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平成２９年度の委員会運営方法について 

 

 【調査・研究テーマ案】 

スポーツができる環境づくりを初めとした大規模スポーツイベントに

向けた機運の盛り上げについて 

 

 

 （テーマ選定理由） 

横浜市は、４つの多彩なプロスポーツチームが活躍している国内屈指の都市であり、

世界トライアスロンシリーズ横浜大会などの国際大会が開催されるとともに、市民参加

型のスポーツイベントも開催され、横浜マラソンには多くの申し込みがあるなど、市民

のスポーツに対する関心は非常に高い。 

また、ラグビーワールドカップ 2019™の決勝戦や東京 2020オリンピック・パラリンピ

ックの開催を２年後、３年後に控えている状況であり、大規模スポーツイベント開催に

向けた機運の醸成やイベント開催に伴う経済効果、開催後にも残るレガシーの創出、国

内外から訪れる皆様のおもてなしの仕方などの調査・研究が必要である。 

さらに、全ての市民がスポーツに親しみ、健康で心豊かに生き生きと暮らすことがで

きる社会の実現が望まれており、スポーツをする場所の確保やスポーツに接する機会も

重要になるため、普段からスポーツに親しめる環境づくりも意識しつつ、本委員会では、

事例の検証、現地視察や専門家からの意見聴取などを行う。 



鶴　見 神奈川 西 中 南 港　南 保土ケ谷 旭 磯　子 金　沢 港　北 緑 青　葉 都　筑 戸　塚 栄 泉 瀬　谷

入船 三ツ沢 岡野 横浜スタジアム 日野中央 こども自然 岡村 富岡西 新横浜 長坂谷 俣野 金井 中田中央 瀬谷本郷 環境創造局

潮田 神の木 今川 新杉田 長浜 岸根

台町 野島

平安 菅田いでと 六ツ川 港南台南 川島町 上白根大池 岡村 称名寺東 岸根 東本郷第三 嶮山 佐江戸 名瀬下第一 いの山東 しらゆり 環境創造局

睦町 下永谷八木中央 日向根 洋光台南 草舞台 新横浜駅前 すみれが丘 桂台第四 西が岡

西洗第一 若葉台 能見台北 野七里第一

日限山 能見台中央

丸山台

産業振興センター 経済局

神明台 資源循環局

本牧市民 清水ケ丘 常盤 新横浜 玄海田 都田 東俣野中央 環境創造局

小雀

大黒ふ頭中央緑地 港湾局

入船 三ツ沢 久良岐 今川 海の公園 谷本 金井 環境創造局

佃野 白幡仲町 戸部 本牧ひろば 清水ケ丘 野庭中央 上菅田東部 横浜動物の森 洋光台ひろば 阿王ケ台 鶴見川樽町 霧が丘 赤田西 牛ケ谷 踊場 千秀 いずみ台 阿久和大久保原 環境創造局

市場旧東海道 片倉北 境之谷 小港南 弘明寺 港南台さえずりの丘 新桜が丘第五 椚谷 滝頭二丁目 乙舳 太尾 白山 赤田東 牛久保西 影取北 小菅ケ谷 領家 瀬谷狢窪

新鶴見 神大寺中央 阪東橋 仏向矢シ塚 笹野台北 釜利谷ひろば 綱島 長坂谷 あかね台鍛冶谷 川向しものや 三王山 笠間中央 緑園東 細谷戸

元宮さわやか 片倉うさぎ山 永田みなみ台 星川中央 白根 泥亀一丁目 森の台中ノ谷 あざみ野西 葛ケ谷 戸塚 和泉町作右衛門 日向山下原

大岡 西川島町 富岡 泉田向 宿之入 豊田中央 上瀬谷

南本宿 能見台東 荏子田 神無 鳥が丘第一 南台

今宿西町 まつかぜ 荏田富士塚 せせらぎ 谷矢部池

中尾町第四 六浦瀬ケ崎 大場かやのき 都田 川上

六浦大道 桂台 早渕 戸塚西

富岡総合 鴨志田 東方

関ヶ谷 すすき野 東山田

保木 佐江戸おちあい

美しが丘

たちばな台第四

鶴見区 都岡 栗木 六浦 山下地域交流センター 黒須田運動広場 千秀センター 旧深谷通信所内 細谷戸エコ広場 市民局

長浜・花夢 十日市場 緑園

霧が丘

上菅田ふれあい広場 桐が作 朝比奈 大曽根 小菅ヶ谷第一町内会 光ヶ丘町内会 本郷自治会 市民局

侍従川大道

湘南八景 柏尾野外活動 旭ヶ丘 健康福祉局

川上第一団地 （所管は各区）

中村町３丁目南部

市民局

産業振興センター 経済局

神明台 資源循環局

市民局

清水ケ丘 環境創造局

鶴見 神奈川 西 中 南 港南 保土ケ谷 旭 磯子 金沢 港北 緑 青葉 都筑 戸塚 栄 泉 瀬谷 市民局

羽沢 六ツ川 下野庭 瀬戸ヶ谷 本村 六浦 小机 十日市場 新石川 大熊 市民局

東山田

末吉 神大寺 西 野毛 南 港南 ほどがや 希望が丘 磯子 金沢 日吉 長津田 山内 都筑 戸塚 本郷 立場 瀬谷 市民局

生麦 神奈川 藤棚 本牧 大岡 永谷 西谷 若葉台 上中里 釜利谷 菊名 十日市場 藤が丘 中川西 大正 豊田 中川 阿久和

寺尾 神之木 竹之丸 永田 港南台 初音が丘 白根 杉田 富岡並木 新田 白山 若草台 仲町台 東戸塚 上郷 下和泉 中屋敷

潮田 菅田 中村 東永谷 今井 都岡 根岸 六浦 綱島 中山 美しが丘西 北山田 上矢部 上飯田

矢向 白幡 野庭 今宿 能見台 篠原 奈良 舞岡

駒岡 市沢 城郷小机 大場みすずが丘 踊場

横浜市鶴寿荘※ 横浜市うらしま荘 野毛山荘 麦田清風荘 南寿荘※ 蓬莱荘 狩場緑風荘 福寿荘 喜楽荘※ 晴嵐かなざわ 菊名寿楽荘 緑ほのぼの荘 ユートピア青葉 つづき緑寿荘※ 戸塚柏桜荘 翠風荘 泉寿荘 瀬谷和楽荘※

横浜文化体育館 たきがしら会館 横浜国際プール 市民局

横浜アリーナ 文化観光局

産業振興センター 経済局

横浜ラポール 健康福祉局

スポーツ医科学センター

西谷体育館 水道局

【平成２９年４月１０日　健康づくり・スポーツ推進特別委員会資料】

スポーツ施設等一覧表 平成２８年４月１日現在

施　設　名 箇所数
施　　設　　名　　・　公　園　名　等 備　　考

（所管等）
施　　設　　名　　・　公　園　名　等

野球場
（専用）

公園内野球場
（有料施設） 22

公園内少年野球場
（地元管理） 31

その他
（有料施設含む） 2

運動広場等
（野球、

サッカー、
その他運動
が可能な広

場）

公園内運動広場
（有料施設） 9

公園内多目的運動広場
（行為許可） 7

公園内
多目的広場

（地元管理）
99

地域スポーツ広場
（地元管理） 13

少年広場
（地元管理） 8

シルバー健康ひろば 6
永田ふれあい高
齢者活動ひろば

その他
（有料施設含む） 3

横浜みなとみ
らいｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ

体育館・
体育室等

公園内体育館 2

平沼記念体育
館（三ツ沢公
園体育館）

スポーツセンター 18

スポーツ会館 11

地区センター 80

老人福祉センター 18 健康福祉局
※は、地区センターと合築

その他
（有料施設含む） 8

健康づくり・スポーツ推進特別委員会資料

平成２９年８月３１日（木）



鶴　見 神奈川 西 中 南 港　南 保土ケ谷 旭 磯　子 金　沢 港　北 緑 青　葉 都　筑 戸　塚 栄 泉 瀬　谷

スポーツ施設等一覧表 平成２８年４月１日現在

施　設　名 箇所数
施　　設　　名　　・　公　園　名　等 備　　考

（所管等）
施　　設　　名　　・　公　園　名　等

入船 三ツ沢 日ノ出川 清水ケ丘 日野中央 常盤 今川 岡村 富岡西 新横浜 長坂谷 都田 東俣野中央 金井 瀬谷本郷 環境創造局

潮田 山手 新杉田 長浜 小雀

本牧市民

大黒ふ頭中央緑地 港湾局

小港南 逆田橋 大貫谷 洋光台南 阿王ケ台 綱島 しらゆり 環境創造局

天王町南 日向根 富岡総合 太尾

能見台北

能見台東

能見台中央

六ツ川 六浦 小机 十日市場 新石川 大熊 市民局

東山田

*根岸テニスガーデン 保土ケ谷スポーツセンター 港北スポーツセンター *緑テニスガーデン 横浜国際プール *泉中央テニスガーデン 市民局(*は体育協会)

産業振興センター 経済局

横浜ラポール 健康福祉局

保土ケ谷プール 市民局

岸谷 入江町 岡野 元町 清水ケ丘 野庭中央 川辺 大貫谷 磯子腰越 富岡八幡 菊名池 千草台 茅ケ崎 大坂下 しらゆり 宮沢町第二 環境創造局

平安 六角橋 弘明寺 鶴ケ峰本町 森町 綱島 山崎

潮田 白幡仲町 中村 芦名橋 新横浜

洋光台南

本牧市民プール 旭プール 横浜ﾌﾟｰﾙｾﾝﾀｰ 市民局

西スポーツセンター 港南プール 旭プール 金沢プール 横浜国際プール 栄プール 市民局

都筑プール

ふれーゆ 横浜ラポール 健康福祉局

スポーツ医科学センター

横浜ラポール（アーチェリー） 健康福祉局

元町 常盤 富岡総合 本郷ふじやま 環境創造局

金が谷広町 環境創造局

戸塚スポーツセンター 泉スポーツセンター 市民局

横浜ラポール 健康福祉局

三ツ沢 新横浜 環境創造局

三ツ沢 長浜 新横浜 長坂谷 谷本 環境創造局

馬術練習場 有料施設 三ツ沢 環境創造局

体育協会

漕艇場 鶴見川漕艇場 市民局

インラインホッケーコート 保土ケ谷スポーツセンター 市民局

26 26 10 18 23 20 23 33 22 48 36 21 29 33 26 18 22 17

一般公園 19 21 12 18 11 18 17 23 14 38 22 16 33 39 20 25 9 8

街区公園 122 131 38 72 120 161 146 179 104 165 145 133 197 100 199 104 88 89
合計 141 152 50 90 131 179 163 202 118 203 167 149 230 139 219 129 97 97

スポーツ会館 7

その他
（横浜国際プール、スポーツ
センター、テニスガーデン、

その他有料施設）

8

プール

公園内プール
（有料施設） 30

屋外プール
（有料施設）
※公園内以外

3

屋内プール
（有料施設）
※公園内以外

庭球場

公園内庭球場
（有料施設） 22

公園内庭球場
（地元管理） 14

10

弓道場

公園内弓道場
（有料施設） 5

地元管理 1

スポーツセンター 2

陸上競技場
公園内

（有料施設） 3

球技場
（名称に球
技場とつく

もの）

公園内球技場
（有料施設） 5

1

その他

スケートリンク 1
*横浜銀行アイ
スアリーナ

1

1

施設・公園数　合計 451

参考

363

2293

2656



鶴　見 神奈川 西 中 南 港　南 保土ケ谷 旭 磯　子 金　沢 港　北 緑 青　葉 都　筑 戸　塚 栄 泉 瀬　谷

末吉小学校 子安小学校 戸部小学校 北方小学校 石川小学校 日野小学校 星川小学校 二俣川小学校 磯子小学校 金沢小学校 日吉台小学校 山下小学校 鉄小学校 中川小学校 戸塚小学校 豊田小学校 中和田小学校 瀬谷小学校 教育委員会事務局

市場小学校 青木小学校 東小学校 元街小学校 大岡小学校 永野小学校 保土ケ谷小学校 市沢小学校 杉田小学校 六浦小学校 高田小学校 長津田小学校 谷本小学校 勝田小学校 川上小学校 本郷小学校 岡津小学校 原小学校

潮田小学校 神奈川小学校 平沼小学校 本町小学校 太田小学校 日下小学校 川島小学校 白根小学校 根岸小学校 釜利谷小学校 新田小学校 鴨居小学校 田奈小学校 山田小学校 大正小学校 西本郷小学校 中田小学校 上瀬谷小学校

東台小学校 神橋小学校 宮谷小学校 立野小学校 南吉田小学校 桜岡小学校 今井小学校 都岡小学校 滝頭小学校 富岡小学校 大綱小学校 新治小学校 山内小学校 すみれが丘小学校 東戸塚小学校 千秀小学校 中和田南小学校 三ツ境小学校

旭小学校 二谷小学校 一本松小学校 大鳥小学校 日枝小学校 南台小学校 帷子小学校 希望が丘小学校 浜小学校 大道小学校 城郷小学校 森の台小学校 奈良小学校 茅ケ崎小学校 汲沢小学校 飯島小学校 上飯田小学校 南瀬谷小学校

生麦小学校 浦島小学校 西前小学校 山元小学校 南太田小学校 芹が谷小学校 峯小学校 鶴ケ峯小学校 屏風浦小学校 八景小学校 港北小学校 十日市場小学校 つつじが丘小学校 中川西小学校 境木小学校 桂台小学校 東中田小学校 二つ橋小学校

豊岡小学校 池上小学校 稲荷台小学校 間門小学校 井土ケ谷小学校 吉原小学校 岩崎小学校 本宿小学校 梅林小学校 文庫小学校 綱島小学校 三保小学校 美しが丘小学校 都田小学校 川上北小学校 本郷台小学校 新橋小学校 瀬谷第二小学校

下野谷小学校 幸ケ谷小学校 浅間台小学校 本牧南小学校 蒔田小学校 下永谷小学校 富士見台小学校 万騎が原小学校 岡村小学校 瀬ケ崎小学校 菊名小学校 竹山小学校 青葉台小学校 川和小学校 柏尾小学校 小菅ケ谷小学校 和泉小学校 相沢小学校

入船小学校 三ツ沢小学校 老松中学校 本牧小学校 中村小学校 上大岡小学校 桜台小学校 今宿小学校 汐見台小学校 西柴小学校 篠原小学校 長津田第二小学校 榎が丘小学校 折本小学校 小雀小学校 公田小学校 下和泉小学校 大門小学校

鶴見小学校 白幡小学校 岡野中学校 横浜吉田中学校 南小学校 芹が谷南小学校 常盤台小学校 東希望が丘小学校 洋光台第一小学校 西富岡小学校 下田小学校 東本郷小学校 すすき野小学校 荏田小学校 矢部小学校 小山台小学校 葛野小学校 瀬谷さくら小学校

平安小学校 斎藤分小学校 西中学校 大鳥中学校 永田小学校 日限山小学校 上菅田小学校 上川井小学校 洋光台第二小学校 朝比奈小学校 大曽根小学校 上山小学校 もえぎ野小学校 都田西小学校 南戸塚小学校 笠間小学校 いずみ野小学校 阿久和小学校

岸谷小学校 西寺尾小学校 軽井沢中学校 仲尾台中学校 六つ川小学校 港南台第一小学校 初音が丘小学校 さちが丘小学校 洋光台第三小学校 西金沢小学校 日吉南小学校 緑小学校 元石川小学校 荏田東第一小学校 平戸小学校 桜井小学校 飯田北いちょう小学校 瀬谷中学校

矢向小学校 大口台小学校 本牧中学校 藤の木小学校 日野南小学校 仏向小学校 笹野台小学校 洋光台第四小学校 高舟台小学校 篠原西小学校 いぶき野小学校 みたけ台小学校 荏田南小学校 深谷小学校 庄戸小学校 伊勢山小学校 原中学校

上末吉小学校 神大寺小学校 永田台小学校 下野庭小学校 上星川小学校 中沢小学校 森東小学校 並木第一小学校 新吉田小学校 中山小学校 藤が丘小学校 川和東小学校 深谷台小学校 上郷小学校 緑園東小学校 南瀬谷中学校

下末吉小学校 西寺尾第二小学校 六つ川台小学校 相武山小学校 新井小学校 四季の森小学校 山王台小学校 釜利谷東小学校 綱島東小学校 山下みどり台小学校 美しが丘東小学校 茅ケ崎台小学校 東汲沢小学校 本郷中学校 緑園西小学校 下瀬谷中学校

寺尾小学校 中丸小学校 別所小学校 永谷小学校 坂本小学校 川井小学校 さわの里小学校 並木第四小学校 師岡小学校 霧が丘小学校 市ケ尾小学校 北山田小学校 名瀬小学校 上郷中学校 西が岡小学校

汐入小学校 羽沢小学校 六つ川西小学校 港南台第二小学校 笹山小学校 不動丸小学校 根岸中学校 能見台小学校 矢上小学校 田奈中学校 嶮山小学校 南山田小学校 俣野小学校 桂台中学校 岡津中学校

馬場小学校 菅田小学校 共進中学校 港南台第三小学校 藤塚小学校 上白根小学校 浜中学校 釜利谷南小学校 駒林小学校 中山中学校 あざみ野第一小学校 都筑小学校 平戸台小学校 西本郷中学校 中和田中学校

駒岡小学校 南神大寺小学校 平楽中学校 丸山台小学校 瀬戸ケ谷小学校 南本宿小学校 岡村中学校 小田小学校 高田東小学校 十日市場中学校 鴨志田第一小学校 つづきの丘小学校 鳥が丘小学校 飯島中学校 泉が丘中学校

獅子ケ谷小学校 浦島丘中学校 蒔田中学校 小坪小学校 権太坂小学校 左近山小学校 汐見台中学校 六浦南小学校 太尾小学校 鴨居中学校 東市ケ尾小学校 東山田小学校 南舞岡小学校 本郷特別支援学校 中田中学校

上寺尾小学校 栗田谷中学校 南中学校 野庭すずかけ小学校 岩崎中学校 中尾小学校 洋光台第一中学校 能見台南小学校 新羽小学校 東鴨居中学校 あざみ野第二小学校 茅ケ崎東小学校 上矢部小学校 小山台中学校 上飯田中学校

新鶴見小学校 六角橋中学校 南が丘中学校 港南中学校 保土ケ谷中学校 善部小学校 洋光台第二中学校 並木中央小学校 北綱島小学校 鴨志田緑小学校 牛久保小学校 品濃小学校 いずみ野中学校

市場中学校 神奈川中学校 永田中学校 上永谷中学校 宮田中学校 若葉台特別支援学校 森中学校 金沢中学校 新吉田第二小学校 荏子田小学校 中川中学校 秋葉小学校 領家中学校

潮田中学校 松本中学校 六ツ川中学校 笹下中学校 岩井原中学校 今宿南小学校 六浦中学校 大豆戸小学校 恩田小学校 茅ケ崎中学校 東俣野小学校

末吉中学校 菅田中学校 藤の木中学校 野庭中学校 西谷中学校 若葉台小学校 大道中学校 小机小学校 新石川小学校 中川西中学校 舞岡小学校

鶴見中学校 盲特別支援学校 港南台第一中学校 上菅田中学校 鶴ケ峯中学校 西柴中学校 城郷中学校 さつきが丘小学校 都田中学校 倉田小学校

寺尾中学校 錦台中学校 芹が谷中学校 新井中学校 万騎が原中学校 富岡中学校 新田中学校 荏田西小学校 川和中学校 東品濃小学校

生麦中学校 日限山中学校 橘中学校 希望が丘中学校 富岡東中学校 日吉台中学校 桂小学校 荏田南中学校 下郷小学校

寛政中学校 日野南中学校 上白根中学校 西金沢中学校 大綱中学校 奈良の丘小学校 東山田中学校 大正中学校

矢向中学校 丸山台中学校 左近山中学校 並木中学校 篠原中学校 黒須田小学校 早渕中学校 戸塚中学校

上の宮中学校 東永谷中学校 都岡中学校 釜利谷西中学校 樽町中学校 美しが丘西小学校 舞岡中学校

港南台ひの特別支援学校 旭中学校 小田中学校 日吉台西中学校 山内中学校 境木中学校

日野中央高等特別支援学校 南希望が丘中学校 新羽中学校 谷本中学校 豊田中学校

今宿中学校 高田中学校 青葉台中学校 汲沢中学校

旭北中学校 みたけ台中学校 深谷中学校

若葉台中学校 美しが丘中学校 秋葉中学校

すすき野中学校 平戸中学校

奈良中学校 南戸塚中学校

緑が丘中学校

もえぎ野中学校

あざみ野中学校

鴨志田中学校

市ケ尾中学校

あかね台中学校

31 27 12 13 25 33 28 36 23 32 34 21 44 30 38 21 23 15

市場中学校 浦島丘中学校 軽井沢中学校 横浜吉田中学校 共進中学校 日限山中学校 保土ケ谷中学校 鶴ケ峯中学校 根岸中学校 金沢中学校 城郷中学校 十日市場中学校 山内中学校 茅ケ崎中学校 大正中学校 本郷中学校 岡津中学校 瀬谷中学校 教育委員会事務局

潮田中学校 栗田谷中学校 大鳥中学校 南中学校 丸山台中学校 西谷中学校 万騎が原中学校 岡村中学校 六浦中学校 新田中学校 鴨居中学校 谷本中学校 中川西中学校 戸塚中学校 上郷中学校 中和田中学校 南瀬谷中学校

末吉中学校 六角橋中学校 仲尾台中学校 南が丘中学校 東永谷中学校 上菅田中学校 希望が丘中学校 森中学校 大道中学校 大綱中学校 青葉台中学校 都田中学校 汲沢中学校 飯島中学校 泉が丘中学校

寺尾中学校 神奈川中学校 本牧中学校 永田中学校 左近山中学校 浜中学校 西柴中学校 高田中学校 奈良中学校 荏田南中学校 秋葉中学校 中田中学校

寛政中学校 旭北中学校 富岡東中学校 もえぎ野中学校 早渕中学校

上の宮中学校 並木中学校 あざみ野中学校

鴨志田中学校

市ケ尾中学校

6 4 1 4 4 3 3 5 4 6 4 2 8 5 4 3 4 2

37 31 13 17 29 36 31 41 27 38 38 23 52 35 42 24 27 17　合計 558

486

72格技場

箇所数

学校開放

校庭、体育館

学　校　名 学　校　名

学校開放（スポーツ施設）一覧表

施　設　名
備　　考

（所管等）

平成２８年４月１日現在



 

 

 

ラグビーワールドカップ 2019TM及び東京 2020オリンピック・パラリンピック 

に向けた取組について 

 

１ 大会の概要 
 

(1) ラグビーワールドカップ 2019™ 

   1987年の第１回大会から４年に１度、ラグビー伝統国を開催国として開催されてきました。 

第９回となる 2019 年日本大会は、アジア初、ラグビー伝統国以外初、ラグビー７人制がオリン

ピック種目に採用後初の大会であり、横浜国際総合競技場で決勝戦が予定されています。 
 

開催期間（2019年） ９月 20日～11月２日【44日間】 

参加チーム 20チーム 

試合会場 全国 12会場 

試合数 48試合（予選 40試合、決勝トーナメント８試合） 
 

(2) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック 

   横浜においては、サッカー競技が横浜国際総合競技場で、野球・ソフトボール競技が横浜スタ

ジアム（主会場）で開催されます。 
 

 東京 2020オリンピック 東京 2020パラリンピック 

開催期間（2020年） ７月 24日～８月９日【17日間】 ８月 25日～９月６日【13日間】 

参加国・地域 205（予定） 177（予定） 

競技数・種目数 33競技・339 種目 22競技・527 種目 

 

２ 両大会に係る本市の動向 

年 月 内    容 

25 年 ９月 2020年のオリンピック・パラリンピック開催都市が東京に決定 

サッカー競技の横浜開催が決定 

27 年 ３月 ラグビーワールドカップ 2019TM開催都市に「神奈川県・横浜市」が決定 

28 年 ４月 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」を設置 

 11月 オール横浜の官民連携組織「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」を設置 

同委員会にて両大会に向けて横浜が目指す方向性を「横浜ビジョン」とし

て策定 

 12月 東京 2020大会において、野球・ソフトボール競技の横浜開催が決定 

29 年 ４月 「横浜ビジョン」実現に向けて、横浜市が主体的に推進する必要がある取

組を「横浜市の取組」として策定 

7月 実務的な情報共有や検討のため、「横浜開催推進委員会」に「ラグビーワー

ルドカップ 2019™専門委員会」及び「東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック専門委員会」を設置し、第一回合同委員会を開催 
 

＜裏面あり＞ 

 

健康づくり・スポーツ推進特別委員会 

平 成 2 9 年 ８ 月 3 1 日 

市 民 局 



３ 両大会に向けた機運醸成の取組 
 

(1)  ラグビー選手等の小学校訪問事業 

ラグビー競技の振興と機運の醸成に向けて、市立小学校にラグビー 

元日本代表選手等を招へいし、子どもたちと直接触れ合う事業を実施 

しています。 
 

【参考１】実施状況（H29は予定） 

取 組 H28 H29 合計 

市立小学校での特別授業 18 18 36 回 
 

(2)  オリンピアン・パラリンピアンとの連携事業 

大会に向けた機運の醸成、スポーツ振興を図るため、市立小学校にオ 

リンピアン・パラリンピアンを招へいし、授業や講演などを実施してい 

ます。29年度からは新たに市立中学校も対象とします。 
 

【参考２】実施状況（H29は予定） 

取 組 H26 H27 H28 H29 合計 

市立小・中学校での特別授業等 18 35 35 53 141 回 

市内イベントでのトークショー等 28 28 30 27 113 回 

合  計 46 63 65 80 254 回 
  

(3)  その他 機運醸成等の取組（平成 29年） 
 

ア 実施済 

取 組 実施日 概 要 参加者 
ラグビーワールドカップ2019

決勝戦1000日前イベント 
H29/2/5 

トークイベント、ラグビー競技体験 
1,000 人 

ラグビーワールドカップ 2019 

プール組分け抽選会パブリッ

クビューイング 

H29/5/10 
アジア初開催である抽選会の模様をライ

ブで放映 
1,200 人 

リッチ―・マコウ チャリティ

イベント 
H29/5/28 

キッズラグビー クリニック 260 人 

トークショー 500 人 

試合パブリックビューイング 
H29/5/20 

スーパーラグビー2017 サンウルブズ(日

本)対シャークス(南ア)戦 
200 人 

H29/6/10 ラグビー日本代表対ルーマニア代表戦 500 人 

市庁舎における展示 H29/8 

市庁舎１階市民広場にて、ラグビーワール

ドカップ及びオリンピック・パラリンピッ

クに関する展示を実施（８月中） 

－ 

    

イ 実施予定 

取組【時期】 概 要 
東京2020オリンピック・パラリンピ

ック フラッグツアー【９月】 

オリンピック・パラリンピックの象徴である

フラッグが横浜市内を巡回 

パラリンピック競技体験会 

【29年秋】 

パラリンピック競技体験会やトークショーを

開催 

ラグビー開催都市特別サポーター

委嘱式／２年前イベント 

【９月18日】 

開催都市にゆかりのある著名人等を開催都市

特別サポーターに委嘱するほか、元日本代表

選手によるトークショー等を実施 

ラグビー日本代表戦 

【11月４日】 

ラグビー日本代表戦（対オーストラリア代表）

を日産スタジアムで開催 

ラグビー重点広報期間 

【９月から11月】 

公共交通機関等での広報及びシティドレッシ

ングを実施 

 

ラグビー日本代表戦（11/4) 

公式パンフレット 
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