
件 名 横浜国際プール 令和元年度 第 2回優先利用調整会議 報告書 

日 時 令和元年１2月 13日（金）1５：30 ～ 1６：３0 

場 所 横浜国際プール メインアリーナ役員室 C 

出席者 

敬称略 

冨田委員（日本体育大学）、鈴木委員（日本水泳連盟）、細川委員（神奈川県水泳連盟）、 

赤羽委員（横浜市市民局）、植木委員（横浜市体育協会）、 

畑山副委員長（近久委員代理：都筑スポーツプランナー竹の子会）地域振興課 内藤（篠﨑委

員代理：都筑区地域振興課） 

（事務局ほか同席者） 

横浜市市民局 オリンピック・パラリンピック推進部 名矢係長 、 

横浜市体育協会 田中、吉田、榮、奥野、藤井 コナミスポーツ 久常 トーリツ塚越 

欠席者 神奈川新聞 佐藤委員 

報 告 報告  東京 2020オリンピック・パラリンピックに伴う英国事前キャンプの受入について 

議 題 議題 1 神奈川県水泳連盟強化練習および横浜水泳協会強化練習の優先利用取り扱いについて 

議題 2 令和 2年度横浜国際プール 優先利用日程の決定について 

内 容 ＜開会＞ 

・あいさつ 

（横浜市市民局スポーツ振興課 赤羽担当課長） 

（指定管理者グループ、横浜市体育協会 田中施設経営部長） 

・出席者、同席者の紹介を行う。 

・会議の趣旨説明を行う。 

・議事録のホームページ公開について全委員が了解する。 

議長 : 冨田委員を選出する。 

 

報告 

 報告  東京 2020オリンピック・パラリンピックに伴う英国事前キャンプ受入についての 

報告を横浜市市民局スポーツ統括室オリンピック・パラリンピック推進部オリンピッ

ク・パラリンピック推進課名矢係長から説明を行った。 

       

・東京 2020オリンピック・パラリンピックに伴う英国事前キャンプについての報告

を全委員が承認した。 

 

議事 

 1 神奈川県水泳連盟強化練習および横浜水泳協会強化練習の優先利用取り扱いについて 

事務局から説明を行った。 

① 水泳競技の普及・振興のためには、選手の強化・育成が不可欠との考えから本件を提

案した。 

② 優先利用の基準 2（6）特別事業「優先利用調整会議にて認められたものを優先利用と

して取り扱うことが出来る」を適用する。 



③ 日程及び強化プランは事前に神奈川県水泳連盟と横浜水泳協会に提出していただいて

いる。 

 

（議長） 県水連の方から補足の説明はありますか。 

 

（細川委員） 

今、館長からも説明がありましたが、水泳は国体で一番になりたいという思いを持って強 

化に取り組んできており、ここ 5年ぐらいでやっと 2番ぐらいにあがれるぐらいになりまし 

た。というのも横浜国際プールで合宿をさせてもらったことが効果を上げてきているんだろ 

うと考えています。 

そういったところからも、競泳競技だけでなく、水球や ASも含めて全体のそこあげをし 

たいと考えております。飛込み競技は今まで有力な選手がいましたがこれからはどうなるか 

分からないということもあります。 

そのようなところも含めて、この強化練習についても優先利用の取り扱いを検討していた 

だけるということでも大変ありがたいことです。何とか先に進めていきたいと考えています。 

よろしくお願いいたします。 

 

・質疑応答 

（植木委員） 

 日程は確認しましたが、時間枠はどのようなものになりますか。 

（事務局） 

日によって時間帯が変わっておりますが、原則として教室事業・個人利用・大会を妨げる

ような使い方をしておりません。 

 

（赤羽委員） 

基本的な確認ですが、県水連・市水協の強化練習により利用について、もともと優先利用

の考え方でいうと例えば大規模大会・イベント等枠があるがどこに該当しますか。 

（事務局） 

基準としては 2（6）の特別事業の枠に該当すると考えています。大会でもイベントでも

ありません。（1）～（5）以外のもので優先利用調整会議が認めたものとしての取り扱いを

審議いただければと思います。 

（赤羽委員） 

（6）で読んだ場合、全体の開館日数のうちにしめる優先利用の割合が多くなり、他の一般

の方が使えなくなってしまうという懸念はありませんか。 

（事務局） 

最大限考慮して影響のない範囲で考えています。強化練習があっても個人利用で泳げるよ

うにする運営を考えています。 

 



（赤羽委員） 

以前議論をした、優先利用のパーセンテージ内にその数字には収まっているのですか 

（事務局） 

のちほど令和2年度全体の優先利用についての議題でお伝えさせていただこうと考えてい

ますが、基本的にこれによって個人利用を妨げるということはありません。 

 

（議長） 

強化練習を認めるという方向でよろしいでしょうか。 

県水連および横浜水泳協会の強化練習についてのみ提案を認めるという方向で、あとでパ

ーセンテージなどを議論していただくという方向でよろしいでしょうか。 

 

・神奈川県水泳連盟強化練習および横浜水泳協会強化練習を優先利用として取り扱うことに 

全委員が承認した。 

 

 

議題 2 令和 2年度横浜国際プール 優先利用日程の決定について事務局から説明を行っ

た。 

① 前回の利用調整会議以降に第一優先から第三優先まで受付を行った。 

② 東京 2020オリンピックの影響もあり、ほとんどの土日で大会の申込があった。 

③ 個人利用の閉鎖する割合は全体の 22％となっている。 

④ 東京 2020オリンピック・パラリンピックの影響を引くと全体の 13％となっている。 

 

・質疑応答 

（赤羽委員） 

個人利用ができない日の目標％を説明してもらっていいですか。 

（事務局） 

優先利用の割り当ての考え方と日数案のところに記載してありますとおり、例年、年間開

館日数の 10％以内を目指しています。 

（赤羽委員） 

それでさきほどの説明で、2020年については大規模大会やオリンピックなどの関係で

22％になる、それを除いたら 13％になるということでしょうか。3％は目標にとどいてい

ないということですか。 

（事務局） 

はい。3％をさらに絞るとなると、現在、申込のある大会にご遠慮いただくしかありません。 

（議長） 

神奈川県水泳連盟からなにかございますか。 

 

 



（細川委員） 

来年に限ってはオリンピックの合宿を受け入れている場所は、どこも調整に苦労していま

す。他にも様々な大会の希望が県水連に届いていたが、他の関東地域のものはお断りをした。

県内の大会と大規模大会で既に空きがありません。 

相模原グリーンプールやトッケイセキュリティ平塚総合体育館温水プールなども同じよう

な状況でお願いをしています。横浜も同じようにしていただけたらと思います。 

 

（議長） 

日本水泳連盟からは何かございますか。 

（鈴木委員） 

辰巳国際水泳場が使えないということがあり、もう横浜国際プールに頼るしかないという

状況です。 

 

（植木委員） 

事前キャンプの期間、横浜市民体育大会の水泳大会が多く入っている時期だと思いました

が、横浜水泳協会と調整はきっちり行っている状況でしょうか。 

（事務局） 

市民大会は少し時期をずらしていただいております。 

 

（植木委員） 

パーセンテージの話が出たが、過去３ヵ年ずっと 10％は越えてきています。今年も大規

模大会を抜いても 13％ですが、今後どのようにしていくのでしょうか。 

（事務局） 

会場がないこと、スポーツの普及振興という横浜国際プールの公共施設としての使命を考

えると、競技者も市民の方でありますし、そういう場所をもっているということもあり出来

るだけ受け入れてあげたいという気持ちもあります。市民の利用を圧迫してはいけないとい

うところでやらしていただいてますので。なかなかどこの団体を断るのか、どの大会を断る

のか、非常に難しいところもございます。ただ、目指すのが 10％ということですので出来

る限り団体の調整をして他の会場を探してくださいということも伝えていますが、なかなか

有効な手段が打てないということもございます。 

優先利用調整会議にて 10％以内にするようにと決定があればそれに従わざるをえないと

は思いますが、普段の成果を発揮する大会という位置づけを考えると、厳しいというのが現

状です。有効な手段については、大変苦慮しています。 

 （植木委員） 

10％というのは、何故 10という数値なのかということもあると思います。他の施設の状 

況等をこの 10％に固執することなく調査して、競技の方も一般の方もどちらにもいい割合を 

見つけていただけたらよいのかなと私は思います。 

 



 （議長） 

その点も含めながら検討していただくということで、横浜市はどうでしょうか 

 （赤羽委員） 

  私も植木委員の話に賛成です。まあ、10％というのは脈々と続けてきているので、それが

本当にいいのかっていうのはもう一度立ち返って確認するのもいいのかなと思います。 

10％が良いか悪いかは今回の資料だけでは判断が付かないので今後の研究課題としてあ

ってもいいのかなと思いました。 

冒頭で議題のあった県水連・横水協の強化練習日程を少なくするとこのパーセンテージは

変わりますか。 

 （事務局） 

  ％に影響のない範囲で入れ込んでいます。 

 （赤羽委員） 

  日程を動かしても 13％という数字は変わりませんか。 

（事務局） 

  変わりません。 

 

 （細川委員） 

  参考までに相模原グリーンプールは市議会で審議をして、市民利用の出来ない日は 40～

45日という数字があったので相模原の方が少し余裕があると思います。これは議会を通し

ての話だったので横浜国際プールはもう少し余裕があってもいいかもしれません。 

 

 （畑山委員） 

  大事な事業のなかでハンドボールの大会で使っていただけるというのは大変ありがたいこ

とです。 

 

 （冨田委員） 

  これだけの行事が横浜国際プールのほうに頼らざるをえない、事業計画として組まざるを

えなくなってきているということから考えて見ると、来年の大規模大会が終わった後のこと

も日本水泳連盟の方で考えられているのかも分かりませんし、アクアティクスセンターがで

きあがればそちらに移動するかとは思いますが、東京 2020オリンピックが開催する来年の

ことはまだしも、再来年のことはどのような形になってウェイトを締めてくるのかというこ

とも想定しながら、パーセンテージを考えていかないとならないでしょう。たぶんこのまま

で続けていくと事業計画が全部入ってくるのではないかと想定できる。前からお願いしてい

るが、1日でも個人利用の日数を増やすために床転換工事の日数を 1日でも２日でも縮める

ことは出来ないのでしょうか 

 

 

 



 （事務局） 

  今年、ダイビングプールの飛び込み台工事があり、工程を三日間縮めることはできました

が、それなりの負担も出ます。また今後、業者が工程短縮を受けてくれるかというところが

ございますが、実績としてはそういうことができることがわかりました。 

 （冨田委員） 

極端なことをいったら、これだけの行事を入れていただいて、収入の金額はかなりの金額 

になりますか？ 

 （事務局） 

大会における収入ですと、観客席を全面借りていただいて、付帯設備も使っていただくよ

うな大会ですと、大会収入としては見込めますが、プールのみを使うような小規模の大会で

すと個人利用を行っている時とさほど変わりません。 

 （冨田委員） 

  このようなことも含め市の方と調整していただくという方向性はあるのかなという気がし

ています。 

 

 （冨田委員） 

  先ほど出たように日程調整の方は横浜市の市議会の議会を通さないと先ほどの 10％にな

っているところを相模原のように 45日といった基準に変更できますか。このパーセンテー

ジは議会決定なのですか？ 

 （赤羽委員） 

  この数字は本当に他都市、相模原さんみたいに議会決定されてきている数字なのか、確認

をさせてください。即答はできません。 

 （冨田委員） 

  そうすると今まではずっと 10％という形のままできていたということでしょうか。 

（事務局） 

10％を目標として調整してきたと思います。ただ近年、銀河アリーナのプールが無くなっ

たり、会場がなくなっているのも事実で、その分大会が増えているということもあります。 

（議長） 

わかりました。ではこの件は調べていただいて、検討していただければと思います。 

都筑区からは何かございますか。 

 （内藤委員代理） 

  都筑区は皆様に利用できればと思いますが、実績があったり、東京 2020オリンピック 

等ございますので、10％を目指すことが理想だとですが、柔軟に対応してもらえばと思いま

す。 

（議長） 

 鈴木委員からなにかアドバイスをいただければと思います。 

 

 



（鈴木委員） 

 50mのプールというのはやはり、日本全国どこにいっても土日はだいたい競技会というこ

とで、サブプールで個人開放をしています。ここのところ新しい施設ができていますが、そ

のようなところも更衣室を分けて、大会の時でもサブプールは使えるようにと日本全国に指

導をしていますので、日本全体でこういったスポーツムーブメントで競技会が増えていると

いうのが現状です 

（議長） 

 今大事な意見をいただきました。サブプールの方は今後うまく利用できるように調整して

いただければと思います。 

 来年のサブアリーナの工事についてはやはり10月1日から3月31日までかかってしま

う予定ですよね。 

（事務局） 

 横浜市との調整の中で 10月から 3月まで押さえてくれと言われています。もしかしたら

実際の工事期間は短いのかも知れませんが、今の段階では 10月 1日から 3月 31日までと

書かせていただきました。 

（議長） 

 来年 9月からは横浜文化体育館も閉鎖になってしまいます。どこかに体育館の空きがない

とますます大変になり、横浜市の施設が利用できないという形にならないような方向で検討

していただければと思います。 

 （赤羽委員） 

10月からのサブアリーナの工事期間について、横浜市の建築部局との調整の中で工事期

間として必要と言われた中でおさえていただいています。競技会については 9月から横浜文

化体育館が使えなくなるが、その前には横浜文化体育館のサブアリーナという位置づけの横

浜武道館がオープンします。1階に武道場があり、2階に体育館があるのでそこは稼動が始

まる予定です。 

 （冨田委員） 

  大きさはどの程度ですか。 

 （赤羽委員） 

  現在の横浜文化体育館と遜色ない大きさです。横浜武道館ができたら今の横浜文化体育館

を壊して、新しい横浜文化体育館は令和 6年に完成する予定です。 

 

・令和 2年度横浜国際プール 優先利用日程の決定について全委員が承認した。 

 

・その他 

 （事務局） 

  令和 2年度優先利用についてご審議いただきありがとうございました。同じような資料で 

令和 3年度分の資料がございます。第一優先につきましては 2年前から仮申込が出来る関係

でいくつか申込が届いております。この日程を決定するのは来年度の優先利用調整会議にて



決定をお願いいたします。 

（赤羽委員） 

 ロッカー荒らしがあったという報告を受けています。なかなか対応策が難しいのかも分か

りませんが、プールの着替えるスペースでの盗難被害とか、今までにもまして安全面にもご

配慮いただきたいと思います。 

 （冨田委員） 

   ワールドカップラグビーがすごく影響があり、オリンピックに向けても開催地や合宿地

で様々なイベントを考えていると聞きました。横浜もぜひいい意味でやっていただいて、

対応していただければありがたいなと思います。 

 

＜閉会＞ 

 ・次回は来年 6月を予定している。 

 

 


