


実 施 概 要

◇タイトル：2019横浜こどもスポーツ基金
『横浜こどもスポーツふれあいＤＡＹ』

◇実 施 日 ：２０１9年５月26日（日）
①ふれあいサッカー体験教室【参加者：110名】

時間：11:00～12:00／会場：しんよこフットボールパーク

②Ｊリーグ試合観戦【観戦者：353名】
時間：13:00～15:00／会場：日産スタジアム
「横浜F・マリノス vs ジュビロ磐田」

◇天 候：晴れ

◇参 加 者 ：①児童生徒及び保護者：130組260名
（横浜市立小中学校個別支援学級/横浜市立特別支援学校/義務教育学校）

②ボランティアスタッフ：40名
③追加購入者：53名
合計：353名

◇主 催：横浜マリノス株式会社

◇協 力：横浜こどもスポーツ基金／一般社団法人横浜すぱいす
横浜市立鴨居中学校サッカー部／横浜市立篠原中学校サッカー部

◇後 援：横浜市教育委員会/横浜市ＰＴＡ連絡協議会
横浜市立小学校長会/横浜市立中学校長会/特別支援学校校長会

◇参 加 賞 ：ハンドタオル



参加申込児童生徒 在籍校

≪中学校≫ 7校
【金沢区】富岡東 【都筑区】早渕/川和 【泉区】岡津 【青葉区】田奈 【旭区】都岡【西区】老松

≪特別支援学校≫ 7校
上菅田特別支援/横浜国大付属特別支援/若葉台特別支援学校高等部/盲/北綱島/東俣野/県立緑

≪義務教育学校≫ 1校
霧が丘学園

合計：86校

≪小学校≫ 71校
【港北区】城郷/新吉田/北綱島/日吉南/大綱
【緑 区】新治/森の台/緑/三保/中山
【磯子区】滝頭/岡村/根岸/山王台/浜/森東
【戸塚区】秋葉/大正/戸塚/東品濃/矢部/平戸台
【金沢区】能見台南/並木中央/富岡/西金沢学園
【旭 区】白根/二俣川/都岡
【都筑区】都田西/すみれが丘/荏田南/荏田東第一/

山田/勝田/南山田/川和東
【港南区】相武山/小坪/吉原/港南台第一/上大岡
【南区】藤の木

【青葉区】谷本/さつきが丘/市が尾/
美しが丘西/藤が丘/田奈

【鶴見区】寺尾/下野谷/上末吉
【神奈川区】幸ヶ谷/南神大寺/神大寺
【西 区】みなとみらい本町/宮谷
【保土ヶ谷区】峯/権太坂/上星川/星川
【泉 区】伊勢山/上飯田
【瀬谷区】大門
【栄区】小山台/庄戸/豊田
【泉区】和泉/中和田/中田
【中区】北方



申し込みの流れ

①対象児童生徒へのご案内
◇４/15（月）～

教育委員会事務局より各学校にご案内 ⇒学校より児童生徒にご案内チラシ配布

②申込受付開始
◇４月２１日（日）13:00～

一般社団法人横浜すぱいすホームページ内、特設ページより申し込み
◎募集対象：児童生徒１名に対して保護者・介添者１名で申し込み
◎車いす席利用者は申込時に申告
◎先着順で受け付け。募集数に達しした段階で受付終了

※実際には、募集数に達せず締め切りまで受付

③申込受付終了
◇４月２８日（日）24:00

◎申込リスト作成 ※一般社団法人横浜すぱいす
※申込者の精査（重複申込、情報不備等の確認）
※要確認項目の抽出

④観戦チケット（招待券）のお渡し
◇５月２６日（日）ふれあいサッカー体験教室会場にてお渡し

※５件←トリコロールランド渡し
※車椅子席利用者は事前送付



ふれあいサッカー体験教室（参加：110名）



ふれあいサッカー体験教室（参加：110名）



Q1．ふれあいサッカー体験教室に参加されていかがでしたか？

『楽しかった：３8人』 『楽しくなかった：１人』

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

楽しかった

 参加人数が多くて、驚きました。  
でも、サポートしてくださる方や中学生も多くいて、とても和やかで、こどもも「楽しかった！」と大満足でした。 
 中学生のお兄さんと一緒にサッカーの練習や簡単な試合ができてとても楽しかったです。 
 子供たちがボールを追いかけて楽しんでいるのが嬉しかった。 

息子は生まれて初めてのサッカーでした。  
最初のボールを使った練習会はとても楽しく参加していました。  
ゲームが理解できず、怒ってしまうシーンもありましたが、良い経験になりました。 

みんながボールを触ることができたので 
 大勢でサッカーを行えた為     
子どもがわかりやすい説明で、楽しくボールに触れていた。 
 たくさんのお友達と一緒にサッカーを楽しめた為。   先生や中学生のお兄さん達が優しく丁寧にサッカーを教えてくれた為。  
 うちの子は特別支援高等部だったので、周りは小さい子ばかりで最初は戸惑っていたようですが、
ゲームも出来たようでとても楽しかった！と大満足でした。参加させて頂きましてどうもありがとうございました。 
 なかなかサッカーをする機会がないため 
 試合形式が楽しいと言ってました。 
 短い時間ではあったが、楽しそうに子供が取り組んでいたから。 
 短い時間なので、養生テープなどで子どもの名前がわかるようにして中学生とペアやグループにして活動できると、
お互い声をかけやすく、内容も充実してより楽しめるかなと思いました。
ふらっと列から外れても、中学生のお兄さんが優しく迎えにきてくれて、
温かく見守ってもらえる環境で体験できる機会は、とてもありがたいです。 
 ゲームの体験ができ、シュートを決めることができたのがとても楽しかったようです。   また、参加したいと話していました。  
 スタッフの方々の丁寧な対応のおかげで子供も大変楽しんでいました。  
 こどもが嬉しそうに楽しかったよ！と話してくれました！  
 子どもはサッカーのルールが分からなかったみたいでしたが(ゴールにボールを入れるなど)、
楽しそうにドリブルしたり、敵にボールを譲ってあげちゃうなど優しい面も観れたりしたので。
 子供が楽しそうにやっていたから 

楽しくなかった

人数が多すぎて指示がわからなかったそうです・・・
親としてはたくさんの方と触れ合えてよかったです



Q2.．観戦会に参加されていかがでしたか？

『楽しかった：43人』 『楽しくなかった：２人』

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

楽しかった

 座席もグランドが良く見える場所で、ゴールも見えました 

 ルールはわからないながらにも、ゴールを決めた時には、一緒に喜べたので、すごく  楽しい時間が過ごせたと思います。 

 初めてのスポーツ観戦で、音や会場の雰囲気、声援にびっくりしていましたが、シュートしたときとかは拍手をしていました。  

 ・初めての観戦で、周りにもあまり気にせずに見ることができたので  

 ゴールするごとに拍手していて、感動していることが伝わってきたから。 

 普段観る機会がなく、スタジアム内の雰囲気を初めて経験した。  

 テレビではなく生でサッカーを観戦して会場の雰囲気を十分味わえた為。   親子共々サッカー観戦を楽しめた為。  

 試合を間近に見ることが出来たこと、周囲をあまり気にせず余裕があるスペースで観戦出来たこと  

 実際に間近で観戦することでテレビで見るのとは面白さが違い、応援することが楽しく感じられたから。 

 こどもは飽きてしまうのですぐ帰らないといけないと思ってましたが、初めての会場の雰囲気を楽しみ一生懸命応援してました。  

 初めての観戦でとても興奮していました。   楽しかったようですが、時間は前半までが限界でした。  

 子供にとって初めての観戦になりスタジアムの雰囲気を感じとても良い経験になりました。  

 ほとんどスポーツ観戦などをする機会が無いので、周りを気にせず観戦出来ることは本当に有難いです。 

 勝ったのが嬉しかったそうです。   応援グッズなどあれば尚思い出に残り楽しかったと思います。  

ふれあい体験の後、なんとなくルールを覚えて、チャンスの時やゴールした時に手を叩いていたので楽しめたと思います。

楽しくなかった

 あまりjリーグをみない息子は、試合観戦はちょっと退屈だったようです。

 暑すぎました…席が日陰だったことはありがたかったです。



Q2.今後、このようなサッカー体験教室及び観戦会がありましたら、また参加したいと思われますか？(サッカー教
室)

『また参加したい：43人』 『参加したくない：2人』

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

また参加したい

こども自身が来年も来たい！と言っているので、また機会があれば参加したいと思います。 

運動の楽しさを知って欲しい。 

またたくさんのお友達と一緒サッカーをやりたい為。サッカーが上手くなりたい為。 

今回は希望しませんでしたが、重度の障がい児でも参加できるのであれば、次回は体験させたいです 

サッカーをやるのは好きなようですが、自閉症の息子にとっては一般のサッカークラブでは難しいのでこのような機会はありがたいです。 

今回の様なことがないように楽しんでくれれば…成長をみたいと思います。 

楽しんで教わる機会が、ほかの場所ではなかなか難しいので。 

貴重な機会なので、(子どもの気持ち次第ですが)また参加できるといいなと思います。 

とても楽しそうに参加できていたため。 

サッカーに興味を持ってくれたから。 

本人が楽しそうだったので。親も楽しかったので。 普段は難しいルールがあるスポーツをしていないので、貴重な体験だと思います。

外出するきっかけになるのでぜひ参加させたいです

子供が楽しそうにやっていたから。 スポーツに興味もってくれたらと思う。

来年もぜひ参加させていただきたいと思っています。本人も「またやりたい」と話していました。



Q2.今後、このようなサッカー体験教室及び観戦会がありましたら、また参加したいと思われますか？(観戦会)

『また参加したい：45人』 『参加したくない：0人』

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

また参加したい

こどもに体験、体感してもらうのに、とても有り難い機会。 

生の試合観戦が迫力があって楽しかったと言っていたから。 

また親子共々生でサッカー観戦をして楽しみたい為。 

今回の観戦で子供の視野がまた一つ広がりました。  個人では中々障がいの子供を連れて行くのは大変ですが、
今回のように皆様に支えて観戦させていただき、感謝しております。次回も是非参加したいです  

サッカーを見る楽しさが早く伝わればいいなと思っています。 

もう少し涼しい時期だとありがたいです 

こちらも子どもの特性次第ですが、チャンスがあるのはありがたいです。 

なかなか観戦する機会がないため。 

多数の人がいる場所や大きな音が苦手でも、周りが理解のある環境なので、本人のペースでゆっくり観戦出来ることは嬉しいから 

プロのスポーツの世界を生で感じて欲しいから。 

保護者がサッカー観戦が好きだけれど、以前はチケットの買い方が分からなかったり、
子どもが行きたがらなかったのですが、観戦会で観戦が好きになってほしいですし、頑張っている選手を観る、
それを応援するということをしてほしいので。

テレビとは違って臨場感たっぷりでとてもいい体験でした。また参加したいです

子どもにとっては初めてのJリーグ試合の観戦となりました。４－０という大差で勝って心に刻まれたようです。
貴重な体験になりましたし、お友達と一緒に観戦できたのが大変よい思い出になったので

スポーツに興味もってほしいから 



Q3.今回の観戦以外に、2018年5月以降で、横浜F・マリノスのホームゲーム
(日産スタジアム・ニッパツ三ツ沢球技場で開催の試合)をスタジアムで観戦されたことはありますか？

『有り：8人』 『無し：37人』

Q４. .横浜市には、横浜Ｆ・マリノス以外にプロスポーツチーム
（横浜DeNAベイスターズ／横浜FC／横浜ビー・コルセアーズ）がありますが、観戦されたことはありますか？

『横浜DeNAベイスターズ：16人』 『横浜FC：12人』 『横浜ビー・コルセアーズ：5人』

Q5.横浜F・マリノスは障がいのある皆さまが気軽にサッカーとふれあえる環境創りに取り組んでいます。
その中、Jリーグ初の知的障がい者サッカーチーム「フトゥーロ」の運営や電動車椅子サッカー大会の開催を
行っていますがご存知ですか？

◇フトゥーロ 『知っている：11人』

◇電動車椅子サッカー大会 『知っている：５人』

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）



Ｑ６ 観戦に際して、不便/改善すべき、と思った点があれば具体的に教えていただけますか。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

 今回はサッカー観戦だけでした。チケットの交換が12時までということだったのですが、12時30分頃までしていただけるとありがたいです。 

 音が大きすぎた。 

 応援グッズがあると、より子どもたちが応援に盛り上がれる 

 5月にしては暑い日でした。気軽に飲み物が買えるような自動販売機があると良いなと思いました。 

 今回は特に暑い日でしたので、前半と後半の観戦は15分くらいが限界でした。  
観戦の場所にやねがない場所であったので、日差しが遮られるような場所だとずっと観られたかなと思いました。  

 駐車場がいっぱいで、仕方ないのはわかるのですが、優先的に利用できるとありがたいです。  

 駐車場がとにかくいっぱいでした。  停められないのを想定して子どもとパパを先に降ろしたので時間には間に合いましたが、
特性のために公共交通機関を使うのが難しい子も多いので、駐車場を使わせていただけるととても助かります。 

自宅からスタジアムまで距離があるため、車で伺えるととても助かります。  サッカー体験と観戦で疲れてしまい、帰りの電車がとても大変でした。  
有料で構わないので、希望者分の駐車場が確保してほしいです。 



Ｑ６ 観戦に際して、不便/改善すべき、と思った点があれば具体的に教えていただけますか。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

 観戦席の近くにユニバーサルのトイレがあると、性別の違う親子が参加しても安心出来ると思いました。 

 こどもの障害で交通機関を使うのを極力しておりません。今回も車で伺いましたが、
プール利用者やマリノス観戦の方が沢山いらして渋滞していました。少し優先的に停めさせて頂く事ができたらと思いました。 

観戦が初めてだったので、自動販売機が付近、会場内にもないことを知って驚いた。 

22ゲートの横がたまたま空いていて、当日は暑かったので、空いている方の横の上の方に移動できると良かったと思います。
22ゲートでチケットを見せる必要があったのですが、
体に貼るシールとかがチケットの代わりにしてもらえると何人も子どもがいる人や食べ物を持っている人は楽な気がします。

 座席が上の方は子供が怖がってしまい上がれませんでした。

 スピーカーの音量が大きかった 

 高所恐怖症なので自由席も選べる様にして欲しい 

 幼い兄弟がいたのでどの程度一緒に観戦できるか不安がありました。
HPを見ると試合中に乳幼児が過ごせるスペースがあったり、楽しめるイベント等があることを知りました。
当日は短時間ではありましたがそういったスペースを利用せずに観戦を楽しめましたが、
申し込みの段階でそういったスペースや対応があることも知らせていただけると
乳幼児の家族がいる方も参加しやすくなるのではないかと思いました。



Q7 観戦に際して、便利/評価できる、と思った点があれば具体的に教えていただけますか。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

 観戦会の案内がしっかりとしていてわかりやすかった。 

 トイレが綺麗で気持ち良く利用できました。 

 事前にトイレなどの確認をさせて頂いた時に、速やかな対応をしていただきました。ありがとうございました。 

 エリア内で好きな場所に座れる事が出来て良かったです 

 暑かったこともあり日陰の席で、あまり応援の音が近すぎない、観やすい席で、とても有り難かったです。 

 観戦の際には、職員の方が丁寧に案内をしてくださり、とても助かりました。  
エリアが分かれていたので、興奮して大きな声が出てしまったときもご理解頂けるかなぁと甘えることができ、安心して観戦できました。 



Q7 観戦に際して、便利/評価できる、と思った点があれば具体的に教えていただけますか。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

 スタジアムの中、外問わず両サポーターの方々がとてもマナーが良くて子供を連れても安心して観戦することが出来ました。 

 席自体はとても全体をとてもよく見渡せてよかったです

 自由席になっていたので会場で偶然会ったお友達と一緒に座ることができてよかった。

 子供向けトランプリン、キッヅエリアなどの子供向けのサービスも充実していた。

 まとまったエリアで観戦できるので、周囲に迷惑を掛けるのではないかと緊張する度合いが低くなりました。
（それでも周囲の方へは気を遣いながらになりますが・・・）



Q8.その他、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

マリノスのゴールが見られて子どもも大変喜んでいました。お土産のタオルまでいただきありがとうございました。また機会があれば参加したいです。 

1年生で、はじめての参加でした。  こども自身がサッカーに興味を持っていても、
地域のサッカーチームに加わって練習するほどの運動能力はなく、今回から、素敵な立地でイベントに参加することができ、親子でとても嬉しく思いました。  
また来年も来たい！とこどもも言っておりますので、また機会があれば参加したいです！ 

中々、運動をする機会がないので、とてもよい体験でした。    

ミニゲームのコートが低学年には広すぎるので、もう少しコンパクトにして、  ボールに触れやすくして欲しい。  是非来年度も実施して欲しいです。 

よくやっていただいたので、とても感謝しています。 

もう少し人数が少ない方が良かったと思います 

最後はサッカーの対決？形式にしていただいたので、子供はとても満足そうでした。  
家に帰っても、楽しかった！と喜んでいました。ありがとうございました。 



Q8.その他、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

このようなイベントの回数を増やして欲しい。また運営に携わった方々に厚く御礼申し上げます。 

ステキなイベントを企画いただき、ありがとうございました。子供達にとってもとても良い経験になりました。
とても楽しかったので、自分達でもチケットを買って観戦に行ってみたいなと思いました。  スタッフの皆さん、ありがとうございました。 

障がい児を外に連れて行くだけでも、大変です。  子供がサッカー観戦できるとは夢のようなことでした。  
家族で楽しい時間が過ごせました。  ありがとうございました 

暑かったですが、皆とボールに触れ合うことが出来て、試合みたいな事も出来たので、本人はとても楽しかったようです  
なかなか、サッカー教室に参加することが出来ない中、このような機会を設けて頂き、ありがとうございました 

昨年も参加しました。息子は楽しかったようで、今年も自発的に参加しました。楽しそうな息子の顔を見れて、運営事務局様に大変感謝しています。。 

隅っこで遊んでる子に声を掛けて貰えたらなぁと思いました。
一斉指示が入らないのもありますが、どの列に並んで良いか分からなかった…と後からこどもにききました。 

体験がとても楽しかったようでした。  子どもが親の元を離れて活動に参加している姿が見られて、とても嬉しかったです。  
まだ小さい弟も一緒に参加させていただき、とても楽しそうで、自信になったようでした。  ありがとうございました！ 

興味のストライクゾーンが狭く、経験の積み重ねが必要な子なので、
こうして招待していただけることや特性を理解して体験させていただけることがとてもありがたいです。  暑い中、企画・運営してくださり、ありがとうございました。 



Q8.その他、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。

アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

とても楽しく、貴重な経験ができて良かったです。  駐車場があれば、もっと参加へのハードルが低くなると思います。 

この度は参加させていただきましてありがとうございました。  
案内、受け付けの方々、コーチ、学生の方々、親切丁寧な対応して頂きありがとうございました。  感謝しかありません。 

昨年と比べ  開催前から親子でボール遊びが出来たので、そのつもりで靴を履いてきましたが中に入れず  また時間が短くあっという間でした  
昨年はお兄さんたちが子供に声かけてる場面ありましたが  今回は無かったのが残念でした  
お兄さんたちはどう対応すればいいのかわからなかったかもしれませんが 

楽しんでくれるか？と思いながら参加しますが、いつも楽しそうな姿を見ることが出来ます。今回もそんな姿を見れました。ありがとうございました。 

観戦付きでなくても、また今回と同じようなふれあい教室を年に1.2回あると嬉しいです。 

チーム戦をした事が楽しかったようです。  次回も是非参加させて下さい。楽しみにしております。  
暑い中こども達の為にご尽力いただきありがとうございました。 

トイレのあるところ、事前に知らせて欲しかった。近くにあまりないならないで、知っていると、障害のある子供も親も予測がたてやすいから。 

初心者の子とそうじゃない子が混ざってやってたっぽいのですが、初の子は気おくれする上に、ルールとか知らないと面白くないだろうと思いました。
また、当日は物凄い炎天下！ 日影スペースがもっとあった方が良いと思いました。



アンケート （実施期間：５月28日～6月9日 有効回答数：４5件）

Q8.その他、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。

今回は、とても楽しい体験会と観戦会に招待していただきありがとうございました。良い思い出になりました。  

短い時間なので仕方ないですが人数が昨年よりも多かったように感じました。
大きな声で指示をしてくださっていましたが、うちの子には届いていなかったみたいです・・・
後半の試合形式ももっとコートを狭くしてもいいのかと思いました。
とくに低学年。 観戦はマリノスが頑張ってくれて勝ったのでとてもいい一日でした。 ありがとうございました。

支援級のお子さんなどが多いので、保護者の参加はなしと言いつつどうしても保護者がグラウンドに残らざるを得ないのはある程度わかりますが、
あまりに多くの保護者がグランド内（かなり活動に近いところで）周囲を取り囲んでいてグラウンドの外で待っている親には子ども達の様子が見えなかったりしました。
子どもの年齢である程度区切って開催などしていただけると、
親がつきそわなくても大丈夫な年齢の子たちにはある程度本当のサッカー教室的に教えてもらえる回として実施、
親が付き添わないといけない年齢には単純にボールに親しむことを目的とした回のような形で開催できたりしないかなと思いました。
また、兄弟児の参加は自由となっていましたが、よちよち歩きの子達までグランドに一緒に入って歩き回っているのはどうかと思いました。
（これも親がグラウンドに入っているからということと関連すると思いますが）
兄弟児でも未就学の子はなしとか、●歳以上は可とか、ある程度くぎってもらった方が参加している子の親としてもひやひやせずにすみます
（我が子がよその小さい子にケガをさせないかなど）。
 色々とうるさくすみません。子どもは楽しかったようです。ありがとうございました。

日陰エリアがあるとよい

開催時期は5月が適していると思いますが、当日は気温上昇したために、体調面で不安がありました。
しかし事前に注意喚起の連絡があったり、当日も小まめな休憩をとるなどの対応をしていただいたり、参加する側も意識を高めて準備することができました。
こういった機会を設けていただき感謝しています。ありがとうございました。


