 

○守屋課長 今ご意見をいただきました、まさしく取組13のところでは、スポーツ実施率

の低いというところまでは言っているのですが、その後働き世代となっているので、実施

率の低い女性というものが浮かび上がってきていないのかなと思いますので、この辺は少

し表現の工夫をというふうに思うのと、あとは取組１のところでは、幼児期における運動

習慣の啓発というようなところで、親子といって親が女性であるとは限らないというとこ

ろはありますけれども、小さなお子さんがいるとなかなか母親、親は運動をできないとい

うこともあろうかと思いますので、この辺で小さなお子さんがいても親も一緒に運動でき

るようなというところでは、ここでも工夫をしていきたいなと思っております。 

○佐々木委員 ありがとうございます。当然、そういうところが入っているのだろうなと

いうのはもちろんイメージすればわかるのですけれども、そういう表現がもうちょっと浮

き出てくると優しい感じがするかなと思いまして申し上げました。ありがとうございます。 

○山口会長 ありがとうございました。小熊委員、お願いします。 

○小熊委員 慶応大学のスポーツ医学研究センターの小熊でございます。こちらの「別紙

１」を拝見させていただいて、３ページのスポーツを推進することによる効果の図と、そ

の後の10ページの協働体制の図とを見比べていたのですけれども、スポーツの推進の中に

健康づくり、医療・介護費の削減といったようなものが含まれている中、こちらの体制図

では安全にスポーツを行うという意味と、またスポーツが健康づくりや医療・介護費の削

減にもつながるという意味で、この中に医療機関といったようなものが入っていてもいい

のではないかなとも思ったのですけれども、小田先生もいらっしゃいますけれども、その

辺はいかがでございましょうか。 

○山口会長 ありがとうございます。小田先生、いかがでしょうか。 

○小田委員 確かに、この枠の中を考えたときに、例えば純粋にスポーツという言葉のと

きにはなかなか医療というのは入りにくいのです。ところが、健康スポーツという言葉に

なると、やはりそこに一つ入ってくる気がいたします。ですから、これは市民の皆さんが

ご覧になるような形だと思うのですけれども、そのどっちの感覚なのか、何によって、入

れていただいてもありがたいし、10ページのこまが多くなってしまうので、隠れていても

いいのかなという気もしますけれども。 
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○山口会長 ありがとうございます。意義をあらわす連携・協働体制ですよね。いかがさ

れますか。 

○守屋課長 そこに入れ込むことについては、ぜひ前向きに検討をさせていただければと

思います。といいますのも、15ページの一番下の取組12のところでは、「全市民で取り組

む健康づくりの推進」というようなところで、市民の健康づくりを後押しするというよう

な表現も入れさせていただいておりますし、あとは18ページの真ん中の取組24の「高齢者

向けのスポーツ教室・イベントの実施」では、こちら後段のほうでロコモティブシンドロ

ームや生活習慣病の予防、重症化予防というような表現も入れさせていただいて、このよ

うに取り組んでいこうと思っておりますので、そういう意味では、医療機関の方との連携

も必要になるかなと考えてございます。 

○山口会長 ありがとうございます。どうぞ、小田委員。 

○小田委員 ありがとうございます。非常に責任を感じます。よろしくお願いします。そ

のまま、私がマイクをいただいたので、ちょっと一つ、二つ気になったことを。用語集の

ところで、前回話題になった20ページの１番の共生社会の部分が出てまいります。この部

分で前回ちょっと話題になったかと思うのですが、共生社会というのは、どうも障害者と

いうのにフォーカスが当たり過ぎているのではないかというようなご指摘が委員からあっ

たかと思うのですけれども、やっぱりこれも読んでおりますと、そこから入っているよう

な文章になっているので、若干変化が必要かなというふうに思ったのですが、いかがでし

ょうか。 

○守屋課長 済みません、ここも資料１の一番上の修正案のところでは、障害の有無にか

かわらず、全ての人々が分け隔てなくというような表現に変えさせていただきましたが、

この表現をこちらの用語集のほうにも入れさせていただければと。この用語集は、障害者

等が積極的に参加、貢献していくことができる社会ということで、障害者から少し入って

いる嫌いもありますので、ここは工夫をさせてください。 

○小田委員 ありがとうございます。もう１点のほうは、これは非常に細かい話なのです

が、資料の１のナンバー７、「事業所の認証」というような言葉が出てまいります。この

事業所の認証というのは、我々市民からすると何となく余りなじみのない言葉かなと。こ

れはどういう、お墨つきみたいな意味なのでしょうか、 

○守屋課長 こちらにつきましては、まだ余り浸透していないのかもしれないので恐縮な

のですが、横浜市ではこの健康経営に取り組んでいる事業所を認証するという仕組み、認

証制度というものを昨年あたりからつくりまして、そういう取り組みをしている企業、事

業所の方から申請をいただくと、その取り組み状況を審査させていただいて、よければト

リプルＡからシングルＡまでの３段階で認証するという制度をつくらせていただきました。

その制度のことを指しているのですけれども、横浜市の計画でございますので、こちらに

ついても、横浜健康経営認証制度というものをもう少し明らかに書きたいなと思っていま



 10 

す。 

○小田委員 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。以上でよろしいでしょうか。それでは、勝田委員、

先ほどご質問がありましたが、何かございましたら。よろしければ、またお気づきになり

ましたらで結構でございます。それでは、石渡委員いかがでしょうか。 

○石渡委員 学校の体育のほうにかかわっている人間の視点からということで、別紙１の

４ページの目標１、以前からちょっと気になっていた点で、子供の体力を昭和60年代のこ

ろに回復しますというこの言葉で、１回目のときにも体力というものの捉え方とかで話題

になったと思うのですけれども、現在の生活習慣が変わっている中で、本当にこの60年こ

ろの体力水準というところに戻していくことが、本当に必要なのかどうかということが、

この前のときにも話題になったと思うのです。それがどこに修正されて組み込まれていく

のかなというところを気にしていたのですが、この年代にどうして戻していくことが必要

なのか、それによってどう変わっていくのかというところが、どうも伝わりにくい表記に

なっているのではないかなというのを常々感じているので、きょうもお話させていただき

ました。 

 それと、部活動の件で今、中・高のほうはこのところ新聞等にも休養日を設定しなさい

ということで、運動の機会が大分減ってしまうというような心配を私自身は思っているの

ですけれども、資料１のナンバー５ですか、ここでちょっと部活動のことについて触れて

いただいているのですが、自分としては、子供たちに休養をとらせながらも、効果的な活

動をすることで、それを補うことは可能ではないかなと考えているので、ぜひそんなとこ

ろも盛り込んでいただきたいのと、修正案のところの２行目に「部活動指導員の活用」と

いうのが出ていますが、この文言に関しては、用語集の中にぜひ入れていただいて、どん

な方が部活動指導員として支援に当たっていただけることが可能なのかというところも、

だんだんとこれから明確になっていく部分だとは思うのですが、この用語を使う以上そこ

を丁寧に説明しないと、いろいろな意味で誤解を生んでいってしまうのではないかなとい

う懸念を感じました。 

 それと、その下の６番のところで、学校の表記のところ「特別支援学校等」を入れてい

ただいたのは、本当に現状に今合って、ありがたいなと感じております。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。では、守屋課長でよろしいですか。昭和60年という、

国の指針がそうなっているので、そちらのほうに当面は合わせてというコメントが前回あ

ったかとは思いますが。小澤先生、お願いします。 

○小澤委員 今、石渡先生からお話しいただいたように、私もここがすごい気になってい

て、ナンバー３のところでご意見がたくさんあったのを皆さん入れてくださっているので

すね。小さいころからとか食育の視点とか、たくさん入れてくださればくださるほど、こ
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の目標値の子供の体力から離れていっているなと思うのです。ここで言っている子供の体

力というのは、いわゆる体力テストのデータというのがほぼ中心であって、例えば食育で

いくと平成17年に食育基本法ができて、その後から食育の推進と結構言われるようになっ

てきて、もちろん名称は60年ごろも全くなかったわけではないですが、ただこのときに言

っている体力というのは、やはり非常に小さな、本当に体力テストで見られるようなもの

なので、下のほうを非常に広げて体力を捉えていっているのであれば、なおさらこの目標

値というのがちょっと矛盾のような感じがしてしまってしょうがないので、何とかならな

いでしょうかというのが、この間もお話しいただいたところなのですが、何か納得できな

いところがあります。 

○山口会長 ありがとうございます。それでは守屋課長、お願いいたします。 

○守屋課長 済みません、体力向上につきましては、さまざまご意見をいただいたのは十

分承知しているところではございますけれども、この目標値がまず一つは、国の第２期ス

ポーツ基本計画に準拠しているというところがございますが、スポーツ基本計画を、国の

計画を参酌しながら、地方の計画をつくることというふうに定められている中で、この60

年ごろの体力水準に回復というものは、引き続き入れさせていただいているということが

ございます。それから、教育委員会が策定しています「子どもの体力向上推進計画」の中

でも、今現在もまだ目標値として掲げているということもございますので、この国の計画、

教育委員会の計画の整合性をとるというようなことで、こちらは入れさせていただいてい

るというところではございます。ただ、第２期の横浜市の教育振興基本計画の中では、こ

の運動機会の増大を目指して、運動やスポーツをしないと答える中学生の割合を９％以下

にすることというような目標値を掲げているところでもございますので、この体力テスト

の結果ということだけではなくて、スポーツをしないと答える生徒を少なくする、つまり

スポーツをしても体力テストの結果が必ず上がるということでもないとは思っております

ので、まずはスポーツ嫌いというか、スポーツをしない生徒をなくすというようなことも、

この目標の本体ということではないかと思いますけれども、こちらについても参考値とし

てとっていきたいなというふうには感じてございます。 

 次に、先ほどの部活動指導員についての定義といいますか、解説につきましては、用語

集のほうに入れていきたいと考えてございます。それから、先ほどの部活動の充実の部分

で休養をとりながらというところにつきましては、そこはもう少し教育委員会も含めて勉

強をさせていただいて、どのような表現がなじむのかというのは少し調整をしたいなとは

思っております。 

○山口会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。小澤委員、ほかにございます

か。ありがとうございます。それでは、どうぞ、佐々木委員。 

○佐々木委員 今の少し続きになってしまうのですけれども、子供の体力を昭和60年ごろ

のというところで、私もこれにはすごく引っかかるものを感じまして、出てくるのが、目
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標値というからには恐らく何かの目標がないといけないので、ということだと思うのです

けれども、実際に国の子供たちの体力、運動能力を調査されている中で、大ざっぱに言っ

て、例えば運動する子は、はかってみればそういうレベルが高いということは大体関係が

あるというのはわかっていると思うのです。例えば１日60分以上というのも推薦されてい

ますけれども、それで１週間の活動時間が60分未満とか、そういういろいろな話題が出て

いますけれども、その中の分析で、１日60分だとして１週間だと420分、そのラインで分

けてみると、420分以上のグループというのは60年ごろの体力の平均値にはほとんど届い

ているのです。そうではない、それ以下の子供たちがものすごく低いということで全体が

低くなっているというような、これは数字上の示し方ですけれども、つまりは運動する時

間というのが少しでも多くなれば、こういうところに近づいていく可能性はあるというこ

となので、これも数値を上げるのは、私はどういうところを出せばいいのかわからないの

ですけれども、60年ごろの体力に戻すというよりは、それの母体となる運動する機会とか

時間とかそういうものをふやしていくというような、そちらの表現のほうがいいのかなと

思います。単純に走るとか投げるとか単体での動きではなくて、遊ぶことを含めるといろ

いろな動きを獲得するというところもやはり貴重なことだと思うのです。それは単に体力

測定の何種目かだけではかれることではないと思うので、そういうことも含めていろいろ

なことをやる、体を使っていろんなことをやる、そういう時間がふえるというようなこと

が、何か目標の一つになればいいのかなと思います。具体的にこういう数値がいいという

のはありませんけれども、体力というよりはそういうほうがいいかなと個人的には思いま

す。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○直井部長 ご意見ありがとうございます。先生方にもいろいろとご指摘をいただきまし

たし、教育委員会の委員会の中でもいろいろお話は出ました。それで、今のところ先ほど

申し上げましたように、国の計画、横浜市の計画がまだ残っているというようなことで、

今回中間見直しというような位置づけの中で、そのまま残させていただいているというと

ころではございますが、こちらのほうは教育委員会と、また先生方からご意見が出たとい

うことで相談させていただきます。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。冨田委員、お願いします。 

○冨田委員 資料１のページ４のところで、３のところをまず１点目お願いしたいのが、

スポーツ推進基本計画という形のところでキャンプというのが入ったのですけれども、こ

の言葉がなぜキャンプだけが入ったのかということを１つ教えていただけますか。 

○守屋課長 こちらにつきましては、野外活動、アウトドアスポーツの推進という意味で

は、野外活動の中には、私どもで当初入れておりましたハイキングというものが含まれて

いるということもございますのと、あとはものによってはサイクリングも野外活動という

ようなカテゴリーにあるというところでした。ただ、ハイキング、サイクリングのほかに
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ももう少し野外活動、アウトドアスポーツをイメージしやすいものが例示できないかとい

うところで、ハイキング、サイクリングに加えてキャンプというものを入れさせていただ

いて、これ総体で野外活動、アウトドアスポーツがイメージできるのではないかと考えて、

キャンプということを取り出して入れさせていただきました。 

○冨田委員 ありがとうございます。説明で内容はわかるのですけれども、前回のスポー

ツ基本法の法規の前のスポーツ振興法のときには、野外活動としてあって、括弧でキャン

プ実習とかスキー、スケートとかそういったものを含むという言葉になっていたと思うの

です。もしできるならば、以前のスポーツ振興法という言葉も活用していただければあり

がたいなというような気がして今１つ申し上げました。 

 あともう１点なのですけれども、横浜市のスポーツ推進計画の中に言葉として、「生涯

スポーツ社会の実現に努めていきます」ということが書いてあるのです。このいろんな形

の資料の中に、生涯スポーツ社会の実現にという言葉がどこにも示されていないので、も

し文言的に示すことができるのであれば、そういったことをどこか１カ所でも２カ所でも

示していただければありがたいなというお願い事です。以上です。 

○山口会長 ありがとうございました。 

○守屋課長 ご意見ありがとうございます。ご指摘いただいたように、横浜市のスポーツ

推進計画についての本体の２ページのところ、一番最後の行が「生涯スポーツ社会の実現

に努めていきます」というふうに書いている割には、その後の取り組みのところで書いて

いないということでございますので、あくまでもそちらの２ページに書いてございますよ

うに、生涯スポーツ社会の実現については、「年齢や性別、障害等は問わず、それぞれの

体力や技術、興味、目的に応じて気軽にスポーツに親しみ楽しむことができる」というも

のを生涯スポーツ社会というふうに考えてございますので、取り組みの中で高齢者のスポ

ーツであるとか、障害者のスポーツであるとか、そういう部分にも「生涯スポーツ社会の

実現」という言葉は入れていきたいと考えてございます。 

○山口会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは奥寺委員さん、何か

ございましたらと思います。 

○奥寺委員 皆さん、いろいろとおっしゃっていただいて、文言の入れ方とかいろいろあ

るのですけれども、全体的に見て、いかにスポーツを楽しんでもらうかということで、ど

う伝えたいかということがすごく言葉として大事なのだなと、今のこの指摘ですごく理解

ができました。本当に、言葉とはすごく難しいものだと思いますので、その辺の言い回し

とか、それから指摘の仕方とかというのは、多種多様にスポーツがあるので、やっぱりそ

れをいかに簡略的に、簡単にやるというのは事務局の人も大変だと思いますけれども、

我々が意見を言ったことをうまくまとめてやっていただければいいかなと思います。 

 あと、プロスポーツのほうからの観点からすると、我々は皆さんに楽しんでもらえるこ

とと、それからスポーツに対しての取り組む姿勢というのですか、スポーツはすごくきつ
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いとか苦しいとかと思ってほしくない、そういうこともこの中に入れてほしいかなと。歩

くことだってスポーツなのだよ、体をちょっとでも動かせばスポーツなのだよという、そ

んな身近なものも取り組みに入れていただければいいのではないかなと感じています。

我々もそういうことをまず楽しむということを、楽しみ方はいろいろあるのですけれども、

まず何をするにしても楽しまなければいけないのだよということを、この中に入れていた

だければいいかなと思います。 

○山口会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。小田委員、お願い

します。 

○小田委員 済みません、目標１に戻ってしまって恐縮ですけれども、先ほどお話を聞い

ていて、ここの目標１が子供の部分というふうに考えていいのでしょうか。そのときに、

子供のスポーツを考えたときに、ここに体力しか出てこないというのが、前回のディスカ

ッションの内容からすると、確かにちょっと足りないかなと。スポーツに親しむという要

素も前回の話し合いの中で非常に強調されていた、またはその場をつくるということも皆

で話し合ったように思うのですが、ここは非常にこの文章は教育的で、子供たちをこうや

って持っていこうというようなニュアンスが非常に強いですね。ですから、60年ごろの体

力水準というのはよろしいかと思うのですが、この下の文章をもう少し前回話し合った、

とにかく小さいころから親しむのだと、それとともにスポーツの中に楽しさもあって、そ

れを生涯続けるのだというようなニュアンスももし入れられたらよろしいかと思ったので

すが。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○守屋課長 こちらについても少し工夫をさせていただきたいと思います。確かにご意見

をいただいておりましたので、まずは体力・技能的な面だけで見るのではなくて、子供た

ちがスポーツや運動を好き、楽しいと感じることが一番重要であるとか、あとは先ほど奥

寺委員からもございましたが、スポーツはつらいというイメージを払拭することや、外遊

びの要素を踏まえることというようなご意見もいただいてございますので、少し工夫をさ

せていただきたいと思います。 

○小田委員 ありがとうございます。 

○山口会長 ありがとうございます。冨田委員、お願いします。 

○冨田委員 例えばということが、ページの４のところだけに書いてあるのですけれども、

もしできるのならば、例えばというものを入れることが可能であれば、ほかの修正案のと

ころにも入れていただければありがたいなということのお願い事です。 

○守屋課長 例えばの例示の部分でございますね。はい、できる限りイメージが伝わりや

すいような例示を入れさせていただければと思います。 

○山口会長 ありがとうございます。ほかにお気づきの点、ご意見ございますでしょうか。

小澤委員、お願いします。 
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○小澤委員 意見ではないのですけれども、今回私はこの会議に参加させていただいて、

障害者教育というのですか、それがすごく大事にされているのが伝わりました。19ページ

のところに写真があるのでわかりやすいと思ったのですが、「ボッチャ交流会」という写

真がありますよね。その19ページのボッチャという取り組みについて、実は先週の木曜日

に本校の４年生の車椅子のお子さんがいらっしゃって、実際にラポールの方が来てくださ

って一緒にやったのです。その感想をずっと見ていくと、一番多かったのが、ふだん車椅

子で生活しているお友達と一緒にやれたことがとても楽しかったという感想が多かったの

です。先ほどのお話の中で、スポーツは苦しいものではなくて楽しいものだよとか、それ

が自分だけではなくて一緒にいる車椅子のお子さんとやれたことがうれしいというのを感

想で見て、とても私はうれしくなりました。やはり例えばというのでいくと、今言ったよ

うな事例もあるので、どんどん広げていくことが大事なのだなということを感じました。

小学生の子供たちは、体験することで感じるものがたくさんあると思うので、そういった

機会をふやしていただきたいし、ラポールの方も忙しい中来てくださって本当にありがた

いなと思っています。せっかくの機会だったので、こんな例もありますよということで伝

えさせていただきたいと思います。 

○山口会長 小澤委員、ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。皆さん、

それぞれご発言いただきましたので、もし事務局のほうでよろしければ、こちらでまとめ

させていただければと思いますが、よろしいですか。皆さん、よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございます。先ほど申し上げましたとおり、本日の審議会を踏ま

えてスポーツ推進計画の見直しの素案を確定させていただきたいと思います。本件につき

ましては、もう一度また審議会を開催ということは、時間的なこともございまして、最終

的な確定は事務局と会長に一任ということでご了承をいただいてよろしいでしょうか。 

それでは、こちらの再度検討したものを２月の市会等々の意見答申の素案とさせていただ

きます。それでは、本日はこれで予定された事項は終了ということになります。 

 

５ その他 

 

○山口会長 次第にあります「その他」でございますけれども、委員の皆様、何かその他

ございますでしょうか。ないようですので、事務局からは特にございますでしょうか。 

○伊藤係長 本審議会ですが、２年間の任期ということで活動をしていただいております。

次回につきましては、年度がかわりまして７月ごろに開催をさせていただければと思って

おります。次回の開催につきましては、また改めて日程調整のご連絡をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この１年間、計画の中間見直しに当たりまして、委員の皆様から大変貴重なご意見をた

くさんいただきまして、本当にありがとうございました。事務局からは以上でございます。 
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６ 閉会 

 

○山口会長 ありがとうございました。それではただいまをもちまして、第24期横浜市ス

ポーツ推進審議会第３回会議を終了とさせていただきます。皆様、始終貴重なご意見あり

がとうございました。 

  


