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第２回青森県国体検討懇話会 議事録 

１ 日時 平成２６年８月２７日（水）１０時００分～１２時００分     

２ 場所 青森国際ホテル 本館２階 春秋の間 

３ 出席者 

（１）青森県国体検討懇話会委員 

戸塚学座長、蝦名文昭副座長、飯坂尚登委員、蝦名武委員、小笠原博委員、岡村良久

委員、北村真夕美委員、清水晃委員、高橋順委員、出町一州委員、出町幸太郎委員、奈

良和仁委員、山本美紗子委員 

以上、１３名出席 

（欠席者５名 小笠原靖介委員、齊藤清明委員、斉藤仁委員、三本木温委員、長崎昭

義委員） 

（２）事務局 

   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、岡指導主事、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）説明事項「あすなろ国体の会場地について」 

（３）意見交換「国体開催にあたっての課題、対処方法について」 

        ①人財育成について ②施設整備について ③開催経費について 

（４）その他「長崎国体の視察員について」 

（５）閉会 

５ 概要 

（司会） 

それでは、定刻になりましたので、只今から第２回青森県国体検討懇話会を開催いたしま

す。 

 まず初めに、開会に当たり戸塚座長より御挨拶をお願いいたします。 

（戸塚座長） 

 それでは、第２回青森県国体検討懇話会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、お忙しい中、御出席をいただき誠にありがとうございます。 

 今回の懇話会では、人財育成や施設整備、開催経費など、国体開催に当たっての具体的な

課題や対処方法等について、意見交換していただくこととしております。 

 第１回懇話会で委員の皆様からいただいた、「青森県らしい」、「青森県独自の」といった

視点も大事にしながら、話し合いを進めて参りたいと考えておりますので、どうか忌憚のな

い御意見を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが挨拶とさせていただきま

す。どうかよろしくお願いします。

（司会）

 次に、７月１日付け人事異動により新たに就任された委員２名を御紹介いたします。

【青森県県土整備部理事 清水晃委員、青森県市長会事務局長 齊藤清明委員を紹介。】
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続いて、第１回懇話会に都合により出席いただけなかった委員を御紹介いたします。

【公益財団法人青森県体育協会会長 蝦名武委員、青森県環境生活部次長 小笠原博委員、

青森県地域づくりネットワーク推進協議会会長 北村真夕美委員、青森県中学校体育連

盟会長 出町幸太郎委員を紹介。】

 それでは、ここからの進行については、当懇話会設置要綱第５の規定により、座長が議長

を務めることとなっておりますので、戸塚座長よろしくお願いいたします。

（戸塚座長）

 それでは、議長を務めさせていただきます。委員の皆様、御協力よろしくお願いいたしま

す。

早速ですが、次第の２、説明事項に移ります。第１回の懇話会において質問がありました、

「あすなろ国体の会場地について」事務局より御説明をお願いします。

（事務局）

 それでは、資料１「第３２回国民体育大会夏季・秋季大会の概要」により、あすなろ国体

の会場地について御説明いたします。

 ６の競技会場一覧を御覧ください。まず夏季大会は、水泳、漕艇、ヨット、カヌーの４競

技を開催しており、会場地は青森市、むつ市、十和田湖町（現十和田市）の県内２市１町の

会場で行われました。

 次に秋季大会は、陸上競技、サッカー、テニスなど全２８競技が県内８市１３町の会場で

開催されました。

 なお、会場の右隅にある※印は、新設、改修、既存、特設の別となっており、６８施設中

新設が２９、改修が２５、既存が９、特設が５施設となっております。

 参加者は、夏季大会、選手・監督、３，２９４人、競技役員・補助員、９６１人となって

おり、秋季大会は、選手・監督、１７，１０２人、競技役員・補助員は８，４１９人となっ

ております。

 なお、２枚目は第７０回から第７７回大会の国民体育大会正式・特別競技一覧となってお

ります。網掛けの競技は、あすなろ国体時に採用されていなかった競技となっており、あす

なろ国体と比較して７競技が増えております。以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。

 只今の説明に対して、委員の皆様から、何か御質問等がございましたら挙手をお願いしま

す。

 昭和５２年の開催で、夏と秋で１０日間に渡り３２競技、約２万人の選手・監督、それか

ら競技補助者も約１万人参加して行われたということで、先程御説明もありましたが、競技

会場に関しては、新設２９、改修２５、既存９、特設５で行われ、競技成績としては、天皇

杯が１位、皇后杯が２位だったということになりますが、何か御説明のところで御質問等あ

りましたらお願いします。よろしいでしょうか。

 【質問等無し】

 それでは、次第の３、意見交換に移りますが、まず初めに、意見交換の進め方について、
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事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

 それでは、資料２「第２回・第３回国体検討懇話会の進め方について」御説明いたします。

 まず、検討項目は、人財育成、施設整備、開催経費についてで、これら３項目について、

国体開催にあたっての課題を洗い出し、その対処方法等について検討することとしており

ます。

 次に進め方については、「①各項目ごとに、あすなろ国体時や先催県の状況等について事

務局が説明する。」、「②各項目ごとに、どのような課題が考えられるか、課題の洗い出しを

行うとともに、課題に対する対処方法等について自由に意見を述べる。」としております。

 最後にその他として、第３回国体検討懇話会では、第２回国体検討懇話会で出された意見

をとりまとめ、情報提供した上で意見交換を行うこととしております。

 以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 只今、事務局から説明がありましたが、御覧の資料２の流れに沿って委員の皆様から意見

をいただきたいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。何か御質問があれば挙手をお願

いします。

【質問等無し】

 それでは、この資料２のとおり、この後、進めたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

議事を進めます。まず、検討項目１「人財育成について」事務局から説明をお願いいたし

ます。

（事務局）

 それでは、資料３「人財育成に関するあすなろ国体時及び先催県の状況等について」御説

明いたします。

 １ページを御覧ください。まず、「あすなろ国体時（Ｓ５２年開催）の状況」ですが、選

手強化（指導者養成含む）について。

選手強化基本方針は、スポーツ選手の体力及び技術の向上を目指し、併せてスポーツマン

シップの涵養を図ることにより、開催県としての十分な成果を上げることを目標とする。ま

た、選手強化の実績が青森国体終了後も本県のスポーツ振興に大きく貢献するような方策

を樹立するとしております。

 選手強化のための組織は、青森県体育協会選手強化対策本部が県体育協会に設置され、業

務内容として、長期強化育成の計画作成及び実施、強化育成先は、各競技団体、県高体連、

県中体連となっております。青森県競技力推進協議会は、委員長を教育長として、県実行委

員会が設置しました。業務内容は、強化育成計画の調整・承認並びに事業経費の検討決定な

ど強化、事業全般の援助・助成となっております。

 選手強化年次計画は、開催の６年前から行っており、各年度において御覧の目標に基づき、

施策事項を実施しました。

 次に競技役員等養成は、競技役員の資質向上と競技運営力の強化を図るという趣旨のも

とに、県実行委員会は、県内競技役員養成講習会を各会場地市町実行委員会、県競技団体と

協議の上、年次計画を立て開催したとなっております。
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 年次計画は、開催の５年前から、２ページ目に続きますが、御覧の内容により実施しまし

た。夏季・秋季大会、全３２競技の県内役員及び補助員は、審判員、運営役員及び補助員、

合計で８，５１７人となっております。

 次に県民参加に関わる事項として、まず大会旗・炬火リレーは、十和田湖湖畔と岩木山山

頂の県内２か所で採火した炬火と大会旗を全市町村２コースに分かれて巡回し、県庁で集

火し、開会式会場である青森県総合運動場陸上競技場までリレーしたとなっております。

 なお、１区間は最長約２㎞とし、人家が少ないところは自動車輸送としたとなっておりま

す。

走者人員は、８，０５０人、総距離１，１７８．７㎞となっており、コースは東回りコー

スが三八、上北及び下北地域、西回りコースが東青、中南及び西北地域、最終日コースが県

庁から青森県総合運動場陸上競技場となっております。

 次に開・閉会式集団演技は、手作りの集団演技を実施したとなっております。

準備経過は、開催３年前に県レクリエーション協会副会長を部会長とし、県教育庁関係課、

学識経験者及び県地域婦人団体連合会等で構成する、集団演技研究推進部会が県実行委員

会事務局内研究推進部会の一つとして発足しており、以降、開催年度までに月１回程度の開

催をしたとなっております。

開催前々年度には、集団演技研究部会で研究協議し、集団演技の内容を“社会体育団体の

参加協力”を得て構成することの合意を得て計画の作成に入ったとなっており、集団演技研

究推進部会員の一部及び高等学校・幼稚園教諭等で構成する企画指導班会を発足し、演技内

容の検討、具体案の作成、モデル団体による演技内容の確認を行ったとなっており、以降、

開催年度までに月１から２回程度の開催をしたとなっております。

開催前年度には、演技内容細部の検討の継続、出演団体等の交渉、指導者の養成講習会、

巡回指導を行ったとなっており、開催年度には、地域毎練習会、合同練習会を開会前に２回

開催し、本番に備えたとなっております。

 出演者は、青森市内幼稚園５歳児、全２８園の２，５４１人（指導者含む）、県内婦人団

体、全１５市町村の１，６００人、３ページに入りまして、一般関係として、青森ねぶた、

弘前ねぷた、少年駒踊りが１，４１７人の合計５，５５８人が参加したとなっております。

 演技内容は、御覧の表の冬、春、夏、秋の順で構成されており、青森の四季を表現した内

容となっております。

 次に４ページを御覧ください。県民運動は、スポーツに親しみ、スポーツを通じて健康増

進と体力の向上を図り、たくましい体と豊かな心で、明るい生活を築くため、第３２回国民

体育大会の開催を契機に飛躍を目指す１４８万県民一人一人が「あすなろ国体」の意義を理

解し、何らかの形でそれぞれの立場から積極的に国体に参加・協力するよう県実行委員会が

提唱したとなっております。

 従来個々に行われてきた地域住民各種団体等の運動を一体化し、スポーツの振興とあわ

せて、国体を迎えるにふさわしい心構えと、美しい環境で豊かな郷土をつくり、全国から参

加する選手・役員等を快く迎えるとともに、この運動が国体終了後も更に将来に及んで継続

して日常生活に定着するよう、基本目標及び運動項目を設定し実践活動の浸透に努めたと

なっております。

 県民運動の組織として、「あすなろ国体」県民運動推進協議会が、開催３年前に設立され

ており、県内８３団体（最終８６団体）で組織され、御覧の表の分野から様々な団体によっ

て構成されております。

 次に「あすなろ国体」県民運動推進員は、県民運動を広く県内の各地域における実践活動

として推進するため、１００世帯につき１人の割合で全市町村から推薦のあった地域活動

に指導力のある者、約４，０００名に対し県実行委員会会長及び「あすなろ国体」県民運動
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推進協議会会長が委嘱したとなっており、全県的運動として盛り上がりを図ったとなって

おります。

 ５ページを御覧ください。県民運動の基本目標、運動項目、方針及び実績については、御

覧の表のとおりとなっており、３つの基本目標に８つの運動を行いました。

 次に６ページを御覧ください。「先催県における競技力向上に向けた取組」ですが、各県

において開催の１０から５年前に知事等を本部長とした競技力向上対策本部を設置してお

り、競技力目標を定め、国体に向けて競技力の向上を図っております。

 次に７ページを御覧ください。「先催県における総合開会式の内容」として、第１回の懇

話会では、第６８回国体（東京大会）の映像を御覧いただきましたが、地方で行われる国体

の例として、平成２３年の山口県、平成２４年の岐阜県の国体の総合開会式の内容を表にし

ております。

 総合開会式の流れは、はじめにオープニングプログラムがあり、次に式典前演技、そして

式典が行われ、最後にエンディングプログラムという流れとなっております。

 ８ページから９ページが山口県、１０ページから１６ページは岐阜県の総合開会式の様

子について、報告書より抜き出しております。

 それでは、１７ページを御覧ください。「先催県における県民運動の取組」として、まず

第６６回国体（山口大会）ですが、４つの基本方針をもとに基本計画を立て取り組みを行っ

ており、表の右側が主な実績となっております。

 次に１８ページを御覧ください。こちらは、第６７回国体（岐阜大会）の県民運動の取組

となっております。３つの県民運動の目標を立て、３分野の６つの運動を展開し、表右側の

主な取組計画を立て県民運動を行ったとなっております。

 次に１９ページを御覧ください。「青森県の人口の推移と将来推計」ですが、本県の人口

は、昭和５８年をピークに減少傾向が続いており、あすなろ国体開催前の昭和５０年に１４

６万９，０００人あった人口は、平成２２年には１３７万３，０００人となっており、平成

３７年には１１６万１，０００人まで減少すると推計されております。

 生産年齢人口１５歳から６４歳も昭和５０年時点で約９８万人いましたが、平成３７年

には約６４万人に減少すると推計されております。

 なお、国体で活躍が期待される１５歳から３９歳の平成３７年の人口は、約１２万人と推

計されております。

 次に２０ページを御覧ください。「青森県のスポーツ少年団団員数の推移」ですが、本県

のスポーツ少年団の団員数は減少傾向にあり、加入対象年齢である小・中・高校生の県人口

についても減少しており、少子化が進んでおります。

 次に２１ページを御覧ください。「青森県児童生徒の体力の推移」ですが、本県、児童生

徒の体力は、全国平均と比較して殆どの年齢層で平均以下の状況が続いておりますが、更に

本県の児童生徒の体力について、昭和４４年から平成２５年までの５年毎（５年平均）を見

ると、殆どの年齢で低下傾向にあります。

 なお、男子５０ｍ走については、年齢が上がるにつれ、昔と同程度となっております。持

久走やボール投げについては、特に低下傾向にあります。

 次に資料４「人財育成に関する課題検討にあたっての項目（例）」を御覧ください。こち

らは、委員から御意見をいただくための参考として例示しております。

 まず、大会に関わる人財の育成として、競技力向上は、選手の育成・強化、指導者の育成・

確保、大会運営は、競技役員の育成、ボランティアの養成。

 次に県民参加のあり方として、国体開催に向けた県民の関わりは、炬火リレーの走者、総

合開・閉会式への出演、地域でのおもてなしや環境・美化活動など、大会の機運醸成のため

の人づくりは、地域住民、文化スポーツ団体等。
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 最後にその他として、本県スポーツ振興策とのつながりは、子どもの体力向上、スポーツ

実施率向上となっております。説明は以上です。

（戸塚座長）

 只今、事務局より説明がありましたが今の説明に対して、何か御質問等ありませんか。

【質問等無し】

それでは、ここからは、委員の皆様に人財育成について考えられる課題や対処方法等につ

いて自由に意見をいただきたいと思います。先程、御説明がありましたが、今回は色々な課

題や対処方法、課題等についての洗い出しということが今回の会議の目的となっておりま

すので、委員の皆様、よろしくお願いいたします。

 資料４に大きく３つの枠で検討にあたっての項目例が挙がっております。大変恐縮です

が、基本的にこのラインに沿って、少し議論をしていこうと考えております。それでは、ま

ず１番目の大会に関わる人財の育成の部分で議論を進めようと思いますが、あすなろ国体

の（選手強化の）御説明があったように、競技力の向上に関しての準備は、５、６年前から

始めていますが、実質的には、３年ぐらい前から本格的にやったような資料が出ておりまし

たが、今後、考えていく上で、資料３の６ページに「先催県における競技力向上に向けた取

組」等もございます。こういった資料も議論の参考になるかと思います。

 まず、競技力向上の競技力目標をどのようにするかというところから、選手の育成・強化、

指導者の育成・確保、この辺りで何か御意見等ありましたらお願いします。

 岡村委員どうぞ。

（岡村委員）

 （資料３）６ページの他県の状況が第７６回の栃木県まであります。大体、早くて１０年

前、遅くて５年前に競技力目標の設定をしているようですが、こういうのは早い方がいいと

思います。

 実際、この平成３７年に青森国体が開催されるというのが公的に認められた時点、今です

らもう１１年前ですので、その時点で競技力の目標、あるいは競技力向上委員会、競技力向

上対策本部長を設定したらいかがでしょうか。

 目標自体をこの会で決めるのは、ちょっと別じゃないかと思うのですが。

（戸塚座長）

 今、岡村委員からありました、この目標は今回、この会での議論をするところまではない

のですが、方向性として例えば、競技力目標であれば、天皇杯、皇后杯の獲得を目指すとか、

もうちょっと幅広くスポーツ振興まで入れるとか、成績の部分で、例えば、福井県は、開催

県として相応しい成績を獲得して、大会後の恒久的な本県の競技スポーツの振興を目指す

といった幅広い部分が出ておりますが、方向性として、どういったものが相応しいかという

ところの議論は、ここでしても（事務局）大丈夫ですか。

【事務局として問題無し】

 今、岡村委員の方から、このまま開催が決定したとしても、残りの時間が１０年ほどで、

できるだけ早い段階というお話がありましたが、その他の委員の皆様、何かありますか。

 蝦名文昭委員どうぞ。
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（蝦名（文）委員）

 今の選手の育成に関することにつきましては、岡村委員と同じ考え方ですが、実際、私が

関連している競技団体で取り組んでいることをお話申し上げたいと思います。

 たまたま先に、２０２０年東京オリンピックの目標がありましたので、今までどちらかと

いうと、高校生、一般対象の選手強化であって、中学生も一部入っておりますけども、去年

から小学生を中心とした選手強化・育成ということに力を入れ始めることにいたしました。

 その小学校４年生、５年生、６年生が、東京オリンピックの時に大学生、あるいは高校生

になるということも含めて、それと連動して５年後に計画されているのが青森国体ですか

ら、長期的な視野に立った競技力向上、選手強化を目指すべきではないかということで、今

まで小学生の部の競技種目を倍に広げて、参加選手を多くさせたり、あるいは試合内容を変

えてみたりということで、今まで１００人出られたものを２００人にするとか、あるいは、

選手強化も小学生、中学生の一体となったリーグ戦をやって、小学校も中学校もないのだと

いうことで、切磋琢磨の中で競技力を向上させるという方法をとっているのが、一つの事例

として挙げられますので、やはり早めに強化は進めた方がいいのではないかと思っており

ます。

 もう一つには、私、卓球に関係しているので申し上げているのですが、卓球の場合も、ず

っと長いこと青森山田学園が頑張ってくれて青森県を引っ張ってくれたのですが、色々廃

部、休部という部もありますので、それを補うことも含めて、青森山田学園に頼らない本来

の卓球王国青森のレベルを崩さないために、小学生、中学生からの選手強化・育成を目指す

という両睨みでやっているのが現状でございます。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。只今、蝦名文昭委員から、現段階で小学生から強化策を講じてい

るとのことで、長期的な視野に立つのは、非常にこの先のことを考えても重要であるという

お話をいただきました。他に何か御意見等ありますでしょうか。

 北村委員どうぞ。

（北村委員）

 大きなテーマについて、意見を述べさせていただいてよろしいでしょうか。開催のテーマ

について。努力目標は、天皇杯（の獲得を目指す）だったりということはあるにせよ、県民

に分かりやすい大きなテーマとしては、これから１０年間、まだ団塊の世代の皆さんが元気

で国体を迎えることが出来る期間ですので、生涯現役を目指すと、それプラス青森県の今一

番悩んでいる短命県返上で長寿を目指そうという短命県返上の観点と。

私も団塊の世代ですが、企業戦士でただ、ただ働いて参りまして、スポーツをする時間が

ないまま参りました。青森県に国体が来るかもしれないというと、朝の散歩や体操から始ま

って、皆で青森国体を迎えようではないか、という機運が大きく盛り上がるのではないかと

思います。団塊の世代もリタイヤして、毎日日曜日の方、また２度目のお仕事の方、色々い

らっしゃいますが、目指すものが具体的に県民に見え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、北村委員から、競技力目標も含めてのお話をいただきまし

た。私も議論を競技力目標に戻す必要があると思っていたところで御意見をいただき、あり

がとうございました。

 選手の育成・強化、その他の指導者の育成・確保、他の部分に関しましても、競技力目標
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をどのように設定するかというのが、一つ大きなポイントになってくるかと思います。先程、

お話をしましたが、（資料３）６ページのところにそれぞれ競技力目標の他県の部分が出て

おります。こうした競技力目標と選手強化、指導者の育成・確保等を含めて、御意見があれ

ば伺いたいと思いますが。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名（武）委員）

 まず、競技力向上の目標については、ここに書いてありますように、「開催県に相応しい

成績を収める」というのがいいのではないかと思います。皆、それぞれの国体をやると、開

催県が天皇杯を取るということになっているのですが、開催県に相応しい成績を収めるた

めに何をするのか、ということを考えた方がいいのではないかと思います。

 それから、選手の育成強化につきましては、先程、蝦名（文）委員からもありましたよう

に、小学校の時から、あと１１年後、国体があるとすれば、丁度、（小学）４、５、６（年

生）が、４年生は１０歳ですから２１歳、６年生は１２歳ですから２３歳となりまして、国

体の有力な選手になり得る年齢であると思います。

 私、いつも言っているのですが、伊調千春さんが銀メダル２個、伊調馨さんが金メダル３

個獲ったのであります。この違いは何か、伊調千春さんは、５歳の時からレスリングを始め、

それを見て３歳の伊調馨さんが一緒に参加した。要するに小さい頃から参画すると、体全体

にレスリングの筋肉や感覚等が身に付いてしまうというのが、おそらく銀と金の分かれ目

ではないかと思います。

 ですから、小さい子ども達をどのようにして育成していくか。これは、あらゆるスポーツ

に共通しますが、素晴らしい指導者がいれば、素晴らしい選手が育つのであります。今、聖

愛高校は純粋な青森県民だけで去年も夏の甲子園でベスト８に行ったということがありま

す。ですから、監督によっていかようにも子ども達というのは育っていくわけです。

 選手の育成強化については、小学校低学年からきちんと育てあげていく仕組みを、この国

体を機にどうするかということだと思います。

 それから、指導者の育成・確保ですが、私もかねがね言ってきましたが、今の教育委員会

の制度からいくと、なかなか体育の先生が学校の減少とともに採用されなくなってきてい

て、枠が非常に小さい。小学校、中学校、高校の体育の先生になれる方は非常に少ないです

が、やっぱりこのようなことをどうしていくのか。教育委員会の様々な制度の中で、臨時職

員とか講師とかあるのですが、私の孫がいる小学校でも、非常に良い先生がいて、講師の先

生でしたが、短期で代わってしまうことが行なわれています。そのことに対して、どのよう

な考え方で臨んでいくかについても考えていかなければならないと思います。

 それから、県教育委員会が、伊調千春さんについては高校の先生として採用しましたが、

これは、おそらく素晴らしい選手を育成するであろうと思います。そのようなオリンピック

で活躍した人、あるいは全国大会で活躍した人を優先的に先生として採用していく仕組み

をどう構築していくか、これを１１年後の国体をみながら、そういうことまで考えていかな

いと、本当の人財育成にはならないのではないかと考えております。

 大変難しいことですが、きちんとした目標を立てて国体をただやるというだけではなく、

そういう指導者をどのようにして採用しながら、どのようにやっていくのか、小さい子ども

達をどのように育成していくのか、そういうことまで考えて本当は国体をやらないと、国体

に多額のお金がかかるわけですから、国体をやる意義がなくなってしまう。ただやって終わ

りだとなってしまえば駄目ですから、是非、それをこの懇話会で提言してもらえば大変あり

がたいと思っております。
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（戸塚座長）

 ありがとうございました。

 蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名（文）委員）

 それに関連してもう一つ。今、蝦名（武）委員から、学校の先生方の採用問題についてお

話がありましたが、私は、子ども達の育成のためには学校の先生の力が大きいと思いますが、

やっぱり実業界、いわゆる企業側としてのスポーツに対する関心度も高めてもらわないと

いけないと思います。折角、青森県から優秀な選手が活躍しても、帰る場所がない、受け皿

がない、これが今、青森県の現状ではないかと思います。

 ですから、今日、商工会議所の出町（一）委員さんも来ておりますが、商工会議所をはじ

めとした経済団体、それから体育協会、これが中心になって、なるべくそういう青森県から

出た優秀な選手は地元で採用していただくと、その方々が中心になって選手の育成や競技

力向上のために頑張っていただく、という方向性も私はあっていいのではないかと思いま

すので関連してお話申し上げました。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。只今、競技力目標、選手育成、指導者育成の具体的な仕組みの

部分まで御意見を頂戴いたしましたが、何か関連した部分でもよいですし、新しい、もう少

しこういった考え方もあるのではないか、という部分でもよろしいですが、何か御意見はあ

りますでしょうか。

 今日は、課題の洗い出しということですので、本当はもう少し議論を深めたいところです

けども、まずはどういった課題があるかというところでいきたいと思います。

 中体連会長の出町（幸）委員、今、実際、学校で部活を中心に子ども達の競技力向上に取

り組んでいるかと思いますが、何かその辺のところでお願いします。

（出町（幸）委員）

 中学校の立場から言いますと、中学校の部活動が本県のスポーツの競技力を支えている

という自負を持って日々部活動に取り組んでいるわけですが、そういう意味で県体協から

も強化費をいただいて合宿などをやっておりますが、如何せん、指導者不足ということがあ

ります。強化費をいただいて、男女で合宿をやるにしても、一番の問題は女性の指導者が不

足しているということであります。こういう御時世ですので、男の先生だけが全て仕切ると

いう訳にもいきません。そこが今、ネックになっているところです。

 それから、中学校の部活動は、部活動で人事というのは全くありません。例えば、２年連

続、３年連続優勝させた先生が、次に赴任する学校が自分の得意な部活動がない、あるいは、

県の競技委員長でありながら、全く競技の無い学校に転勤してしまう、これは、学力向上が

最大の目標でありますので部活動は二の次になっているかな、という思いも少しあって、残

念なことだと思っています。そのようなことが是正されますと、もう少し中学校の立場とす

れば、本県の競技力をもう少し支える力になるのではないかと思っております。以上です。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。高体連会長の高橋委員お願いします。

（高橋委員）

 委員の皆様から殆どの課題とか、問題点とか、対策とか出ているので、私の方からは、今
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の高校の現状がどうであるかということと、また重複したことになるかもしれませんが、御

意見を述べさせていただきます。

 まず、高等学校において、先程、事務局からの説明にもありましたが、一番大きな問題は

少子化に伴う生徒減です。分かりやすく言えば、青森西高校であれば、元々２０ぐらいあっ

た部が、今、１４か１５の部になっているということです。

 更には、一つの部の部員数が非常に減少しているという、そういう現実の問題があります。

更にもう一つは、先程、出町（幸）委員からも出ましたが、専門性を持った指導者が必ずし

も全ての学校に、また全ての種目にいるということではないということです。それもまた、

厳然たる事実としてあります。

 そう考えますと、学校規模がある程度大きな学校においては、部活動もかなり盛んに行な

われるという現状がありますが、定時制も、小さな学校も経験した立場から申しますと、学

校規模が極端に小さい場合だと、やはり部活動が充実しないという、本当に切迫した現実が

あります。

 そういうことを踏まえて、一番に１０年後の国体を考えた時に、他の委員からありました

ように、やはり最低限二つ問題があると思います。それは、選手の底辺の拡大ということと、

更には早い時期から、専門的な指導者が小学校、中学校、高校、そして成人と一貫して専門

的な指導を行うことです。オリンピックに向けては、エリート塾みたいにやっていますが、

本県においても国体に向けて、そういうものも二本立てで底辺の拡大と高度な専門性にお

ける選手の育成ということが必要かと感じております。

 特にそう感じているのは、本校で今年、県高体連で男子テニスが優勝したのですが、その

選手は、やはり小さい頃からやっていて、凄く高い技術を持っています。高校１年で県で優

勝するというような。

 ですから、そういうことを考えますと、先程、他の委員からもありましたように、小学校、

中学校、高校ということで、本当に長期に渡ったビジョンで育成すれば、必ずや選手は大き

な力をつけて国体でも活躍できると感じております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。先程、事務局からの説明の中でも、将来的な青森県の人口の推

移という部分で、少子化、又は指導者に関してもマンパワーが減っていくという部分が想像

できるような内容もありました。今、委員の方から出ましたことは、一つ重要な問題だと思

っております。

 それから、女子体育連盟会長の山本委員、先程、出町（幸）委員から、女性指導者の問題

も出ておりましたが、何か御意見がありましたらお願いします。

（山本委員）

 私達、この連盟は、各学校の体育教師、それからスポーツ団体のリーダー等を含めて構成

されておりますが、私達の今の問題は、各中学校に女子の体育の先生が、前は大抵大きい学

校には１名ずつ、または２名配置されておりましたが、今はゼロ、高等学校でも女子の体育

教員のいない学校がかなり多数あります。

 ということで、まず、学校体育の分野で指導者の女子の先生が少ない。そして、小学校の

段階をみますと、女子で体育を専科としてやってきたという先生は、ほんの数名で、男の先

生では、専科でやってこられた先生もおりますが、なかなか女子でそういう専門種目を持っ

てやっている先生方が少ない現状にあります。

 また、研修会等を開きましても、先生方が積極的に参加して、自分の色々な実力をアップ

させようとか、そういう傾向も段々少なくなってきています。また、先生方も年齢が上がっ
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ていきますと、生徒に実際、自分で良い演技を見せて指導するというのが、非常に難しくな

ってきています。ですから、年齢層が次から次へと繋がっていくような段階がなくなってき

ている現状です。私達も研修会等で色々なことについて技術を高めていこうとやっていま

すが、なかなかその目標が達成できていない状況にあります。

 逆にスポーツ団体の方々の方が、色々なことに対して積極的に取り組んで、学校の先生方

よりは、そういう方々が積極性があるのかな、という感じを強く受けている状況です。

（戸塚座長）

 今、学校体育という部分で、女性の先生の数の部分も含めて厳しい状況だというお話があ

りました。先程、蝦名文昭委員からお話がありましたが、学校の力、企業の力という話があ

りましたが、それプラス、今、スポーツ団体というお話がありましたが、これは競技団体と

いうことですか。それとも、例えば、総合型の地域スポーツクラブとか、そういうものも含

めてという話ですか。

（山本委員）

 女性スポーツの団体です。

（戸塚座長）

 分かりました。ありがとうございます。色々意見をいただいておりますが、もう一つ、議

論を戻すようですみませんが、今、選手の育成・強化、それから指導者育成・確保の部分に

関しましては、色々な課題がかなり出てきたと思いますが。競技力目標、この部分で、先程、

蝦名武委員から「開催県に相応しい成績を収める」という一つの方向性を出していただきま

したが、この部分で皆様、何か御意見等ありましたらお願いします。

 先程、これも蝦名武委員のお話の中で、かなり大きな予算的な部分、財源を使ってやると

いうところで、本当に目標があって、目標を達成するための色々な方法があって、ちゃんと

それに対して効果を出していかなければいけないというところで、この後、議論は先の方に

いくと、財政上の問題も議論していきますが、この競技目標について、ただ競技力に絞って

いくのか、それともスポーツの振興、その他、県民の健康づくりまで幅を広げるか、特に青

森県に関しては、短命県返上という、この国体が行なわれる時期には、短命県が返上できて

いると、そうありたいと思いますが。その辺も含めて、皆様にお考えいただければと思いま

す。この競技目標のところで何か御意見等ありましたらお願いします。

 岡村委員どうぞ。

（岡村委員）

 細かいことは、そういう委員会で決めるので、蝦名（武）委員がおっしゃったように、開

催県に相応しいという言葉は、今、戸塚座長が挙げられた項目も全て入るので、今までのよ

うに、天皇杯の獲得を目指すとか、あまりそれだけを強調する必要はなく、それは結果とし

てついてくればベターというかベストで、開催県に相応しいという言葉に全て入ってきま

すよね。それから、当然、開催をすれば、色々な健康増進という普及もされますから、短命

県返上とか、子どものスポーツ離れを予防するとか、そういうことも入りますので、方向性

は「開催県に相応しい」ということでいいかなと思います。

（戸塚座長）

 只今、岡村委員からお話がありましたが、何か御意見等ありますでしょうか。

 蝦名武委員どうぞ。
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（蝦名（武）委員）

 先程、北村委員から生涯現役のお話が出ました。今、生産年齢が大幅に減っているわけで

す。先程も説明がありましたように、これは、衝撃的なことでありまして、今までであれば

６０歳定年で、そして６５歳まで再任用で何とかやってもらっていると、６５歳になると年

金が出るので引退してしまうというのが大体の考え方でした。先日、内閣府に呼ばれ、高齢

者の活用をどうするかということで、青森県の事情を伝えておこうかなと、行って参りまし

て、私は７０歳まで現役で働くべきだという考えであります。そして、おそらくこれから年

金も７０歳でないと支給されない時代になってくると思います。従って、７０歳まで働くに

はどうするのか。それは、やっぱり健康でなければならないと思います。私はこの国体で目

標として生涯現役を盛り込んでほしいと思っております。７０歳まで元気で働くとなると

自ずと短命県も返上できますし、働くことは脳の活性化にも繋がります。ですから、私は６

５歳以上で新しい会社を作ったら、国が何かのインセンティブ（報奨金等）を与えるべきだ

と、盛んに喋ってきたわけであります。

北村委員は、若い頃、会社を興したり、私は６８歳で新しい会社を興したりと、今、様々

挑戦しているわけです。そういう気持ちがないと、自分自身が家の中に引きこもってしまい

ますよね。そうではなくて、やっぱり外に出て様々活躍することがいいのではないかと思い

ます。だから、今、国体がありますが、さっき岡村委員もおっしゃっていたように、やはり

短命県返上とか、そういうものが青森県にとって重要な課題ですから、「開催県に相応しい

優秀な成績を収める」ことをまず前提としながら、生涯現役という言葉を是非この目標の中

に入れて欲しいなと、私は思っております。

それは、あらゆるものにあるべきで、体育だけをやるのが現役ではない、ある会社を興し

て、その会社の中で働いていくことも現役です。今、色々な各事業所の意見を聴いてみると、

なかなか採用が困難で、特に優秀な技術者が定年で卒業し、会社がもたなくなってしまうと

いう意見があります。ですから、是非、技術を持っている人達が若い世代に自分の技術力、

ノウハウ、様々なものを移転していけるような仕組みを作っていく必要が社会全体として

あります。

 スポーツも同じだと思いますけども、そういうことも考えながら生涯現役を是非入れて

欲しいなと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。それでは、今、岡村委員、蝦名武委員から出されました競技力

目標に関すること、次回以降もまとめながら議論をしたいと考えております。

 それでは、大会運営に関しまして、競技役員の育成、ボランティアの養成、この辺の部分

で何か御意見等ありませんか。

 飯坂委員、秋田国体で色々企画、運営等もやられたということで、何かノウハウ的な部分

で御意見がありましたらお願いします。

（飯坂委員）

 今、色々お話を伺っていましたが、秋田県では平成１９年に国体を開催いたしました。平

成７年に内々定を受けまして、平成８年から競技力向上対策本部を県体育協会の中に立ち

上げて強化をして参りました。その時に非常に感じたことは、まだ１０年あると思っていた

のが、本当に平成１９年になった時に、もう１０年経ってしまったと、非常に早いなと感じ

ました。

その間、競技力向上推進計画については、２年ごとに見直して５期まで作りました。それ
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でもやはり、まだまだやり切れなかったところが沢山あるということで、まずは青森県にと

ってどういう国体にしたいのか、国体を通して青森県をどのようにするのか、ということを

まずはきちんと掲げた上で、県のスポーツ振興計画の中に競技力向上推進計画が、県の知事

部局、県教育委員会、県体育協会等々の共通理解のもとで、きちんと早めに作るということ

が、青森県が一つの方向に向かって、国体成功に向かっていく、成功した後により良い青森

県を構築していく、という意味でまずはそれが一番大事なのではないかと考えております。

 今、お話がありました競技役員、それからボランティアの養成についてですが、これもや

はり、その計画の中にしっかりと位置づけられた中で進められていかなければいけないと

考えます。特に競技役員、ボランティアについては、市町村で各競技会が開催されるもので

すから、県の方針と市町村の方向性、競技会を開催する方向性、そこを早めにすり合わせて

いかないとボランティアの養成が非常に後手、後手に回っていく可能性があります。あと、

競技役員についても、やはり競技団体と開催県、会場地市町村ができるだけ早くから連携を

とって養成をしていかなければいけないと思っています。その指針となるような県全体の

計画を十分に共通理解のもとで作ることが大事だろうなと、平成１９年の国体を通じて非

常に強く感じたところであります。

（戸塚座長）

 今、飯坂委員から、実際やられたところの話で、御苦労された部分が出てきたかと思いま

すが。第１回の時に配られた懇話会のロードマップ（スケジュール）によると、第５回以降、

意義やメリット、課題についての意見交換となっていて、今、そういう部分では、理念の部

分は競技力目標という、先程の議論が一つそれに関わってくる部分ですが、やはりきちんと

その理念を持って、その中に計画をしっかり位置付けて、更に県と市町村、実際競技を運営

する方々、ボランティアとの連携をとるのが非常に必要だというサジェスション（提案）だ

ったかと思いますが、他の委員の皆様、何か御意見等がありましたらお願いします。北村委

員、ボランティアと地域との関連もあるかと思いますが、何か御意見などがありましたらお

願いします。

（北村委員）

 重ねて申し上げるようですが。先程、蝦名（武）委員からもお話がありましたが、青森県

ならではの大きなコンセプトといいますか、開催の中にやはり生涯現役でありますとか、青

森県の課題を克服するようなものをまず込めるということに、フォローいただき、ありがた

く思っております。国体の課題といいますか、前回の資料をいただきましたら、国体ムーブ

メントという言葉、国体ムーブメントの推進ということを謳われていますが、そういう観点

からいくと、青森県の時に国家として最大の課題である高齢化をどうするか、国民の健康を

どうするか、という観点を盛り込むこと、本当に大賛成です。

 御質問の件ですが、地域は、あすなろ国体の時のかつての資料を本日拝見いたしまして、

例えば、団体であれば地婦連を動かしたということを拝見しまして、大分時間が経ちました

ら、地婦連も、まだ組織力は誇っておりますが、どんどん脆弱になっています。私、県の男

女共同参画推進協議会の会長もいたしておりまして、女性団体を殆ど網羅していますが、ど

この団体もやはり小さくなりつつあるということを悲しく思っていますが、その傍ら、ふる

さとづくりとか、地域づくりとか、地域おこしとか、そういうことをしていきたいという若

者、それからシニアも小さなグループをつくり、ＮＰＯだったり、勝手連だったりと、そう

いうことで青森県の巷に沢山グループが動いています。

そのような人達の活動の中に、この国体を目指しての事業などを少しずつ取り入れてい

くことを投げかける。少しお金は掛かりますが、シニアと子ども達を含めて地域でそういう
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活動を始めたところには、支援や援助などお褒めの何かが最初に動かすには、必要な感じは

するのですが。そのように時代が変わりましたので、小さな、ふるさとを何とかしたいとい

う動きをしているＮＰＯ及び任意団体にも目を向けていただきたいと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。そういう部分では、新しい力とも言えるかと思いますが、そうい

ったところを一つ大切にして、連携をとっていくという御提案だったかと思いますが、他の

委員の方で何か御意見等ありますでしょうか。

 蝦名武委員、競技役員の育成の部分で何か御意見をいただければ、先程、飯坂委員から、

やはり計画的にこちらの方も同じようにやっていくというのが良いのではないか、という

お話があったのですが、何かその辺のところで。

（蝦名（武）委員）

 さっき、蝦名（文）委員さんからも話がありましたように、それぞれの競技団体で、それ

ぞれの役員がいらっしゃるわけです。ですから、卓球であれば、おそらく蝦名（文）委員の

ところが全て取り仕切ってやるのではと思いますし、色々なスポーツの競技団体がありま

すから、そこの方々とどういう連携を取るかということが大事だと思います。

それから、小学校、中学校、高校の方々も当然役員の中に入るのでしょうし、競技役員の

育成ということですが、まずは国体全体をどのように仕切るかということと、それから、競

技そのもの、各団体の色々な競技がありますけども、それをどのようにやるかというものを

きちんと分けていかないと駄目なのではないかと思います。

勿論、全体を仕切るのと、各競技団体との連携をするための様々な会議を開くことは非常

に大事だと思います。ともすれば、競技団体全体を担当する人達が、競技団体の役員とあま

り話をしないでどんどん進めていくと、齟齬を来たすということがありますので、是非、そ

ういう形のものを作っていただきたい。できれば１週間に１回ぐらい、きちんと話し合う場

を設けるような仕組みを作らないと、大体上手くいかないのではと思っております。

 ボランティアについては、今、ボランティアの意識は非常に高くなっているので、私はあ

まり心配しておりませんが、ただ、色々なスポーツをやっている各市町村の体育協会会長さ

んの意見を聴くと、今、学校に頼らないでその地域の人達が子ども達をクラブとして指導し

ている方が結構多いようです。その関係で、そのような人達をどのように取り込んでいくか

ということも大事なのではないかと思います。市町村の卓球の会長はじめ、その地域のこう

いうものに携わって、殆どボランティアで熱心に指導していただいており、本当に感心して

おります。ですから、それらの方々をどう大会の運営に取り込んでいくかということも大切

かと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。やはり、仕組みづくり、それから連携というところだと思いま

すが、今の御意見を参考にして、今後、議論を進めたいと思います。

 それでは、次に２番、「県民参加の在り方」ということで、「国体開催に向けた県民の関わ

り」、それから「大会の機運醸成のための人づくり」ということで、併せて御意見をいただ

ければと思いますが、何かこの件に関しまして御意見がありましたらお願いします。

 「県民参加の在り方」ということで、国体開催に向けた県民の関わりに関しては、開会式、

閉会式等が書かれておりますが、あすなろ国体の時に、こういったことに関係されていたと

いうお話を聞きましたので、女子体育連盟会長の山本委員、何か御意見ありましたらお願い

します。
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（山本委員）

 あすなろ国体の時には、青森県らしさを青森県の県民の手でということで外部に演技等

を委託しないで、県内の中で演技をみんなで話し合って考案して、そして幼稚園の園児と婦

人を中心に小・中・高の学生の授業に支障がないようにということを前提に、初めて園児と

お母さんというので演技をした、他県は皆、学生を使うとやりやすいのでそういう形でやっ

ていた中で、青森県はそういう形でやったということがありました。ですから、この中でも

やはり青森県らしさをどうやっていくかを考えていけば、また違うのかなという感じを受

けています。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。今、青森県らしさという言葉が最後に聞かれましたが、一つ、

やっぱり「県民参加の在り方」というのは、青森県らしさがまさに出てくる部分だと思いま

す。他の委員の方々、今のことに関しましてでもよろしいですが、何か、商工会議所連合会

事務局長の出町（一）委員、このあたりで何か、地域でのおもてなし等もありますが御意見

をお願いします。

（出町（一）委員）

 先程、蝦名文昭委員から、指導者の育成ということに関して、企業、経済界も関心を持っ

て欲しいというような御意見がございました。そのことも含めて、ボランティアの参画であ

るとか、国体の準備、それから本番に向けて経済界、企業側として、どんな関わりを持って

いけばいいのか、どういう協力体制を持てばいいのか、この懇話会の中で、皆様方から御意

見を頂戴しながら検討して参りたいと考えております。

（蝦名（文）委員）

 この、青森国体開催は、正式決定はいつになるのですか。

（戸塚座長）

 事務局お願いします。

（事務局）

 この国体検討懇話会での検討結果を教育長、知事に報告した後に、県議会の承認を得て、

本県として正式に国（文部科学省）と日体協に開催招致要望書を提出することになります。

来年度に青森県が第８０回国体の開催招致要望書を提出すれば、その後の日本体育協会国

体委員会において決定するという流れになっております。

 なお、正式な開催決定等は、国体の開催要項にあるとおり、内定が５年前、決定が３年前

の年の９月末までとなっております。

（蝦名（文）委員）

 ありがとうございました。県民参加、県民意識の醸成という観点からみますと、その決定

を踏まえて、例えば、あすなろ国体という当時の呼称ですとか、県民のあらゆる場面で国体

を成功させようというのは、いつ頃に決まるのかということを確認したかったので聞きま

した。

 なるべく早く、やっぱりいろんな団体、地域、それからいろんな場面で機運を醸成すると

いうことに努めることが大事だと思いますので、その辺は、今、タイミングをみなければい
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けないということで分かりました。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名（武）委員）

 県民参加の在り方について、これはやはり多くの方々が参加しないと、単に競技者等やっ

ている人だけの一人よがりになってしまうということがあります。

今、ネーミングライツというので、私も副知事時代に青い森アリーナは、マエダアリーナ

になっておりますし、県営スケート場は、サンワアリーナ、青森市文化会館は、リンクステ

ーションになっているわけです。あれは最初、お金を出す時に、私、お願いに行きましたが、

「そんなものに金出して」という意見が非常に多かったです。実際、例えば、リンクステー

ションは５００万でスケート場は確か３００万だったと思いますが、出した方々が非常に

よく宣伝になっている、企業イメージの向上に繋がっている、とお金を出したことについて、

むしろ喜んでいる方々が多いです。

 国体は、膨大なお金がかかると、私も思います。ですから、青森県の県財政からいって、

非常に質素にお金がかからないけども、良い大会を目指すということであれば、様々なもの

に企業のネーミングライツを付けてやればいいのではないかと思います。

例えば、先程、幼稚園の方々を出演させるというのであれば、企業に名前を付けさせて、

企業の人達がお金を出してやっていく。色々な企業が県内にありますから、そういうネーミ

ングライツでやれば、相当県がお金出さないで済むのではないかと思います。

例えば、炬火リレーもそのような方式でやったらどうか、県がやるとどうしても県庁とい

う考え方でやるので、民間にネーミングライツでやらせると、意外と素晴らしい炬火リレー

ができるのではないかと思っています。民間の方がずっと良い発想を持っていますので、素

晴らしい発想を出してくるのではないかと思います。ですから、そういうものをどんどん分

けてやって、企業がそのお金を出してそれに参画をしていくという仕組みをつくると、県民

総参加も非常に上手くいくと思います。

今、企業自身が、朝早く自分達の職場の前の歩道等のごみ拾いをしていますが、色々な会

社でよくやっていて、素晴らしいなと私は思っています。ですから、企業そのものに社会貢

献するという考え方が私は根付いていると思いますので、そういうものを上手く活用すれ

ばいいのではないかと、そうすることによって、民間の参加も積極的になってきて、県や県

教育委員会から強制的にやらされるのではなくて、自らやっていくような仕組みを作り上

げていけばいいと思います。

例えば今、環境・美化運動で、青森市の問屋町なんかは素晴らしい活動をしていますし、

ああいうところに任せればいいのではないかと私は思っています。そうすれば、結構、地域、

地域でやると思います。地域のおもてなしに関しても、これは、様々やり方があると思いま

すし、民間に任せきってやる方法を作っていけば、新しい国体になるのではないかと思いま

すので、その辺を何とか一つ考えてもらえればありがたいと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。今、確かに、新しい一つの方向性として、民間の活力というか、

民間の力を活用していく、その仕組みもまた作っていくというお話が出ました。先程も少し

お話いただきましたが、商工会議所の事務局長の出町（一）委員、今のことで何かありまし

たらお願いします。
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（出町（一）委員）

 今の蝦名武委員のおっしゃったことも、確かに企業がいろんな活動をしておりますので、

先程申し上げましたように、企業として、経済界として、またどのような関わりを持ってい

くのかということについては、皆様方から様々御意見を頂戴しながら検討していきたいと

考えております。

（戸塚座長）

 もうひと方だけ、「大会の機運醸成のための人づくり」のところで、先程来、お話をいた

だいていますが、北村委員、何か意見がありましたらお願いします。

（北村委員）

 前半ちょっと同じようなニュアンスのものを申し上げましたが。例えば、どこの県でも国

体というと、花いっぱい運動とか、そういうことをされてきましたし、あすなろ国体の時も

青森県は花いっぱい運動を展開していたと思いますが。そういうことがいつの間にか立ち

消えになってしまっています。そういう観点からいくと、たとえその花いっぱい運動のおも

てなしであっても、さっき申し上げた小さなＮＰＯの活動の団体とか、また青森県男女共同

参画推進協議会に加盟している団体にお願いをして花いっぱい運動みたいなものは出来る

のかとか、私なりに皆様の御意見を伺って思ったところです。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。他にこの「県民参加の在り方」に関しまして、何か御意見等あ

りますでしょうか。よろしいでしょうか。

【意見等無し】

 そうしましたら、３「その他」のところで、「本県スポーツ振興策とのつながり」という

ことで、「子どもの体力の向上」、「スポーツ実施率の向上」とありますが、この部分で御意

見等ありますでしょうか。県スポーツ推進審議会の蝦名（文）委員、何かありましたらお願

いします。

（蝦名（文）委員）

 私が関係しているスポーツ推進委員協議会というのもあるのですが、前は体育指導委員

という名称で、今、スポーツ推進委員ということで、県内各市町村の教育委員会から任命さ

れた５名から数十名までの委員の方々がおりまして、そういう方々も当然、国体に関係して

くるわけですが、それぞれの地域のいわゆる競技スポーツ以外の生涯スポーツに関係する

ような方々も含めた形での国体を前にしたスポーツ振興を図るということが非常に大事な

ことかなと思っておりますので、私共もそういう組織を通じ、私共の組織の他にも沢山あり

ますので、そういう組織を挙げてスポーツ振興の在り方についても再検討、あるいは再構築

していく必要があると考えております。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。他に御意見等ありますか。青森県教育庁教育次長の奈良委員、も

し何か御意見がありましたらお願いします。
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（奈良委員）

 「本県スポーツ振興策とのつながり」ということで、「子どもの体力向上」とか「スポー

ツ実施率向上」が挙げられていますが、先程の資料で、本当に体力低下があるということで

県教育委員会でも、課題に感じております。

 ここの部分については、先程、競技力目標をどのようにするのかという、大きな観点で国

体開催時だけではなく、その後にどのように繋がっていくのかということも考えながら、や

っていく必要があると思います。

 当然、今、健康長寿県を目指すということで青森県は大きな課題として挙げていますが、

子どもの頃から健康とか、スポーツとか、そういう部分に気を付けなければいけないという

ことでやっていますので、県教育委員会としてもそういう観点でやっていくと。それプラス、

国体が開催されるということを視野に据えて、競技力向上とか、スポーツ振興策をやってい

く必要があると考えております。

 それから、先程、女性の体育教師不足等教員のお話が沢山出ましたので、確かに学校現場

は少子化ということで学校も減っていますし、教員も減っています。その分、採用も減って

いて、当然、体育は、教科的には時間数も少ないので人数も減っているという現状にありま

す。ただし、競技スポーツ、中体連、高体連で競技を教えているのは全て体育の先生という

わけでありませんので、他の様々な教科を持ちながら、若い頃にずっと競技をやってきた方

も、また顧問なり、指導者でおりますので、そういう方も活用しながらやっていくというこ

とになりますが、一番の大きなネックは、やはり少子化ということで、先程、平成３７年の

人口で、国体で活躍が期待される１５歳から３９歳までの人口が１２万人ということなの

で、その中からどれぐらいの選手が出るのかは分かりませんが、そういう意味では、小学校

からやっていくのは勿論分かりますが、現状でもっと減っていく中で、学校でやる部分には、

おのずと限界があるだろうと思います。ただし、先程言ったように、総合型地域スポーツク

ラブなり、競技団体で、クラブ単位で選手を育成していくというのも、また、一朝一夕にで

きるものではないと思いますので、学校の部分でも、それと一緒に連携しながら、現在のと

ころやっていく必要があるのかなと考えています。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。最後の方で、学校体育の部分とスポーツ競技団体、それから総

合型地域スポーツクラブ、こういったものが連携しながら、段々、少子化ということで選手

となる母数も減っていくというものに対応していくというお話をいただきました。

 他に委員の方から御意見がありましたらお願いします。

 岡村委員どうぞ。

（岡村委員）

 子どもの体力について、グラフが示されていましたが、この内容を検討されると分かると

思いますが、二極化が凄く進んでいます。スポーツをやっている子どもは、当然、体力が伸

びていますが、やっていない方の落ち込みがひどいから、全体として段々落ちていっている

と思います。そういうことで、小学生、あるいはもうちょっと下の年代にスポーツに接する

機会を是非、県教育委員会など、関係のところで考えていって欲しいと思います。

 因みに、自分は整形外科医ですが、２年後から学校の身体検査に運動器健診というものが、

ほぼ入るというのが文科省で決まりました。そういうのも含めて、県教育委員会でも御協力

していただきたいと思います。

 高齢化についても、御存じのように、骨粗しょう症などは、２０歳前の運動とか、摂取で

骨量が増えて、その時点からはあまり改善がありません。そういう意味でも、是非、子ども
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達のスポーツに興味を持たせるということを考えていただければと思います。

（戸塚座長）

 今、岡村委員から、「子どもの体力向上」と「スポーツ実施率向上」を併せたお話があり

ました。スポーツ実施率というと、大人のスポーツ実施率は、かなり取り上げられますが、

子どもの体力に関しては、実は私も大学で取り扱っている部分があって、今、岡村委員がお

っしゃったように、子どもに関しては、本当に二極化ということ、それから、運動習慣とい

うのも、小学校５年生まででかなり二極化が出てきますが、小学校５年生から中学２年生に

かけて、特に女子の生徒に関しましては、運動習慣がガタンと減ってしまうような数字も調

べると出てきております。今の考え方としては、出来るだけ２０歳ぐらいまでに高い体力、

行動体力、防衛体力をつけておいて、それを生涯に渡って維持するという考え方でもありま

すので、今の部分、国体を機に子どものスポーツ、体力づくり、それからスポーツの実施率

向上という部分も一つの課題として取り上げられればと考えております。

 他に、今の人財に関わる部分に関しましてありましたらお願いします。よろしいでしょう

か。

【意見無し】

それでは、次に移りたいと思います。検討項目２「施設整備について」事務局から説明を

お願いします。

（事務局）

 それでは、資料５「施設整備に関するあすなろ国体時及び先催県の状況等について」御説

明いたします。

１ページを御覧ください。「あすなろ国体時の施設整備及び県有体育施設の整備」につい

てです。まず、あすなろ国体時の施設整備については、既存の施設を有効に活用することを

前提とし、施設を新設する場合には、国体終了後、社会・学校体育施設として広く活用でき

るよう配慮し、整備が進められたとなっております。

施設整備の県及び市町の経費負担区分については、開・閉会式に要する経費、県営競技施

設の整備に要する経費、並びに特殊競技施設の整備に要する経費等は、原則として県が負担

したとなっております。会場地市町運営競技施設については、市町の負担とし、起債、市町

村振興基金の貸し付け等の斡旋に努めたとなっております。

 青森県総合運動場（現青森県総合運動公園）の整備は、昭和３９年から４２年度に陸上競

技場、補助競技場、水泳場（屋外５０ｍ競泳プール）、野球場の整備を行い、昭和４７年か

ら５１年度に体育館、テニスコート、サッカー・ラグビー場、２５ｍ屋内プールの整備を行

い、陸上競技場走路の改修並びにメインスタンドの拡張、陸上補助競技場走路の部分改修、

水泳場の改修を行いました。

 県が負担した特殊競技施設は、カヌー競技場、弓道遠的場、漕艇競技場、山岳競技場、自

転車ロードレースコース、ライフル競技場、ヨット競技場及び馬術競技施設の８競技の施設

となっております。

 次に県有施設、陸上競技場、水泳場、野球場の整備状況ですが、青森県総合運動公園陸上

競技場は、昭和４１年竣工、築４８年となっております。第１回の懇話会でも説明しました

が、国体施設基準は、日本陸上競技連盟公認の１種競技場１（補助競技場（１周４００ｍサ

ブトラック１、投てき練習場１）３種競技場）となっており、適合状況は、補助競技場の公

認無しとなっております。
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 次に青森県総合運動公園水泳場は、昭和４１年竣工、築４８年となっております。国体施

設基準は、日本水泳連盟公認のプール、競泳用５０ｍプール１（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（飛込み用として１０ｍの固定台と

３ｍの飛び板を備えていること。）、水球用プール１となっており、これらは至近距離にある

異なった会場であることが望ましいとなっております。適合状況は、施設基準満たさずとな

っており、県内で他に基準を満たす施設無しとなっております。

 次に２ページを御覧ください。青森県総合運動公園野球場は、昭和４２年竣工、築４７年

となっております。国体施設基準は、軟式野球は規定の野球場５面、硬式野球は規定の野球

場３面となっており、適合状況は、軟式野球は適合、硬式野球は不適合となっておりますが、

県内で基準を満たす施設は有りとなっております。

 最後に新県有体育施設、陸上競技場、水泳場、野球場の整備についてですが、陸上競技場

の整備を優先し、水泳場、野球場については、国体の本県開催時期を踏まえ順次整備するこ

ととしており、いずれの施設についても、国体の開催が可能な競技場として整備することと

なっております。

なお、陸上競技場については、現在、新青森県総合運動公園内で整備を進めており、平成

２９年度完成予定となっております。

 次に３ページを御覧ください。「青森県内実施可能施設無し競技のあすなろ国体時の会場

及び先催県の開催状況」ですが、あすなろ国体時の会場は、新設が４施設、改修が３施設、

既存が３施設、特設が２施設となっております。また、先催県の状況では、クレー射撃以外

の競技が殆どの先催県において県内で開催しております。表右側、先催県の状況ですが、第

６１回が平成１８年、第７２回が平成２９年となっており、全１２回ですので、県内開催が

１２とある競技は、どの先催県も県内で開催したということになっております。

 次に４ページを御覧ください。「先催県における県外開催競技」ですが、多い県で４競技

となっております。競技別では、クレー射撃が６県、水泳（飛び込み）が４県、ボート、馬

術、ライフル射撃及びカヌーがそれぞれ２県、水泳（シンクロ）及びセーリングがそれぞれ

１県で県外開催となっております。なお、秋田県、新潟県、千葉県、岩手県は県外開催があ

りません。

 次に５ページを御覧ください。「スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）助成金」です。スポーツ

振興くじｔｏｔｏは、スポーツ環境の整備、充実など、スポーツ振興施策を実施するための

財源確保を目的として導入されており、平成１４年度からｔｏｔｏの販売により得られる

収益により、誰もが身近にスポーツに親しみ、環境づくりから世界の第一線で活躍する選手

の育成まで、地方公共団体及びスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に対

して助成を行っているとなっており、助成対象は、地方公共団体、スポーツ団体となってお

ります。

 施設整備等に使用可能な交付対象事業の概要として、まず、地域スポーツ施設整備助成で

すが、総合型地域スポーツクラブの活動拠点となるクラブハウスの整備をはじめ、グラウン

ドの芝生化等の事業に対して助成することにより、地域における身近なスポーツ施設の整

備の促進を図ることを目的としており、事業の審査の視点として、今後、３年以内に国民体

育大会や各競技の国際的、全国的な競技会等の開催が予定されているかという項目があり

ます。

助成対象事業（抜粋）は、御覧の表のとおりです。グラウンド芝生化事業では、芝生化新

設に最高６千万円、助成の限度額は４，８００万円となっており、芝生化改設に助成対象経

費の限度額は４千万円、助成金限度額は３千万円となっております。スポーツ施設等整備事

業では、スポーツ競技施設の整備に助成対象経費の限度額上限が３千万円、助成金の限度額

は１３３万３千円。スポーツ競技施設の大規模改修等、助成対象経費の限度額、上限が１億
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５千万円。助成金の限度額は１億円となっております。

国体会場施設の主な助成事業例ですが、総合グラウンド人工芝整備事業、運動公園野球場

天然芝化改設事業、ホッケー場夜間照明施設整備事業などがございます。

平成２６年度配分額ですが、グラウンド芝生化事業は１４１事業、３７億５，５００万円

の申請に対し、１２２事業、約２７億４，２００万円の配当、率にして約７３％となってお

り、スポーツ施設等整備事業は、１４８事業、約４４億４，８００万円の申請に対し、１２

０事業、約２８億１，７００万円の配当、率にして約６３％となっております。

 次に地方公共団体スポーツ活動助成ですが、地方公共団体が地域住民等を対象にスポー

ツへの参加とその継続を推進するために行う事業に対して助成することにより、地域スポ

ーツ活動の活性化を図ることを目的としており、この助成についても、事業の審査の視点と

して、今後３年以内に国民体育大会や各競技の国際的、全国的な競技会等の開催が予定され

ているかという項目があります。

６ページに移りまして、助成対象事業（抜粋）でございますが、地域スポーツ活動推進事

業のうち、エの大型スポーツ用品の設置、こちらに助成対象経費の限度額７５０万円、助成

金の限度額６００万円となっております。

国体会場施設の主な助成事業例ですが、陸上競技場陸上競技用ハードル設置事業、市民体

育館柔道畳設置事業、総合体育館バスケット台設置事業などがございます。

平成２６年度配分額は、地域スポーツ活動推進事業全体でございますが、２９０事業、約

９億８，７００万円の申請に対し、２６６事業、約７億８，６００万円の配分。率にして７

９％となっております。

 資料６を御覧ください。施設整備に関する課題検討にあたっての項目例として、県内実施

可能施設無し競技ということで、陸上競技、水泳、ボート、ホッケー、ハンドボール、馬術、

ライフル射撃、クレー射撃。老朽化等改修が必要な施設となっております。

 以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 説明、ありがとうございました。

 只今、事務局より説明がありましたが、今の説明に対しまして、何か御質問等ありますで

しょうか。よろしいでしょうか。

【質問等無し】

 資料６に従って、今度は県内の実施可能施設無し競技、それから老朽化等改修が必要な施

設ということで議論を進めていくわけですが、大変申し訳ありません、意見交換の途中です

が、予定していた時間となりましたので、ここまでとします。

 今日は、１の人財育成についてのところを少し洗い出し、プラスアルファまで入りました。

２の施設整備について、３の開催経費については、次回以降、継続審議とさせていただきま

すが、よろしいでしょうか。

【異議無し】

 それでは、何か全体的なことで御意見等ありましたら、よろしくお願いします。

蝦名武委員どうぞ。
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（蝦名（武）委員）

 ともすれば、国体というとスポーツということになりますが、国体で多くの方々が青森県

を訪れるわけです。ですから、来た方々に青森県をどうアピールするのか、これは非常に大

きな課題であると思います。

 私も国体に何回か県体協会長として出ていますが、一つは、青森県の文化というものをど

う来た方々に伝えていくか、それから、青森県は素晴らしい物産があるわけですから、その

物産をどう伝えていくのかという視点が、県庁の中で言えば商工労働部とかが参加しない

といけないのではないかと思っています。

あるいは、文化に関すること。そういうものを国体ばかりやるのではないのだと、青森県

全体をどのようにして来た方々にアピールしていくかが非常に大事です。

 私は、今、会社を興して「奥津軽メロン」というものを全国の知っている方々に送りまし

た。北海道とか、福岡とか、神奈川県だとか、様々な人が、青森県にメロンがあるのが初め

て分かったと言われました。ということは、青森県では素晴らしいメロンが作られているけ

ども、宣伝がよくされていないということなのです。ですから、そういう意味でも、この国

体を契機に、そういう物産などを扱っている人達がどうアピールしていくのかということ

も、一番大事なことではないかなと思いますので、そこの視点も今後、入れてもらえれば、

大変ありがたいと思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。他に何か。

 出町一州委員どうぞ。

（出町（一）委員）

 第１回の懇話会で、複数の委員の方から国体の在り方、青森らしさということであれば、

やはり北国青森県ということで、冬季大会についても招致すべきではないかという御意見

がありましたが、このことについては、今後、この懇話会の議題となるのでしょうか。その

辺をお尋ねしたいと思います。

（戸塚座長）

 事務局お願いします。

（事務局）

 まずは、国体の本大会について、この懇話会でいろいろな意見をいただいて、最終的に第

５回の懇話会の話し合いの中で、「「青森県らしい国体」のあり方について」、意見交換があ

りますし、「国体を開催するにあたっての課題の整理」もありますので、その辺でお話いた

だければと思います。

（戸塚座長）

 他に何かありますか。

 北村委員どうぞ。

（北村委員）

 施設整備のところで、色々な補助事業の御説明をいただきましたけども、私、国土交通省

の豪雪地帯対策特別委員会に１９年間委員として就任しておりまして、今年の３月で終え

ましたが、この国の豪雪地帯対策基本法の中に、雪国の人々がいろいろな施設を整備した時
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の補助金が謳われています。一番最近作った基本計画は、平成２４年の１２月ですが、海外

との交流、そして観光ということを起点に置いた施設の整備、特に通年型のもの、これは、

知恵を絞って国体のためではなく、地域住民のためだということで、色々な補助金があると

思います。今日は県土整備部の方もみえていますので、是非、お調べいただければよろしい

のではないかと思います。

（戸塚座長）

 今のことに関連して、次回以降、会議の時に資料等がありましたら提出の方お願いします。

他に何かありますか。よろしいでしょうか。

【意見等無し】

それでは、その他（１）長崎国体の視察員について、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

 それでは説明いたします。長崎国体の視察員ということで、委員の皆さまには、第２回懇

話会の日程調整の際、長崎国体の視察の希望調査を実施したところですが、事務局において

調整した結果を御報告いたします。

 まず、開会式を含む前半の視察については、戸塚座長、蝦名副座長、山本委員に視察して

いただき、事務局からは、下川原主任指導主事と私、三上が帯同いたします。

 閉会式を含む後半の視察については、北村委員に視察していただき、事務局からは髙橋課

長代理と岡指導主事が帯同いたします。

 なお、詳細日程については、決まり次第視察の委員へお知らせいたします。以上で説明を

終わります。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。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せていただきたいと思います。皆様、御協力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、委員の皆さまには、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２回青森県国体

検討懇話会を終了いたします。

 次回、第３回の懇話会は、１１月開催の予定です。後日、日程調整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。


