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第１回青森県国体検討懇話会 議事録

１ 日時 平成２６年６月２７日（金）１３時１５分～１５時１５分

２ 場所 ウェディングプラザ アラスカ ２階 ガーネットの間  

３ 出席者

（１）青森県国体検討懇話会委員

   飯坂尚登委員、蝦名武委員（県体育協会 田澤専務理事代理出席）、蝦名文昭委員（副

座長）、小笠原博委員（県環境生活部県民生活文化課 太田課長代理代理出席）、岡村良

久委員、斉藤仁委員、三本木温委員、高橋順委員、出町一州委員、戸塚学委員（座長）、

長崎昭義委員、奈良和仁委員、奈良信秀委員、山本美紗子委員

   以上、１４名出席

   （欠席者４名 小笠原靖介委員、北村真夕美委員、佐藤省二委員、出町幸太郎委員）

（２）事務局等

   三村知事、中村教育長、安田スポーツ健康課長、髙橋課長代理、下川原主任指導主事

（スポーツ振興ＧＭ）、岡指導主事（スポーツ振興ＳＭ）、中山主幹、坂本指導主事、三

上主事、立崎主事、中嶋主事

４ 次第

（１）開  会

（２）委嘱状交付

（３）知事挨拶

（４）座長選出及び副座長指名

（５）説明事項

 ①懇話会の趣旨及び目的

  ②国民体育大会の概要と経緯

  ③本県スポーツの現状

  ④国体競技施設基準

（６）閉  会

５ 概要

（司会）

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から「第１回青森県国体検討懇話会」を開会い

たします。

 まず、はじめに皆様へ委嘱状を交付させていただきます。委嘱状は、中村教育長より交付

します。事務局から向かって右側、奥の席から御紹介しますので、紹介されましたら御起立

いただき、委嘱状をお受け取りください。

【中村教育長より委員に対し委嘱状が交付される。】

（司会）

 それではここで、青森県知事 三村申吾より御挨拶を申し上げます。

（三村知事）

 皆さん、こんにちは。
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 お忙しいところ、御参集いただき、誠にありがとうございます。

 第１回青森県国体検討懇話会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。

 皆様方におかれましては、日ごろからスポーツをはじめ、県政の推進に格別の御支援、御

助言をいただき、厚く御礼申し上げます。

 また、この度は、国体検討懇話会の委員に御就任をいただき、併せて感謝申し上げます。

 さて、国民体育大会は、御存じのとおり、昭和２１年に第１回大会が開催されて以来、今

年の長崎大会で６９回を数える、日本の国における最大の国民スポーツの祭典でございま

す。

 私共、青森県におきましては、昭和５２年に第３２回「あすなろ国体」が史上初の完全国

体として開催され、県民の皆様方に大きな感動を与えました。

 委員の皆様におかれましても、当時の様々な思い出、記憶が感動とともに残っているもの

と、拝察するところであります。

 あすなろ国体から３７年、第１回の国体開催から７０年近い歳月が過ぎ、都道府県持ち回

りによる開催も、２巡目となっております。

 この間、スポーツを取り巻く環境や国体そのものに対する国民の関心の変化など、国体を

巡る状況は大きく変わってきているものと考えます。

 こうした状況下において、昨年６月、公益財団法人青森県体育協会から、平成３７年に開

催する第８０回国民体育大会本大会を私共、青森県に招致することを求める要望をいただ

いたところです。

 この国体の開催につきましては、地方スポーツの振興、あるいは、青森県の課題となって

いる県民の皆様方の健康、そして体力の増進、文化の発展に寄与するなど、大きな意義やメ

リットがある一方で、選手の育成、競技力の向上、施設整備、運営のあり方など、様々な課

題もあります。

 これらの課題について慎重に検討し、青森県らしい国体のあり方等について、県民の皆様

方の理解と合意、コンセンサスというものが今の時代は大変大事だと考えております。それ

によってまた、方向付けを得るということが求められると考えるところです。

 何卒、委員の皆様方におかれましては、これらの意義や課題について、活発に議論をして

いただき、県民の皆様方の国体に対する関心を高め、また理解を深めていただくとともに、

国体開催の方向性についてどうあるべきかをお示しいただくようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。

（司会）

 次に事務局のスポーツ健康課職員を紹介いたします。

 【事務局であるスポーツ健康課職員の紹介】

 それでは、次第により会議を進めて参ります。

 次第の４、座長選出及び副座長指名に移りたいと思います。まず、事務局より設置要綱の

関連部分について説明いたします。

（事務局）

 それでは、座長選出に先立ちまして御説明申し上げます。お手元の資料１を御覧ください。

この中で第４、「座長等」ですが、第４、懇話会に座長及び副座長を置く。２、座長は委員

の互選により決定する。３、副座長は委員のうちから座長が指名する者をもって充てる。 
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４、座長は会務を総理し、懇話会を代表する。５、副座長は、座長を補佐し、座長に事故が

あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。と規定されております。

 次に「会議」第５、懇話会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。２、座長が

必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。とございます。

 以上です。

（司会）

 それでは、最初に座長の選出を行います。

 ただ今、事務局より説明申し上げましたように、座長は委員の互選により決定することと

なっておりますので、どなたか、自薦、推薦等、御意見はございませんでしょうか。

 お願いします。

（岡村委員）

 事務局として案というか、お考えは何かありますでしょうか。

（事務局）

 事務局案としまして、県スポーツ推進審議会委員を５期、１０年務められ、本県のスポー

ツ振興についての御理解も深い、弘前大学教育学部学部長の戸塚委員にお願いしたいと考

えております。

（司会）

 ただ今、事務局から座長を戸塚委員にお願いしたいというお話がありましたが、委員の皆

様、いかがでしょうか。

【異議なしの声あり】

 ありがとうございます。

 皆様から賛成の声をいただきましたので、座長は戸塚委員にお願いしたいと思います。

 懇話会設置要綱第５第１項の規定により、座長が会議の議長を務めることとなっており

ますので、戸塚委員は議長席にお移りいただき、御挨拶をお願いいたします。

（戸塚座長）

 ただ今、議長に推薦していただきました、弘前大学教育学部の戸塚と申します。

 まずは、よろしくお願いいたします。

 先ほど、三村知事からもお話がありましたが、この国民体育大会は地域スポーツの振興、

県民の健康、文化的な側面、いろいろな意義があると考えております。ただ、本県でこれか

ら開催されるとなると、昭和５２年の「あすなろ国体」から数えて４８年ぶりの開催となる

ということで、選手の育成、競技力の向上と施設の整備、その他運営のあり方、県民の参加

の仕方等、課題も沢山あるかと思います。

 この懇話会では、そのような意義、課題等を積極的に議論をして、三村知事のお話にもあ

りましたように、国体の方向性というものも示すことが出来たらと思っております。

 この懇話会を進めていく上では、皆さんの積極的な議論、御協力が必要になるかと思いま

すので、どうかよろしくお願いいたします。
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（司会）

 次に副座長を決めたいと思います。

 懇話会設置要綱第４第３項の規定により、座長が指名することとなっておりますので、戸

塚座長から副座長１名を指名願います。

（戸塚座長）

 それでは、私から副座長として、県スポーツ推進審議会会長の蝦名委員を指名させていた

だきます。皆様、よろしいでしょうか。

【異議なしの声あり】

 ありがとうございます。蝦名委員、よろしくお願いいたします。

 それでは、次第の５、説明事項に移ります。説明事項１、懇話会の趣旨及び目的について、

事務局より説明をお願いいたします。

（事務局）

 それでは、青森県国体検討懇話会の趣旨及び目的等について御説明いたします。

 まず、この懇話会設置の趣旨及び目的は、資料１、青森県国体検討懇話会設置要綱に記載

しておりますが、平成３７年に開催される第８０回国民体育大会本大会の本県招致を目指

して、県内外の多様な分野の方々から広く意見を求め、青森県らしい国体のあり方等につい

て検討することとしております。

 続いて、主な検討項目ですが、１、本県にとっての国体の意義及び役割、２、開催に際し

ての課題、３、本県独自の国体像、４、その他国体の招致に関して必要と認める事項として

おります。

 最後に検討スケジュールです。資料２、青森県国体検討懇話会のスケジュールと主な検討

内容にも記載されておりますが、今年度は、本日が第１回でございまして、その後、８月、

１１月、２月と、計４回の懇話会の開催と、１０月に長崎国体の視察を予定しております。

 来年度は、５月と７月の計２回、懇話会を開催し、８月を目途に検討結果報告書を作成し、

９月に知事、教育長へ報告することとしております。

 以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 委員の皆様から、ただ今の説明に対しまして、何か御質問等がありましたら挙手をお願い

します。よろしいでしょうか。それでは、次に移りたいと思います。

 次に説明事項の２になります。国民体育大会の概要と経緯について、事務局より説明をお

願いします。

（事務局）

 それでは、まずは、昨年開催されました第６８回国民体育大会スポーツ祭東京２０１３の

記録映像を御覧ください。

【記録映像放映】

 以上が、スポーツ祭東京２０１３でした。
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次に、国民体育大会の概要と経緯について説明いたします。まず、はじめに国民体育大会

について説明いたします。

 国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、国民の健康増進と体力の向上を目指

し、地方スポーツの振興と地方文化の発展を図ることを目的として、毎年開催されている国

内最大の国民スポーツの祭典です。略称で「国体」と呼ばれております。

 なお、国体に関しては御覧のとおり、スポーツ基本法に規定されております。

 国体の始まりから現在まで、戦後の混乱期の中、スポーツを通して国民に希望と勇気を与

えようと昭和２１年に京都を中心とした京阪神地区で第１回大会が開催されたことがはじ

まりです。以後、毎年、都道府県の持ち回りにより開催されており、本県では、昭和５２年

に第３２回大会を「あすなろ国体」として開催し、昭和６３年の第４３回京都大会から二巡

目開催となっております。今年は第６９回を数え、長崎県で開催されます。

 国体の主催者については、公益財団法人日本体育協会、文部科学省、開催地都道府県の３

者の共催となっております。

 このことについては、国体開催基準要綱において定められています。

 また、これから御説明する事項については、本日お配りしている参考資料２、国体開催基

準要綱細則に基づいたものとなっております。

 開催時期及び期間についてですが、冬季大会が１２月から２月末日までの５日間以内。本

大会が９月下旬から１０月中旬までの１１日間以内となっております。

 実施方式についてですが、冬季大会と本大会の競技得点の合計を競う、都道府県対抗方式

で開催されております。

 また、両大会で実施した全正式競技の男女総合成績一位に天皇杯。女子総合成績一位に皇

后杯が授与されます。

 実施競技ですが、４つの区分がございまして、順に、正式競技、公開競技、デモンストレ

ーションスポーツ、特別競技がございます。

 競技数については、公益財団法人日本体育協会の国民体育大会委員会において４年ごと

に見直すこととされており、現在は、平成３４年開催の第７７回大会まで決まっております。

 なお、実施競技については、開催県内定時に決定することとされており、内定は大会開催

年の５年前の年の９月末日までとするとされております。

 それでは、実施競技について、順に御説明します。

 まず、正式競技でございます。先ほど、実施方式で御説明しましたが、全正式競技の成績

によって、天皇杯、皇后杯が授与されることとなっております。正式競技には、毎年実施す

る競技、隔年で実施する競技、開催地が選択する競技がございます。

 御覧の表が、第７０回大会から７３回大会の正式競技です。７０回大会と７２回大会では、

軟式野球及び銃剣道が隔年実施競技として実施され、なぎなたが開催地選択競技として実

施されます。

 ７１回大会と７３回大会では、なぎなた及びトライアスロンが隔年実施競技として実施

され、軟式野球が開催地選択競技として実施されます。

 御覧の表が、第７４回大会から７７回大会の正式競技です。７３回大会まで隔年実施競技

だった軟式野球、なぎなた及びトライアスロンは毎年実施競技とされ、クレー射撃が毎年実

施競技から隔年実施競技とされております。

 ７４回大会と７６回大会では銃剣道が、７５回大会と７７回大会ではクレー射撃が隔年

実施競技として実施されます。

 公開競技については、競技の普及及び国民へのスポーツ振興の観点から実施することが

でき、第７０回大会からは、綱引、パワーリフティング、ゲートボール、グラウンド・ゴル
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フの４競技を。第７４回大会からは、綱引、パワーリフティング、ゲートボール、グラウン

ド・ゴルフ、武術太極拳の５競技が実施されます。

 デモンストレーションスポーツについては、開催都道府県体育協会へ加盟、または認定さ

れている開催都道府県競技団体等が、当該都道府県内での普及等を目的として実施するこ

とができ、各大会において様々なスポーツが実施されることとなっております。

 特別競技については、高等学校野球の１競技が実施されます。

 以上が実施競技となっております。

 なお、皆様も御承知のとおり、２０２０年の東京オリンピック開催に向け、国では国体の

実施競技の見直しを進めております。今後の国の動向を見て、委員の皆様には情報提供をし

て参りたいと思います。

 続きまして、国民体育大会の開催状況について御説明します。御覧いただいておりますの

が、国体開催の一巡目でございます。本県は、昭和５２年に第３２回「あすなろ国体」とし

て開催しております。

 続いて二巡目の開催状況でございます。二巡目の開催については、全国を東、中、西の３

地区に分け、３地区で順番に開催することとしており、本県では、昨年６月に県体育協会よ

り平成３７年に開催の第８０回国民体育大会本大会の招致について、県、県議会、県教育委

員会に対して要望書が提出されています。

 なお、東地区で二巡目未開催県は、本県と群馬県、山梨県の３県となっております。

 御参考までに、日本地図に模した図も御覧ください。緑色が東地区でございますが、東地

区は本県を含め３県が残っております。

 続きまして、国体改革を巡るこれまでの状況について御説明します。

 なお、詳細については、本日お配りしております参考資料３、「２１世紀の国体像～国体

ムーブメントの推進～」に記載されております。

 まず、これまでの国体改革についての取り組みですが、御覧のとおり、経済の長期低迷に

よる財政問題やスポーツの国際化の進展によるトップアスリートの国体参加への困難さな

どの課題が顕在化しておりました。そこで、次のような国体改革の取り組みを行いました。

 平成１５年３月には、新しい国民体育大会を求めて、「国体改革２００３」と題して、「大

会の充実・活性化」、「大会運営の簡素化・効率化」を２本柱とする今後の国体改革のまとめ

を策定しました。

 平成１９年３月には、「国体の今後のあり方プロジェクト提言骨子」と題して、「実施競技

の分類」、「正式競技の実施形態の整理」、「女子種別の拡充」などを軸とする、今後の国体改

革等に関する提言骨子を公表しました。

 平成２１年３月には、「国民体育大会冬季大会のあり方に関する提言」と題して、「開催地

の経費負担軽減への対応策」や「開催地のローテーション化」など、冬季大会開催地の円滑

な選定に向けた取り組み状況について公表しました。

 以上が、これまでの国体改革の取り組みでございます。

 また、これまでの国体改革後にも国体を取り巻く社会情勢の変化や、スポーツ界の動向を

受け、２１世紀の国体像について、平成２５年３月に国体委員会において取りまとめられて

おります。それが、２１世紀の国体像、国体ムーブメントの推進でございます。

 国体ムーブメントとは、国体開催を中心とする、国体に関連した全ての諸事業を通して、

国体の果たす役割や価値を多くの人々に伝え、理解を深める取り組みを転換していく運動

であり、普遍的・恒久的に推進していくものとされております。

 目指す方向性は３項目ございまして、まず、国体を通した地域の活性化、次に国体を通し

たスポーツ文化の浸透、最後に国体を通したアスリートの発掘・育成・強化となっておりま
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す。

 大会の位置づけとしましては、各都道府県の郷土を代表する選手が競う国内最大・最高の

総合スポーツ大会、国民のスポーツへの関心やスポーツの文化的価値への認識を高める大

会、将来性豊かなアスリートの発掘・育成・強化を行う大会となっております。

 実施方法につきましては、今後も毎年開催、都道府県持ち回り開催、都道府県対抗とされ

ており、開催県はブロック予選を経ずに全ての競技においてフルエントリーされ、本大会へ

出場できることとなっております。

 国体の充実・活性化に向けた具体的な取組内容としましては、国体ムーブメントの積極的

な展開、少年種別の充実、各競技大会の実施規模等の見直し、冬季大会の活性化の４項目と

なっております。

 引き続き検討が必要な事項としましては、競技得点方式による表彰制度、国民体育大会と

いう大会名称をどうするか、開催経費の負担軽減など、３項目となっております。

 以上が国体改革を巡るこれまでの状況です。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。

 ただ今、国民体育大会の概要と経緯に関しまして、資料４に基づいての説明がありました。

委員の皆様から、ただ今の説明に対しまして、何か御質問等がありましたら挙手をお願いし

ます。

 説明の最後の方で、２１世紀の国体像ということで、国体ムーブメントの推進というよう

な新しい話も出てきておりますが。よろしいでしょうか。それでは、次に移ります。

 次に説明事項の３になります。本県のスポーツの現状について、事務局より説明をお願い

します。

（事務局）

 それでは、本県スポーツの現状について御説明します。まず、近年の本県における全国規

模の大会開催状況について御説明します。

 平成１９年に生涯スポーツの祭典である、第２０回全国スポーツレクリエーション祭が

開催されました。

 県内１６市町において、都道府県代表参加種目、フリー参加種目、合わせて２６種目が開

催され、約１万人の選手等が参加しております。

 続きまして、平成２３年には、全国高等学校総合体育大会、通称、インターハイが北東北

３県と宮城県において開催されました。

 本県では、５市において卓球、相撲など、１２競技が開催され、約８千人の選手が参加し

ております。

 続きまして、本県スポーツの現状について御説明します。まず、本県におけるスポーツに

関する計画等について御説明します。

 県教育委員会では、本県スポーツの振興に向けて、県が目指す基本的な方向性を示すもの

として、平成２１年度に青森県スポーツ振興計画を策定しております。

 計画期間は平成２２年度から２７年度としておりまして、計画目標は県民が生涯にわた

り気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりや、全国大会などで活躍できる選手の

育成による本県の競技力の総合的な向上を進め、県民の豊かなスポーツライフの実現を目

指すこととしております。

 重点項目として、子どものスポーツ活動の推進、地域スポーツの推進、ジュニア競技者の
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育成・強化を掲げております。

 次に平成２５年度に策定されました、青森県基本計画です。計画期間は平成２６年度から

３０年度となっております。

 計画目標としては、みんなで目指す２０３０年の青森県の教育、人づくり分野において、

スポーツが盛んな青森県としております。

 具体的な取り組みとしましては、豊かなスポーツライフの実現に向け、県民が年間を通し

て継続的にスポーツに取り組める環境を充実させるほか、全国大会などで活躍できる選手

の育成や指導者の育成などに取り組み、県民の健康づくりやスポーツによる地域活性化を

進めることとしております。

 続きまして、本県における子どもの体格・体力について御説明します。

 本県の小学生から高校生までの体格についてですが、上段が県平均、下段が全国平均とな

っておりまして、赤色が全国平均を上回っており、ほとんどの年齢で全国平均を上回ってお

ります。ただし、肥満傾向児の出現率も全年齢で全国平均を上回っている状況にあります。

 子どもの体力についてですが、小学４年生から６年生の男女の体力をピックアップしま

したが、ほとんどの年齢層において、全国平均を下回る状況が続いています。

 続きまして、スポーツ活動の状況について御説明します。小・中・高校生のスポーツ活動

の状況ですが、児童・生徒数が減少している中で、スポーツ活動への加入率もわずかに減っ

てきております。

 成人の週１回以上のスポーツ実施率については、全国平均に比べ低い状況にあります。

 続きまして、国民体育大会での本県の状況について御説明します。国体での本県の最近の

成績でございますが、３０位前後を推移しております。上位の都道府県については、開催県

を除きますと、人口が多く大学や企業の数が多い都道府県が上位のほとんどを占めており

ます。

 なお、国体での本県の獲得得点のうち、少年男女が全体の６割から７割を占めており、ジ

ュニア競技者の活躍が本県の競技力を支えている傾向にあります。

 続きまして、本県の指導者数について御説明します。御覧の表は、日本体育協会公認スポ

ーツ指導者登録状況について、本県と全国平均を比較したもので、青が本県でございますが、

全国平均より少ない状況にあります。

 また、学校教員の指導者の高齢化やあすなろ国体開催時前後の指導者の退職などにより、

専門的指導ができる教員が減ってきている現状にあります。

 以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 ただ今、事務局から本県のスポーツの現状についてということで、生のデータをお示しい

ただきながら御説明がありましたが、委員の皆様、ただ今の説明に対しまして、何か御質問

等がありましたら挙手をお願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、次の説明事項４に移りたいと思います。

 国体競技施設基準について、御説明を事務局の方からお願いします。

（事務局）

 それでは、国体競技施設基準について御説明します。

 施設基準については、国民体育大会開催基準要項・細則、国民体育大会施設基準により規

定されております。併せて、昨年度、県が調査した県内の体育施設の評価結果も御説明しま

す。
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 まず、総合開・閉会式です。式典会場の基準は、観覧席が仮設スタンドを含み約３万人を

収容できる施設。屋外の式典会場の場合は、雨天対策用として体育館１とされております。

 本県の状況ですが、あすなろ国体秋季大会時に開・閉会式会場として使用された県総合運

動公園陸上競技場については、雨天対策用としての体育館がないため基準を満たさず、実施

可能施設がない状況ですが、現在、新青森県総合運動公園内に整備予定の陸上競技場が平成

２９年度に完成予定で、将来の国民体育大会の開催に向けて、開・閉会式会場や陸上競技会

場としての活用を考慮して整備することとなっており、マエダアリーナが雨天対策用の体

育館となるため、実施可能施設となるものです。

 続きまして陸上競技です。基準は、日本陸上競技連盟公認の１種競技場１。補助競技場に

ついては、３種競技場となっており、１周４００ｍのサブトラック１、投てき練習場１とさ

れております。

 本県の状況ですが、安田にある青森県総合運動公園陸上競技場が実施可能となっており

ますが、昭和４１年竣工と老朽化が進んでいることと、補助競技場は公認がない状況です。

 続きまして水泳です。基準は、日本水泳連盟公認のプールとなっており、競泳は５０ｍプ

ール１で、隣接して２５ｍ補助プール１、飛込み、シンクロナイズドスイミング用プール１、

水球は専用プール１が必要とされております。

 本県の状況ですが、競泳、飛込み、シンクロ、水球とも実施可能施設がございません。

 続きましてサッカーです。基準は、規定の競技場、芝７面以上となっており、２会場地以

上に分かれてもよいとされております。

 本県の状況ですが、御覧の２３施設で実施可能となっております。

 続きましてテニスです。基準は、規定のコート２０面とされております。

 本県の状況ですが、マエダアリーナテニスコートと岩木山総合公園庭球場の２施設にお

いて実施可能となっております。

 続きましてボートです。基準は、１，０００ｍの５コースを有する水路１、艇庫１とされ

ております。

 本県の状況ですが、実施可能施設はございません。

 続きましてホッケーです。基準は、規定の競技場２面、人工芝会場とされております。

 本県の状況ですが、実施可能施設はございません。

 続きましてボクシングです。基準は、規定のリング２面を設置することができる体育館と

されております。

 本県の状況ですが、御覧の１１施設において実施可能となっております。

 続きましてバレーボールです。基準は、規定の屋内コート８面とされております。

 本県の状況ですが、２会場地以上での開催となりますが、御覧の８施設で実施可能となっ

ております。

 続きまして体操です。基準は、規定の各器具を設置することができる体育館１とされてお

ります。

 本県の状況ですが、同一会場で競技可能な施設がないため、御覧の２施設に分かれてであ

れば実施可能となっております。

 続きましてバスケットボールです。基準は、規定の屋内コート１０面とされております。

 本県の状況として、２会場地以上での開催となりますが、御覧の４施設で実施可能となっ

ております。

 続きましてレスリングです。基準は、規定のマット４面を設置することができる体育館１

とされております。

 本県の状況ですが、御覧の１１施設で実施可能となっております。
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 続きましてセーリングです。基準は、日本セーリング連盟が適当と認める水域１とされて

おります。

 会場地選定には、認定が必要となっております。

 続きましてウエイトリフティングです。基準は、規定のプラットホーム、ウォーミングア

ップ場及び練習会場を確保することのできる施設とされております。

 本県の状況ですが、御覧の２０施設において実施可能となっております。

 続きましてハンドボールです。基準は、規定の屋内競技場６面とされております。

 本県の状況ですが、２会場地に分かれても６面を確保できる屋内競技場はなく、１会場で

３面以上確保できる競技場はマエダアリーナのみとなっております。

 続きまして自転車です。基準は、トラック競技については規定の競技場とされており、ロ

ードレース競技についても、規定のロードレースコースとなっております。

 本県の状況ですが、トラック競技については、御覧の施設において実施可能となっており

ます。ロードレース競技については、開催時に選定される競技となっております。

 続きましてソフトテニスです。基準は、規定のコート１６面とされております。

 本県の状況ですが、御覧の２施設において実施可能となっております。

 続きまして卓球です。基準は、規定のコート１２面を設置することができる体育館１とさ

れております。

 本県の状況ですが、御覧の７施設において実施可能となっております。

 続きまして軟式野球です。基準は、規定の野球場５面とされております。また、２会場地

以上に分かれて実施する場合は６面となっております。

 本県の状況ですが、御覧の３５施設において実施可能となっております。

 続きまして馬術です。基準は、御覧のとおりとされております。

 本県の状況として、実施可能施設はございませんが、障害馬術及び馬場馬術とも仮設並び

にリース対応でもよいとされております。

 続きましてフェンシングです。基準は、規定のピスト８面を設置することができる体育館

１とされております。

 本県の状況ですが、御覧の２１施設が実施可能となっております。

 続きまして柔道です。基準は、規定の競技場３面を有する柔道場、または体育館１とされ

ております。また、試合会場に隣接した練習場１５０畳程度を確保できる施設とされており

ます。

 本県の状況ですが、御覧の８施設において実施可能となっております。

 続きましてソフトボールです。基準は、規定の競技場８面となっており、２会場地以上に

分かれて実施してもよいとされております。

 本県の状況ですが、御覧の３６施設が実施可能となっております。

 続きましてバドミントンです。基準は、規定のコート８面を有する体育館となっており、

２会場に分かれて実施してもよいとされております。

 本県の状況ですが、御覧の１０施設において実施可能となっております。

 続きまして弓道です。基準は、規定の弓道場１、遠的競技場１とされております。

 本県の状況ですが、近的については御覧の１０施設において実施可能となっております。

遠的については、御覧の１施設において実施可能となっております。

 続きましてライフル射撃です。基準は、規定のライフル射撃場となっております。

 本県の状況ですが、エア・ライフル、スモールボア・ライフル、ビームライフルについて

は、御覧の施設において実施可能ですが、いずれの施設も老朽化が進んでおります。ピスト

ルについては、実施可能な施設はございません。
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 続きまして剣道です。基準は、規定の競技場２面を有する剣道場、または体育館１とされ

ております。

 本県の状況ですが、御覧の３４施設において実施可能となっております。

 続きましてラグビーフットボールです。基準は、規定の競技場３面となっており、２会場

地に分かれて実施してもよいとされております。

 本県の状況ですが、御覧の１５施設において実施可能となっております。

 続きまして山岳です。基準は、御覧のとおりとなっており、リード、ボルタリングとも１

会場で実施することとされております。また、会場地選定には認定が必要となっております。

 続きましてカヌーです。基準は、御覧のとおりとなっており、２会場地以上に分かれても

よいこととされております。こちらの競技も、会場地選定には認定が必要となっております。

 続きましてアーチェリーです。基準は、７０ｍの射程距離を有する施設１とされておりま

す。

 本県の状況ですが、御覧の施設において実施可能となっております。

 続きまして空手道です。基準は、規定の競技場４面を有する空手道場、または体育館１と

されております。

 本県の状況ですが、御覧の２８施設において実施可能となっております。

 続きまして銃剣道です。基準は、規定の競技場２面を有する体育館１とされております。

 本県の状況ですが、御覧の３４施設において実施可能となっております。

 続きましてクレー射撃です。基準は、御覧のとおりとされております。

 本県の状況ですが、実施可能施設はございません。

 続きましてなぎなたです。基準は、規定のコート２面を有する体育館、または武道館１と

されております。

 本県の状況ですが、御覧の３１施設において実施可能となっております。

 続きましてボウリングです。基準は、ＪＢＣ公認競技場とし、競技場のレーン数に応じて

競技日数を決定することとなっており、２会場地に分かれて実施してもよいこととされて

おります。

 本県の状況ですが、御覧の９施設において実施可能となっております。

 続きましてゴルフです。基準は、日本ゴルフ協会が開催を可能と認めた５４ホールの施設

を有する競技場となっており、２会場地以上に分かれて実施してもよいこととされており

ます。また、会場地選定には認定が必要となっております。

 続きましてトライアスロンです。基準は、規定のコースとされており、開催時に選定が必

要な競技です。

 最後に高等学校野球ですが、基準は規定の野球場３面となっており、２会場地に分かれて

実施してもよいこととされております。

 本県の状況ですが、御覧の７施設において実施可能となっております。

 以上で国体競技施設基準の説明を終わります。

 なお、ただ今御説明した施設基準及び県内の状況については、本日お配りしております資

料７に一覧としてまとめてありますので、後ほど御覧いただければと思います。

 また、現状で実施可能施設のない競技もございましたが、施設整備をどうするかも含めて、

第２回、第３回の懇話会において議論していただくこととしておりますことを申し添えま

す。

（戸塚座長）

 ただ今、事務局から競技施設基準について御説明がありました。
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 ただ今の説明に関しまして、委員の皆様から御質問等がありましたら挙手をお願いしま

す。

 岡村委員、どうぞ。

（岡村委員）

 確認させていただきたいんですが、８０回大会は、冬季も含めた完全国体を開催するとい

うような方向で考えているんでしょうか。今、この段階では挙げなくていいんでしょうか。

（戸塚座長）

 事務局、お願いします。

（事務局）

 現時点では、第８０回大会の本大会の招致ということで考えております。

（岡村委員）

 冬季は考えなくてもいいということですね、分かりました。

（戸塚座長）

 長崎委員、どうぞ。

（長崎委員）

 北国のスポーツというふうに考えると、夏の国体、それからウィンタースポーツがありま

すが、例えば、隣県の秋田とか岩手で国体を開催した時には、どのような開催、実施内容に

なっているのか、分かっていたら教えていただきたいと思います。

（戸塚座長）

 事務局、お願いします。

（事務局）

 本日、秋田県から飯坂委員がみえていますので、よろしくお願いします。

（戸塚座長）

 飯坂委員、お願いします。

（飯坂委員）

 冬季国体に関しましては、今現在、経費負担等々から、ここ数年、なかなか開催する県が

ないということで、日体協としても非常に厳しい状況でありました。

 今現在は、ｔｏｔｏ（トト）の方から施設整備の資金であるとか、開催運営費の助成がか

なりありますので、秋田県としては、（平成）１９年と２１年、それから２６年と、冬季国

体、スキーですけども、スキー競技会を開催させてもらっております。

 岩手も完全国体ということで、スキー、スケートも行うということで、今年度が群馬と、

あと、３年後ぐらいまでは、今、決まっている状況です。

 ただ、スケートがなかなか、この先、決まっていないというのが非常に悩みのところなん

ですが、（開催）できる（都道府）県に関しては、是非やっていただきたいというのが、日
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体協としての気持ちであります。

 青森県の場合、ジャンプ台の整備ということが非常に大きな課題になるだろうというふ

うには思いますが、ジャンプ台といっても、今は約２０億とか、そういうお金が掛かるもの

ですから、一概に、「じゃ、すぐやりましょう」というわけにはいかないと思います。今、

国体の流れとしては、開催県が全てやるという方向ではなくて、近県で施設のある県でその

競技をやってもらうというふうな方向にもなってきておりますので、幅広に考えて、できる

のであれば、スケートも含めて青森県でもやっていただければ大変ありがたいとは考えて

おります。

（戸塚座長）

 長崎委員、どうぞ。

（長崎委員）

 今、飯坂委員がおっしゃいましたが、ジャンプ台の場合は、例えば、青森県の場合は、国

体開催するとなると非常に難しい問題もあり、例えば、秋田県で開催するとか、いろんな方

法はあるわけですから、是非、国体の本大会で開催できない場合は、その前後において、ウ

ィンタースポーツ、スケートとかアイスホッケーとか、スキーとかの大会を是非、検討して

いただければありがたいなと思います。

 そうでないと、北国が東京都など南の都道府県と一緒にされても、やはりいろいろな問題

が生じることになるのかなと思いますので、是非お願いしたいと思います。

（戸塚座長）

 事務局、何かありますでしょうか。

（事務局）

 今、長崎委員の方から、本大会と冬季大会ということで、両方開催するというふうな方向

で検討の依頼がありましたので、その辺に関しましては、２回目以降、検討していきたいと

思います。

（戸塚座長）

 よろしいでしょうか。他に何か御質問等、ありますでしょうか。

 施設に関しまして、基準だけではなくて、今、実際、青森県にある施設に関しまして、適

合基準も含めて、かなり詳細な説明がありましたが、よろしいでしょうか。

 実際の大会の時は、これだけの競技があるので、先ほどありましたように１１日間以内で

開催するということで、そのスケジュールのやりくりをしながら、施設をフル活用していく

というふうなことになるかと思いますが。何か御意見等ありますか。

 三本木委員、お願いします。

（三本木委員）

 意見でもなく、お願いなんですが、あすなろ国体の時に県内で何の競技をどこでやったか

という資料が、もしあれば、そういうのも見せていただければと思います。

 何故かというと、結構、その当時、その種目をやった地域というのは、今でもその種目は

盛んだったりとか、何かそういうのがあるんじゃないかと思いまして、ちょっと知りたかっ

たので、よろしくお願いします。
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（事務局）

 次回の打ち合わせの時に、その一覧を出しますので、よろしくお願いいたします。

（戸塚座長）

 他に何か、御質問、御意見等、ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 本日の説明事項については、以上で全て終了いたしました。

 しかし、折角の機会ですので、委員の皆様から全体を通して、または懇話会に対して何か

御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。

 田澤委員（代理）、どうぞ。

（田澤委員代理）

 代理出席の発言で恐縮でございますが、冒頭、知事の御挨拶にもありましたが、昨年の６

月に県の体育協会が９８加盟団体全ての賛同をいただきまして、招致の要請をさせていた

だいたわけであります。

 そういった中で、今回、こういった懇話会を開催していただきまして、さらにはまた、資

料３にございますが、趣旨・目的として、本県の招致を目指してということで、開催を前提

にして、こういった懇話会を開いていただけるということで、大変ありがたいと思っており

ます。

 そういった中で、１点、資料２にスケジュールがございました。この懇話会を６回、来年

の７月まで開催して、８月に報告書をまとめて、９月に知事、教育長に報告というスケジュ

ールの形で進めたいということでございましたが、私共、招致要請した立場として、国体招

致表明をなるべく早くしていただきたいなというのがございます。

 ということは、来年の９月以降でないと県の方で国体を招致するというふうな表明が多

分出ないんだろうなと思っておりますので、やはり、国体の招致表明が様々な具体的なアク

ションのスタートになるというふうに、私は考えております。

 具体的には、例えば、開催に向けた体制づくりですとか、必要な施設の整備、あるいは、

市町村等との開催地の調整、等々のスタートになるわけでありますので、なるべくこの招致

表明を早くしていただきたいという意味で、この懇話会のスケジュールはスケジュールと

してあれなんですが、これにとらわれない、幾らかでもしっかりとした議論が前提になりま

すが、少しでも早く進めていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

（戸塚座長）

 今、御意見がありました、できるだけ早くということで、これから、議論は勿論しっかり

やりますが、スピード感を持って、この懇話会を、事務局等とも調整をしながら行っていき

たいと思います。皆さんも御協力のほど、よろしくお願いいたします。他に何か御意見、御

質問等、ありましたらお願いします。

 斉藤委員、どうぞ。

（斉藤委員）

 今、田澤委員の方から、各競技団体が全会一致でということでお話があったんですが、こ

れは冬季の競技団体も当然入っているんでしょうか。

 入っているということであれば、先にこの資料３の懇話会の趣旨及び目的の２のところ
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の主な検討項目という中で、３の本県独自の国体像という、やはり、先ほど長崎委員からお

話がありましたように、北国独自の、というところで、まずここのところの役割とか、いろ

んなことを前提に定義という形で我々は定めて、そこに提案をしていけば、当然、「青森県

といえば」というところが出てくるのではないかと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。

 今、斉藤委員から「青森県独自」、「青森県のオリジナリティ」というふうな部分をやっぱ

り大切にしていく、そういう部分では冬季というふうなスポーツというのが、その先に必ず

挙がってくるというところでの、そんな繋がりのあるお話をいただきましたが、この部分に

関しても、２回目以降、更に議論を重ねたいと思います。他に委員の皆様の方から、御意見、

御質問等、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 以上で予定された案件は全て終了いたしました。これで、本日の議長の務めを終わらさせ

ていただきたいと思います。皆様、御協力のほどありがとうございました。

（司会）

 戸塚座長、議事進行ありがとうございました。

 また、委員の皆様には、長時間にわたる会議に御協力いただき、誠にありがとうございま

した。

 以上をもちまして、「第１回青森県国体検討懇話会」を終了いたします。次回、第２回の

懇話会は８月の開催を予定しております。後日、日程調整等の御連絡をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。


