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２ さまざまな学習の機会、支援活動 
 

（１）教育委員会 
 

ア 生涯学習文化財課 
◇ 生涯学習関連 

 

 (ア) 横浜市民の読書活動推進 

○横浜市民読書活動推進（乳幼児期から高齢期まですべての市民を対象とした読書活動の推進） 

［趣  旨］読書活動は言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、または、豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身に付ける上で大切なものであることを基本理念とした

「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」が、平成25年６月に制定（平成26年４月施

行）されました。それに伴い、乳幼児期から高齢期まで、すべての市民を対象とした読

書活動の推進に関する施策を、総合的、計画的に進めるため、市全体の具体的な活動指

針となる、「横浜市民読書活動推進計画」を平成26年３月に策定しました。なお同計画は、

「横浜市子ども読書活動推進計画（第二次）」(平成23年３月策定)を受け継ぎ、平成25年

５月に国で策定された「第三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の内容

を踏まえたものです。 

［内  容］横浜市民読書活動推進計画 

【重点項目】 

        １ 子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 

        ２ 成人の読書活動の推進と担い手の拡大 

        ３ 読書活動の拠点の強化と連携 

        ４ 区の地域性に応じた読書活動の推進 

教育委員会は、全市的な広報活動や民間事業者に協力を働きかけるとともに、区が読書

活動を推進していく上で必要な、図書館や学校との連携の基盤をつくります。 

区役所・図書館・学校が連携し、区の地域性に応じた読書活動の目標（※平成26年度末

全区策定済）に基づき、地区センターなど地域の様々な市民利用施設のほか、読み聞か

せなどの読書活動団体をはじめとした様々な地域団体や民間事業者等と協働し、地域全

体で読書活動を推進することにより、より多くの人が読書に親しみ、読書を楽しむこと

ができるよう取組を進めます。 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

○横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム 

［趣  旨］読書活動の推進を目指し、「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」に基づき、「読書

活動推進月間」の11月に、「横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム」を開催します。

29年度は対象を読書活動の担い手とし、地域での読書活動を支援するとともに、本を介

して「語る・つながる」取組の一層の推進を目指して開催します。 

［対  象］読書活動をしている市民や団体、読書活動に興味のある市民、読書施設関係職員、学校

図書館関係者、図書館関係者 等 

［期  日］平成29年11月11日 

［会  場］横浜市中央図書館 

［内  容］ 講座や講演、トークセッション、体験会等により、担い手の拡大及び支援を図りました。 

○学校図書館活用講座『科学読み物を子どもたちに！』 

○基調講演「子どもたちのとの読書活動～広く深く長くつなげていくために～」 

○トークセッション「語る・つながる～読書の楽しみ～」 

 （さまざまな読み聞かせ活動、担い手自身が楽しめる計４件の取組の紹介） 

○トークセッションで取り上げた団体によるワークショップと読書の取組体験会  

○展示：学校司書活動紹介、横浜市の事業紹介パネル、新たな読書の取組、地域の読書 

活動紹介等  

［実  績］平成29年度 参加者数：300人（延べ人数） 

［連 絡 先］６７１－３２８３ 
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(イ) 青少年の育成 
○「成人の日」を祝うつどい 

［趣  旨］成人の日を迎えた市民を祝い、励ますことを目的として実施します。（昭和38年度開始） 

［対  象］横浜市内在住の新成人 

［期  日］成人の日（１月第２月曜日・祝日） 

［会  場］横浜アリーナ 

［内  容］記念式典等 

［実施主体］横浜市、横浜市教育委員会、横浜市選挙管理委員会、横浜市「成人の日」記念行事実行 

委員会 

［実  績］平成29年度（平成30年１月８日実施）  対象者：36,995人 （うち参加者：23,640人） 

［連 絡 先］６７１－３２８３ 

 

○子どもアドベンチャー 

［趣  旨］横浜市内在住・在学の小中学生を対象に、キャリア教育の視点から「働く」ことの体験

や、様々な社会体験を通じた「人との交流」の場や機会の提供、子どもの夢を親子で語

り合うなど、親子のふれあいのきっかけづくりのため、民間企業やNPO法人、大学、横浜

市役所をはじめとした公的機関の協力を得て、多様なプログラムを実施します。当初（開

始年度：平成16年度）は秋休みでの実施でしたが、平成18年度から夏休み期間中に実施

しています。 

［対  象］横浜市内在住・在学の小・中学生等（未就学児も一部可） 

※プログラムによって年齢制限あり 

［期  日］平成29年８月17・18日 

［会  場］横浜市役所、各種団体、企業等 

［内  容］泉区オープンデ―、火起こし体験教室、市会議事堂を探検しよう！、ミドリンキッズ体

験デー、科学館のウラガワ探検！、ワクワク☆車両基地探検、出動！まちたんけんたい！、、

みなとみらい駅お仕事体験 ほか（29年度実績） 

［実施主体］横浜市、横浜市教育委員会 

［実  績］平成29年度 79プログラム、参加者14,581人（小中学生：8,500人、保護者等：6,081人） 

［連 絡 先］６７１－３２８２                 （※各プログラムの参加者数の延べ人数） 

 

(ウ) 家庭教育の充実 
○親の交流の場づくり事業 

［趣  旨］学齢期の子を持つ親が、地域で交流・相談できるような関係を構築するきっかけづくり

のため、学校・地域で活動する「おやじの会」や「ＰＴＡ」又はそれに準ずる団体が中

心となり、地域及び学校を含み構成される運営委員会への委託により事業を実施します。

（平成28年度開始） 

［対  象］児童・生徒、保護者、地域住民等 

［期  間］平成29年４月～30年３月 

［会  場］横浜市内等 

［内  容］親子で楽しむことができる「体験・交流事業」や子育てについて学ぶ「学習会」など 

［実  績］38の運営委員会により事業を実施 

［連 絡 先］６７１－３２８３ 

 

 

○「家庭教育のヒント」の配布 

［趣  旨］市立小学校新入学保護者を対象に、児童の発達段階を踏まえ、家庭での基本的な生活習

慣の習得など、家庭内で保護者が子どもとともに家庭教育について学ぶための冊子を配

布しました。（平成20年度開始） 

［内  容］早寝・早起き・朝ごはん、親子でふれあう時間、思いやりや我慢の心、いじめをなくし

笑顔があふれる社会を築くために、携帯ゲーム機や携帯電話について、相談先一覧等 

［実  績］34,000部（平成29年度新小学校1年生の保護者に配布） 

［連 絡 先］６７１－３２８３ 

 

○「おやじの会」活動支援 

［趣  旨］「おやじの会」活動をきっかけに親子のふれあいの場や父親の子育て参加の機会を広め、

家庭教育の充実を図ります。（平成17年度開始） 
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［内  容］おやじの会が行う親子ふれあい事業に対し支援を行いました。また、「おやじの会」の活

動活性化やネットワークづくりを推進しました。 

［実  績］おやじの会親子ふれあい事業 

       実施団体   19団体  

             参加人数 3,859人 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 
 (エ) 生涯学習情報の提供 

○市民活動・生涯学習支援センター事業（区役所地域振興課） 

［趣  旨］市民の自主的で自立した学習活動を支援し、区における生涯学習の一層の推進を図るた 

            め、各区に支援センター職員（学習相談員等）を配置し、学習情報の提供や、学びや活
動の相談・コーディネートなどを行っています。（平成６年11月から実施） 

［内  容］○学習情報の提供 

      ○学びや活動の相談・コーディネート 

      ○交流コーナーや研修室の提供 
            ○学習機材の貸出し             

［実  績］平成29年度 相談件数：18,435件  設備・機材利用件数：60,995件 

 ※Ｐ39「平成28年度市民活動･生涯学習支援センター 相談・利用統計」参照 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 
   

○生涯学習ページ「はまなび」（横浜市ホームページ内） 

［趣  旨］学習しやすい環境づくりを目指して、学びのきっかけとなるような役立つ情報を、生涯

学習ページ「はまなび」で提供しています。（平成９年７月開始） 
［内  容］ホームページ(http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/gakusyu/）の主な内容 

      ○施設情報 
      ○教育委員会生涯学習関連事業（こどもの体験・学習、家庭教育、生涯学習講座等） 
      ○報告書・パンフレット・審議会答申等 (横浜市生涯学習基本構想 他) 
［連 絡 先］６７１－３２８３ 

 
○生涯学習情報システム 

［趣  旨］市民活動・生涯学習支援センターにおける学習情報の提供・学習相談業務の効率的な執 

      行と、一層の市民サービスの向上を図るため、インターネットを利用した神奈川県生涯 
      学習情報システム（ＰＬＡＮＥＴかながわ）を使って、広範囲で適切な情報を迅速に提 

      供します。（平成９年10月25日より利用開始） 

［内  容］○施設情報 
      ○講座・催し物情報等 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

 (オ) 生涯学習指導者の育成、関係職員の研修 

○社会教育主事（補）・社会教育指導員新任者研修、新任社会教育主事（補）・社会教育指導員フォロー

アップ研修 
［趣  旨］新任の社会教育主事（補）、社会教育指導員を対象に、それぞれの役割や生涯学習及び社

会教育の概念、横浜市の生涯学習施策について理解するために実施します。 

［実    績］平成29年度 参加者数：22人（延べ人数） 

［開 催 日］平成29年５月15日(12）、平成30年１月16日(10） 
［会  場］関内駅前第一ビル 

［内  容］「生涯学習の概念・施策について」「社会教育主事（補）、社会教育指導員の業務・役割に

ついて」「学習プログラムの立案を体験する」/「生涯学習概論ポイント確認」「社会教育

職員の役割とは」「来年へ向けて目標の共有」他 
［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

○市民活動・生涯学習支援センター職員新任者研修、新任支援センター職員フォローアップ研修 

［趣  旨］生涯学習や市民活動支援に必要な基礎的知識や役割等について研修を実施します。 
［対  象］新任市民活動・生涯学習支援センター職員、社会教育指導員等 

［実  績］平成29年度 参加者数： 31人（延べ人数） 

［開 催 日］平成29年４月26日(21）、平成30年２月23日(10） 

［会  場］花咲研修室、横浜市市民活動支援センター 
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［内  容］「生涯学習概論」「市民活動・生涯学習支援センターの概要」「市民活動・生涯学習支援の

実務」/「1年の事業をふり返って語り聴き合う」「相談員２年目の目標」他 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 
○生涯学習関係職員基礎研修（基礎編・ファシリテーション編・実務編） 

［趣  旨］市民の学習活動支援に携わっている職員を対象に、生涯学習・社会教育などに関する理 

解を深め、地域の課題解決に必要な知識を学び、業務に活かしていく研修を実施します。 

［対  象］区生涯学習関係職員、地域力推進担当、区民利用施設に従事する職員等 
［実  績］平成29年度 参加者数：106人（延べ人数） 

［開 催 日］平成29年６月７日(42）、12月12日(30）、２月７日(34） 

［会  場］花咲研修所 

［内  容］「基礎から学ぶ市民活動・生涯学習―横浜市の支援センター複合化の意味―」、「参加者の 
やる気を引き出す場づくり―『ちから』を育み、生かし、つないでいくために―」「地域 

の中で福祉との連携を考える―地域ケアプラザのことを聞いてみよう―」 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 
○出前研修（全５回） 

［趣  旨］社会教育コーナーで行った各区訪問等により、課題は区により異なることがわかり、区

の職員が一同に会して受ける出前研修の必要性がありました。４つの出前メニュー（内

容参照）を用意し、希望の区に、区単位で行う研修を実施しています。 
［対  象］社会教育主事（補）、社会教育指導員、市民活動・生涯学習支援センター職員等 

［実    績］平成29年度 参加者数：32人（延べ人数） 

［開 催 日］平成29年10月13日(6)、10月16日(6)、平成30年１月15日(8)、1月17日(6)、3月22日(6) 

［会  場］西区役所、都筑区役所、ほどがや市民活動センター、なか区民活動センター、青葉区区 
民活動支援センター 

［内  容］「生涯学習の基礎と情報共有」、「学習相談」、「事後につながる事業企画の立て方」、「事

業を実施するための会議の進め方」等 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 
 

○社会教育研究会（全４回） 

［趣  旨］社会教育関係職員が自ら課題を設定し生涯学習事業における調査・研究を行います。 

［対  象］社会教育主事（補）、社会教育指導員 
［実    績］平成29年度 参加者数：135人（延べ人数） 

［開 催 日］平成29年７月10日(29）、９月５日(29）、11月７日(42）、平成30年２月７日(35） 

［会  場］花咲研修室、横浜市市民活動支援センター、保土ケ谷区役所 

［内 容］29年度は「社会教育における私たちの役割」を年間テーマとし、各区で「役割」と考え
られる事例、庁内連携事例の紹介を行いました。うち1回は市民局と合同企画で、実践

をふり返り、それぞれの業務への想いや役割と考えることを語り合い、職場のチーム力

の醸成を目指しました。私たちの役割は、「情報収集・提供」「場づくり」「合意形成」

などを通して地域で課題解決ができる、市民の主体的な学びを支援することで、「人を
育てる」ことであることを確認しました。そして４回の内容を報告冊子にまとめました。 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

○国や県が実施する研修への派遣  
［趣  旨］国や県が実施する研修に職員を派遣します。 
［対  象］社会教育主事（補）、社会教育指導員、区生涯学習関係職員、教育委員会職員、図書館職 

員等 

［実    績］平成29年度 参加者数：24人（延べ人数） 
（１） 国（文部科学省）主催 

  ・平成29年度は参加者なし 

（２）神奈川県主催 

・生涯学習指導者研修：「社会教育担当者コース」２人 
・生涯学習指導者研修：「読書活動実践コース」22人 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

○社会教育主事（補）の設置  

［趣  旨］区における社会教育の振興を目指し、各区地域振興課の職員１名を併任の形で社会教育

主事または社会教育主事補として教育委員会が任命しています。（昭和45年開始） 
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［根  拠］社会教育法 第９条の２ 

［職務内容］○区における社会教育行政の企画・実践・計画に関すること 

○社会教育における調査研究に関すること 

○各種学級・講座、集会等の開設・運営・実施に関すること 

○社会教育関係団体の指導者の研修に関すること 

○社会教育関係団体との連絡調整に関すること 等 

［実  績］平成29年度配置数：18人 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

(カ) 人権教育の推進 

○成人教育講座 

［趣  旨］市民の人権意識を育むため、地域で自主的学習の機会となる成人教育講座を団体に委託

し、開催します。（昭和53年度開始） 

［対  象］横浜市内在住・在勤の成人 

［期  間］平成29年10月～平成30年２月 

［会  場］かながわ労働プラザ等 

［内  容］自主グループ、団体が人権問題全般に関する講座を実施します。 

［実  績］平成29年度 ２講座10回 参加者数：178人（延べ人数） 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

○人権教育セミナー 

［趣  旨］社会教育関係団体等の指導者等を対象にして、人権について正しい理解と認識を深め、

自分自身の人権感覚を磨き、さまざまな活動に活かしてもらうことを目的に実施します。

（昭和57年度開始） 

［対  象］ＰＴＡ、女性団体及び生涯学習関係職員等 

［期  間］平成29年７月５日 

［会  場］横浜市中央図書館 

［内  容］人権問題の講演を実施 

○第１回（７月５日）  

テーマ：『みんな違ってあたりまえ 

     ～知的・発達障害児への理解～』 

［実  績］平成29年度 参加者数：99人（延べ人数） 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 
(キ) その他 

○女性団体活動支援 

［趣  旨］女性団体の振興と活性化を図るため、横浜市女性団体連絡協議会理事会の活動に対し支

援を行います。 

［実  績］平成29年度 総会（１回/年）への参加等 

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

 

○横浜市歌の普及 

［趣  旨］1909年（明治42年）に横浜開港50周年を記念して制定された横浜市歌を、広く市民に親

しんでもらえるように努めています。 

            作詞：森 林太郎（鷗外）  作曲：南 能衛 

［内  容］横浜市歌のＣＤは、生涯学習文化財課で貸出しを行うほか、平成27年４月からは市内の

各市立図書館で、楽譜とともに貸出しをしています（ＣＤ販売は平成27年３月末で終了）。

生涯学習ホームページ「はまなび」では、横浜市歌を聴くことができます。楽譜につい

てもホームページに掲載しているほか、随時、配布しています。 

［連 絡 先］６７１－３２８３ 

 

○生涯学習事業への共催・後援  

［趣  旨］生涯学習の振興を図るために、各団体が自主的に実施する事業に対し、共催および後援

を行います。 

［対  象］生涯学習関係団体が横浜市内を会場にして行う事業 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

［実  績］平成29年度 後援件数：154件   

［連 絡 先］６７１－３２８２ 

 

 

◇ 文化財関連 
 

(ア) 文化財の保護 

○市指定・地域文化財の保護 

［趣  旨］横浜市文化財保護条例に基づき、横浜の歴史、文化、自然等を理解するうえで重要なも

のや、地域の歴史を知るうえで必要なものを文化財として指定・登録し、保護・育成を

図ります。（昭和63年度開始） 

［対  象］市指定、地域文化財の所有者、市内に所在する文化財 

［内  容］○指定文化財および地域文化財の候補文化財の学術調査 

○市指定・地域文化財に対する管理奨励金、修理等の補助金の交付 

［実  績］平成29年度 指定文化財：指定２件、修理補助実績：３件 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

 (イ) 文化財の保存整備・管理 

○史跡等の保存整備 

［趣  旨］国・県指定史跡・重要遺跡等の良好な維持管理を行います。 

［対  象］○国指定史跡 大塚・歳勝土遺跡 

○国指定史跡  称名寺境内 

○県指定史跡  稲荷前古墳群 

○県指定史跡  市ケ尾横穴古墳群 

○上行寺東遺跡復元地 

［内  容］草刈り等の維持管理 

［実施主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

 (ウ) 無形民俗文化財の保護育成 

○無形民俗文化財保護育成補助 

［趣  旨］地域性のある民俗芸能を保護育成します。（昭和52年度開始） 

［対  象］無形民俗文化財保存団体 

［内  容］無形民俗文化財を保存継承するために必要な経費の一部に補助金を交付します。 

［実  績］平成29年度 交付実績：６団体 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

(エ) 埋蔵文化財の保護 
○埋蔵文化財の保護 

［趣  旨］宅地開発に伴う埋蔵文化財を保護するため、文化財保護法及び横浜市文化財保護条例、 

            文化財保護措置要綱に基づき行政指導を行います。（平成元年度「埋蔵文化財緊急調査事 

            業」開始） 

［内  容］開発に伴う埋蔵文化財の有無を確認するために調査を実施するとともに、重要遺跡の 

保存施策の資料とします。 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

○港北ニュータウン文化財整備 

［趣  旨］港北ニュータウン埋蔵文化財調査による出土物の体系的・学術的な調査・整備を行いま

す。（昭和59年度開始） 

［内  容］○出土物の整理作業 

○報告書の作成 

［実施主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター 

［実  績］平成29年度 道中坂上遺跡の整理・報告実施、打越遺跡の整理 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

(オ) 天然記念物の保護 

○ミヤコタナゴの保護育成 

［趣  旨］市内の適地での自然保護増殖を図るため、国指定天然記念物「ミヤコタナゴ」の保護 

育成事業を促進します。（昭和59年度開始） 

［内  容］○寺家ふるさと村「四季の家」での保護育成の継続 

○神奈川県水産技術センター内水面試験場での保護増殖の継続 

○「野毛山動物園」での保護育成の継続 

○間門小学校水族館での保護育成の継続 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

(カ) 文化財の調査・研究 

○文化財の総合研究調査 

［趣  旨］市内に所在する文化財の実情を把握し、文化財保護施策の基礎資料とするため、総合的

体系的な実態調査を推進します。（昭和53年度開始） 

［内  容］各区内社寺等の文化財総合調査 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

(キ) 文化財の普及・啓発  

○案内板の設置 

［趣  旨］市内の文化財に対して広く市民が正しい認識と理解を深めるように設置を行います。 

［内  容］由来板・説明板を現地に設置します。 

［実  績］平成29年度 説明板・標柱：設置４ヶ所、銘板張替１ヶ所、銘板交換１ヶ所 

［連 絡 先］６７１－３２８４ 

 

 (ク)「鎌倉」世界遺産登録への取組 
   ○「鎌倉」世界遺産登録の推進 

    ［趣 旨］「鎌倉」の世界遺産登録を関係３県市と協力して推進します。 

    ［内 容］神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会に参画して関係３県市と共同 

で世界遺産への再推薦・登録を推進し、併せて本市で必要な準備を進めます。 

    ［実 績］神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会(平成19年度～) 

         推薦書原案の作成(平成19年度～) 

国がユネスコへ推薦書を提出(平成23年度、25年度取り下げ) 

「史跡称名寺境内保存管理計画書」「史跡朝夷奈切通保存管理計画書」作成(平成20年度) 

史跡整備:称名寺平橋・反橋架け替え、朝夷奈切通の崩落対策等(平成19年度～) 

イコモス現地調査対応（平成24年度） 

広報、説明会など 

    ［連絡先］６７１－３２３８ 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

イ 指導企画課 
 

○教育施設協力町村児童受入事業補助 

［期  間］平成29年９月～10月 

［内  容］ 野外活動施設を置く市外町村の小学生を横浜市に招待し、当該町村との交流を深めます。 

○昭和村児童来浜 

○南伊豆町児童来浜 

［実施主体］（公財）横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度来浜者数：群馬県昭和村  64人（９月１日～２日） 

                静岡県南伊豆町 68人（10月５日～６日） 

［連 絡 先］６７１－３４９４ 

 

ウ 学校支援・地域連携課 
 

（ア）学校・地域連携の推進 
   ○教育支援隊 

［趣  旨］地域人材や教員ＯＢなど様々な知識や技能を有する人材をボランティアとして、支援を

必要とする学校に、ニーズに合った派遣を行い、学校運営の充実を図ります。 

［内  容］小中学校では、すでに地域の人材を中心に様々な支援を受けています。しかし、それで 

は補いきれない場合に、全市的な人材データベースを基に、学校教育事務所が、学校の 

ニーズに合ったボランティア人材を紹介し、派遣します。 

［実  績］登録者数（平成29年度末） 一般 445人、教員ＯＢ 74人 

派遣実績（平成29年度）   一般 延べ 3,725回、教員ＯＢ 延べ 1,943回 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 又は、各方面別学校教育事務所 

 

○よこはま学援隊 

［趣  旨］児童生徒の登下校見守り活動など、保護者や地域住民が行う学校の安全管理に係るボラ

ンティア活動を支援します。 

［内  容］５人以上で構成され、通学路や校舎、校門等の安全管理活動を、概ね１日30分以上かつ

週１日以上行い、教育委員会に登録している団体を「よこはま学援隊｣とし、防犯器具等

の貸与や、購入経費の支援等を行います。 

[実  績] 平成29年度支援校数： [内訳：一般型 201（小学校198、中学校３）、 

特例型  45（小学校 45、中学校０）] 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 又は、各方面別学校教育事務所 

 

   ○学校・地域連携推進事業 

［趣  旨］学校教育の充実・多様化、地域の教育力の向上を目的に、学校教育と地域ボランティア

を結び付ける人材の養成や、保護者や地域住民により行われる学校支援の活動等を支援

します。 

 

◇  学校・地域コーディネーター養成講座 

地域が学校を支援できる仕組みづくりを推進するために、学校と地域のパイプ役として調整を行 

う人材を養成します。（平成19年度開始） 

［対  象］学校長の推薦を受けた地域住民、保護者、学校支援ボランティア関係者等 

［期  間］平成29年６月～30年２月（全５回） 

［会  場］横浜市社会福祉センター、各方面別学校教育事務所等 

［内  容］学校・地域コーディネーターの意義・役割、活動事例校発表と意見交換、活動プラン作 

成等 

［実  績］平成29年度 受講者数：72校102名（累計236校798名） 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

◇ 学校支援活動事業 

  学校・地域コーディネーターを中心とした学校支援組織の活動や地域連携の取組を支援します。 

［対  象］学校・地域コーディネーターを中心に、保護者、地域住民等で構成された運営委員会 

［内  容］各学校と地域の実情に応じた学校支援ボランティア活動や地域連携の取組 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

［実  績］【新規実施型・継続実施型】218校（小学校167校、中学校50校、高等学校１校） 

      【土曜日等の教育活動】48校（小学校37校、中学校10校、高等学校１校） 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

◇ 放課後学び場事業 

  地域住民等のボランティアの協力により、中学生を対象とした放課後等の学習支援活動について

支援します。 

［対  象］学校・地域コーディネーターを中心に、保護者、地域住民等で構成された運営委員会 

又は学校 

［内  容］中学生を対象に、学習習慣の確立と基礎学力の向上を目的とした、大学生や地域住民等

の協力による学習支援活動 

［実  績］平成29年度実施校数：42 [内訳：委託実施型 25、学校配当型 17] 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

 (イ) ＰＴＡ活動の推進 
○ＰＴＡ指導者研修への助成 

［趣  旨］単位ＰＴＡ役員の役割を理解するとともに、ＰＴＡ活動の望ましいあり方を研究するた

めの研修会に対し、助成を行います。（昭和28年度開始） 

［対  象］ＰＴＡの役員、委員 

［期  間］平成29年４月～30年２月 

［実  績］平成29年度 

○ＰＴＡ新任役員研修会（４月14日 関内ホール） 

内  容：講演「家庭・地域・学校のよりよい連携をめざして」 

     ＰＴＡ組織・活動状況・実践事例の紹介等 

参加人数：750人 

○区・部会別ＰＴＡ指導者研修会（７月～２月 各区公会堂・学校等） 

内  容：各区・部ＰＴＡ別に全体会・分科会の開催 

参加人数：2,014人（延べ人数） 

○ＰＴＡ研修会（10月17日 関内ホール） 

内  容：講演「いちばんじゃなくていいんだね ～生まれてきてくれて、ありがと

う～」 

     講師：松野 明美 氏（元オリンピックランナー） 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

○ＰＴＡ活動助成 

［趣  旨］ＰＴＡ活動の振興を図るため、広報誌発行に対して助成を行います。（昭和38年度開始） 

［対  象］横浜市ＰＴＡ連絡協議会 

［内  容］平成29年度「ＰＴＡよこはま」 年２回発行（助成は年１回） 

各回約280,000部発行 会員の全世帯に配布 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

○県下市立高等学校ＰＴＡ連絡協議会への助成 

［趣  旨］高等学校のＰＴＡ活動の振興を図るため、横浜、川崎、横須賀市３市の市立高等学校 

ＰＴＡで構成されている連絡協議会に対し、研修事業費の助成を行います。 

（昭和41年度開始） 

［対  象］神奈川県下市立高等学校ＰＴＡ連絡協議会 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

○優良ＰＴＡ表彰 

［趣  旨］組織・運営面で優れた実績をあげているＰＴＡに対し、感謝状を贈ります。また、この

ＰＴＡの中からさらに優秀な団体を神奈川県教育委員会に推薦します。 

（昭和48年度開始） 

［対  象］単位ＰＴＡ団体 

[実  績］平成29年度 優良ＰＴＡ：21団体 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

（２）政策局 
 

 男女共同参画推進課 

 

○男女共同参画推進啓発資料の配布・作成 

［趣  旨］男女共同参画に関する認識を広め、市民一人ひとりが自分の問題として取り組んでいく

ことを目指し、啓発活動を行います。 

［内  容］男女共同参画に関する啓発資料の作成・配布や講演会等を開催します。また、小学校 

      ３・４年生を対象に、授業等での男女平等教育補助教材『どうしてわけるの？』の活用

をお願いしています。 

［連 絡 先］６７１－２０１７ 

 

○男女共同参画センター運営事業 

［趣  旨］男女共同参画の推進に関する地域の課題解決に役立つ事業を実施するとともに、市民及

び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための市民利用施設を市内

に３館設置し、運営しています。 

［連 絡 先］６７１－２０１７ 

 

 

（３）市民局 
 

ア 市民活動支援課 
 

○特定非営利活動法人認証等事務 
［趣  旨］特定非営利活動促進法に基づく事務について、法人の設立や定款変更の認証、認定、特

例認定及び条例指定に関する事務、各種届出及び事業報告書等の受理などを行います。 

［実施場所］横浜市中区桜木町１-１-56 みなとみらい２１クリーンセンタービル７階 
［連 絡 先］２２７－７９６６ 

 

○市民協働等推進事業 
［趣  旨］「絆・支え合い条例」、「市民協働条例」の趣旨を踏まえ、市民の皆様などからの相談に広

く対応できる中間支援組織の支援や、シンポジウム等の実施など、市民の皆様との絆づ

くり、支え合いや協働を進めます。 
［連 絡 先］２２７－７９１５ 

 
○市民活動支援センター事業 

［趣  旨］市民と行政の協働により市民公益活動が活発に行われる環境を整備し、市民の相互連携

を促進するとともに、様々な主体が公共を担う社会の形成に寄与することを目的として

事業を実施しています。 

［内  容］市民公益活動に関する相談対応 

［内  容］市民公益活動に関する情報提供・発信 

［内  容］市民公益活動に関する活動の場の提供 

［内  容］市民公益活動に関する人材の育成 

［内  容］市民公益活動に関わる多様なネットワークの構築 
［内  容］市民公益活動に関するコーディネート 

［内  容］各区が実施する市民活動支援センター事業の運営支援 

［内  容］その他、本事業の運営等にあたり必要となる事業 

［連 絡 先］２２７－７９６５ 

 

○よこはま夢ファンド事業 

［趣  旨］市民の皆様や企業等から寄附を募り、市民活動推進基金（よこはま夢ファンド）に積み

立て、あらかじめ登録したＮＰＯ法人に助成するなど資金面での支援を行います。 
［連 絡 先］２２７－７９６５ 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

イ スポーツ振興課 
 

(ア) 各種大会および競技会 
市民体育の普及・振興とスポーツ精神の高揚を図るため、各種大会・交流会を開催するほか、県内・外

の大会に代表選手を派遣します。 

 

○都市間交流スポーツ大会 

［趣  旨］五大都市（横浜、名古屋、京都、大阪、神戸）の市民がスポーツを通じて相互の友好を

深め、もって市民の体力向上と健康で明朗な市民生活に資することを目的とします。 

［実施主体］五大都市の体育協会 

［期  間］平成29年７月８日から23日 

［会  場］神戸市（毎年、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の各市持ち回り） 

［実  績］参加者数：182人（８競技）  

［連 絡 先］６４０－００１８  （公財）横浜市体育協会 

 

○市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会（昭和22年度「郡市対抗駅伝競走大会」として開始） 

［内  容］県下市町村の駅伝競走 51.5㎞ ７区間 

［実施主体］神奈川県教育委員会ほか 

［期  間］平成30年２月11日 

［会  場］秦野市中央運動公園～相模湖公園 

［実  績］選手派遣：11人 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

○国際交流 （昭和41年度開始） 

［内  容］仁川広域市・台北市と市民のスポーツ交流を図りました。（いずれも派遣） 

［期    間］仁川広域市：平成29年８月17日～20日、台北市：11月16日～19日 

 

○各種スポーツ大会の後援 

［内  容］横浜市内を会場に行われるスポーツ大会等の後援を行います。 

［実  績］平成29年度 後援・共催：230件 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

○ジュニア競技力向上事業 

［趣  旨］小学生から高校生の各年代を通して、一貫したジュニア選手の発掘・育成・強化を行う

ことや、指導者への医科学研修の実施による運動障害の予防などを目的としています。 

［内  容］（１）ジュニア医科学マルチサポート事業 

         運動部加入の中学生や種目団体選抜選手等に対し、スポーツ医科学センターの実施す

る筋力バランス診断や動作解析、医科学検査・体力測定に基づいた運動指導を行う 

（２）指導技術向上事業 

      指導者を対象に、審判・実技指導の技術を向上するための講習会を競技種目ごと 

      に実施 

（３）スポーツ医科学研修 

指導者を対象に、運動障害の予防や理学療法、栄養学について実技も含めた講義 

を行い、成長期の子どもの身体にあった指導を行えるようサポート 

（４）合同強化練習 

   小学校高学年から高校生までを対象に、競技種目ごとに実施 

   １回２時間以上、年間８回以上 

[実  績］（１）ジュニア医科学マルチサポート 

        平成29年度 測定：２種目（空手、体操） 

（２）指導者技術向上補助事業 平成29年度 1,149人（13団体への補助）  

（３）スポーツ医科学研修 平成29年度 受講者187人（５回開催） 

（４）合同強化練習 平成29年度 17種目 2,417人参加 

［実施主体］（公財）横浜市体育協会、（公財）横浜市体育協会加盟競技団体 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

 (イ) 市民スポーツ関係団体への補助 
各種団体を育成・指導し、市民スポーツの普及・振興を図ります。 

 

○公益財団法人 横浜市体育協会への補助 

［趣  旨］横浜市民の体育・スポーツを振興し、もって横浜市民の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与することを目的として設立された、公益財団法人横浜市体育協会に経

費助成します。 

競技スポーツの推進、スポーツ支援の実施、健康体力づくり事業、スポーツ・レクリエ

ーション人材の養成・育成・活用事業、スポーツ・レクリエーション活動の機会・場の

提供及び支援・助成、スポーツ施設の管理・運営事業等、生涯スポーツ社会実現のため

の取組を推進します。（昭和61年９月設立） 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

○婦人スポーツ団体連絡協議会の育成 

［趣  旨］婦人スポーツ団体連絡協議会を育成し、競技大会・研修会・講習会を実施しています。

（昭和56年８月設立） 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

(ウ) 指導者の養成 

スポーツ・レクリエーションの普及・振興を図るため、教室・行事の開催及び指導者の養成を行います。 

 

○スポーツ・レクリエーション人材養成講座 

［趣  旨］実技指導能力及び地域活動をコーディネートできる能力を身に付けた質の高い指導者 

            を養成します。（平成17年度開始） 

［対  象］横浜市内在住・在勤・在学者 

［内  容］スポーツリーダー講習会、健康体力づくりインストラクター養成講座、野外活動指導者

養成講座、地域クラブアシスタントマネージャー養成講座、レクリエーション活動支援

者養成講習会 

［実施主体］（公財）横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度 受講者数：延べ287人 

［連 絡 先］６４０－００１５（H29：６４０－００１４）（公財)横浜市体育協会 

 

(エ) 市民参加のスポーツ大会等の開催 

市民スポーツの振興を図るため、各種大会・イベント等を開催します。 

 

○市民体育大会 

［趣  旨］競技ごとに大会を開催し、市民スポーツの振興と健康体力の増進を図ります。 

［実施主体］横浜市市民局、（公財）横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度 競技数：34競技  参加者数：51,078人 

［連 絡 先］６４０－００１８ （公財)横浜市体育協会 

 

○ジュニア陸上競技教室 

［内  容］参加者のレベルにあった種目別の陸上教室 

［実施主体］（公財）横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度 参加者数：2,175人 

［連 絡 先］６４０－００１８ （公財)横浜市体育協会 

 

○ＹＯＫＯＨＡＭＡビーチスポーツフェスタ（ビーチバレー、ビーチハンドボール、ビーチサッカー、

ビーチテニス） （平成元年度開始） 

［趣  旨］ビーチスポーツの普及と市民スポーツ振興を目指し、市民参加による大会を行います。 

［実施主体］(公財)横浜市体育協会 他 

［期  間］平成29年７月29日～30日、８月５日～６日 

［会  場］金沢区・海の公園 

［実  績］平成29年度  参加者数合計：9,355人 

［連 絡 先］６４０－００１８ （公財）横浜市体育協会 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

○横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル （平成11年度開始） 

［趣  旨］毎年、体育の日を中心とした9月から11月に、誰でも気軽に参加出来るスポーツイべント 

      を市内各施設で開催しています。 

［実施主体］横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 

（構成団体：横浜市市民局、（公財）横浜市体育協会 ほか） 

［期  間］平成29年９月～11月（中央イベントは10月15日） 

［会  場］新横浜公園、各区スポーツセンター 他 

［実  績］平成29年度  参加者数合計：51,928人 

［連 絡 先］６４０－００１８  （公財）横浜市体育協会 

 

○巡回卓球教室（平成19年度開始） 

［趣  旨］開港150周年記念で開催された2009世界卓球選手権横浜大会を契機に、卓球競技の普及と 

技術向上を図るため、大会開催２年前の平成19年度から実施しています。 

［実施主体］横浜市、横浜市卓球協会 

［期  間］平成29年９月～平成29年12月  

［会  場］横浜市立小学校 

［実  績］平成29年度  26校 708人 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

(オ) 市民の健康活動の促進とスポーツ振興 

市民の健康づくり、体力づくりを通じて、健康で明るい市民生活の促進を図るとともに、市民スポー

ツの振興を図るため各種事業を行います。 

 

○ラジオ体操 

［内  容］各区役所を通じて町内会等にラジオ体操カードを配付し、夏休み中の早起き体操の実施

を促進します。 

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

○ヨコハマさわやかスポーツ推進事業 （昭和62年度開始） 

［内  容］いつでも、どこでも、誰でもできるニュースポーツを通じて、市民の健康・体力づくり 

      を図ります。 

［実施主体］（公財)横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度 各区での普及活動、フェスティバル等 

参加者：291,011人 

［連 絡 先］６４０－００１５ （公財）横浜市体育協会 

 

○こどもマリンスクール （昭和60年度開始） 

［内  容］海事思想の普及と、青少年の健全育成を目的とし、海と船と港に関する知識や技術を習 

      得するとともに、心身を鍛練し、たくましくおおらかな21世紀を担う“はまっ子”を育

成します。 

［実施主体］（公財）横浜市体育協会 

［期  間］平成29年５月～平成30年３月 

［会  場］日本丸、南伊豆臨海学園  他 

［対  象］小学４～６年生 

［実  績］平成29年度 参加者数：176人 

［連 絡 先］６４０－００１８ （公財）横浜市体育協会 

 

(カ) 横浜市スポーツ推進委員 
［趣  旨］スポーツ基本法に基づき、地域に密着した体力づくりの促進、各種スポーツ教室の企画・ 

       運営及び各種研修会の開催並びに横浜マラソン等、各種大会・行事への参画を行ってい

ます。（昭和38年度開始） 

［任  期］２年 

［内  容］（１）各種スポーツ推進委員研修会・研究大会等の開催・参加（29年度６回） 

      （２）世界トライアスロンシリーズ横浜大会等各種大会の運営協力（29年度３回） 

       （３）区で行うスポーツ事業の企画・運営（各区にて） 
［実施主体］スポーツ振興課 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

［実  績］第30期スポーツ推進委員 2,589人(平成29年４月１日現在) 

       [任期 平成27年４月１日～平成29年３月31日]  

［連 絡 先］６７１－３５８４ 

 

(キ) プロスポーツ支援 
［趣  旨］横浜の地元プロスポーツチームを支援し、市民が誇れるプロチームが育つまちづくりを 

      めざし、横浜市を本拠地とするプロスポーツチームの支援をしています。 

［内  容］各チームの応援や、市民とチームとの交流促進などの活動を行います。 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

 

(ク) 市民参加のスポーツ大会等の開催 

市民スポーツの振興を図るため、各種大会・イベント等を開催します。 

 

○横浜シーサイドトライアスロン大会 （平成22年度開始） 

［内  容］（トライアスロン） 一般・パラトライアスロン・リレー    25.4Km 

      （アクアスロン）   一般・パラトライアスロン・ペア      5.4Km 

                        ペアチャレンジ（低学年と大人） 1.2Km 

                                   ペアチャレンジ（中学生以下と大人） 2.2Km 

［実施主体］横浜シーサイドトライアスロン大会実行委員会 

（構成団体：横浜市、（公社）日本トライアスロン連合、（公財）横浜市体育協会ほか） 

［期  間］平成29年９月24日 

［会  場］横浜・八景島シーパラダイス、金沢工業団地周辺 

［実  績］参加者数：763人 （トライアスロンの部）一般 538人  リレー  153人 

                     （アクアスロンの部） 一般  38人  男女ペア  8組 

                ペアチャレンジ 18人      

パラトライアスロン 5人（ガイド含む） 

［連 絡 先］６８０－５５３８  横浜シーサイドトライアスロン大会実行委員会事務局 

 

○横浜マラソン（平成26年度から市民参加型フルマラソンとして実施） 

※開催時期を春から秋に変更したことに伴い、平成28年度については、未開催。 

［趣  旨］スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果が期待できる、

「する、みる、ささえる」すべての人が楽しめる大会 

［大会名称］横浜マラソン 

［実施主体］横浜マラソン組織委員会 

（主な構成団体：横浜市、神奈川県、(公財)横浜市体育協会） 

[期  間] 平成29年10月29日 ※台風22号（サオラー）の影響により大会中止 

［コ ー ス］フルマラソン： 

みなとみらい大橋～横浜市中央卸売市場本場～パシフィコ横浜～横浜赤レンガ倉庫～

横浜税関～神奈川県庁本庁舎～横浜市開港記念会館～日本大通り～横浜スタジアム～

横浜市庁舎～横浜中華街（玄武門）～山下公園～三溪園・本牧市民公園～根岸駅前～横

浜南部市場（折り返し）～首都高速湾岸線（杉田～本牧ふ頭）～横浜港シンボルタワー

～山下公園～大さん橋～横浜赤レンガ倉庫～パシフィコ横浜 

［連 絡 先］６５１－０６６６  横浜マラソン組織委員会事務局 

 

 (ケ) 大規模スポーツイベントの誘致・開催 

大都市横浜にふさわしい質の高いスポーツイベントを誘致・開催し、市民スポーツの振興や、横浜の

シティセールスを図ります。 

 

○皇后盃全日本女子柔道選手権大会 

［内  容］昭和61年から毎年４月に開催される女子柔道の無差別日本一を決める大会。 

平成４年から大会優勝者に皇后盃を授与するようになり、平成５年から大会名称の冠に 

「皇后盃」をつけるようになった。平成20年（第23回大会）から横浜文化体育館で開催 

［実施主体］（公財）講道館、（公財）全日本柔道連盟   

［期  間］平成29年４月16日 

［会  場］横浜文化体育館 

［実  績］平成29年度 観戦者数1,050人 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

 

○世界トライアスロンシリーズ横浜大会 （平成21年度開始） 

［内  容］エリート（トップアスリート）の部   スタンダード           51.5Km 

       エイジ（一般）の部          スタンダード・リレー       51.5Km  

                                       スプリント・パラトライアスロン 25.75Km  

［実施主体］国際トライアスロン連合 

世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会 

（構成団体：横浜市、（公社）日本トライアスロン連合、（公財）横浜市体育協会 ほか） 

［期  間］平成29年５月13日、14日 

      ５月13日（土）エリートの部、エリートパラの部 

５月14日（日）エイジの部（スタンダード・スプリント）、 

リレーの部、パラトライアスロンの部 

［会  場］山下公園周辺特設会場 

    ［実  績］エリート 115名（女子 55名、男子 60名）  

エリートパラトライアスロン 70名（女子 25名、男子 45名） 

エイジグループ 1,511名（女子 268名、男子 1,243名） 

（スタンダード 1,084名、スプリント 300名）  

（リレー 108名（36チーム）、エイジパラトライアスロン 19名）   

［連 絡 先］６８０－５５３８ 世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会事務局 

 

○全日本少年軟式野球大会 （昭和59年度開始） 

［内  容］全国12ブロックの大会を勝ち抜いた中学生の軟式野球チーム、16チームが集い、頂点を

目指す中学生世代の軟式野球の全国大会 

［実施主体］（公財）全日本軟式野球連盟、横浜市   

［期  間］平成29年８月７日～10日 

［会  場］横浜スタジアム 

［実  績］平成29年度 参加チーム：16チーム 観戦者数 11,500人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

 

○2017全日本ジュニア体操競技選手権大会（昭和61年度開始） 

［内  容］全国のトップクラスのジュニア選手が日頃から鍛えた技を競い合う大会。上位入賞者は、

全日本体操競技個人総合選手権大会に出場する権利を取得する。 

［実施主体］（一社）全日本ジュニア体操クラブ連盟、（公財）日本体操協会 

［期  間］平成29年８月12日～17日 

［会  場］横浜文化体育館 

［実  績］平成29年度 観戦者数 約8,000人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

 

   ○2017国際ジュニア体操競技大会 

［内  容］世界のトップレベルの選手を招待して開催される大会。個人総合選手権大会と種目別 

大会を開催。 

［実施主体］（一社）全日本ジュニア体操クラブ連盟、（公財）日本体操協会 

［期  間］平成29年９月17,18日 

［会  場］横浜文化体育館 

［実  績］平成29年度 観戦者数 約2,000人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

   

   ○キリンチャレンジカップ2017（ハイチ戦） 

［内  容］サッカー日本代表が行う国際親善試合。キリングループのサッカー日本代表支援 

プログラムの一環として行われている。 

［実施主体］公益財団法人 日本サッカー協会 

［期  間］平成29年10月10日 

［会  場］横浜国際総合競技場（日産スタジアム） 

［実  績］観戦者数 47,420人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

 

   ○バドミントン S/Jリーグ 2017 

［内  容］国内実業団の男女8チームが総当たりリーグ戦で競う、国内最高峰のバドミントン団体戦 

［実施主体］（公財）日本バドミントン協会、バドミントン日本リーグ運営委員会 

［期  間］平成30年１月14日 

［会  場］横浜文化体育館 

［実  績］平成29年度 観戦者数2,700人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

 

○第73回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 

    ［内  容］横浜市初の冬季国体。スケート競技は山梨県、スキー競技は新潟県にて開催。 

［実施主体］横浜市、神奈川県、公益財団法人日本体育協会、文部科学省、 

公益財団法人日本アイスホッケー連盟 

［期  間］平成30年１月28日～２月１日 

［会  場］KOSÉ新横浜スケートセンター及び横浜銀行アイスアリーナ 

［実  績］観戦者数 12,942人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

 

   ○FIBA バスケットボールワールドカップ 2019 アジア地区 1次予選（チャイニーズ・タイペイ戦） 

［内  容］2019年に中国で開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2019」の出場権を 

かけた地区予選。開催国の中国を除く上位7チームが出場権を獲得できる。 

［実施主体］国際バスケットボール連盟(FIBA) 

［期  間］平成30年２月22日 

［会  場］横浜国際プール 

［実  績］観戦者数 5,021人 

［連 絡 先］６７１－４５７４ 

    

 

  

（コ）東京 2020オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業 
【H29年度から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】 
［趣  旨］東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に最大限貢献するため、大会

に向けた機運の醸成や、本市で予定されている競技の円滑な開催のため関係機関との連

絡調整を行います。また、事前キャンプ実施に向けた取組を実施します。 

［内  容］（１）大会開催に向けた機運醸成 

2016年リオデジャネイロ大会の開催に合わせ、東京 2020 大会に向けたオリン 

ピック・パラリンピックの機運醸成のため、ホストタウン構想関連事業や広報・

PR 活動などを実施します。 

（２）競技開催に向けた検討及び関係機関との調整 

本市で開催が予定されている競技の円滑な開催に向けて各種計画等の検討を進

めるとともに、大会組織委員会や東京都、競技団体、その他関係機関との調整を

行います。 

（３）事前キャンプ実施に向けた取組 

事前キャンプの受け入れに向け、各国競技団体等との調整・交渉を行います。 

［実  績］ ・庁内推進組織「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

ピック横浜市推進本部」の設立 

        ・オール横浜による官民連携組織「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」を設立し、同組織において「ラグ 

ビーワールドカップ 2019TM 東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた横浜

ビジョン」の策定 

       ・「ラグビーワールドカップ 2019TM 東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けた

横浜市の取組」（素案）の策定 

             ・リオ 2016 大会パブリックビューイング、横浜ゆかりのリオ 2016 大会出場選手の市

長表敬等の実施。広報よこはま等による大会の PR実施 

             ・東京 2020 大会における英国オリンピック代表チームによる事前キャンプの横浜市、

慶應義塾大学、川崎市での実施が正式決定。英国オリンピック委員会との間で、平
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

成 29 年 3月 21 日（火）に日本オリンピック委員会同席のもと、契約締結式を実施。 

       ・ホストタウン構想の取組として、英国の受入れに向け、協議・調整を実施 
 

ウ 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 
 

（ア）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 
【H30年度からオリンピック・パラリンピック推進課】 
［趣  旨］ 東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、市内のスポーツ振興を図り、

オリンピック・パラリンピックの機運を高める。 

［内  容］横浜市内の小・中学校や特別支援学校、市内で開催されるスポーツイベント等にオリン

ピアン・パラリンピアンを派遣し、講演、実技指導、部活動指導などを実施。 

［実  績］ ・オリンピアン・パラリンピアンによる学校訪問（ 55 校） 

       ・その他スポーツイベントへの派遣（ 15 件） 

 

エ 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 
 

 

（ア）ラグビーワールドカップ 2019開催準備事業 
【H30年度からラグビーワールドカップ 2019 推進課】 
［趣   旨］平成 31 年（2019 年）に日本で開催されるラグビーワールドカップ 2019TMに向けた準備、

及び機運の醸成を図るとともに、開催に向けた大会組織委員会をはじめとする関係機関

との調整を行います。 

 

 ○ラグビーワールドカップ２０１９TM大会２年前イベント 

[内  容］ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会の２年前を記念して、「開催都市特別サポーター

委嘱式」「トークショー」「トライフォト」及び「ラグビー体験コーナー」を実施しました。 

［期  間］平成 29年９月 18 日 

［会  場］マークイズみなとみらい 

［参加者数］1,500 人 

 

○リポビタン Dチャレンジカップ 2017「日本代表ＶＳオーストラリア代表」 

[内  容］国内で開催された代表戦の歴代最多の観客動員数となったリポビタン D チャレンジカッ

プ 2017が開催されました。また、試合開催に併せて、各種イベントへのブース出展、ス

タンプラリー企画、街灯へのバナー掲出等のシティドレッシング等を実施しました。 

［期  間］平成 29年 11月４日 

［会  場］日産スタジアム 

［参加者数］43,621人 

   ○ラグビー選手等による小学校訪問事業 

[内  容］横浜市内 18の小学校（各１校）にラグビーワールドカップ出場経験者等を派遣し、講演

やタグラグビーの実技指導を実施しました。 

［期  間］平成 29年６月 13 日～平成 29年２月 23 日 

［会  場］市内 18小学校 

 [講  師] 吉田義人氏、今泉清氏、三宅敬氏、相馬朋和氏、廣瀬俊朗氏 

［参加者数（延べ）］2,914人 

【参考】ラグビーワールドカップ 2019（平成 31年開催）の大会概要 

（１）主  催：ワールドラグビー（WR） 

（２）大会運営：ラグビーワールドカップリミテッド（RWCL） 

ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会（JR2019） 

（３）開催時期：2019（平成 31）年９月 20日から 11月２日まで 

（４）参加チーム：20 チーム 

（５）試合形式：予選 40試合※ 

決勝トーナメント ８試合   計 48 試合 

※20チームを４プール（グループ）に分け、プール内総当たり戦を行い、各プール 

上位２チームが決勝トーナメントへ進出 

（６）2019年大会特徴   
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２ さまざまな学習の機会、支援活動  

①アジアで初のワールドカップ  

②ラグビー伝統国以外で初のワールドカップ  

③ラグビー（7人制）がオリンピック種目に採用されてから最初の大会 

 

（４）文化観光局 
 

 文化振興課 
○公益財団法人横浜市芸術文化振興財団への補助 

［趣  旨］芸術文化を総合的に振興することにより、横浜独自の魅力ある都市創造のための社会基

盤の整備を推進し、もって創造性豊かで潤いと活力に満ちた市民生活の実現に寄与する

ことを目的として設立された公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が実施する文化事業

等に対する補助を行っています。 

［連 絡 先］６７１－３７１４ 

 

（５）こども青少年局 
 

青少年育成課 
 

(ア) 道志村自然体験推進事業 

○道志村キャンプ場優待利用等事業 （平成25年度開始） 

［内  容］18歳以下の横浜市民を対象に、山梨県道志村内のキャンプ場の施設使用料の助成等を 

行います。 

［実  績］平成29年度利用者数 延べ 11,987人 

［連 絡 先］６７１－２３５３  

 

○道志村児童受入事業  

［期  間］平成29年10月５日～６日 

［内  容］山梨県道志村の小学生を横浜市に招待し、本市児童との交流を深めます。 

［実施主体］(公財)よこはまユース 

［実  績］平成29年度来浜児童数：山梨県道志村 17人 

［連 絡 先］６７１－２３５３  

 

(イ) 青少年指導者事業 

○青少年指導員事業 （昭和44年度開始） 

［趣  旨］地域社会における青少年の自主的活動とその育成組織活動を推進することにより、青少

年の健全育成を図ることを目的としています。 

［役  割］青少年の指導と団体の育成、青少年の育成に係る地域活動の推進、地域環境の整備と施

設への協力活動、青少年に関する相談と愛護活動、青少年の指導育成と福祉の増進 

［委  嘱］自治会・町内会等を推薦母体として、区長は推薦された候補者の中から市長に推薦し、

市長が委嘱します。（平成29年４月１日現在 委嘱人数 2,696人） 

任期２年（第25期任期：平成28年４月１日～平成30年３月31日） 

［連 絡 先］６７１－２３２５ 
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