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議題名：

問合せ先

担当部署

担当者名

ＴＥＬ 866-8415 ＦＡＸ 864-1933

資料№７　　

第34期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について

戸塚区連合町内会自治会連絡会11月定例会

議　題　説　明　書

戸塚区地域振興課

青木

戸塚区地域振興課　

【内容】

【例年あげている議題か？】

【会議に参加している地区連長が、各地区の単会会長に何を伝えればいいのか？】
【各単会の会長に何を依頼したいのか？】（具体的に記入してください。）

【その他、注意することなど】
推薦基準は、18歳以上の横浜市在住者のうち、新任者は委嘱時（令和５年４月１日）時点で
原則65歳未満。再任の場合は委嘱時で原則70歳未満です。詳細は、別添「第33期横浜市ス
ポーツ推進委員候補者の推薦について」をご確認ください。
　なお、推薦報告書は郵送または直接、地域振興課へご提出ください。個人情報保護のた
め、FAXや電子メールでのご提出はご遠慮ください。

　第34期横浜市スポーツ推進委員の委嘱に係る推薦のお願いです。
　現在委嘱している第33期横浜市スポーツ推進委員の任期が令和５年３月31日をもって満
了となります。これに伴い、新たに委員を委嘱するために、各自治会町内会に推薦をお願い
するものです。

委嘱期間：令和５年４月１日から令和７年３月31日までの２年間
委嘱人数：原則として自治会町内会から１名。ただし、定数は地域の実情に応じて、
　　　　 　　柔軟に対応できるものとします。

２年ごとにお願いしているもので、前回は令和２年11月区連会でお願いしました。

別添の「第34期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について」に基づき、推薦報告書を
令和５年２月24日（金）までに地域振興課へご提出くださいますようお願いいたします。



戸地振第 7 5 8 号 
令和４年 11 月８日  

 
戸塚区内自治会町内会会長 
 

横浜市戸塚区長 國本 直哉  
 

第 34 期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について（依頼） 
 

 時下  ますます御清祥のことと御喜び申し上げます。 
 日頃から、本市のスポーツ振興に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、各地域で御活躍されております第 33 期スポーツ推進委員の任期が、令和５年３
月 31 日をもって満了します。 
 つきましては、第 34 期横浜市スポーツ推進委員（任期：令和５年４月１日から令和７
年３月 31 日まで）候補者を、次のとおり御推薦くださいますようお願い申し上げます。 
 
１ 提出書類 
  第 34 期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦報告書 
 
２ 提出期限 
  令和５年２月 24 日（金） 
 
３ 提出先 
  戸塚区地域振興課 
 
４ 送付資料 
 (1) 第 34 期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について 
 (2) 横浜市スポーツ推進委員の職務概要 
  (3) 横浜市スポーツ推進委員委嘱要綱 
 (4) 第 34 期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦報告書 
 (5) 横浜市スポーツ推進委員について 
 

                        担当：戸塚区地域振興課 
                     有泉、青木    

   電話：866-8415      



 

第 34 期横浜市スポーツ推進委員の推薦について 

 

１ 趣旨 
  横浜市のスポーツ振興のため、スポーツ基本法及び横浜市スポーツ推進委

員規則に基づき、スポーツ推進委員を委嘱しておりますが、現在委嘱してい

るスポーツ推進委員の方々は、令和５年３月 31 日をもちまして任期満了と

なります。 

そこで、新たにスポーツ推進委員を委嘱するため、各自治会町内会に推薦

を依頼します。 

 

２ 任期（委嘱期間） 

２年間（令和５年４月１日～令和７年３月 31 日） 

 

３ 職務（横浜市スポーツ推進委員規則 第２条 抜粋） 

(1)  スポーツの推進のための事業の実施に係わる連絡調整及び協力を行う 

こと。 

(2)  スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。 

(3)  スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。 

(4)  前３号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言を行う 

こと。 

 

４ 推薦方法及び人員 

自治会町内会または地区連合町内会で協議の上、原則として自治会町内会     

から１名を推薦してください。 

ただし、地域の実情に応じて、柔軟に対応することができるものとします。

（人数調整が必要な場合は、各地区スポーツ推進委員連絡協議会会長等とご

相談ください。） 

 

５ 推薦基準 

   次の要件を満たす方を推薦してください。 

※推薦にあたり、若い世代や女性の推薦について積極的にお願いします。 

(1) 18 歳以上の横浜市在住の方   

(2)  委嘱時（令和５年４月１日現在）に、新任の場合は原則 65 歳未満の方、   

再任の場合は原則 70 歳未満の方    

(3)  社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解がある方 

(4)  地域などで、熱意をもってスポーツ大会や各種スポーツ教室の企画・運 

   営をし、指導・助言のできる方 

(5) スポーツ活動・行事に積極的に参加できる方 

 

裏面あり 



６ 依頼時期 

  11月下旬から 12月上旬までに各区地域振興課から依頼文書を送付します。 

 

７ 提出書類 

  横浜市スポーツ推進委員候補者推薦書（第１号様式） 

 

８ 推薦報告書の提出期限及び提出先 

(1)  提出期限   令和５年２月 24 日（金） 

(2)  提 出 先   各区地域振興課スポーツ推進委員担当 

 

９ 委嘱式 

  新型コロナウイルス感染症の情勢を考慮しながら、開催の可否を検討しま 

 す。 

 

10 配布資料 

横浜市スポーツ推進委員の職務概要 

 

 

 

 

                                市民局スポーツ振興課 担当：丹羽
に わ

、枦元
は ぜ も と

 

                           電話：671-3287 

 



 

横浜市スポーツ推進委員の職務概要 

 

１  役割 

  スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づき、横

浜市長から委嘱される非常勤公務員であり、本市スポーツ行政の推進者として重要な役割

を担います。また、特に活動の拠点を地域におき、地域住民と連携し地域に根ざしたスポ

ーツ・レクリエーション振興事業を展開していく役割を担っています。 

生涯スポーツ社会の実現のためには、住民が主体となった地域における新たな生涯スポ

ーツ振興のしくみづくりが求められており、その育成・支援についてもスポーツ推進委員

の活躍が期待されています。 

 

２ スポーツ推進委員の主な事業 

地地区（または自治会・町内会）を単位としたスポーツ事業の企画・実施・支援     

  (1) 地区運動会・レクリエーション大会・各種スポーツ教室等の企画実施 

(2) すべての市民（子ども・青少年・高齢者・障害者）へのスポーツの普及振興 

(3) 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

  (4) 文化・スポーツクラブへの参画 

  (5) その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業 

    の実施 

 

 区市のスポーツ事業への参画並びに協力                       

  (1) 区のスポーツ事業 

   ① 区民スポーツ大会・区民レクリエーション大会等 

   ② スポーツ・レクリエーションに関する研修事業 

   ③ その他、区で行うスポーツ事業 

  (2) 市のスポーツ事業 

   ① スポーツ推進委員大会・スポーツ推進委員研修会 

   ② 地域の指導者として必要な研修事業 

   ③ 横浜マラソン・ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会等、市で行う 

スポーツ事業 

   ④ その他、横浜市で開催される国際競技大会等 

 

 裏面あり 



 

 

スポーツ基本法（抜粋） 

平成23年６月24日法律第78号 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町

村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則（特

定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツの推

進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他 

スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

 

 

横浜市スポーツ推進委員規則（抜粋） 

平成 20年 3月 31日 

規則第 36号 

 (平 23 規則 74・改称 ) 

 （職務） 

第２条 委員は、市民のスポーツの振興のため、次に掲げる職務を行う。 

（１） スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行う  

こと。  

（２） スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。  

（３） スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。  

（４） 前３号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言     

  を行うこと。  

  

【参考】 



 

横浜市スポーツ推進委員委嘱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市長がスポーツ基本法第32条に基づき委嘱するスポーツ推進委

員の委嘱等について、横浜市スポーツ推進委員規則（以下、「規則」という。）第

10条に基づき必要な事項を定める。 

（任期） 

第２条  規則第３条第１項における任期とは、市民局長が別途指定する年の４月１日

から翌々年の３月 31日までの２年間とする。ただし、当該期間の途中に委嘱した場

合の任期は、委嘱の日から当該期間の終期までとする。 

（委嘱） 

第３条 市長は、区長が推薦した者をスポーツ推進委員として委嘱し、委嘱状を交付

する。 

（推薦方法） 

第４条 区長は、自治会町内会長に候補者の選出を依頼する。 

２ 自治会町内会長は、横浜市スポーツ推進委員候補者推薦書（第１号様式）により

候補者を区長に推薦する。 

３ 区長は、横浜市スポーツ推進委員推薦書（第２号様式）により候補者を市長に推

薦する。 

４ 市長は、前項の推薦を受けた場合は、委嘱通知書（第３号様式）により委嘱した

旨を区長に通知する。 

（推薦人数） 

第５条 原則として自治会町内会あたり１名とする。だたし、地域の実情に応じて柔

軟に対応するものとする。人数調整が必要な場合は、各地区スポーツ推進委員連絡

協議会会長などと協議を行うことができる。 

（推薦基準） 

第６条 候補者の選出及び推薦にあたっては、次の要件に該当する者の中から、適任

者を選出するものとする。 

(1) 委嘱日現在、18歳以上の横浜市在住者であること。 

 (2) 新任者は委嘱日現在、原則 65歳未満、再任者は委嘱日現在、原則 70歳未満で

あること。 

(3) 社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解があること。 

 (4) 地域などで、熱意をもってスポーツ大会や各種スポーツ教室の企画・運営をし、

指導・助言のできること。 

（5）スポーツ活動・行事に積極的に参加できること。 



 

（解嘱） 

第７条 市長は、任期中において、次の各号に該当するときには、規則第３条第３項

に基づきスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。  
(1) 自治会町内会長から区長を通じて委員の解嘱の申出があった場合 

(2) 規則第４条第２項に該当した場合 

２ 自治会町内会長は、前項第１号における申出をする場合は、区長に横浜市スポー

ツ推進委員解嘱申出書（第４号様式）を提出する。 

３ 区長は、自治会町内会長から前項の申出を受けた場合は、市長に横浜市スポーツ

推進委員解嘱申出書（第５号様式）を提出する。 

４ 市長は、前項の解嘱の申出を受けた場合は、解嘱通知書（第６号様式）により解

嘱した旨を区長に通知する。 

 

 

   附 則 

（施行期日）  

この要綱は、令和４年 11月１日から施行する。 



第１号様式（第４条第２項） 
 

横浜市スポーツ推進委員候補者推薦書 
 

令和   年  月  日 
区長 

（推薦者職氏名） 
 

 自治会・町内会名                   
 

 自治会・町内会長名                   
  

 （フリガナ）  

 
   氏 名  

再任・新任の別 推薦日までの勤続年数（再任者のみ） 推薦年度の４月１日現在の年齢 

 
再任・新任 

 
  年   か月       歳 

住   所 電話番号 

 〒 

 

（自宅） 

（携帯） 

Ｅメール   

 スポーツ・レクリエーションに関する資格・特技 
 
 
 
 
                                        スポーツ推進委員活動において参考となる資格・特技がございましたら、ご記入ください。 

※太枠は必須事項です。それ以外は各区任意で結構です。 

 

被推薦者（推薦を受ける者）の同意について 

  推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、同意を得ていただきますようお願いし
ます。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

 
□ 推薦にあたり、被推薦者の同意を得ています。 

 

 

 

 

 

 
 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は横浜市スポーツ推進委員連絡協議会及び

各区スポーツ推進委員連絡協議会に係る連絡調整に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 
 



 

エリアマップ 
 

       横浜市１８区             戸塚区１８地区連合町内会     

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                

                           

 

 

 

 

 世界トライアスロンシリーズ横浜大会              横浜マラソン大会 

 

◇ 編集発行  戸塚区スポーツ推進委員連絡協議会 

◇ 事 務 局  戸 塚 区 地域振興課 地域活動係 

≪ 2020年 11月 1日 第 2版発行 ≫ 

                      

       

           横浜市スポーツ推進委員について 
 

 

ス ポ ー ツ 

         

 

 

 

             

         す る                   み る 

 

                     スポーツ推進委員 

                       支 え る 
 

 

１．沿 革 

昭和２５年  全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度発足 

昭和３２年  文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したため、体育指導委員組織 

の拡大を図る。 

昭和３６年  「スポーツ振興法」が制定され、体育指導委員の位置づけ、役割が明確に 

される。 

昭和３８年  「横浜市体育指導委員規則」を制定し、職務内容を決定した。 

平成２３年  「スポーツ基本法」制定に伴い、体育指導委員から『スポーツ推進委員』に 

名称変更。「横浜市スポーツ推進委員規則」制定。 

 

２．身 分 

    「スポーツ基本法」ならびに「横浜市スポーツ推進委員規則」に基づき、横浜市長から 

委嘱される非常勤の特別公務員 

 

名瀬

川上

東戸塚

平戸平和台

平戸

柏尾

舞岡

上倉田

下倉田

上矢部

戸塚第三

踊場

北汲沢

汲沢

戸塚第一

戸塚第二

吉田矢部

大正

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494200099/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1ON25zdV94NlRLRS9WT3NKUUlreloySS9BQUFBQUFBQXJsTS9tM2p4MjFoNVhDWS9zODAwL2NoaWthcmFtb2NoaS5wbmc-/RS=%5eADBp9z.mHvOmU0z7imNUESs.PbO9dA-;_ylt=A2RCA9aiXQ5ZijYATCCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494211136/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nkbi5hbWFuYWltYWdlcy5jb20vcHJldmlldzY0MC8xMDQyMzAwMDU4OS5qcGc-/RS=%5eADBXQgnuuHrResHMB1T0MjIyzicf6o-;_ylt=A2RivbvAiA5ZmQkAhzqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494200690/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zcC1rdXJpbW90by5qcC9oaXJvL3Nwb3J0cy9pbWFnZXMvc3BvcnRzX2kuZ2lm/RS=%5eADBK9qd0J0mLKzhL1gh6rnf9K8o3Bw-;_ylt=A2RCAwvyXw5Z6w0A_gqU3uV7


３．組 織 

      

公益社団法人全国スポーツ推進委員連合(47 都道府県) 50,257名（2019年 12月 19日現在）  

 

関東スポーツ推進委員協議会 (1 都 8県)      14,992名（2019年 12月 19日現在） 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県 

 

神奈川県スポーツ推進委員連合会 (33 市町村)      4,642名 (2019 年 12月 19日現在） 

７ブロック（   表示） 

横 浜    川 崎    横 三 (横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町） 

西 湘 (平塚市・小田原市・秦野市・南足柄市・大磯町・二宮町・中井町・大井町・ 

松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町)   湘 南 (鎌倉市・藤沢市・ 

茅ヶ崎市・寒川町)   県 央 (厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・ 

綾瀬市・愛川町・清川村)  相模原 

 

                     横浜市スポーツ推進委員数 2,568名（2019 年 4月現在） 

 

           横浜市         各区連絡協議会 会長で構成（１８区） 

スポーツ推進     鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区 

委員連絡協議会     保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区 

                     青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区 

                                   

       各区スポーツ推進委員        区内各地区連絡協議会 会長で構成 

連絡協議会      

 

各地区スポーツ推進委員連絡協議会 

 

戸塚区１８地区 ２０４名（2020年 10月現在） 

戸塚第一、戸塚第二、戸塚第三、踊場、北汲沢、舞岡、川上、柏尾、東戸塚、 

平戸、平戸平和台、上矢部、名瀬、大正、汲沢、上倉田、下倉田、吉田矢部 

         ※【連合町内会】単位で「各地区スポーツ推進委員連絡協議会」が組織されています。 

 

 

４．参画団体・協力団体 

・戸塚区体育協会【2021年 4月 1日「戸塚区スポーツ協会」に改称】 

（各地区会長は理事・区協議会会長は常任理事） 

・戸塚区さわやかスポーツ普及委員会（各地区諸団体より選出） 

・戸塚区青少年指導員協議会・各地区青少年指導員協議会 

・各学校関係委員会 等 

 

５.職 務 

 

 

●地区（または自治会・町内会）を単位としたスポーツ事業の企画・実施・支援 

 

① 地区運動会・レクリエーション大会・各種スポーツ教室等の企画実施 

② すべての市民（子ども・青少年・高齢者・障がい者）へのスポーツの普及振興 

③ 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

④ 文化スポーツクラブへの参画 

⑤ その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業の実施 

              

       具体的な活動 

          ・健民祭（運動会等）の実施 

          ・少年少女スポーツ大会の実施 

          ・水泳教室の実施 

・ヨコハマさわやかスポーツ講習会の実施 

・マラソン、ウォーク、キャンプの実施 

 

 

 

 

 

  ●区・市のスポーツ事業への参画並びに協力 

 

   （１）区のスポーツ事業 

     ① 区民スポーツ大会・区民レクリエーション大会等 

     ② スポーツ・レクリエーションに関する研修事業 

     ③ その他、区で行うスポーツ事業 

 

       具体的な活動 

        ・戸塚区駅伝大会、戸塚区民まつりへの協力 

        ・戸塚区スポーツ協会、戸塚区さわやかスポーツ普及委員会への協力 

 

    

（２）市のスポーツ事業 

     ① スポーツ推進委員大会・スポーツ推進委員研修会 

     ② 地域の指導者として必要な研修事業 

     ③ 横浜マラソン・世界トライアスロンシリーズ横浜大会等、市で行うスポーツ事業 

     ④ その他、横浜市で開催される国際競技大会等 
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