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出 席 者 
石渡委員、奥寺委員、小熊委員、小澤委員、小田委員、大日方委員、勝田委員、 

金子委員、後藤委員、冨田委員、宮嶋委員、山口委員（12名） 

欠 席 者 佐々木委員、平野委員 

開催形態 公開（傍聴者０名） 

議  題 横浜市スポーツ推進計画の中間振り返りについて 

報告事項 
ラグビーワルドカップ2019™及び東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした

取組状況について 

 

１ 開 会 
 

○事務局  

本審議会は、スポーツ基本法第31条の規定に基づき設置され、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ます。議事録につきましても閲

覧の対象となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本審議会の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項の規定により、後ほど御選出いただきます。 

 本審議会の委員でございますが、任期は条例第４条の規定によりまして、本日から２年

間となっております。 

 

２ 定足数確認 
 

○事務局 本日は、委員総数14名のところ12名の御出席でございますが、１名少し遅れる

という御連絡を頂戴しておりますので、ただいま11名というところでございます。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おります。 

 

３ 委員紹介 

 

４ 市民局長あいさつ 
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５ 会長・副会長の選出 

 

 それでは、条例第５条第２項の規定に基づきまして、委員の皆様の互選により会長をお

決めいただきたいと存じます。どなたか、自薦・他薦等ございましたらよろしくお願いい

たします。 

○後藤委員 引き続き、山口会長にお願いしてはいかがかと思います。 

○事務局 ただいま、会長は山口委員にとの御提案がございましたが、いかがでしょうか。 

【「異議なし」の声あり】 

○事務局 異議なしということでございますので、会長は山口委員にお願いいたします。 

 それでは、会長を補佐いたします副会長を選出いただきたいと存じます。どなたか御推

薦はございますでしょうか。 

○後藤委員 副会長に関しましては、会長に全て一任したいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

【「異議なし」の声あり】 

○事務局 会長に御一任ということでよろしいでしょうか。それでは、山口会長、副会長

の御選出をお願いしたいと存じます。 

○山口会長 御一任賜りまして大変恐縮に存じます。それでは、委員として経験豊富な宮

嶋先生にぜひ副会長をお願いできればというふうに存じますが、皆さん、いかがでしょう

か。 

【「異議なし」の声あり】 

○事務局 それでは、副会長は宮嶋委員にお願いしたいと存じます。これからの議事進行

は山口会長にお願いいたします。会長、副会長は席をお移りいただきまして、一言ご挨拶

を賜りたいと存じます。 

○山口会長 会長に御推挙いただきまして、まことにありがとうございます。そもそも私

は野球ですけれども、横浜の体育・スポーツの振興は非常に多岐にわたっております。私

はそういった意味での経験はあまりないですが、少しでもお役に立てればと思っておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

○宮嶋副会長 ありがとうございます。私は、いつもスポーツというと大きなイベント、

そして、そのほか日々の子供たちや市民の人たちがどうやって体力や健康を維持していく

かという２つの柱を考えながら地域のスポーツは成り立っていると思っております。そう

いう意味からも、横浜市というのはイベントでは十分有名ですが、さらにそれが上手に市

民の健康や体育、そういったものとリンクしていくような形でこの審議会が進んでいけた

らいいと思うので、そのお手伝いをしていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○山口会長 ありがとうございます。それでは、次第に従いまして、会議冒頭、事務局か

ら説明がございました議事録署名人ということでございますけれども、運営要領第５条第
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３項、お手元の委員名簿をごらんいただきまして、この委員名簿順にお願いするというこ

とにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、本日は、石渡委員

さんと奥寺委員さんに議事録署名ということでよろしくお願いいたします。 

【「異議なし」の声あり】 

 

６ 諮問事項について 
 

○山口会長 それでは、初めに当審議会への諮問事項につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

○事務局 それでは、諮問事項につきましてご説明させていただきます。 

 本市では、子供から高齢者まで全ての市民が生き生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をはぐくむ社会の実現を目指し、第22期横浜市スポーツ推進

審議会の答申を受け、平成25年３月に横浜市スポーツ推進計画を策定しました。 

 本計画では、横浜市体育協会等と連携・協働しながら、スポーツを「する・みる・ささ

える」の観点から、子供の体力向上方策の推進、地域スポーツの振興、高齢者・障害者ス

ポーツの推進、トップスポーツとの連携・協働の推進の４つの目標を掲げ、スポーツ振興

施策の着実な推進に向け取り組んでまいりました。 

 また、第23期横浜市スポーツ推進審議会では、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開催を契機とした横浜市のスポーツ振興に

ついて示唆に富んだ答申をいただき、平成28年11月にラグビーワールドカップ2019™、東

京2020オリンピック・パラリンピックに向けた横浜ビジョンを策定しました。国では、平

成27年10月にスポーツ庁が設置され、平成29年３月には第２期スポーツ基本計画が策定さ

れるなど、スポーツを取り巻く状況は計画策定時から大きく変化しています。 

 横浜市スポーツ推進計画は、社会情勢や計画の進捗状況等を踏まえ、策定から５年をめ

どに計画の中間見直しを行うこととしており、これまで約５年間にわたり実施してきた諸

施策の達成状況や諸課題を検証していただくとともに、今後の本市のスポーツ振興につい

て幅広い視点から貴審議会の意見を求めます。諮問理由は以上でございます。ここで、西

山市民局長から貴審議会へ諮問文をお渡しさせていただきたいと思います。 

○西山局長 理由は今申し上げたとおりです。横浜市スポーツ推進審議会会長、横浜市に

おけるスポーツ振興について諮問いたします。スポーツ基本法第31条及び横浜市スポーツ

推進審議会条例第２条の規定に基づき、横浜市におけるスポーツ振興について、ただいま

申し上げた別紙理由を添えて貴審議会の意見を求めます。横浜市長、林文子。代読でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○山口会長 謹んでお預かりします。ただいま諮問を頂戴いたしました。 
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７ 横浜市スポーツ推進審議会の審議スケジュールについて 

 

○山口会長 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。次第の７番、横浜市スポ

ーツ推進審議会の審議スケジュールについて、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 今回、24期の審議スケジュールですが、第１回の会議が本日７月27日でござい

ます。本日の審議内容は、横浜市スポーツ推進計画の中間振り返りについてということで、

これまでのスポーツ施策の検証、課題の整理、計画の目標達成に向けた新たな取り組みや

新たな視点についてご意見をいただければと考えてございます。 

 29年11月には、今回いただいたご意見をもとに、事務局のほうで素案を策定させていた

だきますので、第２回会議、11月には横浜市スポーツ推進計画改訂版（仮称）の素案につ

いて御議論をいただければと思います。その後、この素案について関係団体から意見聴収

をさせていただきまして、第３回目の会議、30年の３月から４月にかけて横浜市スポーツ

推進計画改訂版（仮称）の、今度は案についてということになります。そこで御意見をい

ただいた後に、事務局のほうで改訂版の策定をしたいと考えています。 

 その後、第４回会議は30年７月ごろを予定しております。審議内容は、今、横浜市のス

ポーツ振興についてということで、特にテーマを決めてございませんが、これまで３回の

審議会での意見を踏まえまして、深堀りするテーマがございましたら、ここでテーマ設定

をした上で審議いただければと考えています。 

 その内容につきまして、引き続き第５回の会議を30年11月、６回目の会議を31年７月ご

ろということで、任期が終わります７月には御答申をいただくというスケジュールで考え

ています。説明は以上です。 

○山口会長 ありがとうございました。ただいまスケジュールについての説明がございま

したけれども、何か御質問、御意見がございましたら頂戴したいと思います。スケジュー

ルでございますのでよろしいですか。それでは、御了解をいただいたということで、基本

的にはこのスケジュールにのっとってということでよろしくお願いいたします。 

 

８ 議 題 

 

横浜市スポーツ推進計画の中間振り返りについて 

 

○山口会長 それでは、横浜市スポーツ推進計画中間振り返りということでございます。

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 今度は資料２を御覧ください。ページをおめくりいただきまして、２ページに

基本目標の状況ということで、現在のスポーツ推進計画の目標を４つ立てております。 

 その１つ目が子供の体力向上方策の推進ということで、目標値として子どもの体力を横
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浜市の昭和60年ごろの体力水準に回復しますという目標値になっています。これに対して、

下の、現状と課題、主な取り組みの（１）目標値に対する達成状況ということで、昭和60

年と平成28年度の体力テストの比較についてということで棒グラフを載せております。 

 この解説部分になりますが、お隣の３ページのゴシックの部分です。昭和60年の体力テ

ストとの比較が可能である、これは体力テストの種目が異なっているものがありますので、

現在のテストと比較が可能であるものが、握力・ボール投げ・持久走・50メートル走・立

ち幅跳び・反復横跳びの６種目です。こちらを、平成28年度と比較したところ、持久走の

中３男子、50メートル走の中学生、反復横跳びを除いては昭和60年より下回っている状況

です。 

 特に差があるのがボール投げで、小５男子については約25％減、小５女子は約24％減、

中３男子は約７％減、中３女子は約13％減になっています。次に差があるのが立幅跳びで、

小４男子は約10％減、小４女子は約10％減です。握力については、小５男子が８％減、小

５女子は約５％減、中３男子は約９％減、中３女子は約５％減というような結果になって

います。したがいまして、結果として、今の状況ではまだ体力水準が回復したという状況

になっていないということでございます。 

 （２）主な事業の成果としましては、平成28年度から市内の保育園を対象として運動訪

問指導、はつらつキンダー事業を実施し、幼児期における運動習慣の啓発・普及活動を推

進しております。これまで小学校はやっておりましたが、新たに保育園に広げて、はつら

つキンダー事業を始めました。 

 次の課題ですが、運動やスポーツに興味・関心のない子どもに対するアプローチが課題

になっています。その下の取組ですが、取組につきましては、後ろに別紙２－１をつけて

おります。横浜市スポーツ推進計画主な取組について、というものでございます。こちら

の取組１～８が、子どもの体力向上方策の取組になりますので、後ほど御意見をいただけ

ればと思います。 

 ３ページにお戻りいただきまして、今後の取組の方向性ですが、訪問運動指導はつらつ

キンダー事業を拡充しまして、幼児期における運動習慣の普及を行う。また、保護者や地

域指導者に対して幼児期の運動の重要性について普及・啓発について取り組みます。また、

小学生のボール投げや立幅跳びに関する項目が昭和60年ごろと比較して特に低い状況であ

るため、さらに子どもの投げる力や跳ぶ力を高める取組を検討していきます。 

 次に４ページを御覧ください。目標２が地域スポーツの振興ですが、目標値として、成

人の週１回以上のスポーツ実施率が65％程度、週３回以上のスポーツ 実施率が30％程度

となることを目標にしています。また、スポーツボランティアを行ったことがある市民の

割合を10％以上となることを目標に掲げています。これに対して、「現状と課題、主な取

組」の（１）目標値に対する達成状況ですが、成人の週１回以上のスポーツ実施率は

52.6％、週３回以上のスポーツ実施率は26.8％、スポーツボランティア実施率は6.2％と
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いう結果になっていまして、残念ながらこちらもまだ目標値には達していない状況です。 

 ５ページを御覧いただきまして、こちらは主な事業の成果の部分です。市民が積極的・

自発的にスポーツにかかわれる体制づくりやその支援を行うため、市民のスポーツ活動を

支える横浜市スポーツボランティアセンターを、横浜市体育協会に新たに設置しました。

センターでは横浜マラソンや、世界トライアスロンシリーズ横浜大会など、市内の大規模

スポーツイベントのボランティアの募集・登録、情報提供や人材育成を行っていきます。 

 課題ですが、身近なスポーツを行う場の確保が挙げられます。スポーツ実施率を年代別

に見ますと、20代が36.1％、30代が34.9％と、特に低い状況であるという課題があります。 

 今後の取組の方向性ですが、身近なスポーツを行う場の確保のため、地域と連携するこ

とにより学校体育施設の利用を促進し、スポーツを通じて地域に開かれた学校づくりを目

指していきます。 

 また、民間が所有する施設を含め、市内のさまざまな地域資源の柔軟な活用を推進して

いきます。スポーツ実施率の低い働き世代、特に20代、30代の健康、体力の維持・増進を

進め、スポーツ実施率を向上させるため健康経営の推進等、企業等と連携した施策につい

て検討していきます。 

 次に６ページをごらんください。目標の３つ目が高齢者・障害者スポーツの推進です。

目標値としまして、65歳以上の週１回以上のスポーツ実施率が70％程度となることを目標

としています。また、地域において自主的に障害者のスポーツ活動を行っている団体等を

18区に立ち上げますというものに対して、「現状と課題、主な取組」の（１）目標値に対

する達成状況ですが、65歳以上の週１回以上のスポーツ実施率は72.8％ということで、こ

ちらは目標値を達成しています。 

 次の丸のところで、18区立ち上げに対して９区で障害のある方が自主的にスポーツ活動

を継続できるように横浜市体育協会等と支援ネットワークを構築し、ボッチャ等の種目を

中心としたスポーツプログラムが実施されたという状況です。 

 その下、（２）主な事業の成果ですが、横浜ラポール、こちらは、横浜市障害者スポー

ツ文化センターのことですが、横浜ラポールを主体とした指導者養成事業により障害者が

スポーツを始めたり、継続できるようノウハウを持つ人材を養成しました。25～28年度に

かけて計延べ998人となっています。 

 ７ページ、課題でございます。障害者スポーツにつきましては、リハビリや社会参加を

主な目的とする段階から国際大会の競技活動まで多岐にわたるため、従来、横浜ラポール

が中心となって実施してきたスポーツ教室の開催や、地域の指導者養成等の取組に加えて、

スポーツ関連団体との連携をさらに強化し、障害者スポーツの振興を総合的に推進する必

要があるという課題です。 

 今後の取組の方向性ですが、療育センターや特別支援学校でできる運動プログラムの充

実、学校の地域開放等、障害のある子供が幼児期から運動に親しめる環境の整備を行いま
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す。特別支援学校に対しても、子供の体力向上事業、いきいきキッズ事業と言っておりま

すが、そちらを展開し、楽しみながら運動に親しむ機会を提供します。横浜ラポールと市

の体育協会や、スポーツ推進委員や競技団体等との連携強化、各競技団体によるアスリー

トの競技力向上支援等、障害者スポーツの推進体制の整備を強化していきます。 

 ８ページをおめくりください。目標４が、トップスポーツとの連携・協働の推進です。

目標値は、トップアスリートが参加するスポーツ大会やプロスポーツを間近で観戦した市

民の割合を50％以上となることを目標とし、市民がトップアスリートに触れる機会をふや

し、スポーツを行う意欲の向上につなげますというものです。主な取組と成果等ですが

（１）目標値に対する達成状況。トップアスリートが参加するスポーツ大会やプロスポー

ツを間近で観戦した市民の割合は30.5％ということで、こちらもまだ目標値には達してい

ない状況です。 

 課題ですが、大規模規模スポーツイベントの開催を通じ、スポーツツーリズムを推進し、

さらなる経済及び地域の活性化に取り組む必要がある。また、大規模スポーツイベントを

開催することができる会場に限りがあるため、より効果的な大会を誘致する必要があると

いう課題があります。 

 今後の取り組みの方向性ですが、大規模スポーツイベントの開催を通じて、市内経済の

活性化につなげるため、観光関連分野との連携を強化することで地域スポーツコミッショ

ンと同様の機能を確保し、スポーツツーリズムの推進に取り組みます。ラグビーワールド

カップ2019™及び東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるボランティアとしての

市民の参加を初め、市民が大会にかかわる機会を数多く創出することを通じてスポーツを

行う意欲の向上につなげます。 

 以上、駆け足になりましたが、中間振り返りのご説明をさせていただきました。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。ただいまの説明が本日の主な議題になります。ほ

かの関連資料を見ますと、相当大変な資料になってしまいますが、ただいまの説明をもっ

て、感想なり、御意見なり、それぞれ御遠慮なく頂戴できればと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○小田委員 １つ質問をしたいと思います。言葉の問題ですが、９ページ、今後の取組の

方向性の中で、「地域スポーツコミッションと同様の機能」という言葉が出てまいりまし

たが、これは、具体的にどういうことを指しているのでしょうか。 

○事務局 地域スポーツコミッションという新たな組織を立ち上げるかどうかというよう

な議論を今検討していまして、地域スポーツコミッションは大規模なスポーツイベントを

誘致する役目であるとか、スポーツツーリズムのお客さんを呼び込む役目などもろもろあ

るのですが、今現状、私どもスポーツ振興課で大規模スポーツイベントの誘致は実際に手

がけておりますし、あとは、会場の確保なども私どもが調整に入ったりしております。 
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 私どもに足りない部分は、観光部分との連携、スポーツが終わった後の観光や、スポー

ツの現場に来ていただくための足の確保の交通輸送みたいなところが少し弱い部分があり

ますので、そういう部分は文化観光局という部門が別にございますので、そういうところ

とも連携をすることで新たな組織を立ち上げるところまではいかないのではないか、同様

の機能は文化観光局と連携することで持てるのではないかという趣旨でこのような表現を

させていただきました。 

○山口会長 奥寺先生、お願いします。 

○奥寺委員 子どもの体力向上策って、私もずっとやってきて、なかなか成果が出てない

のが実情なのかと思います。これは、小さいときから運動癖というかスポーツをやる癖が

すごく必要だと思います。それをどういうふうに進めていくかというのが必要ではないか

と。策というのはいろいろあると思いますが、小学校や中学校での現状がどういうふうに

なっているのかと。一番集まってくるのは小学校、中学校だし、そこで何かしらするとい

うのが一番手っ取り早いのではないかと。わざわざ集めて何かしようということも大事で

すが、そこで学校というか教育として仕向けていってしまうというようなことが僕はいい

のではないかと思っています。「スポーツ、運動、苦しい、きつい」というのを振り払わ

ないといけない。「楽しいんだよ」というものに仕向けていかないといけないというのが

あると思います。そういうことを、じゃあ、どういうふうにしていくかということがいろ

いろ意見を出していただいて、つくり上げていくというか、つくっていかないとだめなの

ではないかと。 

 海外、ドイツの話でもそうですが、インターネットだったり、スマホだったり、すぐに

そっちに行ってしまう。じゃあ、どうするんだといったときに、学校だけではなくて、

我々地域のスポーツ団体、ここだったらサッカーだったり、いろいろなクラブがあります

よね、そういう人たちと一緒になってやっていって、スポーツを仕向けていくというよう

なことをしたという話は聞いています。そういうふうにしていかないとこれはとまらない

ような気がするんです。どんどん落ちていきますよ、間違いなく。だから、この辺で本気

になってするためには、もっともっとこちらサイドが先頭を切ってやっていくようなこと

を考える必要があると思いますが、どうでしょうか。 

○山口会長 石渡先生、お願いします。 

○石渡委員 中学校のほうの立場からということで今振られましたけれども、私も３ペー

ジを見ていて、ボール投げの力が落ちているという話題が数値的には一番大きいと思った

のですが、このボールを投げるという動作は、経験、毎日毎日少しずつでもいいからやっ

ているかどうかによって大きく変わってくるのではないかと思います。 

 私は、小学校の管理職にも行かせてもらっていた経験から、小学校には的当て盤という

のがあって、考えてみると、そこに向かって一生懸命ボールを投げている子供が休み時間

にいたりしましたけれども、それも運動させられる時間の確保というところで少ないと思
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っていました。 

 中学生になってくると、運動・部活動との関係で二極化しています。運動・部活動を続

けている子は、体力は正直に申し上げて向上していますが、そこに入っていない子どもた

ちの体力が低下してきていて、そこの差が生まれてきているという現状ですので、中学の

視点で言えば、運動・部活動に入っていない子どもたちの体力の向上の活動をどう日常的

にさせていくかというところを何か仕掛けられるといいと感じております。 

 話がずれてしまうかもしれないですが、５ページに今後の取組の方向性ということで、

スポーツの振興という視点の中で、方向性のところで１個目の学校施設の利用の推進とい

うことで出てきていますが、中学校の現場でいいますと、ほとんどフル稼働です。子ども

たちの活動の場所の保障という点でいいますと、別の場所を求めてでも活動している子ど

もたちもおりますので、その辺がどういったところまでが学校施設という視点で考えてい

くのかがポイントだと思っています。 

 本校の現状でいいますと、学校開放というか文化・スポーツクラブのご利用も含めます

と、夜９時まで地域の方のスポーツ活動も使っておりますので、非常に学校施設を有効に

活用していただいて、中学生も活動ができる、そして、地域の方たちも活動ができるとい

うところはつくれていると思っていますが、これ以上に生徒が活動している時間帯を地域

スポーツにとなってくると、先ほどの課題の子どもたちの体力が伸びる機会をつんでしま

うのかというふうにも、お話を伺いながら感じていました。マイクを振っていただいたの

で、余計なことまで言ったかもしれません。 

○山口会長 ありがとうございます。それでは、金子先生、お願いします。 

○金子委員 この横浜市に関しましては、私も前回から出席させていただいておりますけ

れども、多岐にわたり大変壮大な計画を立てていらっしゃる。そして、大規模なスポーツ

イベントも、オリンピックも、前のトレーニングの誘致も既におやりになっているようだ

し、そういうことは進んでいるのですが、もっと底辺の人たちが、本気でこの横浜市が、

一人一人のお年寄りも子どもも、みんなに対してスポーツができる環境をつくっているか

というと、こういう大きなことばかりやっていると見には来れますけれども、参加すると

いうのはなかなか難しくなってくる。お金を払って建物の中に習いに行くということだけ

を誘致しようとしてもなかなか全部には行き渡らないと思います。 

 私は、北京オリンピックのときですが、韓国の済州島で何回か合宿をしました。そのと

きに、私はえっと思って驚いてしまったのが、ありとあらゆるそこらの公園、本当に小さ

な公園に、もちろん鉄棒や肋木があるのですが、お年寄りが乗ったりおりたりするような

ちょっと小高い、３段くらい上がってまたおりてくるとか、またいでいくとか、腰かけて

背中を伸ばしたりというようなことが。こんな身近なものがあるのだと思ってびっくりし

て見ていましたら、それはどこの公園に行っても、どこかの角の草むらのところにでもち

ゃんとあります。私はすごいなと思って、私の家の近くにも最近そういうのができてすご
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いと思ったのです。 

 そういう町の中のいろいろな場所、特にこの横浜近辺、多岐にわたってあると思います

が、そういうところにみんなが朝散歩をして、ちょっと行ったらちょっとつかまれて、体

を揺すってみる、アキレス腱を伸ばすような乗り物があるとか、孫や小さな子供を連れて

いって一緒に遊ばせるということもできますので、その両建てでやり始めないと、できる

人はできますが、参加はしたいけど人の中に入っていくのはちょっとつらいとか、お金を

払って何かをするのはそこまでは考えてないとか。でも、このごろは市民の歩くというの

がすごいですよね。ああいう方たちがクリップを握るとか、ぶら下がってみるとか、そう

いうところから始まったり、あるいは、お互いにコミュニケーションを取り合って進歩し

ていくとか。 

 私は体協のスポーツ指導者のところの委員会に入りましたり、国体委員会に入りました

りして体協の動きを見ていますが、スポーツの指導者の資格、何とびっくりすると思いま

すが、全体で50万人ぐらいの人が日本中で持っています。ただ、カードを持っているだけ

で、何もしてないと思います。そういう方たちを呼び込んで、みんなのために、みんなと

一緒にリーダーになってやっていただけませんかということで市の意図するところをきち

んと皆さんに把握してもらって協力してもらって、順番にそういうところに行ってアドバ

イスを一言かけてくださるとか。 

 皆さん、知識はありますので、そういう方たちを募ってみたら、この横浜の中だけでも

相当の人たちがいるのではないのか、そういう人たちを上手に利用して見守り役の指導者

になっていただくとか、そういう工夫もあるのではないかと思います。 

 ですから、大きな国際級のことをやることが１つと、学校体育の推進。そのもう一つ下

の底辺で育つ大事な時期にやらなくてはならないことというのは、人間としてあるのでは

ないかといつも気になりますので、そういうものを、本気で変わったな、どこに行っても

こんなものがある、体操しやすいものがある、ちょっとやってみようか、と何人か集まっ

てみんなが体操をしたりということができるようになれば、市はこういうことを推進して

いますとアピールするにはすごく活気づくのではないかと思いました。 

○山口会長 ありがとうございます。今、公園関係の遊具的なものはどんどんなくなって

いる方向でしたよね、たしか。横浜はどうですか。 

 

○事務局 公園担当ではないのですが、特に遊具をどんどん撤去しているというわけでは

ないと思います。また、公園の場合は、割と地域の皆様とどういう公園にしたいかという

ことを話し合いますので、健康的なものの設置というものが、ご要望があればジャングル

ジムとかそういうものではなくて健康的なほうをやりますし、小さいお子様が多いところ

でそういうご要望があれば小さい子用の遊具、また、何も置かないで多目的に、いろいろ

なことに使いたいというご要望が多い場合はあまり設置をしないとか、そういったことは
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確か進めていると思います。 

○山口会長 それでは、小澤先生、先ほど奥寺さんのほうから話がありましたので、現状

の小学校の御事情等を含めて御意見いただければと思います。 

○小澤委員 大きく分けて２つお話したいと思います。１つが、今の子どもたちの実態で

す。今回、子どもの体力を横浜市の昭和60年ごろの体力水準にという目標がありますが、

私が教員になったのが昭和56年です。ちょうど、初任から３、４年目ぐらいのときがここ

でいうと昭和60年ぐらいですが、当時がピークだったと思っています。 

 小学校でいうと、業間体育と言いまして、朝の時間や休み時間に外に出て運動するよう

な、私がたまたま初任校で行った学校は、一人一人ボールを１個ずつ持って、そのボール

を休み時間に使って遊ぶなど、結構工夫されていたと思いました。そして、放課後はほと

んどの子が学校に来て遊んでいるような、そんな状況でした。 

 では、今どうかというと、体育学習で、ほぼ体育の時間が主であって、朝の時間に早く

集まって何かをするとか、放課後に遊んでいるという姿はあまり見られなくなったという

のが実態だと思います。 

 そして、もう一つですが、体力の考え方です。昭和60年のこの数値で考えていくと、恐

らくここまで回復することは、私は難しいのではないかと思っています。もう一つ、子ど

もたちが運動するって楽しいんだということでいうと、そういうことも含めて体力という

ふうに考えていかないと、数字的な、いわゆる技能的なものだけで追っていくと目標達成

はかなり難しくなってしまうと思います。 

 皆さんご存じのように、小学校には道徳の教科化であったり、英語教育の推進であった

り、新しいものがどんどん入ってきて、それこそ、夏休みを減らしてでも授業時間を確保

しようという現状ですので、そういう意味では体力向上という面をもっと広くとらえてい

かないとなかなか難しい部分が出てくると感じました。以上でございます。 

○山口会長 ありがとうございます。冨田先生、お願いします。 

○冨田委員 先生が今言われたのが貴重な意見だと思います。文部科学省自体も、体力の

意義と、求められる体力というものを発表していて、体力というのは一体何だろうかとい

うのと、子どもに求められる体力の目標というのは、その中に運動するための体力という

のと、健康に生活するための体力という２つが求められています。 

 今、ここで出てきている問題というのは昭和60年の環境条件と同じようなレベルで、考

えてみたら、32年前です。その32年前の環境条件と今の環境条件とで、皆同じようにしな

さいということを言われて比較しているほうが僕はおかしいのではないかと。逆に言うな

らば、28年とか27年に示されたデータが、どの年代に一番近かったのかということで見て

いただいて、そうすると、平成何年ごろだという形になったときに、その年代の環境条件

がどうだったのかをもう一回考え直さないと。これ、昭和60年、32年前といったら、多分、

今の子どもさんたちの親たちの年代です。その年代の環境条件にだけ合わせてしまうとい
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うことでいくならば、運動するための体力だけを見て言っているのではないだろうか。 

 もう一方、今の現代人の子どもさんたちが、体力と言われる観点の中の、健康に生活す

るための体力は今あるだろうかというと、生活習慣病だとかさまざまなものも、体力との

関連性を見ながら、新しい横浜市の結果を出されたほうが全国のレベルに対してすごくＰ

Ｒになるのではないかという気がしてなりません。 

 そんな意味で、もしできるならば、その年代までの資料を逆に見ていただいて、何年ご

ろのデータなのかという形の中で言っていただいて、そうすると、子供さんたちに夢を与

えられるだろうし、もっと近づけることができるのではないかという気がしてならないで

す。以上です。体力面で言わせてもらえれば、その辺を、もしチャンスがあるならやって

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。昨年からの小学生の運動能力の検査基準が変わられ

たんですよね。小田先生。 

○小田委員 体力という言葉がすごく難しい言葉ですよね。昔から、いろいろな方がいろ

いろな定義をされています。一概に体力と言っても決まったものはないし、今言われたよ

うに、時代によっても随分違うと思います。 

 １つは、こういう話の中で出てくる体育という考え方と、スポーツという考え方と、も

う１個、遊びという考え方があります。ある意味では、多分、我々のころはまだあったと

思うのですが、遊びというスポーツに近いものがあったと思いますが、現在、子どもたち

の中で遊びというものが実際にあるかどうか。これは、私も現場を見ているわけではない

ので、それこそ先生方にお聞きしたほうがいいかもしれないですが、その遊びの部分が、

僕の考えではもうなくなっているのではないか。そうすると、それを政策的に対処しよう

とすると、体育、スポーツだけではだめで、その中に遊びという要素も、それは楽しさで

もあるし、さっき先生が言われた身近さということでもありますが、そこまで広げていか

なければいけないという気がします。 

 ただ、遊びというところまで話を進めると、話としてはものすごく難しい、広い話にな

ってしまうので、そこまで話題にしていいのかどうかわかりませんが、この会議の中で、

私は皆さんの意識の中で遊びというのもスポーツの要素に入れていただけるとありがたい

と考えています。答えには全然なっていませんが、意見を言わせていただきました。 

○山口会長 ありがとうございました。今、小澤先生、休み時間に、缶けりや鬼ごっこ、

手つなぎ鬼などをやっている生徒さんはいるのですか。すいません、余計な質問で。 

○小澤委員 実は、本校はここの場所も学区です。桜木町の駅前にある学校ですので、運

動場も非常に狭いです。現在、児童数が830名で、その子たちが全員運動場に出たらけが

人続出になってしまうので、全員は出ていません。好きな子たちは、昔と同じようにドッ

ジボールをしたり、鉄棒をしたりしていますが、ただ、全員が外に出てというのは、うち

の学校だと難しいと。 
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 正直言いまして、横浜市の学校は運動場が狭いです。他都市と比べると３分の１ぐらい

しかないのではないか思うぐらい、すごく狭いと感じています。その中で、子供たちは、

運動が好きな子は積極的に遊んでいますが、そうでない子は結構教室に残ってしまって、

体力の二極化はそこら辺から来ていると感じています。 

○宮嶋副会長 すいません。私から質問です。はつらつキンダー事業について、この訪問

運動指導というのは、どういうことなのか具体的に教えていただきたいと思っています。

３ページの、「今後の取り組みの方向性」の一番上に書いてあるものです。訪問運動指導

はつらつキンダー事業。 

○事務局 市内の公立保育園と私立保育園を対象としておりまして、４、５歳児を対象に

しているのですけれども、体育協会の職員等が、希望のあった保育園に派遣をいたしまし

て、そこで楽しみながら体を動かして、跳んだり、はねたり、走ったり、いろいろな遊び

の要素を取り入れた運動指導を行ってございます。これは28年度から始まった事業でござ

います。 

○宮嶋副会長 実は、ここのところが非常に肝だと思っていて、今、４歳から５歳という

ことだったのですが、親の意識を変えていくということが非常に重要だと思います。私は、

神奈川県の審議会でも申し上げたのですが、赤ちゃんが生まれると、いわゆる乳児の健康

診断というのがあります。それは定期的に行われるわけですが、そのときに既に人間の発

達・発育というのは運動しなければとても偏ります。あえてそれを意識しないと、今の環

境というのは偏ったものになってしまうという情報を親に与えていく。 

 そして、子供と一緒に遊ぶことはファミリーのきずなも強めることになるということ。

ですから、お母さん・お父さんと赤ちゃんというのが、いわゆるコアラビクスみたいなも

のでもいいですし、そういう場をできるだけ。ボールを持ってやるとか、そういうような

マニュアルみたいなものを、乳幼健診で必ずみんながやらなければいけないときについで

にプラスアルファで指導すると。 

４歳、５歳になると、それぞれ保育園にこういうこともありますけれども、ご家庭でも

できることはやってほしいと思いますとか、何かそういう意識づけを子供が生まれた瞬間

からやっていくと。そうしないと、小学校、中学校までは続かないわけで、もちろん、ス

ポーツ選手にしようという親は一生懸命何かをさせるというふうになると思いますが、そ

うではなくて、子供をトップアスリートにしようと思わなくても、人間としてきちんと生

きていくために、さっきおっしゃった体力、健康に生きるために、それから、大人になっ

て仕事を続けていくためでも、体力がないと全然続かないですから。それから、これは持

久力も一緒ですが、よく、アメリカのお医者さんが書かれたもので、運動をすると非常に

脳の回転がよくなるというようなことも言います。その辺も含めて、運動の大切さみたい

なものを子供が生まれたときから親にすり込んでいくようなシステムを１つつくられると

いうのが非常に効果的ではないかと思っています。これが１つ。 



 14 

 もう１つ言うと、先ほど金子先生がおっしゃったことですが、結局、大人がスポーツを

するときに、「したい」と思うことです。楽しい。自分からしたいと思って。どういうこ

とかといったら、木陰があって、歩道みたいなのがあって、ランニング道があって。外国

に行くと自転車道とランニング道は別です。そうすると、自転車でここを周回して池の周

りに行ってみようかとか、思わず「やりたい」と思う環境を整備していくということ。こ

こがすごく重要で、これは、多分、市民局だけが頑張ってもできないです。町をつくって

いくという事業と一緒にならないといけないので、この辺も総合的におやりになっていく

のがよろしいのではないかと思っています。 

○山口会長 貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。どうぞ。よろしく

お願いします。 

○勝田委員 今、おっしゃったように、親の意識改革ですか。私たちのところでは赤ちゃ

ん教室をやっています。そういうところで保健師さんや体育の私たちが来て、少しはやっ

てもらっていますが、まだ意識改革まではいかないです。だから、そういうことをもっと

言っていくといいと、今思いました。 

○宮嶋副会長 食育と、体育と両方です。 

○勝田委員 そういうふうに、いい場所はあります。赤ちゃん教室をしたり、幼児を何か

するとか、いろいろなのはありますが、ただ、単一に、ばらばらにやっていて統一されて

いないので通っていかないというのがあります。 

○宮嶋副会長 それは、市として何かできる方策はありますか。 

○山口会長 もし、現状の中でのコメントをいただければということです。 

○事務局 乳幼児健診やお母さん方のいろいろな教室のようなものは、今、区役所が中心

となって進めておりますけれども、一番住民の方に近いところにあるのが区役所ですから、

その区役所を取りまとめているセクション、また、それぞれの区との話し合い、調整の中

では少しでも進めることができるのではないかと考えております。 

 先生がおっしゃるように、小さい子供の場合は家の生活習慣、親のライフスタイルとい

うのは子供たちも非常に影響を受けると思いますので、なるべく物心がついたときから自

然に体が動いているような生活をつくり出していけるように働きかけというものも考えて

いきたいと思います。ありがとうございます。 

○勝田委員 私たちがいつも思うのは、親と赤ちゃんは、毎日昼間一緒です。どこかに出

てきてと言っても、公園も出てこないお母さんもいます。一生懸命に出てくるようにやり

ますが、なかなか出ない。だから、私たちの生活の中に運動するという生活習慣がないの

ではないかと思います。 

 年をとってくると、自分たちが脳梗塞を起こしました、何をしました、というと、どう

しても必要だから、私たち保健活動推進員がやる運動教室に出てきます。多分、65歳から

上の方たちは出てきてやっています。その方たちの体力向上はあると思います。かなり難
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しい、きつい体操でもやっています。 

 問題は、20代、30代の人たちの、生活習慣の中に体操を１週間に１回でもいいからやる

という習慣がないことではないかと思うことはあります。以上です。 

○山口会長 ありがとうございました。 

○宮嶋副会長 場づくりというのが大きいのではないかと思います。場。場をつくってあ

げる。そういう方たちが行ける場をつくるという。そこのところはどうですか。それは、

例えば、総合型地域スポーツクラブが近くにある、ここに行くとこういうことをやってい

ますというアドバイスなどを勝田先生などがおやりになることもできると思うし、そうい

ういろいろな拠点を。それこそ、公民館でもいいと思います。そういうところで何時から

何時までこうですというような、とにかく、おうちにいる人たちを出してあげるという、

そこのところだと思います。 

 実は、フランスの出生率ががんと上がったのは、妊婦のスポーツ環境を整えたことから

始まったと言われていますが、生まれる前からやっているという、ポイントは似たような

ところですが、そういうところが重要だという気はします。 

○大日方委員 皆さんの議論を伺いながら、目標が幾つかあるうちの議論が少し幾つかに

集約されているのかというのが、気になりました。今の話を聞きながら、昭和60年ごろと

いいますと、ちょうど自分が横浜市の47年生まれですので、13歳。まさに、そのころにこ

の体力水準ってどうだっただろうと考えますと、大きく今と状況は違っていると感じてい

て、先ほど冨田先生もおっしゃったと思いますが、こんなものを求められたら逆に厳しい

のではないかと思っております。 

 ３ページのところにある取り組みの方向性というところで、「子どもの投げる力や跳ぶ

力を高める力を検討していきます」。これは、子どもの立場になって考えたときに、果た

して体力向上というところの目標を横浜市が挙げたからといって、一生懸命体育の授業で

投げることや反復みたいなことを仮にさせられたら全く楽しくないだろうと。本来的には、

そういう意味では目標のあり方というのも少し見直す時期に来ているだろうと思います。 

 大切なことは、子どもの意識です。体を動かすことを楽しいと思ってもらう子どもがど

のぐらいいるのかというところ。子ども自身の意識というところも少し調査してはどうか

と思っております。具体的に、例えば、運動部の活動に参加している子どもはなぜ参加し

ているのか、逆に、参加していない子どもはなぜ参加しないのか、なぜできないのかとい

ったところの分析が少し必要ではないかと思っております。60年ごろと比べると、放課後

の過ごし方というのも大きく変わっていると思います。 

 昔ですと、私が暮らしていた地域ですと、母親が、いわゆる専業主婦が多かったりしま

したので、地域の公園で子供を遊ばせる時間もあったでしょうけれども、今は恐らく変わ

っているという中で、例えば、ほかの地方自治体ですと、放課後クラブというようなもの

の中で体を動かすことの楽しさを伝えるような取り組みを行っているところもあります。 
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 また、時代が変わっているので、例えば、高層マンションが多い地域ですと、実は、階

段を使うことがほとんどなくて、エレベーターで子どもが行ったり来たりするので、幼稚

園の子供でも２階建ての体育館の階段を上がるのにすごく苦労するという、しゃれになら

ないような、いわゆる日常の生活クオリティーにかかわるような、体力の欠如みたいなこ

とも実は問題になっていたりすることもあるので、このあたりのところを実態等も調べな

がら、方向性についても慎重にまとめていく必要があるのではないかと思いました。 

 それから、もう１つ。今、あまり議論されていませんけれども、７ページの高齢者・障

害者スポーツの推進のところについて、１つだけ申し上げさせていただきます。取り組み

の方向性というところで、特別支援学校の子どもに対してもというところが現実にあるの

で、ここは１つよいと思いますが、一方で、特別支援学校ではない、いわゆる一般校に通

っている障害のある子供たちというのも多くいらっしゃる。これは、むしろ小・中学校の

先生方のほうがお詳しいと思いますが、そういったお子さんたちに対しても適切なスポー

ツの機会ということをどれだけ、個別のニーズがありますので、準備できるのかというと

ころについての議論も体制整備として必要になってくるだろうと思います。 

 横浜市の場合は、非常に多くの特色の１つとして横浜ラポールという障害のある人たち

も含めた一般の市民も使える、障害のある人も使えるという。施設が長い実績の中で運営

されております。横浜以外、例えば東京都ですと、障害者専用の施設というものはあって

も、一緒にやるという取り組みは横浜のほうが歴史が長い。そういう意味では横浜の強み

であり、資産をどう生かして、例えば、一般校にいるお子さんたちが体育の授業で一緒に

楽しめるようなサービスを横浜市としてどう提供できるかといったことも検討していける

とよいのではないかと考えました。以上です。 

○宮嶋副会長 事務局の方にご検討いただきたいのは、障害者スポーツを言うときに、

「ガイ」はこの「害」を使わなくて、障がい者スポーツ協会も平仮名の「がい」に変えま

したので、次には平仮名に変えていただけるとよろしいと思っています。 

○事務局 すいません、わかりました。失礼しました。 

○山口会長 ありがとうございました。貴重なご意見をいただきましてありがとうござい

ます。そろそろ、スケジュール的にはこの辺でということですが、もうお一方だけ、もし

ご希望がございましたらご発言をちょうだいしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

小熊先生、よろしいですか。 

○小熊委員 皆さんのご意見を伺いながらもっともだと思って伺っていたのですけれども、

１日24時間あって、子どもの場合、学校で過ごす時間がかなり多いと思いますが、そのほ

かの時間をどう過ごすかということで、昭和60年のころと随分変わってきていると思いま

すし、余暇時間なのか、それ以外の塾に行ったりするような時間があったり、余暇時間の

中でもじっとしている時間、テレビを見たりゲームをやったりという時間が今かなり多い

中で、スポーツや運動、遊びをどう取り入れていくのかということも視野に入れておいた
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ほうがいいのと、環境整備はすごく大事ですし、小学生ぐらいであると少し強制的にとい

うか、学校で休み時間にみんなでやるとか、そういうところで随分確保できる部分がある

のではないかということも思いました。以上です。 

○山口会長 ありがとうございました。それでは、冨田先生。お願いします。 

○冨田委員 目標４のところですが、トップスポーツとの連携・協力の推進という中で、

さまざまな行事が、国際的なものやいろいろな全国大会が開かれています。もしできるの

ならば、市民のために考えていただけるならば、横浜市の春夏秋冬というか、春・夏・

秋・冬というような四季を考えて、それも、屋内と屋外というような、条件のかなうイベ

ントを市民が参加できる形の中で取り入れていただくと。 

 そうすると、逆に、その中で小学生から中学生、高校生、一般の人、高齢者、障害者と

いう形の中でイベントにも参加できるチャンスが出てくるという気がしてなりません。も

う少し四季というものを、日本のイメージをうまく活用しながら今後検討していただけれ

ばありがたいと思います。以上です。 

○山口会長 ありがとうございました。それぞれ貴重なご意見をちょうだいしましてあり

がとうございます。それでは、次の報告事項に移らせていただきます。 

 

９ 報告事項 
 

ラグビーワルドカップ2019™及び東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした取

組状況について 

 

○山口会長 それでは、ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピックの関連

について事務局から、説明をお願いします。 

○石川課長 ラグビーワールドカップオリンピック・パラリンピック推進課長の石川と申

します。よろしくお願いします。 

 

 資料の３を御覧いただきたいと思います。ラグビーワールドカップ2019™及び東京2020

オリンピック・パラリンピックを契機とした取り組み状況について御報告させていただき

ます。 

 １番の、両大会にかかる本市を取り巻く状況及び「横浜ビジョン」の策定経過でござい

ます。25年度９月ですが、2020年の東京大会が決定いたしました。立候補ファイルのほう

に、横浜国際総合競技場においてサッカー競技が開催されるということで明記されたとこ

ろでございます。26年度に入りまして、４月でございますが、その大会に向けました庁内

の組織を立ち上げまして、目指すべき方向性ということで検討を開始いたしました。３月

にラグビーワールドカップ2019™の開催都市に神奈川県横浜市が決定いたしました。会場
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としましては、同じく横浜国際総合競技場ということでございます。28年度に入りまして、

４月にラグビーワールドカップも含めました庁内組織に改組をいたしました。11月、今度

は、庁外の、オール横浜の官民連携組織ということで、両大会に向けました横浜開催推進

委員会の立ち上げをいたしまして、ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた横浜ビジョンを策定させていただきました。12月ですが、東

京2020大会におきまして、追加競技となりました野球・ソフトボール競技の横浜スタジア

ムでの開催が正式に決定いたしました。29年度の４月でございますが、両大会に向けまし

た、横浜ビジョンの実現に向けた市の取組を策定したところでございます。 

 大きい２番です。ただいま申し上げました「横浜ビジョン」の策定ということで、横浜

の特徴にもなりますが、世界的なスポーツイベントが２年連続して開催されるということ

を生かして横浜の飛躍につなげたいということで、両大会に向けた基本姿勢でありますと

か、取り組みの柱、そこから生まれるレガシーということでビジョンの策定をいたしまし

た。 

 それから、両大会に向けた機運醸成の取り組みということで、別紙の３－１を御覧いた

だきたいと思います。前期23期のこの審議会の中でもご説明をさせていただきまして、ご

意見を頂戴し、策定したものでございます。おめくりいただきまして、２ページに基本姿

勢ということで、４つの「〇」を掲げてございます。 

 かいつまんで申し上げます。１つ目が、両大会の成功に最大限貢献していく。２つ目が、

スポーツと文化芸術を両輪とし、にぎわいと活力を創出していく。３つ目ですけれども、

共生社会の実現を目指していく。４つ目ですが、その取り組みを進めた成果を次の世代へ

の贈り物、レガシーとして残し、横浜の飛躍につなげてまいりたいというものでございま

す。 

 以降、今、申し上げました基本方針を具体化していくための取り組みの４つの柱という

ことでそれぞれ掲げてございまして、４ページ以降はその取り組みの柱ごとのさらに具体

的な取組を記載しています。そのページ、例えば、４ページの下には取り組みから生まれ

るレガシーということで、幾つか掲げさせていただきまして、それぞれの柱ごとにしっか

りレガシーを意識しながら取り組んでいこうということで、こちらのビジョンを策定した

ところです。５ページ以降、同じようなつくりになってございます。大変恐縮ですが、後

ほどごらんいただければと思います。 

 では、最初の資料のほうにお戻りいただきまして、裏面を御覧ください。両大会に向け

ました機運醸成等の主な取り組みということで少しご紹介をさせていただきます。まず、

オリンピアン・パラリンピアンとの連携事業ということで、大会の機運を高める、それか

ら市内のスポーツ振興を図るということを目的といたしまして、子どもたちがオリンピア

ン・パラリンピアンに直接触れ合う事業ということで、平成26年度から実施をしています。

具体的には、市立の小学校にオリンピアン・パラリンピアンを招聘させていただきまして
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特別授業などを行っていただいています。今年度からは新たに私立の中学校にも招聘させ

ていただきまして、スポーツ教室などの実施を開始いたしました。実施状況につきまして

は、表のとおりでございます。 

 （２）ですが、ラグビー選手等の小学校訪問事業ということで、こちらのほうはラグビ

ー競技の振興ということも含めまして、同じく小学校のほうにラグビー元日本代表選手な

どの招聘をさせていただいているところでございます。28年度からスタートさせていただ

いています。 

 それから、その他ということで、両大会に向けました機運の醸成、ラグビーの競技の振

興、それから各種イベントの開催などということで取り組みを進めております。表を御覧

いただき、最初は、東京2020大会事前キャンプ受け入れということで、本年３月、英国オ

リンピックの代表チームの事前キャンプ地に横浜、それから、川崎と慶應義塾大学の３者

で受け入れをしていくということで正式に決定し、契約の締結をいたしました。横浜につ

きましては、横浜国際プールのほうで水泳競技の受け入れを行う予定となってございます。 

 以降、ラグビーワールドカップ関連でございますが、決勝戦の1000日前イベント、プー

ル組み分け抽選会パブリックビューイングを初め、さまざまな機会をとらえたイベントを

開催しています。 

 最後の表でございますが、以下、今年度に予定している取り組みということで、パラリ

ンピックの競技体験会を今年の秋に予定しています。それから、ラグビー関係では、11月

４日、日本代表テストマッチということで、オーストラリア代表を迎えて横浜国際総合競

技場のほうで日本代表との対戦がございます。 

 それから、今後、大会の日程の発表、２年前イベントなどもございまして、先ほどのオ

ーストラリア代表戦があるテストマッチの期間に向けて重点広報期間ということで、今後

取り組みを進めていくところでございます。 

 資料の、別紙３－２ということで、「横浜市の取組」の概要版をおつけしました。こち

らは、先ほど申し上げましたように、ビジョンを具体的に実現していくための取り組みと

いうことで、概要ですが、お時間があるときに御覧いただければと思います。 

 最後、チラシを２枚おつけいたしました。ラグビー関係のものでございまして、最初は

2019年、まさに横浜でラグビーワールドカップが行われ、決勝戦があるということでござ

います。下のほうには大会公式サポーターズクラブの会員募集ということで多くの方のご

参加を今募っているところでございます。 

 最後のチラシでございます。日産スタジアムで11月４日にテストマッチということでオ

ーストラリア代表を迎えます。前回ワールドカップ準優勝チームということで、大きく盛

り上がるのではないか、盛り上げをつくっていこうということで、今取り組んでいますの

で、多くの市民の方にも当日会場で観戦していただき、日本代表を応援していただき、決

勝戦もある会場ですので、ぜひ盛り上げをしていきたいということで今取り組んでいると
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ころでございます。説明は以上でございます。 

○山口会長 ありがとうございました。ただいまの説明で、ご質問・ご意見ございました

ら頂戴したいと思います。長年、オリンピックをごらんいただいている宮嶋副会長様のほ

うで、アドバイス等含めて。 

○宮嶋副会長 今伺っていますと、オリンピック・パラリンピックであったり、ラグビー

であったり、そこに向けてこういうことをやって市民を元気にしようというのはわかるの

ですけれども、それが一過性に終わってはいけないと。これを見ている限り、どうもその

おそれがあります。 

 これは、人々がこういうチャンスを利用して日常に体を動かすことであったり、スポー

ツする楽しみであったり、そういうものを生きている中に取り入れるような仕組み、やは

り場だという気がしますが、そういうものを創出していかなければいけないという気はす

ごくします。 

 先ほど、韓国のお話を金子先生がおっしゃいましたが、私がフィンランドに行ったとき

もそうで、ヘルシンキではちょっとした池みたいなものがあると、その周りを自転車用と

ランニング用・ジョギング用の道ができていて、車は全然違うほうを通っています。その

池の周りが完全に運動するためになっていて、ぽん、ぽんと、大体400メートルおきぐら

いに、遊具ではない鉄棒とかちょっとした段が置いてあったり、誰もが使えるという感じ

で、いかようにでも使えますというような変形の鉄棒みたいなものが置いてあったりして、

おもしろいと思いました。 

 イベントが先にあるのではなくて、人が先にあるという発想です。そこに立ち返らない

と、横浜市って派手なアドバルーンばかり上げているけど大丈夫？となってしまうと思う

ので、横浜に住んでいていいよね、と市民が言ってくださるような、そういう市になると

いいと思っています。 

○山口会長 貴重なご意見、ありがとうございました。ほかにございますか。お願いしま

す。 

○大日方委員 ラグビーのワールドカップに向けていろいろやっていらっしゃると思いま

すが、質問です。こういったいろいろなテストマッチといったようなものに子どもや親子

を招待するとか、市民の方に、例えば観戦レポートみたいなものを地域でやってもらうと

か、そういうようなご計画というのはありますか。あれば教えていただきたいと思います。 

○小宮部長 ありがとうございます。ラグビーで言いますと、昨年の９月10日に、日産ス

タジアムでなんと18年ぶりにラグビーの試合が行われました。このときは、日本のラグビ

ー・フットボール協会とも相談をさせていただきまして、市内・県内在住の小学生を無料

招待しようじゃないかと、そこでラグビーをただで見ていただいて、種をまいてラグビー

を好きになってもらう、スポーツを好きになってもらうという仕掛けはさせていただきま

した。 
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 これから11月４日に向けてあまり日がないのですけれども、子どもたち、それから地域

の皆さんを初めとして、どの会場に足を運んでいただいてラグビーを楽しんでもらえるか

というのは、今検討を進めております。先生からご提案がありました、レポートというの

ですか、この辺もどういうふうにやっていくのがいいか考えさせていただきたいと思いま

す。 

○大日方委員 今、そういう時代ではなく、例えば、ＳＮＳでの発信もできますので、ぜ

ひ地域の中でネットワークがあるような方々に来ていただいて、そこの地域でこういうこ

とをやりました、みんな行きましょう、楽しかったというような、その方々の目線で。例

えば親子で来てもらって観戦レポートを上げてもらうとか、発信してもらうとか、いろい

ろなやり方が考えられると思いますので、ぜひ知恵を絞っていただいて取り組んでいただ

きたいです。 

 ラグビーのボールというのは、子どもたちにとってかなり遠い存在で、丸ではない特殊

な球体なども実際にさわってみたりしたこともまだまだないと思いますので、例えば、ど

ういうボールを使っているのかを、学校に１つでも２つでもあるだけでも随分ラグビーへ

の親しみというのは変わってくるのではないかと思いますので、ぜひいろいろやっていた

だければと思います。 

○宮嶋副会長 実は、横浜市というのは、タグラグビーをどこの市町村よりも早く取り入

れたところです。タグラグビーというのは、後ろにボールが行くのでどんなに運動ができ

ない子でも必ずボールをさわらなくてはいけないような仕組みになっている。そのときに

横浜市はどこよりも早くタグラグビーをやってくださった。そういう意味で、リーグでは

やっているのですが、タグラグビーも子どもたちに合間にやらせたり、前座でやらせたり

しています。国際試合のときは無理かもしれないですが、そういう参加できるような、横

浜市だからみたいな、そういうのをやってもらうと。あの場で、自分の息子が、といった

ら、家族総出で来ますよ。そういう場を、ぜひぜひつくってあげるといいと思います。 

○山口会長 ありがとうございました。 
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10 その他 

 

○山口会長 それでは、10番のその他ということでございます。全ての事項を終了しまし

たけれども、委員の皆様から何かございましたら頂戴したいと思いますが、よろしゅうご

ざいますでしょうか。それでは、特にないようですので、事務局から何かございますか。 

○事務局 先ほどの障害者の表記につきまして、私ども横浜市の考え方というものがある

ようですので、一度健康福祉局の障害福祉課のほうから御説明をさせてください。 

○障害福祉課 障害福祉課長の佐藤と申します。障害の表記につきましては、皆様ご存じ

のとおり、常用漢字ではない難しい「碍」の字を使うとか、平仮名にするとか、さまざま

な形態がございまして、自治体ごとにもなかなか統一が取れていないという状況でござい

ます。 

 横浜市におきましては、この問題については当事者の皆さんと継続的に議論をした結果

がございまして、その中でもちろんいろいろなご意見がございました。抵抗があるという

ご意見もありますし、さまざまではありますが、最終的には表記を変えることである意味

形として整えて、それで事足りるとするのではなく、あえてこの表記をしつつ、継続的に

考えていくべき話であろうというご意見を賜りましたので、この間、あえてといいますか

「害」の漢字を使っているという経過がございます。 

 ただ、これからスポーツ推進ということで広げていく中では、さまざまなご意見をお持

ちの方もいらっしゃることでございますし、この審議会のほうですべきだということであ

れば当然縛るものではございませんので、一応、そういう経過があるということだけお伝

えをしたいと思います。 

○大日方委員 何となく宮嶋先生から意見を求められたので。この「害」の字を開くかど

うかというところについてはいろいろな議論が確かにあるところで、私個人的には、開い

て何か問題が解決するわけではないので、率直に言ってこだわりはないです。開こうと開

くまいと、というところで。 

 ただ、１つの考え方としてご紹介しておきたいところは、健康福祉局の皆さんのほうが

お詳しいと思いますが、障害の考え方というのは大きく分けて２つある、社会モデルと身

体モデルと言っています。障害というのはどちら側にあるのか。社会の場にあるというの

が今の国の障害者政策委員会等でも推進し、これは国際的にもそういう形でやっていこう

というのがある種大きな流れになっています。 

 そうであるとするならば、障害のあるのは、個人の側の障害を指すのではなくて、社会

の側の障害だというふうに、障壁ですよね、というふうに考えるのであれば、この「害」

の字というところが、一つ意味づけが変わるという意味では片づくと思っております。 

 こういったことを議論される専門の障害学の先生方もいらっしゃる、それが障害当事者

であるというところを一つご紹介しておきたいということと、あとは、法令が「害」を開
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いていませんので、横浜市の政策として行っていく場合には、そういったものをそのまま

安易に開かないという形もわかりやすさという意味ではあると思っております。以上です。 

 確かに、嫌がる方もいらっしゃるというところも多いので、議論がまだ二分されていて

それほどはっきりとされたものではないというところで、安易に、わざわざ変えなくても、

特にスポーツというところの分野でそこを大きく議論しなくてもいいと、個人的には思っ

ています。以上です。 

○山口会長 ありがとうございます。事務局から引き続き何か。 

○事務局 そうしましたら、障害の考え方は、今横浜市としてはそのようなことで進めさ

せていただいておりますということと、あとは、事務連絡を最後にさせていただければと

思います。 

 先ほど審議スケジュールでご説明をさせていただきましたが、次回は11月に会議を開催

させていただきたく、後日、日程調整をさせていただきたいと考えております。事務局か

らは以上でございます。 

○山口会長 ありがとうございました。 

 

11 閉 会 
 

○山口会長 それでは、ただいまをもちまして第１回の会議終了とさせていただきます。

御協力ありがとうございました。 


