令和３年度

第１回神戸市スポーツ推進審議会次第
日時：令和３年 10 月 28 日（木）15 時 30 分～
場所：市役所１号館 19 階 大会議室

１．開 会

２．副局長あいさつ

３．委員紹介

４．議 事
【審議事項】
①

令和２年度神戸市スポーツ推進計画の進捗状況

② 令和５年度の中間見直しに向けた統計調査・意識調査（実施方針）について

５．その他

６．閉 会

資料①
令和３年度

文化スポーツ局主要事業

◆スポーツの振興 （スポーツ企画課）
（１）新垂水体育館の整備
「リノベーション・神戸（第２弾）」の一環として、老朽化が進む垂水体
育館及び垂水区文化センター体育施設機能を一体化した新体育館を垂水ス
ポーツガーデン敷地内に整備する。
【令和４年４月 供用開始】
（２）磯上公園内新体育館の整備
都心・三宮再整備において、磯上公園内に、勤労会館と生田文化会館の
体育施設機能を一体化した新体育館を整備するとともに、ポートアイラン
ドに新グラウンドを整備する。
・新体育館【令和４年夏 供用開始予定】
・ポートアイランド新グラウンド【令和４年度 供用開始予定】
（３）ポートアイランドスポーツセンターの再整備
老朽化・陳腐化が進むポートアイランドスポーツセンターを移転・新設
し、水泳・スケート競技及び市民のスポーツ振興の新たな拠点とする。
【令和３年度 基本計画策定】
（４）第 10 回神戸マラソンの開催
「感謝と友情」をテーマの第 10 回神戸マラソン。新型コロナウイルス感
染症予防対策を講じ、安全・安心な大会の開催を目指したが延期となった。
・開催時期：令和３年 11 月 21 日（日）
・定員：20,000 人

◆大規模国際スポーツイベントの開催等 （国際スポーツ室）
（１）東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連事業
フランスの体操及びトランポリンのチームの事前合宿の受入れ及び各種交
流事業については、感染症対策を徹底した上で実施した。しかし、当初予定
していたニュージーランド水泳（競泳）チーム、オーストラリアパラリンピ
ックチーム、ネパールパラ水泳チームについては、各チームから感染予防な
どを理由に中止の申し出があり、中止となった。
また、オリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火フェスティバルに
ついては、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施期間中であったため、
規模を大幅に縮小して実施した。
（２）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の神戸開催準備
2022 年(令和４年)５月の開催を目指して、本市で開催する６競技の開催
準備及び大会参加エントリーの促進等プロモーション活動を行ってきたが、
参加者が安心して競技に参加し、自由に交流やツーリズムを楽しむ環境にな
いことから、大会組織委員会が国際マスターズゲームズ協会に対して延期を
申し入れた。
（３）神戸 2022 世界パラ陸上競技選手権大会の開催準備
2022 年(令和４年)８月の開催を目指して、会場・競技運営や出入国・宿
泊・交通輸送、ボランティア募集などの各種計画を策定するとともに、これ
らの計画に基づく準備を進める。
また、大会の認知度向上・機運醸成のため、イベント開催や SNS での情報
発信などプロモーション活動に取り組む。
・日程：2022 年８月 26 日(金)～９月４日(日)

２．令和３年度スポーツイベント一覧（神戸市関係分）
国際級
開催日

イベント名

会場

6.2～6.4
FUTSAL KOBE FESTA 2021
10.2~10.3
ワールドマスターズゲームズ2021関西リハーサル大会（卓球）
11.26～11.28 ワールドマスターズ2021関西リハーサル大会(バスケットボール)

グリーンアリーナ神戸
中央体育館
中央体育館

状況
中止
実施
中止

全国級
開催日

内容

会場

状況

4.24~25

2021日本グランプリシリーズ 第69回 兵庫リレーカーニバル

ﾕﾆﾊﾞｰ記念競技場

実施

5.8～5.9

第29回全国障害者野球大会

ほっともっとフィールド神戸

中止

全農杯全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）

グリーンアリーナ神戸

実施

第33回全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)

神戸文化ホール

実施

第55回全国ろうあ者体育大会（バスケットボールの部）

王子スポーツセンター

中止

10.31

第25回神戸カップ グラウンド・ゴルフ大会

しあわせの村運動広場

11.21

第10回神戸マラソン

神戸市中心市街地

延期

11.27～28

第32回全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会兼
第25回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会

グリーンアリーナ神戸

中止

12.26～28

全国私立中学校テニス選手権大会

神戸総合運動公園テニスコート

実施予定

第30回全国高等学校女子サッカー選手権大会
第52回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会

ノエビアスタジアム神戸・いぶきの森球技場

実施予定
実施予定

7.22~7.25
8.11~14
9.18~9.19

1.3～9
1.4～9
1.20～30
3.12～3.13

第12回全国私立高等学校テニス選手権大会
ＪＦＡ第27回全日本フットサル選手権大会（1・2回戦）

その他
開催日
4.19～11.14
8.22～12.5

内容

ユニバー記念競技場
神戸総合運動公園テニスコー
ト・しあわせの村テニスコート
グリーンアリーナ神戸

実施予定

実施予定
実施予定

状況
一部中止
一部中止
中止
実施
実施
実施
実施

神戸総合型地域スポーツクラブ全市交流大会（10競技）

会場
市内スポーツ施設
市内スポーツ施設
市内スポーツ施設
市内スポーツ施設
市内スポーツ施設
市内スポーツ施設
市内スポーツ施設
あじさいスタジアム北神戸
総合運動公園サブ球場
市内スポーツ施設

1.29

あじさいロードレース

しあわせの村

実施予定

1.30

六甲シティマラソン大会

六甲アイランド

延期

神戸市民体育大会（競技）
神戸市総合スポーツ大会（競技）
５・６月、9・10月 神戸市生涯体育大学
5.1～10.17
兵庫県高等学校総合体育大会
6月
神戸市中学校総合体育大会
7月
兵庫県中学校総合体育大会
8.5～10
近畿中学校総合体育大会
7.17～8.9
10.3～3.13

神戸市少年団野球全市大会

備考
・Ｊリーグ等のトップチームのリーグ戦・カップ戦は除く
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実施
実施予定

令和２年度
神戸市スポーツ推進計画
取組状況

令和２年度 神戸市スポーツ推進計画取組状況 目次
政策

該当ページ

政策１ ”するスポーツ”の推進
(1)スポーツ施設の整備
スポーツ施設の利用状況
垂水体育館の再整備
磯上公園内新体育館の整備
ポートアイランドスポーツセンターの再整備
スポーツ施設の環境整備
(2)幼児・子供のスポーツ環境・機会の充実

1
1
2
2
3

幼児・子供向けのスポーツ教室の開催

4

神戸市少年団

5
5

神戸総合型地域スポーツクラブ
児童・生徒の体力向上の取組
ジュニアアスリートの育成
(3)若者・壮年のスポーツ環境・機会の充実
若者向けスポーツイベントの開催
神戸市民体育大会・神戸市総合体育大会の開催
(4)女性・高齢者・ファミリーのスポーツ環境・機会の充実
女性・高齢者・ファミリー向けスポーツ教室・イベント等の開催
生涯スポーツの推進
障がい者スポーツの推進
オーストラリア・パラリンピック委員会教育プログラムの実施
政策２ ”みる・ささえるスポーツ”の推進

6-7
７
8
8
９
10-11
12-14
14

(1)みるスポーツ環境の整備とスポーツplus
トップスポーツチームとの連携
しあわせの村多目的運動広場の改修
神戸2022世界パラ陸上競技選手権大会
(2)質の高い指導者とボランティアの養成と活用
神戸市スポーツ推進委員との連携

15-17
17
17
18

スポーツ功労者表彰
(3)スポーツ団体等との連携・協働およびガバナンスの強化

18

（公財）神戸市スポーツ協会との連携
(4)神戸市におけるスポーツ情報の一元化

19

KOBE SPORTS WEBの運用
SNSを活用した情報発信
政策３ 日常的活動の推進
(1)歩き・走り・自転車移動しやすい環境の整備
ウォーキング・ランニングの推進
自転車利用の促進
(2)家庭における日常的活動の推進
「体育的活動のあり方検討会」の開催

20
20

21
21-23
23

健康創造都市KOBE推進会議
MY CONDITION KOBE【市民の利用状況】
(3)職場における日常的活動の推進

23

こうべ健康経営会議の開催
MY CONDITION KOBE【市内企業への利用資格の拡大】
(4)バリアフリー環境の整備

24
24

スポーツ施設のバリアフリー化
政策４ ”神戸らしいスポーツ”の推進
(1)自然を活かしたスポーツ環境の整備

23

24

六甲山を活用したスポーツ環境の整備

25

須磨海岸を活用したスポーツ環境の整備
(2)神戸発祥のスポーツなどの推進

25

神戸マラソンの開催
六甲シティーマラソンランナー応援イベントの開催
女子サッカーの振興
(3)子供や若者が楽しめるスポーツ環境の整備
スポーツイベント等の情報発信
(4)スポーツツーリズムの推進
ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催準備
大規模スポーツイベントの開催
(5)産業や大学等との連携によるハイパフォーマンス環境の整備
市立科学技術高等学校でスポーツデータアナリスト体験授業の実施

26-27
27
27-28
28
29-30
30
31

政策１ “するスポーツ”の推進
（１）スポーツ施設の整備
項目

取組状況

所管課

地域の身近なスポーツ活動の場である地区体育館について、安全
にご利用いただけるよう、維持管理を行った。
【体育館の利用状況】

文化スポーツ局

スポーツ 施設の 利用 状

スポーツ企画課・

況

文化交流課

「リノベーション・神戸（第２弾）」の一環として、老朽化が進む垂
水体育館および垂水区文化センターの体育室を一体化し、垂水ス
ポーツガーデン敷地内に新体育館を整備する。令和２年度に工事
着工し、令和４年４月の供用開始を目指す。
【整備スケジュール】

R1年度

R2年度
設計・工事

R3年度

R4年度

供用開始
文化スポーツ局

垂水体育館の再整備

スポーツ企画課

【平面図】

1

項目

取組状況

所管課

都心・三宮再整備において、磯上公園内に、勤労会館と生田文
化会館の体育施設機能を一体化した新体育館を整備する。磯上
公園の利用ができなくなることに伴い、代替グラウンドとしてポートアイ
ランドに港島南球技場を整備する。令和２年度は、新体育館の実
施設計と、ポートアイランドに整備する新グラウンドの事業者決定を
行った。
【整備スケジュール】

磯上公園内新体育館

文化スポーツ局

の整備

スポーツ企画課

【磯上体育館 平面図】

築 40 年が経過し、老朽化・陳腐化が進むポートアイランドスポー
ツセンターを移転・新設し、水泳・スケート競技及び市民のスポーツ
振興の新たな拠点とする。
ポートアイランドスポーツ
センターの再整備

【スケジュール（案）】
令和３年度

：基本計画の策定

令和４～５年度：基本設計・実施設計
令和６～７年度：工事
令和８年度中

：供用開始
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文化スポーツ局
スポーツ企画課

項目

取組状況

所管課

近年の夏の猛暑を受けた熱中症対策として、避難所に指定され
ている体育館や、文化センター内のスポーツ施設において空調設備
の整備を推進する。
また、利用者の安全対策の観点から床面改修にも取り組んでお
り、改修の際には、足腰への負担が少ない素材を採用している。
令和２年度は以下のとおり改修を実施した。
スポーツ施設の環境整備

文化スポーツ局
スポーツ企画課・

【令和２年度 改修スケジュール】
施設
王子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

文化交流課

R2年度
4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

身体障害者体育館
空調整備

須磨体育館

競技場

競技場

体育室

空調整備

床面改修

空調整備
体育館

灘区文化センター

空調整備

兵庫区文化センター

耐震補強工事
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体育館

体育館

空調整備

床面改修

（２）幼児・子供のスポーツ環境・機会の充実
項目

取組状況

所管課

地域の身近なスポーツ活動の場である地区体育館において、
年間を通じて幼児・子供向けのスポーツ教室を開催した。
【実施状況】

幼児・子供向けのスポー
ツ教室の開催

須磨体育館
内容
キッズダンス教室
体育が得意になる
ミニバスケットボール
トランポリンＡ・Ｂ
短期ジュニアダンス教室
短期鉄・とび・マット教室
短期ミニバス
親子トランポリン教室

対象
年中～小3
小1～小3
小1～小3
年中～小6
小3～中3
小1～3
小1～3
年中～小6とその親

垂水体育館
内容
卓球（ジュニア）
バドミントン（ジュニア）
チアダンス
のびのび体操Ａ・Ｂ
体育が好きになる
すこやか親子体操
夏休み鉄棒・とび箱体操
チャレンジキッズ体操
夏休みチャレンジキッズ体操
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参加者
15人
30人
20人
中止
中止
中止
中止
中止

文化スポーツ局
スポーツ企画課
(公財)神戸市

対象
小1～6
小3～6
小1~3
小1～3
小1～3
１～３歳児とその親

小１～３
年中・年長
年中・年長

参加者
40人
50人
26人
37人
15人
21組
中止
10人
中止

スポーツ協会

項目

取組状況

所管課

青少年が相互の友愛に基づく自主的なスポーツ活動等を通し
て、豊かな心とすこやかな体を育むとともに、神戸を知り、神戸を大
切にする心を育てることを目的に少年団活動を実施している。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、
青少年のスポーツ活動の機会の確保に取り組んだ。
（競技の特性上、接触が多い柔道・剣道教室は当初から中止を
決定。登山教室については実施を模索したが活動予定日と緊
急事態宣言期間の重複が多く、結果的に中止となった。）
神戸市少年団

【実施状況】

スポーツ企画課

活動
教室活動

文化スポーツ局

参加者数（R2）
中止
中止
中止
36人
103チーム
1,317人

柔道教室
剣道教室
登山教室
六甲ミニ全山縦走

野球リーグ

身近な地域でさまざまなスポーツ活動に取り組める拠点づくりとし
て、神戸総合型地域スポーツクラブの育成・支援を行っている。
クラブが目指すべき将来の目標として「誰もが身近で気軽にやりた
いスポーツ、レクリエーション、文化活動ができるクラブ」、「地域に喜
ばれる魅力あるクラブ」を掲げ、令和２年度は、この 2 つのビジョンの
具体化に向けた取組を実施した。
【総合型地域スポーツクラブ会員数】

神戸総合型地域スポー
ツクラブ

クラブ数
総会員数
内幼児
内小学生
内中学生
内高校生
内大人

令和２年度
162クラブ
41,168人
566人
18,379人
1,128人
267人
21,052人

令和元年度
163クラブ
41,396人
500人
18,411人
1,007人
248人
21,230人

増減
△１
△２２８人
６６人
△２２０人
１２１人
１９人
△２１４人

【ビジョンの具体化に向けた取り組み（モデル事業の実施）】
北本区連絡協議会が主催し、「北区地域スポーツクラブ 走り
方教室」が全 3 回開催された。
令和元年度に開催した須磨区バスケットボール交流事業につい
ては新型コロナウイルス感染症の影響により実施されなかった。
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文化スポーツ局
スポーツ企画課

項目

取組状況

所管課

(1)「やってみよう！教室」の開催
民間事業者とともに行う授業「やってみよう！教室」により、低学
年期における多様な運動を推進し、様々な運動を楽しむことができ
る体づくりに取り組んだ。（令和２年度：79 校 220 学級）
(2)「こうべっ子チャレンジ！新体力テスト」の中止
小学 4～6 年生を対象に「こうべっ子チャレンジ！新体力テスト」
を、中学１～３年生を対象に「こうべスポーツテスト」を 4 月～7 月
に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止した。
(3)体力データの分析・活用
小学４年生～中学 3 年生までの継続した体力データを蓄積し
分析・活用するシステムの構築を進めた。
(4)「できたよ！教室」の開催
運動が苦手な児童の技能習得ならびに意欲向上を目指して「で
きたよ！教室」を開催した。
児童・生徒の体力向上

令和２年度：54 校（できたよ！教室）

の取組

※コロナ感染防止対策のため、夏休みに実施予定であった「あお
ぞら水泳教室」は中止。
(5)「神戸市小学生陸上競技記録大会」
走る・跳ぶ・投げるという運動の基礎能力の向上を目的に「小学
生陸上記録大会」を 10 月 24 日に開催予定であったが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。
(6)体育授業以外での運動の日常化
「チャレンジ 10 カレンダー」での体を動かす遊びの紹介、体力アッ
プ重点校（20 校）を指定するなど、体育授業以外での運動の
日常化に向けた取組を推進した。
(7) 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
教育委員会が、全国的な状況と比較し子供の体力・運動能力
の向上に係る施策の成果と課題を把握し、その改善を図るととも
に、継続的な検証改善サイクルを確立することを目的に、小学校 5
年生、中学校 2 年生を対象に調査を４～7 月に実施予定であっ
たが、今年度はスポーツ庁が中止とした。
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教育委員会事務局

教科指導課・
児童生徒課

取組内容

取組状況

所管課

(8)神戸市中・義務教育学校部活動ガイドラインに基づく部活動の推進
安全で充実した指導が受けられる機会を確保するため、神戸市
中・義務教育学校部活動ガイドラインに基づき、部活動指導員
（外部人材）を活用し、充実した部活動を推進した。
（令和２年度：部活動数 1,094 部、
部活動指導員配置人数 273 人）

児童・生徒の体力向上
の取組

教育委員会事務局

(9)拠点校部活動の充実
学校の小規模化の中でも多様な部活動に取り組めるよう、「拠
点校部活動」の充実を推進した。

教科指導課・
児童生徒課

（令和２年度：35 校、61 部）
(10)こうべジュニアスポーツリーダーの育成
「こうべジュニアスポーツリーダー（KJSL）講習会によるリーダー
育成。（令和２年度：中止）

ジュニアアスリートの育成
支援

競技団体に対し、各競技種目の優秀選手並びに将来性のある

文化スポーツ局

選手に適切な指導を計画的・継続的に行うことによって、精神的に

スポーツ企画課

も技術的にも優れた選手を育成するための合同強化練習にかかる
費用の一部を補助する競技力向上事業補助を実施。

(公財)神戸市

（令和２年度：14 団体）

スポーツ協会
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（３）若者・壮年のスポーツ環境・機会の充実
取組内容

取組状況

所管課

市立スポーツ施設を活用し、「スポーツ」と「婚活」を組み合わせた
イベントを開催し、若年層のスポーツ参加を促した。
【実施状況】
①スポーツ DE 婚活（中央体育館）
開催日：令和２年 10 月 17 日
若者向けスポーツイベント
の開催

内件容：ウォーミングアップ
ニュースポーツ（キンボール等）を通じた交流
マッチングトーク

文化スポーツ局
スポーツ企画課
(公財)神戸市
スポーツ協会

参加者：19 人
※関西広域スポーツ参画事業として開催

全市規模での競技会である神戸市民体育大会、各区を代表
する小学生から社会人までの幅広い年齢層の市民が市内全域か
ら参加し、各区対抗形式で競い合う神戸市総合体育大会がとも
に新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったため、第 69 回
神戸市民体育大会、
神戸市総合体育大会
の開催

神戸市総合体育大会代替大会を開催し、競技参加選手・団体
相互の交流と競技力の向上を図るとともに、市民の健康づくりとスポ
ーツ活動への参加意欲を育んだ。

スポーツ企画課
(公財)神戸市

（令和２年度 参加者数）
・神戸市民体育大会会

中止

・神戸市総合体育大会

中止

・神戸市総合体育大会代替大会

4,299 人
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文化スポーツ局

スポーツ協会

（４）女性・高齢者・ファミリーのスポーツ環境・機会の充実
取組内容

取組状況

所管課

女性、高齢者、ファミリーのスポーツ環境・機会の充実を図るため
の教室・イベントの開催や、フレイル予防の取組を実施している。
【女性向けの取り組み】
・神戸市家庭バレーボールまつりの開催
「生涯スポーツ」と「近隣社会の好ましい人間関係づくり」を目指
して神戸で独自に考案された家庭バレーボールで、各区で活動す
るチームが一同に集まる大会を開催している。
【令和 2 年度は中止】
【高齢者向けの取組】
・フレイル予防の取り組み
高齢者の自立支援・重度化防止を図るため、無関心層や閉じ
こもりがちな方等に対して、生活習慣を見直すきっかけとなるイベン
トを実施する「フレイル予防支援事業」を実施した。
内容：あんしんすこやかセンター圏域（概ね中学校区毎に 1 箇所
設置)毎に年 1 回、健康ライフプラザで月 1 回イベントを
それぞれ実施
女性・高齢者・ファミリー

実施回数：71 回

向けスポーツ教室・イベン

参加者数(延べ)：740 人

ト等の開催
【ファミリー向けの取組】
・多くの運動体験で走る種目を得意に！小学生かけっこ教室
足の上げ方や走る際の足の使い方、腕の振り方など分かりやす
い説明や実演、遊びの要素も取り入れながら早く走れるコツを指導
する教室を開催した。
日 程：令和 2 年 12 月 6 日（日）
場 所：王子スポーツセンター
参加者：30 人（小１）、29 人（小２、３）
・走り方教室
各種スポーツに欠かせない走る力の向上を目指した教室を、親
子ペアで参加する枠を設けて開催した。
開催日：令和３年２月６日
場所：王子スタジアム
参加者：親子 20 組、小学生 22 人（40 名）
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文化スポーツ局
スポーツ企画課
(公財)神戸市
スポーツ協会
福祉局
介護保険課

取組内容

取組状況

所管課

(1)神戸市生涯体育大学
高齢者の方が、人生をより楽しく、より健康に過ごすために、スポ
ーツやレクリエーションを通して、健康の維持増進や生涯スポーツの
推進を図るため、講座の開催を予定したが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止した。
開 催 日：第 88 回 中止（148 人：募集後に中止決定）
第 89 回 中止（募集前に中止決定）
実施種目：フォークダンス、弓道、卓球、ハイキング、
ボウリング、社交ダンス、民謡、グランドゴルフ
(2)神戸市民山の会
登山を通じ、市民の健康づくり、愛山緑化精神の普及・向上を
図る神戸市民山の会の活動を推進した。
【毎日登山累年回数表彰】
毎日登山を続けられた市民山の会の会員のうち、一定回数に達
した方々の表彰を行った。
令和２年度受賞者 404 名 （ ）は受賞者の内訳
生涯スポーツの推進

18,000 回：１名、15,000 回：９名、14,000 回：３名

文化スポーツ局

13,000 回：４名、12,000 回：６名、11,000 回：６名

スポーツ企画課

10,000 回：12 名、6,000 回～9,000 回：90 名、
15,000 回：36 名、500 回～4,000 回：236 名
感謝状１名
【年中無休毎日登山賞】
１年間(R1.9.1～R2.8.31)に 350 回以上

506 名

【夏季毎日登山賞】
夏季(R2.7.13～8.31)45 日以上

857 名

【冬季耐寒毎日登山賞】
冬季(R3.1.6～2.4)27 日以上

854 名

(3)神戸市民ラジオ体操の会
市民の体位向上と健康明朗な心身の育成を図るため、ラジオ体
操の指導・普及・奨励に関する必要な事業を行う神戸市民ラジオ
体操の会の活動を推進した。
【年中無休ラジオ体操団体数】
67 団体（令和３年３月 31 日時点）
【年中無休ラジオ体操 5000 回以上達成者表彰】
毎日ラジオ体操を続けられた市民ラジオ体操の会の会員のうち、
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取組内容

取組状況

所管課

一定回数に達した方々の表彰を行った。
受賞者 125 名 （ ）は受賞者の内訳
生涯スポーツの推進

17,000 回：1 名、12,000 回：1 名、11,000 回：5 名

文化スポーツ局

10,000 回：2 名、19,000 回：6 名、8,000 回：15 名

スポーツ企画課

7,000 回：14 名、6,000 回：38 名 5,000 回：43 名
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（５）障がい者のスポーツ環境・機会の充実
取組内容

取組状況

所管課

(1)神戸市障害者スポーツ大会の開催
例年、障害種別を問わず参加できる神戸市の障害者スポーツの
祭典である神戸市障害者スポーツ大会を開催しているが、令和２
年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、中止となった。
(参考) 令和元年度実績
種目
卓球

開催日

会場

令和元年4月14日（日曜）

フライングディスク 令和元年5月12日（日曜）

水泳

令和元年5月19日（日曜）

陸上競技

令和元年5月26日（日曜）

参加者
身体障害 59名
知的障害 159名
王子スポーツセンター
精神障害 9名
合計 227名
身体障害 82名
知的障害 140名
王子スタジアム
精神障害 14名
合計 236名
身体障害 29名
神戸市民福祉スポー
知的障害 134名
ツセンター
合計 163名
身体障害 91名
知的障害 557名
ユニバ―記念競技場
精神障害 7名
合計 655名

(2)障害者スポーツ教室の開催

福祉局
障害福祉課

障害のある方のスポーツ振興を図るため、市民福祉スポーツセンタ

障がい者スポーツの推進

ー等において、障害者スポーツ教室を開催した。

社会福祉法人

（令和２年度実績）

神戸市社会福祉

①身体障害児・者スポーツ教室

協議会（神戸市

場所：市民福祉スポーツセンター（体育館・プール）
しあわせの村

障害者スポーツ振
興センター）
文化スポーツ局
国際スポーツ室

②知的障害児・者スポーツ教室
場所：市民福祉スポーツセンター（体育館・プール）
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取組内容

取組状況

所管課

③障害区分なしの教室の開催
場所：市民福祉スポーツセンター（体育館）

福祉局
障害福祉課
社会福祉法人
神戸市社会福祉

障がい者スポーツの推進

協議会（神戸市
④アイススケート教室の開催
地域の対象者に氷上で体を動かし、アイススケートに親しむ機会
を提供する。
場山所：神戸市立ポートアイランドスポーツセンター
参加者：新型コロナウイルス感染症の対応のため中止
(3)パラ・スポーツ王国 HYOGO&KOBE❝夢プロジェクト 2020❞の開催
パラリンピックムーブメントを一層高めていくため、しあわせの村全
面を活用した障害者スポーツイベントを開催した。
（実施種目）
車いすテニス、アンプティサッカー、CP（脳性麻痺者）サッカー、
ブラインドサッカー、卓球バレー、ふうせんバレーボール、車いすバス
ケットボール、タンデムサイクリング、フライングディスク、陸上、射
撃、ボッチャ、ローンボウルズ、VR 体験
（参加者数）
2,886 名
(4)あすチャレ！スクール・あすチャレ！ジュニアアカデミー・オンライン
版あすチャレ！ジュニアアカデミーの開催
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障害者スポーツ振
興センター）
文化スポーツ局
国際スポーツ室

取組内容

取組状況
児童生徒に「障がい」に対する気づきの機会を提供し、これまでの
意識を変えることで行動（明日へのチャレンジ）につなげることを目

所管課
福祉局
障害福祉課

的に、日本財団パラリンピックサポートセンターがパラアスリートと連携

障がい者スポーツの推進

して実施するプログラムを開催した。

社会福祉法人

【実施状況】

神戸市社会福祉

講 師：永尾 嘉章氏（車いす陸上）・加藤 正氏（車いす
バスケットボール）・山本 恵理氏（パラパワーリフティング）
開催期間：令和２年７月～令和３年３月

協議会（神戸市
障害者スポーツ振
興センター）

対象校：小学校８校（うち 1 校はオンライン実施）、中学校６
校（うち 2 校はオンライン実施）、特別支援学校 1 校

文化スポーツ局
国際スポーツ室

東京 2020 大会に向けてホストタウンとなっている、オーストラリアの
パラリンピック委員会の教育プログラムを活用し、オーストラリアのパラ
リンピアンとのオンライン交流およびゴールボール体験を実施し、パラリ
オーストラリア・パラリンピッ
ク委員会教育プログラム
の実施

ンピックの理念やパラスポーツについて学習した。
文化スポーツ局
【実施状況】

国際スポーツ室

オンライン交流実施校：小学校１校
ゴールボール体験実施校：小学校４校
実施日時（オンライン交流）：令和２年 12 月９日、10 日
実施期間（ゴールボール体験）：令和３年１月から３月
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政策２ “みる・ささえるスポーツ”の推進
（１）みるスポーツ環境の整備とスポーツ plus
取組内容

取組状況

所管課

神戸市を拠点に活動するトップスポーツチームと連携し、スポーツ
観戦機会の充実や、子どもたちとの交流事業等を実施することで、
スポーツに親しみやすい環境づくりを行った。
(1)市民観戦会の実施
ヴィッセル神戸や、INAC 神戸をはじめ、神戸に拠点を置くトップス
ポーツチームの試合観戦会を開催し、多くの市民に試合を観戦して
いただく機会を提供した。
(2)学校訪問事業の実施
・「夢の教室」（ユメセン）
JFA（日本サッカー協会）に登録されたアスリートが小学校に出
向き、子供達に「夢を持つことの大切さ」や「仲間と協力することの
大切さ」を伝える事業を実施した。
【実施状況】 ※オンラインで実施
①鶴甲小学校（令和３年１月 25 日）

トップスポーツチームとの
連携

夢先生：滝田 学（フットサル）

文化スポーツ局

アシスタント：久光 邦明（フットサル）

スポーツ企画課

②春日野小学校（令和３年 1 月 26 日）
夢先生：久光 邦明（フットサル）

(公財)神戸市

アシスタント：法師人 美佳（サッカー）

スポーツ協会

③櫨谷小学校（令和 3 年 1 月 27 日）
夢先生：森田 智己（水泳）
アシスタント：川邊 隆弥（サッカー）
④室内小学校（令和 3 年 1 月 27 日）
夢先生：森田 智己（水泳）
アシスタント：川邊 隆弥（サッカー）
・INAC 神戸による学校訪問事業
INAC 神戸の現役選手が小学校を訪問し、ゲームや児童との対
話を通じて「仲間の大切さ」を伝える授業を行った。
【実施状況】 ※オンラインで実施
実施日：令和３年２月２日、４日、５日、9 日
実施校：14 校・29 クラス
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取組内容

取組状況

所管課

・神戸による学校訪問事業
例年、サッカーボールの寄贈活動「Goal For Smile」として、全
市立小学校を選手が訪問しているが、令和 2 年度は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、各小学校に選手によるメッセージ動画
を贈呈した。また、卒業・入学する児童に向けたメッセージ動画の贈
呈も行った。
(3)トップアスリートによるスポーツ教室
未来を担う青少年の健全育成につながる事業として、様々な競
技のトップアスリート協力のもと、各種スポーツ教室を実施した。
・おきしおプロジェクト
【実施状況】
①水泳教室（令和 2 年 10 月 4 日）
講 師：中西 悠子
参加者：54 名
②ランニングクリニック（令和 3 年 1 月 24 日）
講 師：竹澤 健介

文化スポーツ局

参加者：13 名
トップスポーツチームとの
連携

③ウエイトリフティング体験教室
（令和 3 年 2 月 28 日）
講 師：八木 かなえ
参加者：32 名
④フットサル教室（令和 3 年 3 月 27 日）
講 師：アルコ神戸
参加者：34 名
・INAC 神戸によるサッカー教室（小学校）
INAC 神戸の現役選手が小学校を訪問し、ボール遊びを通じて
「スポーツの楽しさや素晴らしさ・ルールの意義」をプロ選手の立場か
ら子供たちに伝える授業
【実施状況】
令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り
・INAC 神戸によるサッカー教室（KLFC）
本市の女子サッカー振興拠点「神戸レディースフットボールセンタ
ー」を活用し、子供の健全育成及び女子サッカーの振興のため、
INAC 神戸の元選手及びコーチによる子ども(5 歳～小学 3 年生)
向けの INAC サッカー教室を通年で開催するもの。
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スポーツ企画課
(公財)神戸市
スポーツ協会

取組内容

取組状況

所管課

【実施状況】
令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り
・ヴィッセル神戸によるサッカー教室
小中学校や地域スポーツクラブ等を対象に、ヴィッセル神戸の選手・
スタッフが指導を行う巡回教室を実施した。
【実施状況】
小学校：138 回、中学校（部活動指導）：5 回
保育所・幼稚園：47 回、地域スポーツクラブ：3 回
東京 2020 オリンピック・パラリンピック等に向け、しあわせの村多目
しあわせの村多目的運
動広場の改修

的運動広場（陸上トラック 400m・6 レーン及びインフィールドの芝
生）を改修。国内唯一となる国立競技場と同じ全天候型舗装材
を使用したトラックとなり、東京オリンピック・パラリンピックを身近に感
じられる施設となった（令和 2 年 9 月 2 日供用開始）。

福祉局
政策課
建設局
公園部管理課・
公園部整備課

・東京 2020 パラリンピックの延期決定を受けて、令和２年４月、
大会の延期を公表するとともに、同年７月に国際パラリンピック委
員会との間で修正合意書を締結した。
・各種大会計画の作成準備を進めるとともに、競技会場のバリアフ
リー改修等に着手。補助競技場トラックの改修工事終了により競
技場全体で日本陸上競技連盟第 1 種公認を取得した。
神戸 2022 世界パラ
陸上競技選手権大会

・大会ロゴマーク等を作成・発表したほか、大会 PR のため、新たに
野口みずき氏（オリンピック金メダリスト）に大会アンバサダーを委
嘱した。
【神戸大会の概要】
主催：国際パラリンピック委員会(第 10 回大会、東アジア初)
開催時期：令和４（2022）年８月 26 日～９月４日
競技会場：ユニバ―記念競技場
参加人数：約 100 の国と地域より選手約 1,300 人
（うち約 400 人は車椅子）、役員約 1,000 人
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文化スポーツ局
国際スポーツ室

（２）質の高い指導者とボランティアの養成と活用
取組内容

取組状況

所管課

スポーツ基本法の規定に基づき委嘱するスポーツ推進委員と連
携し、市内で開催される様々なスポーツイベントの運営を行った。
【委嘱人数】

神戸市スポーツ推進委
員との連携

文化スポーツ局
スポーツ企画課

【出務状況】※延べ回数
東灘区

灘区

中央区

兵庫区

北区

58 回

68 回

62 回

69 回

65 回

長田区

須磨区

垂水区

西区

計

66 回

56 回

97 回

92 回

633 回

（公財）神戸市スポーツ協会加盟団体等の役員に 10 年以上在
籍した方等、スポーツの振興に著しく寄与した年齢満 45 歳以上の
方を対象に、その功績を称える「神戸市スポーツ功労者表彰」を行っ
た。
【令和２年度受賞者】
20 名（受賞者の所属団体は下記のとおり）
スポーツ功労者表彰

神戸市陸上競技協会、神戸市水泳協会、神戸市弓道協会

文化スポーツ局

神戸市サッカー協会、神戸市体操協会、神戸柔道協会、

スポーツ企画課

神戸市バスケットボール協会、神戸市バドミントン協会
神戸市ソフトボール協会、神戸市スキー協会、神戸市ラグビーフ
ットボール協会、神戸市スケート協会、神戸市中学校体育連盟
神戸市小学校スポーツ協会、須磨区体育協会、神戸市社会
福祉協議会、神戸市レクリエーション指導者クラブ、
神戸ウォーキング協会
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（３）スポーツ団体等の連携・協働およびガバナンスの強化
取組内容

取組状況

所管課

【神戸市総合体育大会代替大会の開催（再掲）】
各区を代表する小学生から社会人までの幅広い年齢層の市民
が市内全域から参加し、各区対抗形式で競い合う神戸市総合体
育大会は、新型コロナウイルスの感染症の影響により、中止とした
が、感染症対策を図りながら、11 競技団体が様々な競技方法に
より代替大会を開催した。
（開催競技）
陸上競技、水泳競技、ソフトテニス、卓球、バレーボール、バスケ
ットボール、軟式野球、バドミントン、弓道、ソフトボール（雨天
(公財)神戸市スポーツ協
会との連携

中止）、ボウリング（11 競技）
（参加者数）

文化スポーツ局
スポーツ企画課
(公財)神戸市

4,299 人

スポーツ協会

【競技団体競技力向上事業の実施（再掲）】
競技団体に対し、各競技種目の優秀選手並びに将来性のある
選手に適切な指導を計画的・継続的に行うことによって、精神的に
も技術的にも優れた選手を育成するための合同強化練習にかかる
費用の一部を補助する競技力向上事業補助を実施。
（令和 2 年度実績）
14 団体 2,573 千円（内 神戸市補助金 1,236 千円）
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（４）神戸市におけるスポーツ情報の一元化
取組内容

取組状況

所管課

神戸のスポーツ情報を一元的に発信するウェブサイト「KOBE
SPORTS WEB」を活用し、効果的な情報発信に努めた。
市が主催する大会・イベント以外のほか、競技団体が主催する
大会・イベント情報も掲載し、情報の一元化を図った。
KOBE SPORTS WEB

文化スポーツ局

の運用

スポーツ企画課

（令和２年度ウェブ閲覧件数）
ユーザー数 43,525 件
ページビュー数 107,022 件
市の facebook ページを活用し、市内のスポーツイベント等の情
報発信を行った。

ＳＮＳを活用した情報

文化スポーツ局

発信

スポーツ企画課
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政策３ 日常的活動の推進
（１）歩き・走り・自転車移動しやすい環境の整備
取組内容

取組状況

所管課

(1)中央体育館ランニングクラブの運営
中央体育館を拠点にランニングクラブを運営しているが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、令和３年 10 月現在、ランニング
クラブの利用を停止している。
【活動内容】
週に１回の練習会や、フォームチェックなどのイベントを定期的に
実施。メンバーは、市内体育館（６施設）の更衣室・シャワー室
をランニングステーションとして活用することもできる。
ウォーキング・ランニングの
推進

文化スポーツ局
スポーツ企画課

(2)ウォーキングイベントの開催
季節に合わせた市内の名所をウォーキングで楽しむイベントを開
催した。

(公財)神戸市
スポーツ協会

福祉局
東京 2020 オリンピック・パラリンピック等に向け、しあわせの村多目

政策課

しあわせの村多目的運

的運動広場（陸上トラック 400m・6 レーン及びインフィールドの芝

動広場の改修（再掲）

生）を改修。国内唯一となる国立競技場と同じ全天候型舗装材

建設局

を使用したトラックとなった。（令和 2 年 9 月 2 日供用開始）。

公園部管理課・
公園部整備課

(1)神戸市自転車活用推進計画の策定
自転車活用推進法に基づく地方版の計画として、「神戸市自転
車活用推進計画」を策定した（令和２年６月策定）。
【計画の概要】
自転車利用の促進

目標年次：令和 7 年度
（基本方針・施策）
①自転車で安全・快適に「走る」
・安全・快適な自転車走行環境
・すべての駅利用者に快適で美しい駐輪環境
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建設局
道路計画課

取組内容

取組状況

所管課

・安全な自転車利用のためのルール・マナーの啓発推進
②自転車で神戸を「楽しむ」
・神戸の山・海・田園を楽しむ環境づくり
・自転車で神戸を楽しむイベント
③自転車を「活かす」
・シェアサイクルの更なる推進
・新たな交通手段としての自転車活用
・災害時の自転車活用
(2)自転車走行空間の整備
自転車利用台数の多い鉄道駅周辺で自転車交通量が多く、
歩道内に歩行者と自転車が混在している路線等を中心に、自転
車専用通行帯（自転車レーン）を基本に整備を進めてきたが、自
動車交通量の多い幹線道路等では安全面や利便性の観点から
課題が明らかとなったことから、特に歩行者の多い路線において、自
転車と歩行者を分離することを基本に整備していく。
整備実績：約 14.53km（令和２年度：約 0.9km 延長）
建設局
自転車利用の促進

(3)神出山田自転車道の利活用
令和元年に大規模リニューアルした神戸市唯一のサイクリングロ
ードである神出山田自転車道において、里山地域初となる「BE
KOBE」モニュメントが供用開始した。（令和２年６月 30 日供用
開始）
また、自転車道の認知度向上や利用促進を図るため、つくはら
サイクリングターミナルを貸出返却拠点としたシェアサイクルを試行実
施した。（令和２年９月 12 日～12 月６日の土日祝、令和３
年３月６日～３月 28 日の土日祝）
神出山田自転車道：全長 19.3km（片道 2 時間程度）
(4)ひょうごサイクリングモデルルートの取り組み
兵庫県では、県を代表する広域の「ひょうごサイクリングモデルルー
ト」を設定し、質の高いサイクリング環境を目指している。
本市は「武庫川・六甲山ヒルクライムルート」に該当し、令和元
年度から発足した神戸・阪神南地域モデルルート推進協議会にお
いて、安全で快適なサイクリング環境の整備に向け、看板の設置等
を行った。
（令和 2 年 7 月 20 日に、「武庫川・六甲山ヒルクライムルート」を
含む、「ひょうごサイクリングモデルルート」が公開された。）
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道路計画課

取組内容

取組状況

所管課

(5)シェアサイクル「Kobelin」の運用
都心・ウォーターフロント周辺の回遊性向上と自転車総量抑制
を目的に電動アシスト付自転車のシェアリングサービスを実施してい
る。
ポート(自転車貸出・返却拠点)：17 箇所(自転車 100 台)
会員数：約 67,000 名（R3.3 末時点）
（参考 R2.9 末時点：63,000 名）
（２）家庭における日常的活動の推進
取組内容

「体育的活動のあり方検
討会」の開催

取組状況

学識者・保護者・教員から、全国体力・運動能力、運動習慣
等調査の結果分析、体力向上に関するご意見をいただき、体力向
上施策の方向性を定めた。

所管課

教育委員会事務局

教科指導課

平成 29 年 7 月に「健康創造都市 KOBE 推進会議」を設立
し、民間企業や医療関係者等とともに、健康寿命の延伸、健康格
健康創造都市 KOBE 推
進会議

差の縮小対策、個人の健康づくり活動と企業の健康経営を通じた
市内経済の活性化を目指し、誰もが健康になれるまち「健康創造
都市 KOBE」を推進している。

健康局
健康企画課

【主な活動内容】
推進会議の開催、幹事会の開催、こうべ健康経営会議の開催
市民が自身の健康状態を把握し、楽しみながら健康になれるよ
う、スマートフォン向けアプリを利用した市民 PHR（Personal
Health Record）システム「MY CONDITION KOBE」を平成
MY CONDITION
KOBE
【市民の利用状況】

31 年 4 月から運用開始した。
利用者数：6,184 人（令和 3 年３月）

健康局

※6,506 人（令和 3 年 9 月）

健康企画課

【主な機能】
①健診結果や生活データなどの健康状態の「見える化」
②データに基づく健康アドバイス
③特典と交換可能な健康ポイントの発行 等
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（３）職場における日常的活動の推進
取組内容

取組状況

所管課

健康創造都市 KOBE 推進会議の取り組みの一環として、健康
こうべ健康経営会議
の開催

経営の進め方、神戸市のサポート内容、そして先進企業の事例紹
介等を通じ、健康経営への取り組みを推進するため「こうべ健康経
営会議」を開催している。令和３年９月 29 日にオンラインにて開

健康局
健康企画課

催。
市民が自身の健康状態を把握し、楽しみながら健康になれるよ
う、スマートフォン向けアプリを利用した市民 PHR（Personal
Health Record）システム「MY CONDITION KOBE」につい
て、令和 2 年 1 月より、利用資格を市内企業の社員に拡大した。
【企業加入件数】
MY CONDITION

11 社（令和 3 年 3 月）

KOBE

※12 社（令和 3 年 9 月）

【 市内企 業への 利用資

【MY CONDITION KOBE への加入でできること】

格の拡大】

健康局
健康企画課

①社員全体の健康状態の分析
②社員個人の健康管理
③社員への健康コンテンツの配信
④健康ポイントの運用
⑤ランキングイベントの開催
⑥オンライン保健指導の実施

（４）バリアフリー環境の整備
取組内容

取組状況

所管課

新たに整備を予定している「垂水体育館」および「磯上体育
館」について、バリアフリー化の検討を行った。
①垂水体育館
【主なバリアフリー機能】
・多機能トイレの設置
・施設内の案内看板はピクトグラムを活用
スポーツ施設の
バリアフリー化

・駐車場から体育館入口まで点字ブロックを敷設
・玄関（西・東）側に、通常高さ位置と車いすの方用の低位置の
インターホンを設置
②磯上体育館
【主なバリアフリー機能】
・誘導ブロック、案内設備・サイン、エレベーター・段差解消、
授乳室、車いす対応のシャワーブース・トイレの設置
・トイレ・シャワー設備について、LGBT 対応で整備
・車いす対応記載台（高さ 75 ㎝）、トイレ手摺の設置
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文化スポーツ局
スポーツ企画課

政策４ “神戸らしいスポーツ”の推進
（１）自然を活かしたスポーツ環境の整備
取組内容

取組状況

所管課

(1)KOBE 六甲全山縦走・半縦走大会の開催
六甲山の豊かな自然の恵みを感じながら、自己の体力の限界へ
の挑戦、そして全国各地の仲間が六甲山を通じて親善交流を図る
大会。
六甲山を活用したスポー
ツ環境の整備

【令和 2 年度は中止】
(2)シム記念・摩耶登山マラソン大会の開催
日本初の長距離ロードレースと言われている、神戸リガッタ・アン

文化スポーツ局
文化交流課
灘区まちづくり課

ド・アスレチック倶楽部が約 150 年前に開催した、旧居留地と摩耶
山を往復するロードレースを一部再現した大会。
【令和 2 年度は中止】
・須磨海浜水族園・海浜公園の再整備
Park-PFI（公募設置管理制度）を活用して、須磨海浜水族
園・海浜公園を一体的に再整備する。令和 2 年度は基本設計や
須磨海岸を活用したスポ
ーツ環境の整備

事業調整を行い、令和 6 年 3 月完成に向けて事業を進めている。
海浜公園内で、松林の中の散策や海を眺めながらのランニングを
楽しめるような園路を計画している。またグラウンドに関しては、幼稚
園の運動会から地域のスポーツ大会まで幅広い利用に対応するコ
ミュニティ広場の整備を予定している。
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建設局
公園部整備課
経済観光局
観光企画課

（２）神戸発祥のスポーツなどの推進
取組内容

取組状況

所管課

神戸マラソンは、大会テーマ「感謝と友情」のもと開催している。
令和２年 11 月 15 日に予定していた第 10 回神戸マラソンは
新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となったが、ランナーを
応援するため、神戸マラソン ランナー応援プロジェクト及びオンライ
ンマラソンを開催。感染症対策として、国や日本陸連によるガイドラ
インにも十分配慮しながら、安全・安心にランニングに親しむ機会を
設け、第 10 回大会へとつながるイベントとした。
【結果概要】
（１）神戸マラソン ランナー応援プロジェクト
【第１弾】「野口みずきさん アシックスランニング教室」
日時：令和２年９月 26 日（土）9:30～12:00
会場：神戸市立王子スポーツセンター 王子スタジアム
内容：アテネ五輪金メダリストの野口みずきさんによる、ストレ
ッチからドリル（基本練習）、各レベル別の実践ランニ
ング
参加人数：101 人

文化スポーツ局

【第２弾】「フレンドシップリレーマラソン」
神戸マラソンの開催

※令和２年度補正スポーツ庁事業
日時：令和２年 11 月 14 日（土） 9:35～15:00
会場：兵庫県立三木総合防災公園 陸上競技場
内容：プロランニングコーチの金哲彦さんと兵庫ゆかりのトップ
アスリート である小林祐梨子さん（北京五輪 出
場）、中村友梨香さん（北京五輪出 場）、田中
希実さん（1,500m、3,000m 日本記録保持者）
によるランニング指導及び交流会とリレーマラソン
参加人数：97 チーム 752 人（完走 96 チーム）
【第３弾】「ジュニアランニング教室」
日時：令和２年 11 月 15 日（日）10:00～15:00
会場：しあわせの村 多目的運動広場
内容：現役女子大学陸上部によるリレーのデモンストレーショ
ンを含むベテラン陸上コーチ野口研治さんによるジュニ
ア向けのランニング教室
参加人数：（１部）63 組 120 人（２部）46 人
（３部）25 人
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スポーツ企画課

取組内容

取組状況

所管課

（２）オンラインマラソン
「シスメックス 神戸マラソン ONLINE by ASICS Runkeeper™」
開催期間：令和２年 11 月 1 日（日）0:00～11 月 20
日(金)21:00
種目：①フルマラソン ②ハーフマラソン ③10km ④５km
神戸マラソンの開催

内容：アシックスジャパン株式会社のフィットネス・トラッキング・
アプリ｢Runkeeper™｣と連携して実施するオンライン

文化スポーツ局
スポーツ企画課

マラソン大会
完走者数：1,482 人
①フルマラソン 227 人 ②ハーフマラソン 479 人
③10km 505 人 ④５km 271 人
六甲シティーマラソン大会は、アスリートタウン神戸として、市民参加
型の大会を提供し、市民の健康増進を図るとともに六甲アイランド
の地域振興に寄与する大会である。令和 2 年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、「第 31 回六甲シティーマラソン」を中止

文化スポーツ局

六甲シティマラソンランナ

し、代替イベントである「六甲シティーマラソンランナー応援イベント」

スポーツ企画課

ー応援イベントの開催

として、「親子で楽しむ！走り方教室」と「楽に走れる！ランニング教
室」を開催した。

(公財)神戸市

「親子で楽しむ！走り方教室」

スポーツ協会

参加者数 76 名（親子 37 組）
「楽に走れる！ランニング教室」
参加者数 37 名
(1)FIFA 女子ワールドカップ 2023 開催都市への立候補
FIFA 女子ワールドカップ 2023 日本招致を目指す公益財団法
人日本サッカー協会（JFA）からの開催都市自治体の募集を受
け、女子サッカーの振興および市民スポーツの振興のため、開催都
市として立候補した。
【招致活動に関するスケジュール】
令和元年 12 月 12 日 FIFA へ開催提案書、招致に関連
女子サッカーの振興

した最終書類、開催合意書などを提出

文化スポーツ局

令和 2 年 1 月～2 月 FIFA によるインスペクション

スポーツ企画課

令和 2 年 4 月 招致評価レポートの公表
令和 2 年 5 月 FIFA カウンシルにおいて開催国を指名予定
⇒令和 2 年 6 月 22 日に日本サッカー協会は臨時理事会を開
催し、本大会の招致から撤退することを決定した。
(2)全国高等学校女子サッカー選手権大会の開催
高校女子サッカーの最高峰の大会である「全国高等学校女子サ
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取組内容

取組状況

所管課

ッカー選手権大会」を神戸をメイン会場として開催した。
【開催内容】
時会期：令和３年 1 月 3 日～1 月 10 日
※予選 2 試合をいぶきの森球技場で開催
準決勝・決勝をノエビアスタジアムで開催
女子サッカーの振興

出場校：32 校（兵庫県は日ノ本学園高校(関西２)、
姫路女学院高校（関西４）

文化スポーツ局
スポーツ企画課

神戸弘陵学園高校(開催県枠)の３校）
結亜果：優 勝 藤枝順心高校（静岡）
準優勝 岡山県作陽高校（岡山）
※日ノ本学園高校はベスト 16（2 回戦敗退）
姫路女学院高校・神戸弘陵学園高校は 1 回戦敗退

（３）子供や若者が楽しめるスポーツ環境の整備
取組内容

取組状況
（公財）神戸市スポーツ協会において、年 7 回、広く市民を対
象としたスポーツ関連の情報を集約した「スポ協つうしん」を発行し

スポーツイベント等の情報

市内各所に年 3 回、また、子供向けのスポーツ教室や体験イベント

発信

などの情報を集約した「スポ協つうしんジュニア」を発行し、市立の学
校園等にそれぞれ配布した。
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所管課
文化スポーツ局
スポーツ企画課
(公財)神戸市
スポーツ協会

（４）スポーツツーリズムの推進
取組内容

取組状況

所管課

大会開催に向けて、競技参加エントリーの受付及びボランティアの
募集を開始したほか、大会認知度向上のために各種イベントなどプ
ロモーション活動を実施した。
【開催期間】
当初：令和 3(2021)年 5 月 14 日（金）～30 日（日）
延期：令和 4（2022）年５月 13 日（金）～29 日（日）
再延期：令和 8 年（2026 年）5 月で調整中
【エントリー状況】
・令和 2 年 2 月 1 日：受付開始（令和３年 3 月 1 日：大会
の延期に伴い、受付停止）
・令和３年 5 月 13 日：受付再開
・エントリー数（R3.9.30 時点）
16,774 人（うち国内 14,624 人、国外 2,150 人）
・新型コロナウイルス感染症の影響等により、エントリー数は伸びて
いない。
【ボランティア募集状況】
・組織委員会による募集：令和元年 11 月から
ワールドマスターズゲーム

＜募集状況（R3.8.30 時点）＞

ズ 2021 関西の開催準

2,150 人（27 団体 370 人、146 グループ 376 人、個人

備

1,404 人）
・神戸市・兵庫県による募集：令和２年２月から
＜募集状況（R3.8.30 時点）＞
424 人（5 団体 54 人、37 グループ 93 人、個人 277
人）
※県市合同でボランティアセンターを設置（R2 .6 月～）
大会延期に伴い令和 2 年 11 月末で、ボランティアセンターを
閉所。令和 3 年 6 月に再開。
【プロモーション活動（令和２年度）】
・各種イベントへの出展
野口みずきランニング教室（＠王子スタジアム）、パラスポーツ
王国（＠しあわせの村）、神戸のつどい（バーチャル開催）、
障害者週間啓発展示（＠グリーンアリーナ神戸） 等
＜出展予定だったが中止となったイベント＞
県主催 1 年前イベント（＠明石公園）、組織委員会主催 1
年前イベント（＠うめきた広場）、神戸まつり、Kobe Love
Port みなとまつり（＠メリケンパーク）
・都市装飾
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文化スポーツ局
国際スポーツ室

取組内容

取組状況

所管課

ワールドマスターズゲーム

①カウントダウンボード設置（JR 元町駅東口）(R1.12.14～)

ズ 2021 関西の開催準

②市営地下鉄駅構内等に大会 PR 広告を掲出（R1.12 月～)

文化スポーツ局

③神戸空港出発ロビーに大会 PR 広告を掲出（R2.3 月～)

国際スポーツ室

備

④フラワーロードへ道路バナー掲出（R2.5~6 月、R3.1~3 月）
・東京 2020 パラリンピックの延期決定を受けて、令和２年４月、
大会の延期を公表するとともに、同年７月に国際パラリンピック委
員会との間で修正合意書を締結した。
・各種大会計画の作成準備を進めるとともに、競技会場のバリアフ
リー改修等に着手。補助競技場トラックの改修工事終了により競
技場全体で日本陸上競技連盟第 1 種公認を取得した。
神戸 2022 世界パラ
陸上競技選手権大会
（再掲）

・大会ロゴマーク等を作成・発表したほか、大会 PR のため、新たに
野口みずき氏（オリンピック金メダリスト）に大会アンバサダーを委

文化スポーツ局

嘱した。

国際スポーツ室

【神戸大会の概要】
主催：国際パラリンピック委員会(第 10 回大会、東アジア初)
開催時期：令和４（2022）年８月 26 日～９月４日
競技会場：ユニバ―記念競技場
参加人数：約 100 の国と地域より選手約 1,300 人
（うち約 400 人は車椅子）、役員約 1,000 人

全国級のスポーツ大会を神戸で開催し、大会への参加・観戦の
ために多くの方が神戸を訪れた。
【令和２年度に市内で開催された主なスポーツイベント】
大規模スポーツイベントの

(1)第 7 回全国私立中学校テニス選手権大会

文化スポーツ局

開催

(2)第 29 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

スポーツ企画課

(3)第 51 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会
(4)第 104 回日本陸上競技選手権大会男子・女子 20km 競歩
(5)第 9 回全国高等専門学校バレーボール選手権大会
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（５）産業や大学等との連携によるハイパフォーマンス環境の整備
取組内容

取組状況

所管課

産学官連携したデータや ICT を活用したまちづくりを推進するた
め、データを利活用できる人材育成の取組の一環として、㈱アシック
ス、㈱神戸デジタル・ラボと連携し、市立科学技術高等学校におい
て ICT を活用したスポーツデータアナリスト体験授業を実施した。
授業での取組結果については、オンラインで開催された神戸市主
市立科学技術高等学校
でスポーツデータアナリスト
体験授業の実施

催 の 国 際 連 携 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 World Data Viz Challenge
2020(WDVC2020)」で発表を行った。

企画調整局
つなぐラボ

【実施概要】
スマートウォッチの GPS 位置情報をデータベースへ送り可視化す
ることで、最適なポジショニングなどスポーツパフォーマンスを計測でき
るシステムを構築し、遠隔でのコーチングが可能となるアプリケーショ
ンの開発を目指した。
（実施期間：令和２年６月～令和３年 1 月）
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資料➁
令和４年度スポーツ実施率調査について（案）

１．神戸市スポーツ推進計画の中間見直し
本計画の期間は、令和元年度～10 年度までの 10 年間であり、概ね５年後に中間見
直しを実施することとなっている。
【スケジュール】
令和４年度

中間見直しに向けた統計調査・意識調査

令和５年度

調査結果をもとに計画の中間見直し 作成

令和６年度

神戸市スポーツ推進計画 施行

２．これまでの調査方法
〇神戸市ネットモニターアンケート(平成 30 年度に実施、今回は実施しない予定)
対 象

：市内 18 歳以上のネットモニター

標本数 ：3,752 名
方 法

：電子メールを送付してインターネットアンケート

※登録者の多くを 30 代女性と 40 代女性が占めており、統計調査としては回答が偏
る可能性が大きいため今回は実施しない。代わりに各性別・年代から一定数の回
答を得ることができるＷＥＢモニターアンケートを実施する。

３．実施方針
〇WEB モニターアンケート ※スポーツ庁の実施方法
対

象

：自発的にアンケート調査会社に登録している WEB モニター

年代区分 ：12 区分
20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 以上（男女別）
標本数

：約 3,000 名

※スポーツ庁調査の場合は、楽天インサイトを利用し、サンプル数 20,000 人

〇スケジュール

令和４年３月
９月
10 月

調査項目の決定（第２回スポーツ推進審議会）
調査業務開始
調査結果の集計

