
ラグビーワールドカップ 2019TM 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会則 

 

平成 28年 11月 17日制定 

令和２年 10 月１日改正 

（目的） 

第１条 ラグビーワールドカップ 2019TM 東京 2020オリンピック・パラリンピックの成功に向けた

横浜ビジョン（以下「横浜ビジョン」という。）の実現を目指し、関係団体・機関が情報共有を図

り、協力体制を築くことを目的として、「ラグビーワールドカップ 2019TM 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」（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 

（１）横浜ビジョンの策定に関すること 

（２）横浜ビジョンの実現に向けた関係団体・機関による取組にかかる情報共有、連携調整に関す

ること 

（３）その他目的を達成するために必要な事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 推進委員会は、別表１に掲げる、会長、副会長、委員（以下「委員等」という。）をもって

組織する。 

 

（会長等） 

第４条 会長は、横浜市長をもって充てる。 

２ 副会長は、横浜市会議長、横浜商工会議所会頭及び公益財団法人横浜市スポーツ協会会長をも

って充てる。 

３ 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行

する。この場合の職務代理者は、副会長が協議して決める。 

 

（任期） 

第５条 委員等の任期は、推進委員会解散の日までとする。 

２ 委員等がその属する団体・機関の役職を離れたときは、その後任者が委員等を引き継ぐものと

する。 

 

（会議の種類） 

第６条 推進委員会に次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）専門委員会 

 

 

 



  
（総会） 

第７条 総会は、委員等をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 

３ 委員等が出席できないときは、当該委員等が指定する者を代理として出席させることができる。 

４ 会長が必要と認めるときは、委員等以外の者に出席を求めることができる。 

 

（専門委員会） 

第８条 第２条に規定する事項のうち、ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020オリンピック・

パラリンピックの各大会に関する事項について、円滑な推進を図るため、推進委員会に次の専門

委員会を置く。 

（１）ラグビーワールドカップ 2019TM専門委員会 

（２）東京 2020オリンピック・パラリンピック専門委員会 

２ 専門委員会は、別表２に掲げる団体・機関に属する委員等が指名する専門委員をもって組織

する。ただし、委員等本人が専門委員となることを妨げない。 

３ 専門委員会は、第２条第１項第２号に規定する事項について、円滑な推進を図るため、専門

部会を置くことができる。 

４ 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事務局） 

第９条 推進委員会の事務を処理するため、横浜市市民局スポーツ統括室に事務局を置く。 

 

（委任） 

第 10条 この会則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は別に会長が定める。

ただし、会長はこれを横浜市市民局長に委任することができる。 

 

附 則 

この会則は、平成 28年 11月 17日から施行する。 

  

附 則 

この会則は、平成 29年 1月 27日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、平成 29年７月５日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、平成 30年８月 31日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、令和２年４月１日から施行する。 



  
附 則 

この会則は、令和２年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、令和２年 10月１日から施行する。 

 



令和３年12月３日現在

団体名 役職名

会　長 横浜市 市長

副会長 横浜市会 議長

副会長 横浜商工会議所 会頭

副会長 公益財団法人横浜市スポーツ協会 会長

（団体名五十音順）

団体名 役職名

委　員 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 取締役会長

委　員 株式会社朝日新聞社横浜総局 総局長

委　員 小田急電鉄株式会社 取締役社長

委　員 海上保安庁横浜海上保安部 横浜海上保安部長

委　員 神奈川県警察本部 警備部長

委　員 一般財団法人神奈川県高等学校野球連盟 会長

委　員 一般社団法人神奈川県サッカー協会 会長

委　員 神奈川県信用金庫協会 会長

委　員 神奈川県ソフトボール協会 会長

委　員 一般社団法人神奈川県タクシー協会 会長

委　員 一般社団法人神奈川県トラック協会 会長

委　員 一般社団法人神奈川県バス協会 会長

委　員 神奈川県野球協会 会長

委　員 神奈川県野球協議会 会長

委　員 一般社団法人神奈川県野球連盟 理事長

委　員 一般社団法人神奈川県ラグビーフットボール協会 会長

委　員 神奈川県 スポーツ局長

委　員 株式会社神奈川新聞社 代表取締役社長

委　員 神奈川大学野球連盟 副理事長

委　員 一般社団法人共同通信社横浜支局 支局長

委　員 慶應義塾 塾長

委　員 京浜急行電鉄株式会社 取締役社長

委　員 国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所 事務所長

委　員 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 事務所長

委　員 相模鉄道株式会社 代表取締役社長

委　員 株式会社産業経済新聞社横浜総局 総局長

委　員 株式会社時事通信社横浜総局 総局長

委　員 首都高速道路株式会社神奈川局 局長

委　員 一般社団法人全国旅行業協会神奈川県支部 支部長

委　員 株式会社テレビ神奈川 代表取締役社長

委　員 東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部 企画部長

委　員 東急株式会社 取締役社長

委　員 東京新聞（中日新聞東京本社）横浜支局 支局長

委　員 中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター 所長

委　員 株式会社日本経済新聞社横浜支局 支局長

委　員 日本放送協会横浜放送局 局長

委　員 一般社団法人日本ホテル協会神静山梨支部 支部長

委　員 日本郵便株式会社南関東支社 支社長

ラグビーワールドカップ2019TM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　名簿

別表1



団体名 役職名

委　員 一般社団法人日本旅行業協会関東支部・神奈川県地区委員会 委員長

委　員 東日本高速道路株式会社関東支社京浜管理事務所 事務所長

委　員 東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 営業部長

委　員 株式会社毎日新聞社横浜支局 支局長

委　員 横浜市立高等学校長会 会長

委　員 横浜市立小学校長会 会長

委　員 公立大学法人横浜市立大学 理事長

委　員 横浜市立中学校長会 会長

委　員 横浜市立特別支援学校長会 会長

委　員 横浜エフエム放送株式会社 代表取締役社長

委　員 公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー 理事長

委　員 一般社団法人横浜銀行協会 会長

委　員 横浜港運協会 会長

委　員 一般社団法人横浜港振興協会 会長

委　員 横浜高速鉄道株式会社 代表取締役社長

委　員 株式会社横浜国際平和会議場 代表取締役社長

委　員 一般社団法人横浜サッカー協会 会長

委　員 株式会社横浜シーサイドライン 代表取締役社長

委　員 一般社団法人横浜市医師会 会長

委　員 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 理事長

委　員 横浜市ケーブルテレビ協議会 会長

委　員 一般社団法人横浜市工業会連合会 会長

委　員 横浜市交通局 局長

委　員 公益財団法人横浜市国際交流協会 理事長

委　員 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 会長

委　員 横浜市障害者社会参加推進センター センター長

委　員 一般社団法人横浜市商店街総連合会 会長

委　員 横浜市私立中学高等学校長協会 会長

委　員 公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会 理事長

委　員 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会 会長

委　員 横浜市青少年指導員連絡協議会 会長

委　員 横浜市ソフトボール協会 会長

委　員 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 理事長

委　員 横浜市町内会連合会 会長

委　員 横浜市PTA連絡協議会 会長

委　員 公益社団法人横浜市病院協会 会長

委　員 横浜市ラグビーフットボール協会 会長

委　員 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 理事長

委　員 横浜市旅館組合連合会 会長

委　員 横浜市 副市長

委　員 横浜市 副市長

委　員 横浜市 副市長

委　員 横浜市 副市長

委　員 横浜市 市民局長

委　員 一般社団法人横浜青年会議所 理事長

委　員 株式会社横浜DeNAベイスターズ 代表取締役社長

委　員 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 代表取締役社長COO

委　員 横浜マリノス株式会社 代表取締役社長

委　員 横浜野球連盟 理事長

委　員 株式会社読売新聞東京本社横浜支局 支局長



ラグビーワールドカップ2019TM専門委員会　構成団体

令和３年12月３日現在（団体名五十音順）
団体名

株式会社アール・エフ・ラジオ日本
株式会社朝日新聞社横浜総局
小田急電鉄株式会社
海上保安庁横浜海上保安部
神奈川県警察本部
神奈川県信用金庫協会
一般社団法人神奈川県タクシー協会
一般社団法人神奈川県トラック協会
一般社団法人神奈川県バス協会
一般社団法人神奈川県ラグビーフットボール協会
神奈川県
株式会社神奈川新聞社
一般社団法人共同通信社横浜支局
慶應義塾
京浜急行電鉄株式会社
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所
相模鉄道株式会社
株式会社産業経済新聞社横浜総局
株式会社時事通信社横浜総局
首都高速道路株式会社神奈川管理局
一般社団法人全国旅行業協会神奈川県支部
株式会社テレビ神奈川
東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部
東京急行電鉄株式会社
東京新聞（中日新聞東京本社）横浜支局
中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター
株式会社日本経済新聞社横浜支局
日本放送協会横浜放送局
一般社団法人日本ホテル協会神静山梨支部
日本郵便株式会社南関東支社
一般社団法人日本旅行業協会関東支部・神奈川県地区委員会
東日本高速道路株式会社関東支社京浜管理事務所
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
株式会社毎日新聞社横浜支局
横浜市立高等学校長会
横浜市立小学校長会
公立大学法人横浜市立大学
横浜市立中学校長会
横浜市立特別支援学校長会
横浜エフエム放送株式会社
公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー
一般社団法人横浜銀行協会
横浜港運協会
一般社団法人横浜港振興協会
横浜高速鉄道株式会社
株式会社横浜国際平和会議場
株式会社横浜シーサイドライン
一般社団法人横浜市医師会
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
横浜市ケーブルテレビ協議会
一般社団法人横浜市工業会連合会
横浜市交通局
公益財団法人横浜市国際交流協会

別表２



団体名
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会
横浜商工会議所
横浜市障害者社会参加推進センター
一般社団法人横浜市商店街総連合会
横浜市私立中学高等学校長協会
公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会
横浜市スポーツ推進委員連絡協議会
横浜市青少年指導員連絡協議会
公益財団法人横浜市スポーツ協会
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会
横浜市町内会連合会
横浜市PTA連絡協議会
公益社団法人横浜市病院協会
横浜市ラグビーフットボール協会
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
横浜市旅館組合連合会
一般社団法人横浜青年会議所
株式会社読売新聞東京本社横浜支局



東京2020オリンピック・パラリンピック専門委員会　構成団体

令和３年12月３日現在（団体名五十音順）

団体名

株式会社アール・エフ・ラジオ日本

株式会社朝日新聞社横浜総局

小田急電鉄株式会社

海上保安庁横浜海上保安部

神奈川県警察本部

一般財団法人神奈川県高等学校野球連盟

一般社団法人神奈川県サッカー協会

神奈川県信用金庫協会

神奈川県ソフトボール協会

一般社団法人神奈川県タクシー協会

一般社団法人神奈川県トラック協会

一般社団法人神奈川県バス協会

神奈川県野球協会

神奈川県野球協議会

一般社団法人神奈川県野球連盟

神奈川県

株式会社神奈川新聞社

神奈川大学野球連盟

一般社団法人共同通信社横浜支局

慶應義塾

京浜急行電鉄株式会社

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所

国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所

相模鉄道株式会社

株式会社産業経済新聞社横浜総局

株式会社時事通信社横浜総局

首都高速道路株式会社神奈川管理局

一般社団法人全国旅行業協会神奈川県支部

株式会社テレビ神奈川

東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部

東京急行電鉄株式会社

東京新聞（中日新聞東京本社）横浜支局

中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター

株式会社日本経済新聞社横浜支局

日本放送協会横浜放送局

一般社団法人日本ホテル協会神静山梨支部

日本郵便株式会社南関東支社

一般社団法人日本旅行業協会関東支部・神奈川県地区委員会

東日本高速道路株式会社関東支社京浜管理事務所

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社

株式会社毎日新聞社横浜支局

横浜市立高等学校長会

横浜市立小学校長会

公立大学法人横浜市立大学



団体名

横浜市立中学校長会

横浜市立特別支援学校長会

横浜エフエム放送株式会社

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

一般社団法人横浜銀行協会

横浜港運協会

一般社団法人横浜港振興協会

横浜高速鉄道株式会社

株式会社横浜国際平和会議場

一般社団法人横浜サッカー協会

株式会社横浜シーサイドライン

一般社団法人横浜市医師会

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

横浜市ケーブルテレビ協議会

一般社団法人横浜市工業会連合会

横浜市交通局

公益財団法人横浜市国際交流協会

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

横浜市障害者社会参加推進センター

横浜商工会議所

一般社団法人横浜市商店街総連合会

横浜市私立中学高等学校長協会

公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会

横浜市スポーツ推進委員連絡協議会

横浜市青少年指導員連絡協議会

横浜市ソフトボール協会

公益財団法人横浜市スポーツ協会

公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会

横浜市町内会連合会

横浜市PTA連絡協議会

公益社団法人横浜市病院協会

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

横浜市旅館組合連合会

一般社団法人横浜青年会議所

株式会社横浜DeNAベイスターズ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

横浜マリノス株式会社

横浜野球連盟

株式会社読売新聞東京本社横浜支局
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