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１ 市民局長あいさつ 

 

２ 開会 

 

○直井部長 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２回会議を始め

させていただきます。 

 本審議会は、横浜市スポーツ推進審議会条例第１条にございますが、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ことを、あら

かじめご了承くださいませ。 

 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、第１回会議において決定しましたとおり委員名簿の順に２

名ずつで持ち回ることといたしまして、本日は小熊委員と小澤委員にお引き受けをいただ

くことになります。どうぞよろしくお願いします。 

 なお、前回の審議会の議事録につきましては、お手元の資料としまして配付しておりま

すので、後ほど御覧ください。 

 また、本日は教育委員会事務局教育課程推進室、健康福祉局障害福祉課、公益財団法人

横浜市体育協会の皆様に御出席をいただいております。 

 

３ 定足数確認 

 

○直井部長 それでは、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。本日は、委員総

数14名のところ現在13名の方にご出席をいただいております。冨田委員につきましては、

あと10分ほどで到着すると先ほど御連絡をいただいております。最終的には14名出席の予

定でございます。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。 

 それでは、これ以降の進行につきましては山口会長にお願いしたいと存じます。どうぞ

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。それでは、着座のまま進めさせていただきます。 

 

４ 議題 

 

横浜市スポーツ推進計画（中間見直し版）の素案について 

 

○山口会長 お手元の議案のとおり、横浜市スポーツ推進計画（中間見直し版）の素案に

ついてということで、事務局より説明をお願いいたします。 
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○守屋課長 スポーツ振興課長、守屋でございます。着座にて御説明をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 資料につきましては、前回会議議事録の次のページ、２のところ、右肩に「資料１」と

書いてございます。Ａ３横長の資料でご説明をさせていただきます。 

 まず、横浜市スポーツ推進計画（中間見直し版）の素案でございます。まず、１．計画

の位置づけと期間ですが、横浜市スポーツ推進計画は、横浜市の将来の都市像を示す「横

浜市基本構想」及び「横浜市中期４か年計画」に掲げている目指すべき都市像の実現に向

け、スポーツに関する施策について具体的な取り組みを示した計画です。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年間でございますが、策定後５年をめどに中間

見直しを行うこととしており、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、「第24期横浜市スポーツ推進

審議会」の意見等を踏まえ、中間見直し版の素案を作成するものでございます。 

 次に、２．スポーツ推進の意義についてですが、スポーツを推進することで子供の心身

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、地域経済の活性化等の効果が期待されます。また、今回は新

たに、先ほど局長の西山からも挨拶がありましたけれども、国の第２期スポーツ基本計画

にも掲げられた「共生社会の実現」を追加いたしました。障害のある方がスポーツを通じ

て社会参画することができるよう環境を整備することで、障害のある方への理解・共感が

生まれ、人々の意識が変わり、共生社会が実現することを目指すとするものです。 

 ３．スポーツ推進の基本目標についてですが、横浜市スポーツ推進計画では、スポーツ

を通じて子供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を育むことを目指しています。その際、スポーツを実際に「する

人」だけではなく、トップレベルの競技大会やプロスポーツの観戦等のスポーツを「みる

人」、そして指導者やスポーツボランティアといった「ささえる人」にも着目し、市民が

生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境を整えます。４つの目標につきまして

は、現計画が平成33年度までであることから変更していませんが、目標３の「高齢者・障

害者スポーツの推進」の目標値のうち、②障害者スポーツの推進について変更しています。

現行の計画では、「地域において自主的に障害者スポーツ活動を行っている団体等を18区

に立ち上げる」ことを目標値としておりますが、障害者のスポーツ活動はより多様化して

おり、団体等の立ち上げにとどまらず総合的な目標値の設定が必要であるため、国の第２

期スポーツ基本計画を参酌し、障害のある方（成人）の週１回以上のスポーツ実施率が

40％程度となることに目標値を変更しています。また、目標１の「子供の体力向上方策の

推進」の目標値について、子供の体力を横浜市の昭和60年ごろの体力水準に回復すること

については、前回の審議会において、「子供の体力向上について、昭和60年ごろの体力水

準を考えると環境条件が違う中で同水準まで回復させることは難しい。体力を技能的な面
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だけで見るのではなく、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

要であり、子供のスポーツや運動に対する意識等も踏まえて、広く体力向上を捉えていく

べきである。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。運動部活動に入っていない子供や運動が好きでない子供に対するアプローチが重

要である。」というような御意見をいただいております。こちらにつきましては、子供の

体力を昭和60年ごろの体力水準に回復するという目標値は、国の第２期スポーツ基本計画

や本市の教育委員会の策定した横浜市子どもの体力向上推進計画で、同様に目標値として

掲げているため、これらの計画との整合性から、このまま継続としていますが、平成26年

度から平成30年度までの５年間の横浜市の教育施策や取り組みをまとめた計画である第２

期横浜市教育振興基本計画では、「運動機会の増大を目指し、運動やスポーツを「しな

い」と答える児童生徒の割合を９％以下にすること」を目標値として掲げています。また、

運動に対する意識についても体力運動能力調査でアンケートを行っていますので、「運動

やスポーツをしないと答える児童生徒の割合」と運動意識についても今後、参考値として

いきたいと考えてございます。 

 次に、４．スポーツ推進計画の主な取組についてですが、現行の計画では、右側の33の

取組を掲げておりますが、今回、取組の整理を行い、左側の30の取組に集約をいたしまし

た。大きく変更した取組について網かけとしておりますので、網かけ部分について、ご説

明をさせていただきます。 

 恐縮ですが、次のページ、別紙１－１の新旧対照表をご覧ください。まず、「取組16 

スポーツツーリズムの推進」については、現行の計画の「取組32 地域スポーツコミッシ

ョンの設立の検討」から変更いたしました。地域スポーツコミッションは、自治体、スポ

ーツ団体、企業（スポーツ産業、観光産業）等が一体となり、「する・みる・ささえる」

スポーツや、スポーツを観光資源としたツーリズム等による地域活性化に取り組む組織で

すが、横浜市では、私どもスポーツ振興課、文化観光局、各種スポーツ大会の開催ノウハ

ウを持つ横浜市体育協会、観光客誘客のノウハウを持つ横浜観光コンベンションビューロ

ーという組織が既にございますので、これらの事業者との連携を強化することでスポーツ

コミッションの目的を達成できると考えておりますので、新たな組織としてスポーツコミ

ッションを設立することはしなくてよいのではと考え、変更してございます。取組内容の

説明としては、こちらに書いてありますとおり、「スポーツを観光資源とした横浜らしい

地域づくりを図るため、トップスポーツチームや地域スポーツ団体及び地元企業等と連

携・協働し、スポーツイベントの誘致・開催支援を行うとともに、プロスポーツチームの

試合観戦の機会や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

ク開催の機会を最大限に活用し、地域や経済の活性化を目的としたスポーツツーリズムを

推進します。」としています。 

 次に、「取組19 身近なスポーツを行う場の確保」については、身近なスポーツの場と
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して地域にバランスよく配置されている学校の活用が有用と考えています。学校開放の夜

間利用により活用時間が増えますが、横浜市の小中学校への夜間照明の設置数は22校、設

置率で4.5％と、20の政令市の中で下から４番目で、例えば設置数が97.5％の広島市と大

きな差が出ていることが現状です。このため現在、私どもスポーツ振興課と教育委員会で

グラウンドへの夜間照明の設置について検討を始めたところです。また、前回の審議会で

は、「子供から高齢者まで、また運動習慣がない人も、より多くの人々がスポーツに親し

む環境をつくるためには、スポーツをやりたいと思わせるような場づくりを行うこと。身

近な場所への健康器具の設置」という御意見をいただきました。このため、道路・河川・

公園緑地などを活用し、地域と連携をしながら、健康増進や外出意欲の向上につながるよ

うな魅力的な歩行空間やウオーキングルートの整備を新たに追加いたしました。取組の説

明としましては、「身近なスポーツの場について積極的な情報提供や、既存の施設や未利

用地等の有効活用を行うとともに、学校施設の夜間照明設置の検討を行い、健康づくりや

身近なスポーツを行う場を確保します。また、道路・河川・公園緑地などを活用し、地域

と連携をしながら、健康増進や外出意欲の向上につながるような魅力的な歩行空間やウオ

ーキングルートの整備を進めます。」としています。 

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

における運動・スポーツの経験が、その後のスポーツ活動に大きな影響を与えることや、

前回の審議会で、「横浜ラポールを活用しながら、特別支援学校だけではなく、いわゆる

一般校に通っている障害児のスポーツ環境を向上していく必要がある」という御意見をい

ただいたことから、「取組26 障害者が幼児期から運動に親しめる環境の整備」に反映を

しました。特別支援校に限らず、障害のある児童が、療育センター・特別支援学校や一般

校の学校、地域等で参加できる運動プログラムの充実を追加していきます。取組の説明と

しては、「障害児が地域療育センター・学校・地域等で参加できる運動プログラムの充実

や、保護者に対する普及啓発に取り組むとともに、トップ選手やチームとの交流・イベン

ト等を通じ、障害者が幼児期から運動に親しめる環境を整備します。」としています。 

 次に、「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」については、

現行計画の「取組28 障害者スポーツの場の確保と種目の普及」「取組29 障害者団体と

地域団体の連携・協力」を統合し、再整理いたしました。横浜ラポールだけではなく、障

害のある方が身近な地域でスポーツに親しむ環境の整備や、スポーツ施設や教室・イベン

ト等の情報発信が十分ではないという課題がありましたので、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ネットワークの構築に加えて、スポーツセ

ンターでの障害者スポーツ指導員の配置や定期的なプログラムの提供、情報発信の取組を

加えています。取組の説明としては、「地域団体・横浜市体育協会・横浜ラポール等が連

携した地域ネットワークの構築支援や、地域スポーツ指導者との連携を進め、自主的に取

り組みやすい種目を地域に広げていきます。また、各区のスポーツセンター等で障害者ス
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ポーツ指導員の配置や定期的なプログラムの提供を行います。さらに、障害者やその家族

にとって、よりわかりやすいスポーツ施設等の情報発信を行うことで、地域での障害者ス

ポーツ・レクリエーション活動を推進します。」としています。 

 次に、「取組29 障害者スポーツの支援者の育成・活躍支援」については、現行の計画

の「取組27 地域への障害者スポーツに関するノウハウの浸透」から変更しています。障

害者スポーツは、リハビリや社会参加を目的とする段階から国際大会の競技活動まで多岐

にわたりますが、障害の特性を理解している指導者が十分におらず、競技団体との連携強

化が課題であるため、競技団体との連携を強化し多様なスポーツ支援者の育成を推進する

ため、変更いたしました。取組の説明としては、「スポーツ施設の職員、競技団体、地域

団体へ研修等の参加を促し、障害者アスリート指導者や、障害者スポーツ指導員、ボラン

ティア等の多様な障害者スポーツ支援者を育成します。また、横浜市体育協会のスポーツ

情報サイト「ハマスポ」への登録を促す等、育成した人材の活躍を支援します。」として

います。 

 最後に、「取組30 障害者スポーツに対する理解の促進」については、現行計画の「取

組27 地域への障害者スポーツに関するノウハウの浸透」を変更しています。東京パラリ

ンピックの開催を契機に、多くの市民の方、特に子供に対し、パラリンピアンとの交流や

障害者スポーツの体験を通じ、障害者スポーツの普及啓発を行い理解を深めることで、障

害者スポーツを通じた共生社会の醸成を図るため、変更しています。取組の説明としては、

「パラリンピアンによる学校訪問や普及啓発イベントの開催、障害者スポーツ体験会等を

実施し、障害者スポーツに対する理解の促進を図ります。」としています。 

 なお、次のページの別紙１－２につきましては、こちらが「横浜市スポーツ推進計画

（中間見直し版）素案」の全部版を添付させていただいておりますが、ただいま私のほう

で説明をさせていただいたものが主な変更点等となってございます。 

 説明は以上になります。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した。きょうのメーンの議題でございます。資料も非常

に多岐にわたっておりますので、読み込まれるのも大変かと思いますけれども、ここで約

１時間近く、時間をとらせていただいております。どんな御質問でも御意見でも結構でご

ざいますので随時頂戴していきたいと思います。いかがでしょうか。 

○大日方委員 まず、スポーツ推進の意義の点について、御意見申し上げたいと思います。

共生社会の実現ということを新たに追加していただいたということで、この点については

非常によかったなと思っております。その上でなのですが、共生社会というものが、この

説明を読んでいますと、障害のある人たちがスポーツを通じてというふうに、ちょっと限

定してしまっているのです。共生社会というのは、そもそも世の中にはいろいろな人がい

るよねという、多様な人たち、高齢の方も若い方もいる、国籍が様々であったりとかＬＧ

ＢＴだったり、いろいろな人がいるよね、それらの方々が一緒に社会を構成しているのだ
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よねというような、少し広い意味に捉えられるものですので、ここのスポーツというとこ

ろ、とかく障害者スポーツは、横浜市はすごく推進していただいているので、ありがたい

ことではあるのですが、共生社会の実現と書くのであれば、もう少し幅広な本来の意味に

近いところで説明をしていただいたほうが、より理解がされやすいかなと思います。 

○山口会長 ありがとうございます。コメントされますか。よろしいですか。 

○守屋課長 ありがとうございます。資料１、共生社会の実現に米印をつけさせていただ

いて、新たに追加で、障害者がスポーツを通じて社会参画することができるようと書かせ

ていただいておりますので、そういうニュアンスが伝わってしまったかなと思いますが、

大日方委員がおっしゃるように、共生社会につきましては様々な人が相互に認め合える全

員参加型の社会ということでございますので、障害のある方がスポーツをして社会参画を

するということで、障害のある方への理解・共感が生まれるということをもって、それが

最終的には全員参加型の社会につながるのではないかというようなことで表現をさせてい

ただいたつもりでございましたので、もし何かよい表現があれば、どんな書きぶりがある

かなというところではあったのです。必ずしも障害のある方がスポーツに参加することが

共生社会の実現ではないというふうには考えてございます。 

○大日方委員 私の言い方が回りくどかったかもしれませんが、障害者への理解・共感が

生まれるというところで、そうすると人々の意識が変わるよねという、これは一つの共生

社会の意味の中ではあるのですが、今おっしゃったような全員参加型社会を目指すである

とか、あるいは、表現としては、障害の有無にかかわらず全ての人がスポーツを楽しめる

社会を創出するとか、そういう書きぶりをすると、より正しくこの意味が通じるのではな

いかなと思いますので、事務局で精査していただければよいかと思います。 

○守屋課長 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。いかがでしょうか。小田先生、お願いします。 

○小田委員 先ほどご説明のありました別紙１－２の素案のページ４のところです。目標

値に関しては先ほど、考え方を少し変えていくというお話がありました。この冊子を読ま

せていただいて、目標１、まず目標値が書いてあって、括弧で囲んである文章があるので

すが、これが余りそぐわないのです。上の目標値と中の文章が全然対応しないといいます

か、これはちょっと整合性をある程度つけるようにしたほうが読み物としてはいいのでは

ないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○守屋課長 こちらの目標値の下の説明書きにつきましては、平成25年、前回、この計画

を一番初めにつくったときのままの表現にさせていただいておりますので、ここはもう少

し見直しをさせていただいて、先ほどのスポーツが好きだという児童のことも入れられる

ような形で見直して書きかえたいと考えてございます。 

○山口会長 ありがとうございました。小田先生、よろしいですか。 
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○小田委員 はい。 

○山口会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。それでは、大変恐縮

でございますが、平野先生、前回残念ながらご欠席で、ぜひ忌憚のないお言葉を頂戴でき

ればと思います。 

○平野委員 平野でございます。前回は失礼いたしました。前回の議事録等も読ませてい

ただいて、お伺いしたいところは、行政ですから、いろいろな施策をやっていかなくては

いけないというところは市民に対しての義務だというところがあると思うのですけれども、

そこで選択と集中みたいな考え方というのは、おありなのでしょうか。選択は難しいと思

うのですけれども、集中みたいなところをお聞かせいただけるとよろしいと思います。例

えば、横浜市といえばこれだみたいなこととか何か浮き彫りになるといいのかなというと

ころを思うのですが、いかがですか。 

○山口会長 難しい質問かもしれませんが。 

○守屋課長 基本的には、地方行政のこのスポーツ推進計画の策定に当たっては、スポー

ツ基本法であるとか、国のスポーツ基本計画を参酌しながらというようなところですので、

参酌をしながらつくっていったという経過がございますが、選択と集中というか、特徴的

なものがあらわれているのは、トップスポーツとの連携・協働の推進というところでは、

ありがたいことに横浜市内には４つのプロチームがございますので、そこのプロスポーツ

チームと連携をすることでスポーツ振興を図っていこうというのは特徴的なものとしては

あらわれている計画なのかなと考えてございますが、この目標１から２、３、４、どれに

集中的にというようなところまではどうかなと思います。 

○直井部長 直井と申します。逆に行政だからこそ少し幅広というのはなくはないのです

が、この５年間の中にはラグビーワールドカップと東京のオリンピック・パラリンピック

というのがございますので、できれば、今考えていますのは、先ほどから少し共生社会の

お話も出ておりますが、この数年間は、やはり障害のある方がスポーツに参画しやすい、

また、そういうことを通じて、スポーツを通した共生社会に向けてというようなことを重

点的に取り組みたいとは思います。また、今、守屋のほうからも申し上げましたけれども、

横浜はプロスポーツチームも含め、水準はかなりトップレベルのスポーツのチーム等がご

ざいますので、そういったところとは積極的に連携をしながら、そういった連携により、

市民の皆様にスポーツへの関心を持っていただくことで何かしら活動していただく、そう

いうようなことで連携というのを重視しながらスポーツ振興を進めたいというようには考

えております。それが選択と集中になるかはわかりませんが、そういった手法を強化して

進めたいなというようには考えております。 

○平野委員 ありがとうございました。先ほどから見直し案の説明を伺っているところで、

共生社会のところ、共生というと大日方さんに怒られてしまうのですけれども、障害者ス

ポーツの精神、そこは随分、強く推されているなというのは伺って感じたところでありま
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した。集中しろと私は言っておいて別のところをお願いしますというのは非常に心苦しい

のですけれども、子供の体力の話です。ご存じのように、今、国で、スポーツ庁ですが、

全国の体力・運動能力及び運動意識の調査というのを小学校５年生と中学校２年生を対象

にやっておりまして、それが10年目ぐらいです。結局それは何をしているかというと、子

供たちが運動するように、学校に取り組みをさせるということがねらいの事業だと私は解

釈しています。ただ、今、学校ではもう遅いという、前回の議事録にもあったのですけれ

ども、もう幼稚園のほうに下がってきているというところがありますので、例えば横浜市

で、学校ではなくてもっと小さいところの、幼稚園のところでやるんだというところが出

てくると非常におもしろいのかなと思っています。失礼いたしました。 

○山口会長 ありがとうございます。どうぞ、直井部長。 

○直井部長 今、平野委員からもご指摘がございましたが、私どもも未就学児に注目しま

して、保育園・幼稚園児の年齢層にも働きかけを行ってはいるのですけれども、別途プロ

スポーツとの連携というのに入るかもしれませんが、横浜ＤｅＮＡベイスターズさんも、

やはり子供たちの投げる力がすごく弱くなっているというところから、そういったものは

もう小学校に入る前から関心を持ってもらって、そういう動作等をやっていただきたいと

いうようなことから、幼稚園などの巡回指導というのをかなり強化して今年度からやられ

ております。それで、小さい子ですから、なかなか野球のようにボールを投げてバットで

打つというのは難しいものですから、ティーボールといって棒の上にボールが載っている

のをスコーンと打つような、そういうのを少しアレンジされたような、小さい子供たちが

楽しめるようなもので体を動かす、野球の基本動作みたいなことをやってもらおうという

のを積極的に取り組んでおります。また、私がなかなかいいなと思いますのは、そういう

巡回指導で子供たちに楽しんでいただくだけではなくて、今度はそういう子たちが横浜ス

タジアムでみんなで大会をしようという、そういったところまで、ことしは雨でできなか

ったのですけれども、取り組みをしていただいていますので、このような形でそういうプ

ロ球団とも積極的に連携をして、私ども行政が直接やるのだけではなくて、さまざまなチ

ームの力を借りて広く子供たちにもいろいろ事業を進めていきたいなとは考えております。 

○山口会長 ありがとうございました。奥寺委員。 

○奥寺委員 我々はサッカーなのですが、定期的に学校を回ってやってはいるのです。小

さいころというのは、前も言ったかと思いますが、やはりバランスなのです。同じことを

ずっとやっていてはいけないと思いますし、やはり様々なことを、いかに提供してあげる

かというのは非常に大事ではないかなと思っています。本当に今、投げるということがほ

とんどできなくなっている子たちが多いというのは、野球は危険だからやらなくなったと

か、そういう弊害も出てはいるのです。だからサッカーだけがいいというわけではなくて、

やはり投げることも大事ですし、それから、打つことも大事ですし、そういう動作という

のをどこかでやることが、低年層になればなるほど感覚が残っていくということがあるの
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で、そういうさまざまな機会をいろいろな形で提供してあげるということが、もしかした

ら、いろいろなバランスのとれた体になってくるのではないかなと感じています。 

○山口会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。どうぞ。 

○大日方委員 １つ、質問があります。別紙１－１のどこを変更したかというところの中

で、取組番号29「障害者スポーツの支援者の育成・活躍支援」を見ますと、旧のほうでは、

ラポール等と連携して研修を定期的に行うということがかなり具体的に書き込んであるの

です。それに対して新しいほうは、研修を年に１、２回実施するという言葉が使われなく

なっているところがあるのですが、これは何か、ある種こういった研修はもう既に終わっ

たというような状況があるのでしょうか。この辺の書き方を変えたあたりの状況を少しご

説明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。 

○守屋課長 すみません。この研修については今も定期的に実施をされているということ

ですので、ここはちょっと文言の整理上というだけのことのようでございます。今、取組

として実際にやっているところということもございますので、今、大日方先生のほうから

も問い合わせがあり、不明なところでございますので、そうしましたら、この新たな変更

29の中にそこの部分、継続部分を入れさせていただければと思います。 

○山口会長 よろしゅうございますでしょうか。 

○宮嶋副会長 大日方さんが最初に「共生社会の実現」と言ったときの共生社会とは何か

というような、どうもこれを読むとオリンピック・パラリンピックを意識して障害者とい

うのがかなりクローズアップされているなというのは私も感じるところです。私自身は、

障がい者スポーツ協会の評議員もしていますので、障害者スポーツが評価されることは非

常によいことだと思っているのですけれども、横浜市の特徴は何なのかと考えたときに、

泉区のほうには今でも難民の方がたくさんいらっしゃいますし、外国につながる方、それ

からＬＧＢＴの方、いっぱいいらっしゃるわけです。もっとその部分も含めた多様なとい

うような表現にしたほうが……何かこの障害者、障害者と書くことが非常に私は時代おく

れのような気がして、時代おくれという表現が正しいかどうかわかりませんけれども、余

りにも2020年を意識し過ぎているのではないかというような気がいたします。そこのあた

りはどのようにお考えでしょうか。今、外国の方が本当に多いのが横浜市だと思うのです。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○直井部長 ありがとうございます。本当に、共生ですから障害者に限ることでもありま

せんし、横浜に住む小さいお子様からお年を召した方まで、さまざまな方がともにスポー

ツを通じて支え合って尊重し合って暮らせるまちということを目指しているということは

間違いないのですが、確かにこの文面だけ見ていますと、障害のある方のスポーツ、それ

をどうするか、そういう感じには確かに見えるかなという気もしますので、そうではなく

て、もう少し広い意味での、ともに暮らせる、スポーツを通じてそういう社会をつくると
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いうのがわかりやすいようにはさせていただきたいと思います。どうもありがとうござい

ます。 

○山口会長 ありがとうございました。それでは、佐々木先生、前回残念ながら御不在で

したので。 

○佐々木委員 前回は欠席で失礼いたしました。私もやはり子供のところが非常に関心の

高いところでありますが、これを拝見していますと、例えば目標を決めるところ、子供と

いうところがどういうふうに捉えられているのかなというところが、表現の上でちょっと

気になりまして、子供と幼児とを分けているのかなというような感じで、やはりどこから

でも、下から一番小さいところから子供と含めて解釈できるような表現をされたほうがい

いのかなというように思います。今、幼・保・小連携ですとか、そういうところがあると

思いますけれども、どうやってそこが区切れのないようにつながっていくかということは

教育機関だけではなくて、広く全てにそうだと思うのです。ですので、そういうところが

見えるような形に、さらになるといいのかなと思います。それで、幼児に対して、小さい

子供たちに対して、いろいろな施設を回って指導するというようなことは、それは確かに

非常に有効なことだと思いますし、そういう機会の少ない子供たちにとってはとても興味

を持つきっかけになることだと思うのですけれども、そういう場にもいられない子供たち

がいると思うのです。やはり保護者を取り込んでいくということが一つ大きな方策として

ないかなと思います。施設にいるという子供ではないところに、どう手をかけていくかと

いうところが私としては気になります。例えば、私もそんなに得意なほうではないのでど

うかわかりませんけれども、直接行こうと思っても行けないとかいう人に対する情報だけ

は提供できるとか、そういう仕組みがあったらいいのかなと思います。例えば、登録して

おくと行政のほうから定期的に何か子供についての情報があるとか、こういうイベントが

あるとか、こういうところに行くと何かできるとか、そういうようなことが直接保護者に

情報として与えられるというところも一つ、場というものがなくてもつながっていける、

そういう興味を持つ機会になるのではないかと思ったりするのです。そういうふうに感じ

ました。広く、やはり多様ということで、いろいろな場にいる子供というのがいると思う

ので、いろいろな子供たちにそういう機会が与えられるというような方法が、いろいろあ

ってもいいのではないかなと思います。 

○直井部長 ありがとうございます。そういう訪問というのもあるのですけれども、一方

で、今いろいろ調査をしますと、運動を余りしていない層というのが、働き世代と言われ

る層がなかなか運動をしていないと言われています。その理由というのは子育てに忙しい、

仕事に忙しいというようなことが理由として挙がっているのですけれども、そういう小さ

い子供、お母さん、お父さん、そういった方々が一緒になって何かそういうことができる

取組というのを進められれば、その運動をしない層もターゲットにできますし、小さいお

子さんもターゲットにできるというようなことで、そういう取組も進めていければいいな



 11 

というようには考えている次第です。一方で、働き世代ですから、時間がない人には会社

とともになった取組というのも重要かなというようには考えております。どうもありがと

うございます。 

○山口会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。小田先生。 

○小田委員 ここの後半の話の延長になるかもしれないのですけれども、働き世代という

のは多分、昔から、運動不足というのはここにいる皆さんもそうではないですか。運動が

まともにできている人はいないのではないでしょうか。これはどんな世の中でもある程度、

やはり今、世の中で注目しなくてはいけないのは小児か、またその前の幼児、それと、前

回もお話が出ていますけれども、幼児だけではなくて親も含めて、それを政策として考え

ていかないと流れはできないと思います。やりましょう、やりましょうと旗を振ってもな

かなかできないかなと。逆に言うと、それができるのが行政ではないかなと。それは、非

常に我々としては行政に期待する部分であると。だけど、それをＤｅＮＡに任せていたの

ではまずいのではないかなと思うのです。行政の中でそういう盛り上がりがあるのであれ

ば、もう少しこの推進計画の中で一歩持ち上げてもいいのではないかなと思うのです。中

間案からぐっと急に入れるのは難しいかもしれないですけれども、流れとしてはもうちょ

っと、平野先生が言われたように、横浜市としてはここをやるんだよという意味では、非

常にいい題材ではないかと思うのですが、いかがですか。 

○直井部長 私どもも頑張るのですけれども、やはりいろいろな方の助けというのも受け

ながら幅広くやっていきたいなと思っています。それで、子育て世代の親世代、また、小

さい未就学児、そういったようなものも、もちろんそれぞれの部署でございますので、そ

れぞれの、行政の中でも部署と連携を密にして、健康な子供をつくる、運動好きな子供を

つくる、働き世代も健康になっていただく、そういったことを、横浜市では大変重要なこ

とですので、それぞれ子育て関係の部署、もちろん教育委員会も含めてですけれども、あ

とは大人対象のところ、連携を強めてトータルとしては取り組んでいきたいと思います。

ここの中では少し読み取れない部分もあるのですけれども、細かい施策としては、さまざ

まなそういう親子世代のものというのは今でも多少はやっておりますし、それは強化して

いきたいというように考えていますので、ちょっと書き方については、もう一度この中を

見直して、少し見えるようにしたいと思います。ありがとうございます。 

○山口会長 ありがとうございます。小熊先生、どうぞ。 

○小熊委員 今、話が出てきた中で、多世代交流というか、子供のことが出てきて高齢者

のことが出てきて、働く世代も重要だという話が出てきたのですが、そこを縦につなぐよ

うな多世代交流、スポーツを通した、子供を通した多世代への働きかけとか、スポーツを

通した多世代の共生というようなところを入れてもいいのかなと、今、お話を伺って思い

ました。 

○山口会長 ありがとうございました。よろしいですか。ありがとうございます。冨田先
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生、よろしくお願いします。 

○冨田委員 体力のところで、前回も発言させていただいたのですけれども、運動をする

ための体力だけが主ではなくして、健康に生活するための体力づくりの面もやはり必要だ

と思うのです。ですから、今回もし追加でそういうところの部分も検討していただけるな

らば、食生活の部分を考えるとか、やはり運動することには食べ物が絶対必要なわけです

から、そういった点もこの言葉の中に少し入れていただければいいのではないかなと思い

ます。 

○山口会長 ありがとうございます。どうぞ。 

○守屋課長 ありがとうございます。食べることに関しましては、現行計画の取組３のと

ころで「食育の推進」という項目は入れさせていただいておりますが、もう少しここの部

分の深掘りをというようなお話かと思いますので、こちらについて何ができるのか、少し

考えていきたいなと思っています。 

○山口会長 ありがとうございます。お願いします。 

○大日方委員 今の委員の先生方のお話を聞きながら考えていたのですが、１つご提案が

あります。別紙１－２の素案のところで「スポーツ推進の基本目標」という４ページの項

目がございます。目標１に入る前のところで、「する」「みる」「ささえる」だけではなく、

というお話があるのですが、その前段に１つ、スポーツとは何のためなのかということを

少し加えられるとわかりやすくなるのではないかなと。国の基本計画の中でも、かなり議

論になったのですが、スポーツというものが以前は競技、割と狭く考えられていたところ

をより広げようという考え方、こちらがあります。ここでも横浜市民スポーツ意識調査の

中での取り上げられ方であるとか、レクリエーションとスポーツとの一体的な推進という

ところがございますので、これに加えて先ほどの、健康のためのスポーツというものの視

点も重要であるとか、小さいころからの運動習慣等、体を動かすということが後々に大き

く変わるというようなところを少し書き加えてあげると、恐らく、何のための基本目標な

のかというところが明確になるので、今の中間計画のところが与える意味というところも

少し見えてくるようになるのではないかと御提案させていただきます。 

○山口会長 ありがとうございます。コメントはよろしいですよね。貴重なご意見ありが

とうございます。ほかにいかがでしょうか。小澤先生、お願いします。 

○小澤委員 体力向上についてご検討いただいて生涯学習につながるような、そういう学

習意欲とか態度のほうにも目を向けてくださることはとてもありがたいなと思っています。

教育委員会のほうで、今、横浜教育ビジョンというのをつくられていて、その中に、健や

かな体を育成する１つのポイントとして、生涯にわたって運動やスポーツに親しむ態度と

いうのを挙げております。私は非常に大事なところだなと思っておりまして、そこに向け

て様々な取組をしているのですが、その中の取組として小学校の体育研究会のほうで行っ

ているいろいろな行事があるのです。後ほど、御覧いただければなと思っているのですが、
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そういうものも含めて、やはり子供たちの意欲とかそういうものを出していくことはとて

も大事だなと思っています。先ほど、４つのプロチームがあそこに挙がっていますが、そ

の４つのチームとの小学校のかかわりもあるので、御紹介させていただきたいと思うので

すが、体育読本と言いまして子供たちにとってみると教科書のようなものなのです。これ

はいろいろな本をつくる業者の方がつくられているのですが、横浜は私たちが属している

小学校の体育研究会でつくっております。今年度からその中に、こういう４つのチームの

有名な選手のメッセージを入れてもらっています。今年度は、もちろんＤｅＮＡのほうは

筒香選手ですが、そのほかにもマリノスの齋藤学選手や三浦知良選手、それから川村卓也

選手など４つのチームのメッセージが入っています。これを１つの機会に、子供たちがス

ポーツに関心を持ったり、全員ではないかもしれませんが、そういう取組も市民局の方に

協力させていただいているところです。もっともっと広げていきたいというのがあります

が、もう１つだけ紹介させていただくと、今年８月24日に横浜市の水泳大会がありました。

そこにトップアスリートとして、ご存じだと思うのですが、パラリンピアンでもある成田

真由美選手に来ていただきまして、３つの泳法で100メートルを泳いでもらいました。会

場は2,000人も集まっているところ、子どもたちをはじめ保護者の方もたくさん集まって

いたのですが、その泳ぎに大変感動して会場がしーんとなりまして、やはり今まで培って

きたものを多くの方々がいるところで見てもらうというのも、これは私は、子供たちにす

ごく意欲をかき立てるものではないのかなと思っています。その辺も横浜らしさというの

が言えるのかなと思っていまして、小学校体育研究会のほうではそういうものも大切にし

ながら進めているところですので、ひとつ御紹介させていただきます。 

○山口会長 ありがとうございました。水泳のお話が出ましたけれども、金子先生、何か

ございましたら。 

○金子委員 すばらしいです。目の当たりにそういう努力の成果を見るということは、テ

レビを通して見るのとはまた違いますから、子供たちにとってはいいことではないかなと。

さっきからたくさんのお話が出ていて、すごく細かく、前々回、前回、その前、昨年あた

りから全部のものを集約して、とても細かく立ち上げてきてみれば、今度は何かきちっと、

余りにも立ち上げ過ぎてしまうと、もう少し何かホットな温かい部分、それから身障者の

皆さんにピンポイントで、身障者の皆さんにやりやすいようにとして当たるところが、そ

れがすごく全て有能なことかというと、やはり、はいり口のところがちょっと違うとか、

そういうものも出てくるのだなということを今、全部お話を聞きながら思いまして、とて

も細かく次々といい計画は立っているのですが、どの子もこの子も一流のスポーツ選手に

なるわけではなくて、心と体をまず健康にすること、そして、もし才能があれば将来そこ

から芽生えてくるということを望んでいることだと思いますので、はいり口のところが足

りないのかなというようなことをすごく今、聞きながら感じました。家族みんなが、もし

障害者のお子さんを抱えていたとしたら、どうやって表に連れ出して、どうやって最初の
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取組をしたらいいのかなと多分、私、親でも考えると思うのです。出ていったらいいのか、

それと、どれくらいのときから参加したらいいのか。そうではなく、一番最初のはいり口

はみんな、おじいちゃんもおばあちゃんも家族、できたらみんなで参加しましょうよと。

みんなで参加したところで、例えばその日、誰か、お話しする人や芸をする人が、芸人の

人が来たりして、みんなでわっはっはともし笑えたとしたら、そこで少し、みんなの前で

自分たち家族を全部出し切って、そして、どんなふうに対応しているか、うちの子はこん

ななんですけれども、どうでしょうねと、そこから始まって次はこういうふうになります

よと、ああそうなんだというようなこととか、あるいは、子供の手足の動きがよくないな

と思うのだけれども、どうしたらいいでしょうねと言ったら、おばあちゃんたちがかわい

がってくれて手を伸ばしたり足を伸ばしたり、こんなふうにする運動もあるのですよとい

うような、そういうシチュエーションがあるものを、どこか何か、そこまでできたらきっ

とこのプログラムは最高なのかなと。最初から子供の才能を伸ばしてやりたいとか、子供

のいいところを発見したいとか、いいところへ参加させて一流にしたいとかというところ

から入るところにちょっと四角四面の無理があるのかなと。これだけ考えられたら、もう

一つはそれなのかなというようなことをちょっと考えました。 

○山口会長 ありがとうございました。コメントされますか。よろしいですか。 

○守屋課長 ありがとうございます。先ほども、保護者の方への情報提供というようなお

話もいただいておりますので、スポーツへの入り口としての最初の取組に対する情報提供

というものが必要だなと認識してございます。どういう情報が必要で、どういう媒体で届

けることが効果的なのかというようなところも今後検討させていただきたいなと思ってお

ります。 

 あとは多世代の交流というようなお話でもあったかと思いますが、今回は余り大きな変

更ということではしておりませんので御説明をしておりませんが、地域の多種目・多世代

自主運営というようなコンセプトでやっております総合型地域スポーツクラブの支援とい

うものは引き続きさせていただきたいと考えてございます。そういう意味で、地域コミュ

ニティの中でスポーツを楽しめる環境ということで総合型地域スポーツクラブの育成とい

うものには引き続き取り組んで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した。どうぞ。 

○大日方委員 ありがとうございます。五月雨式でお話を聞いています。別紙１－１の26

と27について、ご検討いただいているかなと考えているところがございます。まず、先ほ

ど金子委員のほうからもございました、例えば障害のあるお子さんを持たれたご家族がど

ういうふうに地域で参加できるのかというところについては恐らく、取組27で書いていた

だくとよいのかなと思っております。障害者スポーツ指導員の配置を各区のスポーツセン

ター等でも行うと書いていただいているところですので一歩進めて、例えば障害のある人

もない人も一緒に楽しめるようなスポーツのプログラムというものを、この地域のスポー
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ツセンターで提供していきますというようなことを書いていただけると、最初にどうした

らいいかわからないといったところの、それこそ最初の入り口になると思うのです。今、

障害のある人も参加できますよとかということをほとんど書いていないと思うのです。で

も実際には、例えば車椅子で参加できるというようなプログラムもありますし、また、卓

球などですと車椅子に乗っていても、この種のことは実はできるわけですので、そういっ

たプログラムを今後その地域のスポーツセンターで行いますというようなことをここに書

いていただくと、もう少し変更した意味がより伝わるのかなというところが１点です。 

 もう１点目は、変更26にかかわるところだと思うのですが、障害のある方が幼児期から

運動に親しめると書いてありますが、これは幼児期からもそうですけれども、障害のある

人がずっと小さいころから大人になるまで運動に親しめるという意味合いですよね。とい

うことですと、やはりもう１つ、ぜひ書き加えていただきたい視点というのがございまし

て、プログラムを充実させても実はスポーツの用具といったものがないとなかなかやれな

いという問題がありますので、スポーツ用具を充実していくというものが１つです。それ

から、もう１つが人材支援なのです。例えば、視覚に障害のある人たちがガイドランナー

と一緒だったら走ることができるというようなところもありますので、プログラムという

と少しぼやっとしてしまいますので、できればやはり用具の充実であるとか人材支援とい

ったところにまで、ここを踏み込んでいただけるとより具体的なイメージが持てるのでは

ないかなということで、ご検討いただきたいと思います。 

○山口会長 ありがとうございます。よろしゅうございますでしょうか。 

○宮嶋副会長 人材というのは、いわゆる支援者、サポーターみたいなそういうイメージ

でよろしいですか。 

○大日方委員 そうです。 

○宮嶋副会長 何かやるときに、その中に必要な支援をさせていただくと。 

○大日方委員 その手当てもちゃんとしますという。 

○宮嶋副会長 一種、ボランティアさんみたいなことですか。 

○大日方委員 そうですね。ボランティアさんであったり、スポーツ推進委員の方に来て

いただくなり。 

○宮嶋副会長 そういうイメージですね。 

○大日方委員 必要な人を配置していきますということです。例えば、小学校の体育の授

業でも、一緒に誰かやってくれる人がそばにいれば、一緒に体育の授業に参加できるとい

うケースはたくさんあると思いますので、横浜市はこういったところも工夫をしていきま

すということを、ここで言っていただけるといいのではないかなと思います。 

○山口会長 ありがとうございました。どうぞ。 

○宮嶋副会長 2019年、それから2020年に向けて、今何が国民に求められているかという

ことで、大学などでよく言うのは、スポーツを見る力をつけましょうというようなことが
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語られているのです。これはスポーツを理解すると捉えることもできるけれども、別にル

ールがわからなくても、どうやって会場に足を運んで家族で楽しめるかというような、こ

れは今、Ｂリーグなどがそうなのですけれども、スポーツを見ながら飲み屋と同じような

感覚になれたらすてきだねみたいなことをお母さん、会長がおっしゃったりもしているの

です。いろいろ、ＤｅＮＡさんも工夫していらっしゃいますし、さまざまあると思うので

すけれども、それに当たるものは何なのかなと思っていましたら、中間見直し版の継続で

取組17「スポーツ情報等の提供」というところで、市民が「する」「みる」「ささえる」と

いったスポーツ活動に参加しやすくなるよう云々と書いてあるのですけれども、その情報

提供のほかに何かないのかなという、行政として知恵を絞ってもらえるような何かがない

かなという。これは見逃しやすいポイントで、どうしてもやはりオールというので誰でも

どんな人でも参加しましょうということを言うのですけれども、同時にやはり、あと３年

間のうちにスポーツを見る力、これは日本の人たち、本当に持っていないと思うのです。

ですから、そういうものを何か醸成するための仕組みがないかなと思っています。 

○山口会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

○勝田委員 スポーツを見る力というのはすごく大事だなと思うのです。私もいろいろな

スポーツを、よくわかりませんけれども、テレビで見て楽しんでいます。サッカーは子供

がやっていたので、どうしてもお当番でついていかなければいけないので、ルールはわか

らないけれども楽しんできました。ですから、そういうふうにして親も、クラブに入ると

ついていかなければいけないとか、いろいろなことがあるので、スポーツを見る力は大事

だなと今、思いました。確かに、お相撲さんを見ていても勝ち負けだけはわかります。そ

れから、野球もそうなのです。何か今、すごく楽しそうだから野球も見ていますとか、ゴ

ルフもそうです。やはり私たちも見る力を養わないとスポーツの楽しさがわからないのだ

なというのは今、思いました。 

○山口会長 ありがとうございました。どうぞ。 

○冨田委員 15ページ、取組19のところなのですが、この柱の部分というのは項目をつけ

加えても大丈夫ですか。もしできるならば、身近なスポーツを行う機会や場の確保という

「機会」という言葉を入れていただくと、その下のほうの言葉にもそういったものの「機

会」という取り組みのチャンスというか、そういったものの中身が出てくるともっと生き

てくるのかなという気がするのです。 

○山口会長 ありがとうございます。 

○守屋課長 その方向でやらせていただきます。 

○山口会長 ありがとうございます。ほか、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、私から１点だけ、よろしいでしょうか。資料１－２の14ページ、取組13で先

ほど来、働き世代がスポーツをする時間がないよということで、まさに健康経営というこ

とで、さらっと書いていただいているのですが、ある意味この辺が一番大事なところでも
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ありますので、何かもうちょっと啓発できるような表現に肉づけしていただけたらいいの

かなと。やはり各企業で、規模だとか業種だとかさまざまありますけれども、各企業や団

体がまさに毎日これを取り組むと、かなり大きなパワーアップになると思います。さらっ

と言っているので、これでもいいのかもしれませんが、若干、肉づけしていただけないか

なと思いました。 

 ここまで、よろしゅうございますでしょうか。それでは、始終、貴重なご意見をいただ

きましてありがとうございました。それでは、本件につきましては、また改めて対応をさ

せていただければと思います。 

 ここで本日は、小澤委員のほうから小学校体育研究会の取組について映像をご披露いた

だけるということでございますので、小澤委員のほうからご説明いただいて、ご覧いただ

ければと思います。 

○小澤委員 実は昨年８月に全国小学校体育科教育研究集会第60回大会が横浜で行われま

した。多くの方々、全国から延べ1800名ほどの先生方が来てくださって研究討議をしたの

ですが、その内容をコンパクトにまとめた、横浜の体育研究会でこんなことをしています

よというのをまとめたものがあるので、イメージを持たれるにはちょうどいいかなと思い

まして時間をつくっていただきました。ごらんいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

（ＤＶＤ放映） 

○小澤委員 御清聴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。大変すばらしい活動をされていると思いますし、先

生方のご苦労も大変だなと思います。今、何か質問なり、御意見なり、御感想でも結構で

すが。 

○宮嶋副会長 小澤先生、教えてほしいのですけれども、小学校における体育の一番の意

義というのは何だとお考えになっていらっしゃいますか。 

○小澤委員 先ほども、子供たちの体力向上で出てきましたけれども、やはり子供たちが

将来にわたって意欲を持って運動に親しむということが一番だと私は考えています。 

○宮嶋副会長 いわゆる習慣、その後の人生における何かスポーツにかかわりを持ってい

けるような習慣を少しでもつくっていくということでしょうか。それとは違うのですか。 

○小澤委員 変な言い方かもしれませんけれども、昭和60年代ごろというのは、どうも数

値的なものを上げようという意識があったような気がするのです。ですから逆に言うと、

運動嫌いな子供たちをつくっていってしまったようなこともあったのかなとは思うのです。

今は、大事にしたいのは、子供たちの体力が二極化していくので、何としても苦手な子た

ちでも少しでも親しんでいこうとする気持ちを持つと、その辺が大事かなと私は思ってい

ます。もちろん、難しい技を覚えるとか、そういうことももちろんそうなのですけれども、

将来にわたって運動に親しみたいという子供たちを育てていきたいと考えています。 
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○山口会長 ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。貴重な映像を

ありがとうございました。 

 

５ 報告事項 

 

（１）横浜文化体育館再整備事業について 

 

○山口会長 それでは、報告事項に入らせていただきます。まず、報告事項の１番、横浜

文化体育館再整備事業についてということで、事務局からお願いいたします。 

○寺口課長 市民局スポーツ振興課、寺口でございます。着座にて説明させていただきま

す。 

 お手元の資料２をごらんください。横浜文化体育館再整備事業についてでございます。 

 まず、落札者決定までの経緯でございます。本年３月21日に入札公告を行いまして、４

月18日に１グループからの入札及び提案書の提出がございました。外部有識者で構成する

横浜市民間資金等活用審査委員会において提案内容の審査を行い、同委員会が最優秀提案

者とした株式会社フジタグループを落札者として９月14日に決定をいたしております。 

 ２の落札者でございます。株式会社フジタグループでございます。下の表のとおり19社

のグループで新しい文化体育館の施設の設計、建設、工事監理、維持管理、修繕、運営を

行うものでございます。 

 ３番の落札金額でございますが、313億3000万円でございます。 

 ４番の、今後の予定でございます。今後、12月に正式に契約をいたしまして、それ以降、

まず先行いたしましてサブアリーナの設計・建設・開館準備を行います。その後、平成32

年10月下旬にサブアリーナ施設の供用を開始いたします。サブアリーナの供用開始後、現

在の文化体育館の解体工事に着手をいたしまして、メインアリーナの設計・建設・開館準

備と進めて、メインアリーナが完成するのが平成36年４月という予定になっております。

本事業はＰＦＩ事業で進めるということで、最終的にはこの事業者が平成51年３月31日ま

で運営をするというものでございます。 

 裏面をおめくりいただきまして、２ページをご覧ください。参考２のほうに提案内容と

いうことで記載をいたしております。横浜文化体育館のメインアリーナは地上３階建て１

万5514平米の計画でございます。サブアリーナにつきましては地上４階建て１万4514平米

の計画です。今回の計画では、この横浜文化体育館に併設して民間の施設を建てていくと

いう計画になっておりまして、それぞれメインアリーナにはホテル、飲食店、店舗、駐車

場を設置いたします。サブアリーナのほうには病院を併設するという計画でございます。

その下がイメージ図になっておりまして、関内駅方向から新しい横浜文化体育館を見た図

となっております。手前がメインアリーナで、今の文化体育館の敷地に建つ計画です。奥
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側がサブアリーナで、先行して整備するエリアになっております。 

 ３ページ目をごらんください。メインアリーナ施設の外観図①でございます。①②が外

観図です。特徴といたしましては、②の外観図で横浜文化体育館のメインアリーナとホテ

ルの間に大階段を設置して、イベント等で活用していくという提案をいただいております。

③もメインアリーナの外観図でございます。 

 １枚おめくりください。メインアリーナの内観図でございます。④がスポーツ、バスケ

ットボールをやっているイメージでございます。⑤がコンサートをやっているイメージと

いうことで、このアリーナの特徴は主に舞台を中心に３方面に観客席を設置していると。

それと、舞台の裏に約1200インチの大型ビジョンを設置するということで劇場型アリーナ

というご提案をいただいているものでございます。⑥も内観図で、プレミアムラウンジと

いうことでＶＩＰ席等の充実を図っていくという提案でございます。 

 次に、５ページをごらんください。サブアリーナ施設のイメージ図でございます。サブ

アリーナ施設は横浜武道館として整備することを決定しておりますので、その武道にふさ

わしい外観という提案をいただいております。①が外観図、②がアプローチ、エントラン

ス部分のイメージ図、③がエントランスの中を入ったホールのイメージ図でございます。 

 続きまして裏面、６ページをごらんください。引き続き内観図ですが、サブアリーナ施

設の１階には武道場を４面整備する予定です。⑤がアリーナでございまして、武道場８面、

バスケットボールコートで３面の計画となっております。⑥はバレーボールをやっている

イメージです。サブアリーナなのですがセンタービジョンも設置するようなご提案を今回

いただいております。 

 簡単ですが、ご報告は以上でございます。よろしくお願いします。 

○山口会長 ありがとうございました。本件にご質問等ございましたら、頂戴したいと思

います。 

○宮嶋副会長 一番問題になるのがフロアなのですが、フロアはどういうつくりになるの

でしょうか。 

○寺口課長 フロアですが、メインアリーナはコンクリートフロアでございます。ただ、

メインアリーナは、もちろん市民の方の大きな大会はメインアリーナでやっていただくと

いう予定ですので、その場合には事業者のほうで体育床を敷いてご準備するというような

予定になっております。ちなみに、サブアリーナのほうは普通の体育床で計画をしており

ます。 

○山口会長 よろしいですか。どうぞ。 

○大日方委員 ありがとうございます。すごく立派なスポーツ施設ができるということは

わかったのですが、これだけスポーツ推進計画の中で共生社会の実現とか障害者スポーツ

の話をしておきながら、ここで例えばバリアフリーの席をどう配置するであるとか、ある

いは、障害のある人たちのスポーツ活動をどうするのかというようなことが全く書かれて
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いないのがちょっと不思議で、きっとあるのだと思うのですけれども、ぜひ「する」「み

る」「ささえる」全てのスポーツ観点から、障害がある・なしにかかわらず参加できる、

そういったスポーツ施設をつくるのだということを横浜市のほうで、この落札者のグルー

プの方にリーダーシップを発揮していただきたいと思っています。このような立派なもの

ができますと、一度つくってしまうと変更するのはなかなか難しいことです。東京都のほ

うでも何か、ちょっと失敗したような話を聞いていますけれども、でき上がってからもう

一度、バリアフリーの席、数が足りないのでつくり直すなどというお話もありました。そ

ういったことがないように少し先取りをしていただくこと、それから、必ずしも事業者も

そういった方向に明るくはない実態というのはございますので、横浜市のほうから、この

辺はどうなっているのだということを都度都度、確認をしていただけるようにお願いいた

します。 

○山口会長 どうぞ、現段階で。 

○寺口課長 ありがとうございます。今日の資料にはそういったことが一切触れられてい

なくて申しわけありませんでした。こちらの体育館については、「する」「みる」障害者の

方も含めて、どなたでもできるということをしっかりやっていくということも事業の１つ

の軸になっておりますので、先生から後で怒られないようにしっかり取り組んでまいりた

いと思います。 

○大日方委員 観客席の数とか大丈夫ですか。 

○寺口課長 障害者、車椅子の方が多いかと思いますけれども、そういったものも今後、

契約後、設計をしてまいりますので、十分に配慮して設計を進めたいと思います。 

○大日方委員 すみません、１つだけ。今、車椅子の人が多いと思うと言われたのですけ

れども、必ずしもそうではなくて、例えば高齢の方はつえをついて行かれたりとかすると、

非常に急な階段で手すりがないとおりていけないというようなことも既に起きているので、

ぜひ幅広な視点で見ていただいて十分な席を、様々な方々が見られるようにということを

お願いしたいと思います。 

○寺口課長 ありがとうございます。そのように進めたいと思います。 

○山口会長 ありがとうございました。 

 

（２）ラグビーワールドカップ2019に向けた取組について 

 

○山口会長 それでは、次にラグビーワールドカップ2019に向けた取り組みということで、

事務局からお願いをいたします。 

○熊坂課長 スポーツ振興部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、担当課長の熊坂でございます。よろしくお願いいたします。説明は着座にて行わさ

せていただきます。よろしくお願いします。 
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 右肩に資料３と書かれています、ラグビーワールドカップ2019™に向けた取組について

という資料をもとにご説明させていただきます。先に、西山のほうからもご挨拶がござい

ましたが、１にありますとおり、まず11月２日に本大会の開催試合を決定しましたので、

この御報告をさせていただきたいと思います。本市で開催される試合日及び日程は、下の

表にございますとおり全部で７試合ということで、既に発表されていました11月２日の決

勝戦に加えまして、下からで申しわけございません、準決勝２試合、いわゆる予選に当た

りますプール戦、こちらが４試合、計７試合ということになっています。ちなみに、この

４試合のプール戦は、プールというのが４つありまして、そこに５チームが入って予選を

やって上位２チームが抜けていくということなのですが、Ａのプールが２つ、Ｂ、Ｃと。

Ｄがないのですけれども、この上から１、２、３につきましては全て各プールの１位と２

位の戦いということで非常に全世界が注目するような試合となっています。そして、４試

合目については日本対スコットランドと、これもまた日本の皆様にも御期待されているよ

うな試合で、本当に重要な試合が横浜にやってくることになりました。 

 お手元に資料、別紙３－１という紙を用意させていただいております。こちらにありま

すとおり、チケットにつきましては来年１月19日からということで詳細な発表がなされま

す。きょうの資料には書いてございませんが、この中には開催自治体住民向けの先行販売

であったりとか、この後、ここにもありますが、サポーターという形で無料で登録できる、

ラグビーに関心を持っていただくと、そういった方への先行販売を経て一般販売に至ると

いう状況になっております。 

 裏面が、他の会場のスケジュールでございます。参考までに、中段左側にございます04

と書いてある東京、こちらがいわゆる予選試合が５試合、そして、下のほうに行っていた

だきまして決勝トーナメント、準決勝が２試合と３位決定戦ということで、ここが最多の

８試合の開催となります。一方、01とあります札幌であったり、02の釜石、12の熊本、こ

れが２試合ということで、８試合から２試合とかなり地域差が出てございますが、これは

やはり会場の規模に応じたものになります。どうしても小さいところですと１万5000人ぐ

らいしか入らない会場もございます。そういった中で運営をしていくということで、でき

るだけ大きいスタジアムに大きい試合が来ているということでマッチスケジュールが決ま

ったという報告を受けているところでございます。 

 資料３にお戻りいただきまして、その次の２につきまして、ラグビーワールドカップ

2019™に向けた機運醸成等の取り組みでございますが、「横浜ビジョン」の実現に向け、本

大会に向けた機運の醸成や競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポー

ツの振興につなげるということで各事業に取り組んでいるところでございます。まず、

（１）のラグビー選手等の小学校訪問、これは前回、既にご報告させていただいた内容で

ございますが、28年度については18校で実施済み、29年度につきましては先週時点で11校

で実施済み、残り下半期で計18校実施していくということで、数は少ないですが、まずは
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学校に行って元日本代表選手に触れていただき、ラグビーを知っていただくというような

取組を今後も進めていきたいと考えてございます。 

 次に、これも西山の御挨拶にございましたが、11月４日に行いましたラグビー日本代表

戦、これを契機とした取組について幾つか御紹介をさせていただきたいと思います。やは

り、こうした特に対戦相手のオーストラリアというのは、本当に強豪と言われているチー

ムでございます。こうしたチームが横浜に来て大きな試合をしていただくということが機

運醸成の絶好な機会と捉えまして、ここに向けて大会前から各種イベントへのブース出展

のほか、街並みをいろいろなラグビーのもので染めるシティドレッシング、こういったも

のを行いつつ、大会ＰＲのための交通広告の展開などを図っていたところです。また、当

日も来ていただいた方が、先ほど、ファンゾーンというお話もありましたが、まずラグビ

ーを見て、感じて、楽しんでいただくと、わくわくするような場をつくっていくといった

ことを目標に取り組んできました。アの大会基本情報でございますが、試合自体は残念な

がら30対63と、（キ）にあるとおり日本は負けてしまったのですけれども、（カ）のところ

にありますが４万3621人ということで過去最高の集客を図れたということは１つの成果か

と感じております。 

 裏面をご覧いただければと思います。まず、先ほど申し上げましたシティドレッシング

でございますが、ここは抜粋の写真でございますので、お手元にもう１つ、カラーのピン

ク刷りの「WE ARE BRAVE BLOSSOMS」というものが、どーんと大きく書いてある冊子があ

ろうかと思いますが、こちらの11ページ以降をご覧いただければと思います。こちらで、

概要が11ページに書かせていただいていますが、主なところとしては、やはり日産スタジ

アム周辺ということで、新横浜周辺と、（２）にあります桜木町周辺、そして、これとは

別の取組として２に四角枠を分けてありますが、マリンタワーさんにも御協力いただいて、

横浜のシンボル的なところにも御協力いただいたというところでございます。12ページ以

降は、新横浜での広告であったり、13ページの、駅を出た後ペデストリアンデッキという

ところがございまして、そこで階段に装飾をしたり、デッキのところに両国の協会のフラ

ッグを出したりということで機運を醸成すると。そして、その次、右側のページですが、

今度は日産スタジアムまでの道のりを見て楽しんでいただくということで掲出をさせてい

ただきました。その次のページが桜木町で、これは観光客の方をターゲットにこういうＰ

Ｒをさせていただいたのですが、実はこの日、オーストラリアの関係者の方、大使館の方

とかゲストの方も桜木町にお泊まりになったということで、ここまで掲出していただいた

と、非常にありがたいと、非常におもてなしとしてはいい取組、私たちの想定外のいい効

果が出たのかなと思っています。そして、マリンタワーさんにつきましては、下にありま

すような展示会のほかに、マリンタワー自体を日本代表やオーストラリアのイメージに染

めていただくというようなことを御協力いただいたところでございます。 

 その次のページ、そのまま、資料は戻らず御説明させていただきますが、横浜カーニバ
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ルと書かせていただいております。いわゆるファンゾーンをイメージした当日イベントに

なります。ただ、ここも余り１カ所に人が集中してしまいますと、やはり危険なところも

ありますし、より多くの方に多くの場所でいろいろなものを体験していただきたいという

ことで、実施概要にございますが、場所を３つに分けて、日産スタジアムの東ゲートの広

場、あとは新横浜の中央公園といいまして、これは小机側に当たりますフィールドのとこ

ろで、そして、新横浜の駅前ということで３つに分けてイベントを開催させていただいて

おります。また、当日はより多くの方に、ラグビーを知らない人にもラグビーを知ってい

ただく機会、チケットを持っていない人も知っていただきたい、あとは、１週間、２週間

前からいろいろな方に耳にしていただきたいということでＦＭヨコハマさんにもご協力い

ただきまして、当日会場で公開生放送を実施することで電波を使ってラグビーの楽しさな

ど伝えていただいたところでございます。 

 18ページ以降は、まずは新横浜駅前ということで、どうもラグビーイコールビールとい

う印象が非常に強いという話もありましたが、ハイネケンさんにご協力いただいて駅前で

こうしたものであったり、フェイスペイント、さらにはストリートラグビーというような

イベントを実施して、駅を降りて、関係のない方も、ラグビーをやっているのだというよ

うなことを感じていただく場をつくりました。 

 また、次のページ、東ゲートでは、先ほど西山の話にもありました、巨大モニュメント

を置いたりとか、小さなお子様でも楽しんでいただけるような遊具なども用意しながら皆

様のおもてなしをさせていただいたと。また、市内企業さんでいいますと崎陽軒さんや、

ありあけさん、このあたりにも記念グッズ、オリジナルグッズをつくっていただいて当日

販売をさせていただいたところでございます。 

 また、その次のページが小机側でやりましたイベントで、いわゆる元代表選手の皆様方

によりますトークショーのほか、やはりここも子供の皆様を意識してラグビー縁日と名づ

けまして、さまざまないわゆる日本らしい縁日の風景を演出させていただきました。また、

警察の方々にも非常にご協力いただいて、まずは事故なく大会を終えたということをご報

告させていただきます。 

 次のページです。こちらは前回、委員の皆様からもお話しいただきました、例えば試合

前に、こうした子供たちに何かイベントをできないかとかいうような取り組みはどうかと

いうのをたしか宮嶋副会長だったか、済みません、記憶違いだったら失礼ですが、ご提案

をいただいたように記憶しています。そこをいただいたことを踏まえてというところまで

は、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、オーストラリアのお子さんたちをお呼びさせて

いただきまして前日及び当日に、当日につきましては隣のスタジアムになります小机フィ

ールドでございますけれども、実際に横浜の子供たちとオーストラリアの子供たちが、こ

の前座というか、来場者の方にも見ていただける形で国際交流を図り、そして、その子供

たちは一緒に将来の代表の気持ちになって試合観戦していただいたというような取組をさ
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せていただきました。 

 また、その次の右のページにございます、地下鉄スタンプラリーでございますが、これ

も前回、大日方委員から、招待というようなお話がありました。これにつきましても、純

粋な招待はできなかったのですけれども、日本協会の協力もいただきまして、まずはラグ

ビーを知っていただくと。そして、気がついたらいつの間にか、毎日通っている駅に大き

なパネルがあると。何だろう、ラグビーがあると。そこでまず親子で、ラグビーって何だ

ろうねとか、そういったことを感じていただいて、スタンプラリーで回っていただいて、

なおかつ、その勢いでスタジアムに見に来ていただくということでスタンプラリー参加の

方には観戦チケットをプレゼントと、こういうスキームでふだんのところからラグビーを

知っていただくという工夫の取組をさせていただきました。 

 その次のページにつきましては、今回、行政ポスターだけではなく、民間の方々、例え

ばＪＲさんを含めました民鉄各社の皆様方や郵便局さん、横浜銀行さん、ローソンさんと、

ふだんからいろいろとご協力いただいている皆様方も版面を発していただいて、この大会

告知のためにご協力をいただきました。さらに、チラシにつきましても、このスタンプラ

リーについては全小学校の皆様方に行き渡らせるということで教育委員会のご協力もいた

だいて啓発に努めたところでございます。 

 このような取組もありまして、最後のページでございますが、このワールドカップを主

催するワールドラグビーという組織があるのですが、この会長が当日、市長とお会いした

いというお話をいただきまして会談をしたというところを載せさせていただいております。

これが今回の代表戦の振り返りということになりますが、これをきっかけに、このトライ

アルした結果をまた来年、再来年につなげて本大会までの間に、より多くの子供たち、次

世代を担う子供たちであったり、当然、私もそうですが、運動不足の大人たちもこれを見

て、たまにはラグビーを見に行こうかなと、まずそのあたりから、見る力を鍛えていただ

けるような取組を続けていきたいと思いますので、今後ともご協力・ご理解をよろしくお

願いします。 

 説明は以上です。 

○山口会長 ありがとうございます。天候にも恵まれまして、すばらしい一日だったと思

いました。皆さんのほうからご質問、ご感想などでも結構でございますが、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

 

６ その他 

 

 それでは、本日のご用意いただいた議案は以上でございますので、６番のその他という

ことでございます。せっかくの機会でございますので、委員の皆様から何かご発言ござい

ましたらと思いますが、いかがでしょうか。 
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 それでは、特にないようでございますので、事務局からは何かございますでしょうか。 

○事務局 皆様、本日は貴重なご意見をありがとうございました。次回の審議会につきま

しては２月に開催を予定させていただいておりますので、後日、日程調整をさせていただ

きたいと思います。その際はよろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○山口会長 ありがとうございました。 

 

７ 閉会 

 

○山口会長 それでは、以上をもちまして第24期横浜市スポーツ推進審議会第２回会議終

了とさせていただきます。皆様、どうもありがとうございました。 


