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第３回青森県国体検討懇話会議事録

１ 日時 平成２６年１１月１４日（金）９時３０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、蝦名武委員、小笠原博委員、岡村良久委員、北村真夕美委員、齊藤清明

委員、斉藤仁委員、三本木温委員、清水晃委員、出町幸太郎委員、奈良和仁委員、道

川浩治委員、山本美紗子委員  以上、１３名出席 

（欠席者５名 蝦名文昭副座長、飯坂尚登委員、小笠原靖介委員、高橋順委員、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、三上主事、

立崎主事、中嶋主事 

４ 次第

（１）開会

（２）報告事項

①第６９回国民体育大会「長崎がんばらんば国体」の視察結果について

   ②第６９回国民体育大会の本県の成績について

（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施設整備について

②開催経費について

（４）その他

「県民の健康・スポーツに関する意識調査」に係る国民体育大会に関する調査項目

（案）について

（５）閉会

５ 概要

（司会）

 只今から「第３回青森県国体検討懇話会」を開催いたします。

 開会にあたり、戸塚座長より御挨拶をお願いいたします。

（戸塚座長）

 皆さん、おはようございます。第３回青森県国体検討懇話会の開催に当たり、一言御挨拶

を申し上げます。本日はお忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございます。

 今回の懇話会では、施設整備や開催経費について、意見交換をしていただき、最後に人財

育成を含め全体を通して意見をいただきたいと考えております。前回の懇話会においても、

委員の皆様方から大変貴重な意見をいただき感謝しております。今回は、それらの意見も踏

まえながら、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いたします。どうかよろしくお

願いいたします。
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（司会）

 次に１１月７日付けで新たに就任された委員について御紹介いたします。

 青森県商工会議所連合会事務局次長、道川浩治委員です。

 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、御協力のほどよろしくお願いい

たします。次第２の報告事項に移ります。（１）第６９回国民体育大会「長崎がんばらんば

国体」の視察結果について、及び（２）第６９回国民体育大会の本県の成績について、事務

局より説明をお願いします。

（事務局）

 それでは御説明いたします。資料１を御覧ください。第６９回国民体育大会「長崎がんば

らんば国体」の視察結果についてですが、視察日程は、１０月１１日から１４日までの日程

で、戸塚座長、山本委員に視察に行っていただき、１０月２０日から２３日までの日程で、

北村委員に視察に行っていただきました。

 視察内容として、まず総合開会式ですが、１０月１２日に長崎県諫早市にある県立総合運

動公園陸上競技場で行われました。

 オープニングプログラムですが、はばたけがんばくんダンスとして、諫早・長崎市内幼稚

園、約５００名と学生ボランティアである、がんばらんば隊、約１００名がダンスを披露し

ました。

 県民パフォーマンスとして、公募によって募った団体、のんのこ諫早まつり振興会、約６

５０名、長崎県太極拳連絡会、約８１０名。２ページにいきまして、一般社団法人長崎民謡

舞踊連盟、約６００名がそれぞれパフォーマンスを披露しました。

 長崎がんばらんば紀行のながさき魅力発信では、スターライトスクール、約２５０名、長

崎吼獅会、約５０名がパフォーマンスを披露しました。

 ながさき未来への旅では、「ながさきの未来」をテーマにした作品を、朗読と音楽演奏に

合わせ映像で紹介しました。

 ３ページを御覧ください。がんばらんば体操では、諫早市内保育園、小中学校、約７６０

名、がんばらんば体操実践アドバイザー、地域インストラクター、約３０名、平成２５年度

がんばらんば体操コンテスト出場チーム、約２８０名が体操を披露しました。以上がオープ

ニングプログラムとなっております。

 式典前演技開始前には、天皇皇后両陛下が御着席なさり、台風接近に伴い風が強めでした

が、ブルーインパルスによる展示飛行がありました。

 ４ページを御覧ください。式典前演技ですが、テーマは「長崎万華鏡～長崎の風・音・祈

り、そして明日へ～」としており、第１部は異文化との交流として、中・高校生、約３５０

人のマーチングバンドにより、異国情緒溢れる長崎への憧憬を表現しました。

 ５ページを御覧ください。第２部は、平和への希求として、中・高校生、約５５０人の創

作ダンスにより、平和への願いを表現しました。

 ６ページを御覧ください。第３部では、そして明日へとして、二胡奏者のソロ演奏で幕を

開け、その後、小学校・特別支援学校の児童・生徒、約１，３００人が大会イメージソング

に合わせてダンスを披露し、ダンス中盤からは、全ての出演者、約２，２００人でかがやく
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未来へ向けて、選手の皆さんにエールを送りました。

 以上が式典前演技でした。

 ７ページを御覧ください。式典では、役員・選手団の入場、８ページにいきまして、長崎

県知事による開会宣言、天皇・皇后杯の返還、大会会長、文部科学大臣の挨拶があり、９ペ

ージにいきまして、炬火の入場・点火では、長崎県内全２１市町で採火された炬火を、炬火

ランナーでつなぎ、炬火台に点火しました。なお、点火時に舞っているのは、白いハトに模

した風船でございます。

 １０ページを御覧ください。選手代表宣誓が行われ、エンディングプログラムでは、イメ

ージソングの歌唱者によるライブパフォーマンスが行われました。

 １１ページを御覧ください。その他として、総合開会式会場のスタンドの一角には、諫早

市内小中学生による都道府県の応援が行われていました。役員・選手団の入場では、各都道

府県の皆さんが通る度に応援が行われていました。また、総合開会式の弁当では、長崎県産

の食材が沢山使用されていました。

 １２ページを御覧ください。ここからは各競技会場の視察内容となっております。卓球は、

大村市の体育センターで行われました。ウェイトリフティングは、諫早市の県立諫早農業高

等学校第１体育館で行われました。

 １３ページにいきまして、バドミントンは、長崎市の市民体育館で行われました。体操競

技は、長崎市にある県立総合体育館で行われました。ボートは、長崎市にある長崎県形上湾

ボート場で行われました。このボート会場は、形上湾という湾内に仮設でコースを設置し競

技が行われました。

 １４ページを御覧ください。馬術は、雲仙市の特設馬術競技場で行われました。馬術会場

は、特設で整備されており、白色の仮設のテントは厩舎で、その中に馬房などが整備されて

おりました。バレーボールは、諫早市の森山スポーツ交流館等で行われました。

 １５ページにいきまして、柔道は、諫早市の小野体育館で行われました。陸上競技は、県

立総合運動公園陸上競技場で行われました。バスケットボールは、長崎市にある県立総合体

育館等で行われました。

 １６ページを御覧ください。会期前実施競技である水泳会場については、施設について視

察しました。５０ｍ公認プールと２５ｍ公認プールが併設された施設となっております。

 １７ページを御覧ください。総合閉会式は、１０月２２日に総合開会式会場と同じく、県

立総合運動公園陸上競技場で行われました。

 オープニングプログラムでは、日本太極拳法一楽庵長崎県支部、約５００名がパフォーマ

ンスを披露しました。

 式典では、役員・選手団の入場から始まり、天皇杯・皇后杯の授与では、男女総合成績１

位の長崎県へ天皇杯が、女子総合成績１位の東京都へ皇后杯が授与されました。

 １８ページを御覧ください。炬火は、長崎がんばらんば大会（全国障害者スポーツ大会）

へ引き継ぐため、分火・納火されました。国体旗は、次期本大会開催県である和歌山県に引

き継がれました。以上が視察結果でございます。

 続きまして、資料２を御覧ください。第６９回国民体育大会の本県の成績について御説明

します。１ページ目の表の右端、第６９回、平成２６年と書かれているところが本大会の成

績ですが、本県の順位は４３位となっております。なお、表中の都道府県名隣にある数字は、

前後３年の国体開催県を示しており、例えば、長崎県は６９回大会の開催県でありますので、

６９と標記しております。また、更にその隣に○の標記がありますが、こちらは、人口２５

０万人以上の都道府県を示しております。上位にある都道府県は、国体開催前後あるいは人
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口２５０万人以上の都道府県が殆どとなっております。

 ２ページ目は、第１回国体検討懇話会でも御説明した、国民体育大会における本県の順位

推移グラフについて、今大会を反映したものとなっております。なお、グラフの開始が第２

９回大会からとなっておりますが、これ以前においても、今大会の４３位が過去最低となっ

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。ただ今の視察結果等について、委員の皆様から、何か御意見、

御質問等がありましたら挙手をお願いいたします。斉藤委員どうぞ。

（斉藤仁委員）

 この国体の時期に丁度、九州直下で台風が来ていたと思いますが、その台風の影響はあり

ましたか。

（事務局）

 総合開会式については、前日の都道府県代表者会議でも実施についての問い合わせが多

かったようで、長崎県実行委員会でも当日の朝までずっと検討していたようです。

 また、当日は、各県選手団が集合する補助競技場では、テントを全部下げて、危険のない

ような対応がされておりました。

 なお、総合開会式が始まってからは、文部科学大臣が「奇跡だ」と、挨拶の中で言うぐら

い、雨も止み無事実施されましたが、終了後は、夕方から荒れた天気となり、屋外の競技は

もちろんのこと屋内の競技でも選手の輸送等の関係などで、１日目の競技が中止になって

いるところが何競技かありました。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。何か他に御意見、御質問等がありましたら挙手をお願いします。

 蝦名委員どうぞ。

（蝦名委員）

 今回の長崎国体については、私も９回国体に参加しておりますが、非常に長崎県民の歓迎

ムードが良かったと思っております。色々なところで、それぞれの地域が、それぞれの特徴

を出しながら、大変素晴らしい歓迎をしていたと思います。青森県で開催する場合にも多く

の県民が参加できる国体を開催していただければ、大変ありがたいと思っております。

 それから、国体の成績については、過去最低になりましたが、何故かということについて、

県教育委員会にも聞きたいと思いますが、冬季のスキーとスケートの成績が非常に悪かっ

たからでございます。それが、第１点です。特にスピードスケートは、殆ど点数が取れてい

ません。何故かといいますと、スケートをやる方が少なくなってきたということもあります

が、やはり、室内スケート場が無いということも大きく起因しているのではないかと思いま

す。スキーについても、非常にお金がかかるなど様々な事情から子ども達、あるいは親が大

会等に参加しなくなったということがあります。青森県は残念ながらジャンプ台がなく、秋

田県にはありますが、そういうスポーツ施設の整備も国体の成績に影響していると思いま

す。それからもう一つは、指導者の方々も子ども達に対して一生懸命に成果を上げるように

努力していますし、選手も一生懸命に努力していると思いますが、何故落ちたのかというと、
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それは指導者が高齢化により減ってきているからではないかと思います。選手を育てるに

は、やはり指導者が必要でありますので、その指導者をどう育成していくかというものを考

えていかないと、国体はなかなか良い成績が取れないのではないかと思います。特にスピー

ドスケートやスキーなど冬季競技で点数を取れないと、良い成績は取れないということで

すから、それらについて、県教育委員会で一番大事なことは、スポーツ施設の整備と指導者

をどのように育成していくかということだと思いますので、この２点について、事務局に、

お答えができるのであれば聞きたいと思います。

（戸塚座長）

 事務局お願いします。

（事務局）

 施設整備や指導者の育成・確保については、当懇話会においても色々な御意見をいただき、

それらをまとめた上で、更に国体の招致が決まりましたら、競技力向上対策本部などを設置

し、部会を設けまして、具体的に検討していきたいと考えております。 

（戸塚座長）

 今、蝦名委員から国体の成績の分析を含め、指導者の育成、施設整備等の今後の課題につ

いて明らかにしていただきましたが、この部分に関しては、前回お話ししましたし、これか

ら施設整備ということで議論をしていき、その中で委員の皆様から御意見を賜りたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。他に何かございますか。

【意見等無し】

 それでは、次に今回視察に行かれた委員の方々から、長崎国体の感想等をお話ししていた

だきます。まず、前半を視察していただいた、山本委員お願いいたします。

（山本委員）

 私は、総合開会式を視察して感じたことを申し述べます。内容については、事務局から御

報告があったとおりですが、まず、オープニングプログラム、それから式典前演技について

は、中央の業者に委託した内容ではなく、手作り感が溢れておりました。また、非常に温か

みを感じる内容だったと思います。そして、演技に参加するだけではなく、色々な場面で県

民総参加ということを強く感じました。特に、演技に参加した幼稚園児、保育園児、そして

小中高生が色々な場面で非常にいきいきとしていました。また、「がんばらんば体操」や大

会イメージソングの「マエストロ」に合わせて、小中の児童・生徒が集団演技をしましたが、

その中に特別支援学校の子ども達が車いすで参加したことが、強く印象に残りました。

最後に、「マエストロ」に合わせて、式典前演技に参加した総勢２，２００人がダンスをし

たことも、非常に良かったと思っております。

 式典は、どこの県でも同じですが、エンディングプログラムでは、「マエストロ」の歌唱

者である九州男（くすお）さんのライブで、式典前演技に参加した子ども達が、自主参加で

観客として出て参りまして、その中で男の子達が、本当にいきいきと踊っていたのを観て、

国体に参加したことが、今後もずっと財産として子ども達に残るのだという思いを強くし

ました。総合開会式は、華々しさはありませんでしたが、温かみのあるコンパクトな内容だ
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ったと感じました。

（戸塚座長）

 山本委員、ありがとうございました。前半については、私も視察をしておりますので、少

し、感想等をお話ししたいと思います。山本委員が総合開会式について詳しくお話しいただ

きましたが、私も総合開会式を中心にとした感想を話します。

 台風の影響で開会が危ぶまれましたが、総合開会式当日は、晴天ではありませんでしたが

天気が落ち着いて、最後に雨が降ってくるといった天候でした。山本委員からも、お話があ

りましたように、非常に手作り感のある総合開会式で、長崎国体の基本目標の一つにコンパ

クト国体を掲げておりますが、それが本当に出ているといった内容だったと感じておりま

す。

 長崎市内から諫早市内の総合開会式会場へ行く間に、沢山ののぼりなどの歓迎装飾を施

しているかと思っていましたが、その辺はかなり抑えられており、二巡目の成熟した部分で

の国体ということでは、ひとつしっかりと提案されたものがあったかと感じ、本県で国体開

催を考える際にも、参考になったと思っております。

そういった中で、県民が皆で参加するという姿勢も見られたということで、今回の国体だけ

ではなく、そのレガシーが長崎県の中に残っていくといった国体であったと思いました。

 それでは、後半を視察していただいた北村委員お願いいたします。

（北村委員）

 今回、思いがけず国体というものを現場で間近に観る機会を得ましたことに感謝申し上

げます。私は、青森県で二巡目の国体を開催するために誘致することの意義、青森県で国体

をすることの意義づけ、そういう視点で観てこようと思い、行って参りました。短い期間で

すので、感じられることは少なかったのですが、私としては、現地、現場主義ということで、

普段、スポーツに関わらない仕事、そして関わらない生活をしている青森県民の一人として

長崎国体を観て参りました。

私の視点の一つとして、長崎県に国体はどんなことをもたらしているのだろうかという

視点で視察いたしました。限られた時間の中で、視察以外で私に与えられた自由な時間は、

大体午後５時以降でしたが、なるべく街を歩いてみました。長崎の街の受入態勢について、

看板や花などは盛り沢山にありましたが、人々のもてなし心はどうなのかと思い、なるべく

道を尋ねるようにして、観光案内所に行けばすぐ分かりますが、そうではなくて、通りかが

りの人に「どこどこに行きたいのですが、どうしたらいいでしょうか。」と尋ねることにし

ました。長崎の街は、函館のように路面電車が走っているので、電車に乗ってみようと思い、

自分の行きたい方向には、どちら側の乗り場から乗ったらいいのかということまで尋ねる

わけですが、「電車はどこまで行っても１２０円ですよ。」や「乗り換えの際もお金は払わな

いで、乗換券をくださいと車掌さんに言うと、乗換券をくれますから」など、どんな人も親

切に教えてくれるなど歓迎の心が感じられました。女子学生にも夜に道を尋ねましたが、は

じめは「私は、そっちの方に行ったことがないので分からないです。」と言われましたが、

すぐ戻ってきて、「今、フェイスブックで調べましたが、あと何分で○○行きのバスが来ま

すから、それに乗ってください。先ほどは失礼しました。」と教えていただきました。この

ように、人を迎えるということを１０年以上も前から準備されていたと思いますので、ブラ

ッシュアップ（磨き上げ）されているなという感じを受けました。その後、折角、教えてい

ただいたバスを間違えて乗ってしまい終点まで行ってしまった際に運転手が、「仕方ないで
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すよね、分かるところまで僕がこれから案内します」と分かるところまで案内して、更に「す

みません、お客さん、青森からいらしたのに長崎の観光パンフレットの表示が悪くて、僕も

いつも気になっていて、会議の時に指摘するのですが、なかなか改善されなくて失礼しまし

た。」と若い方でしたが、そういうことをおっしゃいました。まさしく、おもてなしの心が

根付いているということを実感し、久々に感動いたしました。

 競技会場の施設については、古いものを綺麗に掃除し、また、階段なども欠けているとこ

ろをコンクリートで補修するなど、決して、快適ではありませんが、最善を尽くして使って

いるという感じを受けました。

 住民参加のお話も先ほどありましたが、総合閉会式でもシニアの方々が沢山出て太極拳

を披露しましたが、とにかく美しいマスゲームでした。住民参加の中では、子どものお話も

ありましたが、各会場に競技に参加している各都道府県の選手のために応援用ののぼりが

沢山並んでいて、それが小学校の子ども達がデザインしたもので、青森県であれば「ケッパ

レ」と書いて、下にねぶたの絵も描かれておりました。そして、観客も応援団もシニアとそ

れから子ども達が観覧をしたり、応援をしたりといったことで参加しておりました。

 その他として、私も普段、テレビでしかスポーツ競技を観る機会がありませんでしたが、

バスケットボールの会場では、休憩タイムの時に、子ども達が統率された動きでモップを動

かして、ほんの数十秒の間にコートを磨く動きが美しいと感じましたし、陸上競技でハード

ルを並べる作業でも、一つの演技のように美しく設置していくということにも感動しまし

た。また、サッカーやテニスの試合でエスコートキッズということに子ども達が関わってい

ることも考えると、日本で超一流と言われる、選び鍛え抜かれた肉体を持つ選手達の卓越し

た技を間近に観ることや、自分達が片づけや床の掃除に参加したりすることは、本当に子ど

も達の夢を育むことだと感じました。これは絶対なくてはならないことだと感じました。青

森県で選び抜かれた選手達が一堂に会することは国体でなければないと思うので、是非、こ

れらの体験を青森県の子ども達にもさせたいなと思いました。

 馬術会場の視察の際は、競技最終日のため、朝から表彰式がありましたが、そこの会場に

ＪＯＣの竹田恆和会長と第１５代の裏千家の千玄室さんがおり、後で調べて分かりました

が、馬術連盟の会長（千玄室）と副会長（竹田恆和）だということで、雲仙市にある会場は、

青森市からむつ市に行くくらいの距離がありましたが、そういうところにも中央競技団体

の会長、副会長といったトップの方々や各役員の方々がおいでになる。また、総合開・閉会

式へも、日体協の会長は、トヨタの張名誉会長であるなど、経済界の関係する方々が一堂に

来県されて、飲食したり、県民の一人ひとりに触れたりということを考えると、その日、そ

の時ばかりでなく、その後に及ぼす様々な波及効果というものは、計り知れないと思いまし

た。

私も、東京や大阪に出かけた際に、青森に是非一度おいでくださいと話し、「そうですね。

一度は行ってみたいと思いますが。」とはおっしゃいますが、なかなか来ていただけないも

のです。ねぶたの時期も、なかなか宿泊が取れないですし、国体の時に、大勢の色々な分野

の影響力のある方々においでいただくということは、青森県にとっても意義あることだと

思いました。

 総合閉会式の時に、私の席の隣が長崎県立島原工業高校の校長先生でした。この島原工業

高校は、ソフトボールとレスリングに生徒を出しているというお話を伺いました。ソフトボ

ール（少年男子）は、長崎県は３位でしたし、レスリングはお二人の生徒が、５位に入った

とのことでしたが、「とても大変でした。」ということで、何故かということを聞きましたら、

先ほど、蝦名委員もおっしゃいましたが、「何といっても指導者です。」とのことでした。優
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れた指導者にどうやって長崎県に来ていただくかということで、大学で活躍している卒業

生や長崎県人、それからスポーツ界で活躍している長崎県人など、様々に探し求めて、長崎

県内に就職していただかなくても、定期的に通っていただくとか、あらゆる知恵を絞って、

優れた指導者を得ましたと、まさに一大事業ですよというお話を運良く聞くことができ、な

るほどと思いました。

 最後ですが、ホテルについては、例えば青森で開催する時もそうかもしれませんが、国体

値段で料金は一律でありましたが、ホテルのソフト的なところは多少ばらつきがあったよ

うに感じました。選手が宿泊されたところは、ちゃんとしていたのか、特に、朝ご飯などが

どうだったのか、気になりました。

ささやかな気づきや観察でありましたが、視察をさせていただいたことに感謝いたしま

す。以上でございます。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。北村委員には、県民参加のあり方、施設整備のあり方、大会運

営のあり方、全体に渡って、これから議論をしていくところを色々なヒントをいただきまし

た。本当にありがとうございました。

 それでは、次第の３、意見交換に移りますが、まず初めに、進め方について、事務局から

説明をお願いします。

（事務局）

 それでは、御説明いたします。今回の意見交換の進め方ですが、まず第２回で意見交換し

た人財育成についての意見内容について、事務局より御説明いたします。

 その後、施設整備、開催経費の順で意見交換を行い、最後に人財育成も含め全体を通して

意見をいただきたいと思います。以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 只今、事務局より説明がありました流れに沿って委員の皆様から意見をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、まず、前回の懇話会において意見交換を行った人財育成についての意見内容に

ついて事務局から説明をお願いします。

（事務局）

 それでは御説明いたします。第３回懇話会資料３を御覧ください。人財育成に関する課題

及び対処方法等について、主な意見を御紹介します。

 １大会に関わる人財の育成、（１）競技力向上、①競技力目標として、競技力目標は、国

体が開催されることが公的に認められた早い時期での設定が必要である。

 競技力目標は、国体開催時だけではなく、その後、どのように繋がっていくのかというこ

とも考えながら設定する必要がある。

 青森県にとってどういう国体にしたいのか、国体を通して県をどのようにするのか、しっ

かり目標を設定した上で、県をはじめとする関係機関の共通理解を図り、一つの方向に向か

って進んでいく必要がある。

 競技力向上の目標については、「開催県に相応しい成績を収める」とし、そのために何を

するかをきちんと考える必要がある。
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 「開催県に相応しい」という言葉には、スポーツ振興の他、子どもの体力向上、県民の健

康づくり、短命県返上など、全てが網羅されるため、方向性としては良い。

 ②選手の育成・強化として、１１年後、国体があるとすれば、現在の小学４、５、６年生

が国体の有力な選手になり得る年齢であるため、それらの学年を中心とした長期的な視野

に立った競技力向上、選手の育成・強化を目指す必要がある。

 小さい頃からスポーツへ参画することにより、必要な筋肉や感覚等の早い時期での獲得

ができることから、小学校低学年からしっかりと育て上げていく仕組みについて、この国体

を機にどうするか考える必要がある。

 ２ページにいきまして、選手の底辺拡大と、早い時期から専門的な指導者が小、中、高校、

そして成人と一貫して指導を行うことが必要である。

 ２０２０年の東京オリンピックに向けて、エリート塾のようなことを実施しているよう

に、本県でも国体に向けて高度で専門的な選手の育成が必要である。

 高校での一番大きな問題は、少子化に伴う生徒減であり、一つの部の部員数が非常に減少

しており、規模がある程度大きな学校では、部活動も盛んであるが、規模が極端に小さい学

校だと、部活動が充実しないという現実がある。

 少子化の中、学校部活動だけでは限界があると思われるが、総合型地域スポーツクラブや

競技団体等のクラブ単位で選手を育成していくのも、少しの時間でできるものではないと

思うので、学校やクラブ等が一緒に連携しながら選手の育成強化に取り組む必要がある。

 ③指導者の育成・確保として、青森県出身の優秀な選手が全国や世界で活躍しても、現役

のまま又は、現役後に本県に就職するなどの帰る場所がなく、受け皿がないのが青森県の現

状である。

 企業側としてのスポーツに対する関心度を高めるため、県商工会議所をはじめとした経

済団体や県体育協会が中心となって、青森県から出た優秀な選手を地元で採用し、その人達

が中心となって選手の育成・強化や競技力向上のために頑張っていただくという考え方や

方向性が必要である。

 女子の体育教師についても、以前は大きな中学校に１名から２名の配置があったが今は

なく、高校でも配置がない学校が多数あり、小学校では女子の教師で体育を専科としてきた

のはほんのわずかで、専門種目をもって指導している先生が少ない現状にある。

 ３ページに入りまして、指導できる先生方の高齢化により、生徒に実際、自分で良い演技

を見せて指導するということが非常に難しくなっている。

 指導者の育成・確保については、教育委員会の様々な制度の中で体育教師等の指導力のあ

る先生を臨時職員や講師で採用し、短期で異動しないようにするなど、国体に向けてどのよ

うに臨んでいくのか考える必要がある。

 ４ページにいきまして、（２）大会の運営、競技役員の育成、ボランティアの養成ですが、

競技役員の育成、ボランティアの養成については、県の方針と各競技会が開催される市町村

の方向性、競技会を開催する方向性を早めにすり合わせ、育成や養成が後手にならないよう

取り組む必要がある。

 競技役員の育成等、競技会を開催するにあたっては、会場地市町と競技団体が意思統一の

ため頻繁に会議をするなど、しっかりと連携する必要がある。

 ２県民参加の在り方、（１）国体開催に向けた県民の関わりとして、県民参加の在り方に

ついては、競技者等以外の多くの県民が参加する方法を考える必要がある。

 県内でふるさとづくりや地域づくり、地域おこしなどに取り組む若者やシニアで組織さ

れたＮＰＯや任意団体の活動の中に、国体を目指しての事業などを取り入れ、投げかけてい
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くことが必要であり、活動を始めた団体には、支援や援助をすることも必要である。

 県として、質素にお金をかけないけれども良い大会を目指すのであれば、総合開会式での

式典前演技や炬火リレーなど様々なものにネーミングライツを募集し、企業の方々がお金

を出して実施するという方法を考える必要がある。

 ５ページにいきまして、あすなろ国体の時には、青森県らしさを青森県民の手でというこ

とで外部に演技等を委託しないで、県内で演技を皆で話し合い考案した。また、小、中、高

校生の授業に支障がないようにということを前提に、初めて幼稚園児と婦人を中心に演技

をしたが、今度の国体を開催する際も青森県らしさをどうやっていくかを考えていけば、他

県とは違うやり方があると思う。

 積極的な民間の参加を促すため、企業自身の社会に貢献するという考え方を尊重し、県な

どから強制的ではない、自発的な取り組みの仕組みをつくることが必要である。

 （２）大会の機運醸成のための人づくりとして、なるべく早くいろいろな団体、地域、そ

れから色々な場面で機運を醸成するということに努めることが必要である。

 ３その他、（１）本県のスポーツ振興策とのつながりとして、６ページにいきまして、２

０歳までに高い行動体力、防衛体力をつけ、それを生涯にわたって維持するという考え方も

あるので、国体を機に子どものスポーツ、体力づくり、スポーツの実施率向上にも取り組む

必要がある。

 各地域の生涯スポーツ関係者も含めた国体を前提にしたスポーツ振興を図ることが非常

に大事であり、そういう組織を挙げたスポーツ振興の在り方についても、再検討、再構築す

る必要がある。

 （２）その他として、国体では、ただ競技会を開催するだけではなく、青森県の素晴らし

い文化や物産を来県される方や県外に対し、どのようにアピールするのかという視点が必

要である。

 県民に分かりやすい大きな国体開催のテーマとして、１１年後、青森県で国体があるとす

れば、まだ団塊の世代の皆さんが元気で迎えることができる時期なので、生涯現役を目指す

ことと、本県の一番の課題である短命県返上をテーマとしてはどうか。

 以上が人財育成に関する課題及び対処方法等についての意見の内容でした。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。前回、人財育成のところで大分時間をとりまして、それが、今

回まとめられておりますが、今後の議論に係わる部分も沢山入っておりますので、これらを

踏まえて次にいきたいと思います。

 なお、最後に時間がありましたら、この人財育成に関しても、改めて意見を伺いたいと思

いますので、よろしくお願いします。

 それでは、意見交換に移ります。検討項目の１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、御説明いたします。資料は、第２回懇話会資料５と６、それと今回の懇話会資

料４を御用意ください。まず、第２回懇話会資料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」を御説明いたします。

 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」

ですが、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
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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います。

 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、なら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、野球場の整備事業ですが、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。

 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）の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。

 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、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。
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 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むことができる環境づくりから、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

対して補助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。

 御覧の表は、助成対象事業の抜粋です。グラウンド芝生化事業では、芝生化新設に最高６

千万円、助成金の限度額は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、助成金の限度額は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２千万円、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、抜粋の対象事業ですが、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６０

０万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。
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 第２回懇話会資料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、クレー射撃の８競技、それと老朽化等改修が必要な施設と

なっております。

 最後に今回の資料４を御覧ください。前回、北村委員からお話があった施設整備に使用で

きる補助金について調べた資料となっております。「スポーツ施設整備に使用できる主な補

助金等について」ですが、御覧の３つの交付金がございます。なお、いずれの交付金も国体

開催とは関係なく、スポーツ施設を整備する際に使用可能な現状ある制度の補助金等とな

っております。

 まず、学校施設環境改善交付金ですが、所管は文部科学省で、補助率は３分の１、ただし、

交付算定面積に上限ありとなっており、対象のスポーツ施設は地域スイミングセンター、地

域スポーツセンターなどとなっております。

 次に社会資本整備総合交付金ですが、所管は国土交通省で、補助率は、現行法律等におい

て規定がある場合はその補助率、ない場合は２分の１となっており、対象スポーツ施設は、

都市公園法施行令のものですが、野球場や陸上競技場などとなっております。

 最後に電源立地地域対策交付金ですが、所管は経済産業省で、補助率はなく、発電用施設

の設備、運転状況に応じ交付限度額を決定し、充当額は市町村が判断するとなっております。

この交付金については、施設所在市町村等が交付の対象となっており、対象のスポーツ施設

は、体育館や水泳プールなどとなっております。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。今の事務局の説明に対しまして、何か御質問等がありましたら

挙手願います。

【質問等無し】

よろしいでしょうか。それでは、ここからは施設整備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。委員の皆様よろしくお願いいたします。

 先ほど、第２回懇話会資料５というところで、前回のあすなろ国体の施設の状況、それか

ら、ここ近年の先催県の状況等がありましたが、いかがでしょうか。

 資料６には、課題を検討するにあたっての項目ということも挙がっていますが、この辺も

含めて御意見等がありましたらお願いいたします。三本木委員、何かありましたらお願いい

たします。

（三本木委員）

 事務局に確認させていただきたいことがありました。第２回懇話会資料６ですが、これは、

１番として、実施可能施設が無い競技については、１から８までの八つの競技であるという

ことが一つ。

 もう一つ、老朽化等、改修が必要な施設というのが２番目にありますが、ここが空白です

が、前回、何か議論されたでしょうか。

（事務局）

 前回は、人財育成について意見交換を行い、施設整備については、今回が初めての意見交
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換となります。

（三本木委員）

 老朽化等改修が必要な施設が無いということではなく、一杯あるということでよろしい

でしょうか。それと、実施可能施設が現状で無いという施設が、陸上競技場、水泳場などと

ありますが、その内、陸上競技場、水泳場、そして野球場については、新県総合運動公園の

整備の中で、今後、このリストから外れる予定であるということでよろしいでしょうか。

（事務局）

 そうです。陸上競技場については、現在、整備の方を進めております、また、県スポーツ

振興基盤整備計画で、野球場と水泳場は、国体の本県開催時期を踏まえ、順次整備していく

ということで示しておりますので、そうなる予定であります。その他に、例えば、ボートに

ついては、あすなろ国体時にむつ市大湊の芦崎湾を使用して、仮設で実施したという実績も

ありますので、そういったことも含め、本県で対応できるものについてどうしていくかとい

うこと等について、お話しいただければと思います。

（戸塚座長）

 蝦名委員どうぞ。

（蝦名委員）

 県としてスポーツ施設整備については、一生懸命取り組んでいると思いますが、陸上競技

については、１回目の入札が不調に終わったと聞いております。今のままでいくと、非常に

時間がかかるのではと心配しております。原因としては、非常に労務単価が上がっているこ

とや資材が上がっているということで、県の積算単価と事業者のこれが合っていないとい

う話も噂で聞いております。これらのことから、今後、東京オリンピックを控え、それに伴

って各種の施設整備が行われると、国からの補助金がなかなか難しくなるのではないかと

いう危惧がまず一つ考えられます。また、そういうスポーツ施設をつくる業者というのは、

ゼネコンが中心となるのでしょうが、その方々が東京オリンピックに取られてしまうと、青

森県になかなか来ないのではないかということも懸念されます。更に、経費が非常に上がる

ことで、県の財政が耐えられるかどうかということもあると思いますので、１１年後にそれ

らを整備するとなると、相当な努力が必要だと思っております。

 例えば、スケート場については、八戸市が整備し、それに対して、県が補助を出すという

ことになっておりますが、弘前市がプロ野球の１軍を呼ぶため、野球場を改修したいと大変

な意欲を示しております。ですから、野球場については、弘前市と県が共同して、弘前市に

造ることもあってもいいのではないかと思います。そうすることで、国土交通省の２分の１

の補助に対して、県が残りの４分の１か３分の１を出せば、弘前市も非常に造りやすいので

はないかと思います。野球場については、何も青森市にある必要はないと私は思います。

 それから、各市町村の体育協会の会長から色々と話を聞きましたが、各市町村にも立派な

施設が一杯ありますが、国体を開催するということになると、昭和５２年の国体でそれぞれ

の市町村が整備した施設は大分古くなっていて、新しく造るか、あるいは改修するかとか、

市町村も様々と考えなければならない。これに対して、県が八戸市のスケート場に金を出す

のであれば、国体のために各市町村が施設整備をすることにも、市町村で様々な競技を開催

していただくわけですから、県が対策を講じて、施設整備に何らかのインセンティブを与え
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る必要があると考えます。それによって、施設整備が順調に進んでいくと思います。

 先ほど説明のあった野球場については、自前で造るには百何億円もかかるということで

あれば、国土交通省の補助金を受けて、弘前市が野球場を整備することに県が協力すること

で、自前で造るより、県の負担が少なくなるので、その分を市町村の体育館などの施設整備

に回すことで、市町村も喜んでやってくれるものと思いますので、このことについて検討し

てもらえばありがたいと思っております。

（戸塚座長）

 今、蝦名委員から、施設整備の一つの考え方として、市町村と県の連携ということで、設

置者等を市町村にするということを視野に入れていくことで、財源の部分では新たな確保

ができるのではないかといった提案がありましたが、委員の皆様からこのことに関して、御

意見等がありましたらお願いします。斉藤委員どうぞ。

（斉藤仁委員）

 質問があります。県外開催競技ということで（第２回懇話会）資料５の４ページにあり、

また、（第２回懇話会）資料６では、現在、施設が無くて競技ができない又は、老朽化して

修繕が必要な施設とありますが、陸上競技場、水泳場、野球場は、大体、目星はついている

というお話ですが、残りの競技について、県内で確実に行いたいのか、それとも、どうして

も駄目であれば県外で開催するというお考えはあるのかということをここで決めて良いも

のなのかという質問と、（第２回懇話会）資料５の５、６ページにスポーツ振興くじｔｏｔ

ｏの助成金とありますが、現在も色々なところでｔｏｔｏの助成金を使って、競技力向上や

施設整備や各種大会が行われておりますが、これが２０２０年に東京オリンピックが開催

され、５年後にこの助成金で申請したものが全て通るのかといった読みも非常に大切にな

ってくると思いますが、そういった読みについてはどのように考えておられるのか、お聞き

できればと思います。

（戸塚座長）

 斉藤委員から核心を突くお話だったと思いますが、この後、事務局にもお答えいただきま

すが、ここではまず、一つの方向性を検討するというところが守備範囲かと思っております。

確かに、その方向性を検討したところで、実現性という話になりますが、なかなかそこまで

の議論というのは、ここでは難しいかと私は考えております。事務局お願いします。

（事務局）

 まず、県内実施可能施設無し競技等については、あすなろ国体時も仮設等で県内開催した

競技もありますので、先ほども委員の方々から子ども達に夢を与えるなど、色々な意見が出

ておりますので、その辺も考慮して意見をいただければと考えております。また、ｔｏｔｏ

については、これからも随時、情報をつかんでいきたいと考えておりますので、現時点で、

東京オリンピック後がどうなるかというところまでは分からないということで御理解いた

だければと思います。

（戸塚座長）

 先が読めないこともありますが、先ほど、蝦名委員からもありましたように、先のことが

議論できるものがありましたら、それについてはどんどん提案していきたいと思いますの
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で、委員の皆様よろしくお願いいたします。他に何かありますか。清水委員、何かありまし

たらお願いいたします。

（清水委員）

 意見ではありませんが、先ほど、陸上競技場の話が出ましたので状況について説明します。

１回は入札不調ということになりましたが、その原因について探りつつ、次の入札に向けて

準備作業をしております。

（戸塚座長）

 施設整備に関しまして、他に何かありますか。蝦名委員どうぞ。

（蝦名委員）

 この施設整備の中に、冬季国体をどうするかということについて、この間も申し上げてお

りますが、是非、完全国体でお願いしたいということがあります。例えば、ジャンプ台につ

いては、大鰐町にありませんので、秋田県の施設を使うということでいいと思います。その

他の競技でも秋田県、岩手県にあるものについて、岩手県は、再来年に国体を実施しますの

で、使用させていただくことができる場合は、そういうものも活用して開催するという視点

を北東北３県まで広めてはどうかと思っております。特に漕艇場というのは、二百何十億円

とお金がかかりますので、そう簡単に造れるものではありません。西目屋村では、津軽ダム

ができることで、国体の競技について様々やりたいと提案をしておりますので、そういう提

案をしているところには、優先的にやっていただくといった仕組みを創り上げればいいと

思っております。全て県がやるとなると、県の財政が本当にもつかどうかということもあり

ますので、そのようにしてやればいいと思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。今、北東北３県ということでのお話がありましたが、第２回懇

話会資料５の４ページのところで、平成２８年が岩手県、平成１９年が秋田県で行われてお

り、いずれも県外開催無しという部分では、お借りすることができる施設が周りにはあると

いうことになりますので、蝦名委員からお話がありましたように、お金をかけるところはか

け、選択と集中をしていくといった方法が一つではないかという御提案だったと思います。

この件に関して、委員の皆様から何か、是非、そうした方が良いという積極的な意見があり

ますと、懇話会の一つの方向性になるかと思いますが。山本委員どうぞ。

（山本委員）

 私も、北東北３県という形でできればいいのではと思っております。水泳の飛込みやシン

クロについても、青森県にできたとして、この先、活用はできるのかということが懸念され

ますし、お金も凄くかかると聞いておりますので、そういうもの等についても、借りられる

ものであれば借りて開催していただければという考えを持っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。他の委員の皆様、何か御意見等がありましたらよろしくお願い

いたします。一つの方向性として、本県で充実しなければいけない部分に関しては、県とそ

れぞれ市町村との関係で色々なものを探っていく。それから、隣県の開催状況が追い風にな
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っておりますので、そういった隣県の部分も視野に入れながら、選択と集中をしていくとい

う方向、この二つが、出ているかと思いますが、その方向性で、ここはよろしいでしょうか。

【異議無し】

 どうもありがとうございました。もし何か御意見等がありましたら、最後に時間を設けて

おりますので、その機会にお伺いしたいと思っております。

 それでは、次に移ります。検討項目２開催経費について、事務局から説明をお願いします。

（事務局）

 それでは、御説明いたします。資料は第２回懇話会資料７と８、それから、今回の懇話会

の資料５を御用意ください。まず、第２回懇話会資料７、「開催経費に関する先催県の状況

等について」御説明いたします。１ページを御覧ください。「先催県の開催経費」について

は、御覧の表のとおりとなっております。なお、先催県の事例ではありますが、開催経費と

して、開催年に国、文部科学省から３億５千万円、公益財団法人日本体育協会から１，１０

０万円の補助があります。開催経費については、多い県は、主に施設整備に費用が掛かって

おり、運営費は概ね５０から６５億円程度。競技力向上費は概ね３０から３５億円程度とな

っております。

 次に２ページを御覧ください。「開催経費に関する国体改革のこれまでの取り組みと、今

後の検討事項」についてですが、大会運営の簡素・効率化として、夏季大会・秋季大会開催

の一本化は、平成１８年の第６１回大会から一本化を実施しております。

 大会規模の適正化は、平成２０年度の第６３回大会までに全正式競技で４，６２５名の参

加総数の削減を実施しております。

 施設の弾力的運用は、平成１２年度に国体開催基準要項等に施設の弾力的運用・近接県の

競技施設に関する内容を明記するとともに、開催県の意向を踏まえ、適宜、中央競技団体等

と既存施設の活用を第一義とした競技を行い、施設の弾力的運用と近接県の競技施設の活

用に努めております。

 企業協賛制度の導入は、獲得した協賛金を開催県の開催経費の一助とするため、今年の長

崎大会から、日体協と開催県が共同で実施する協賛制度を導入しております。

 大会の開催時期は、水泳競技について、日本水泳連盟の競技者育成スケジュール等を考慮

し、平成２１年の第６４回大会以降、９月中旬までに実施することとしております。また、

水泳競技以外の一部の競技についても、開催県の施設整備状況が各競技における国内外の

競技会の開催日程を考慮しつつ、開催県や中央競技団体等との意向を踏まえた上で、会期前

の実施とすることで柔軟に対応しております。

 大会開催経費の負担軽減等の今後の検討事項については、ブロック大会を含む大会開催

の経費負担や大会参加に伴う経費負担として、国、日体協、開催県をはじめ、都道府県体協、

中央競技団体などを含む全ての関係機関、団体等において、そのあり方や負担軽減策につい

て検討する必要があるとしております。

 ３ページに入りまして、具体的な検討事項については、大会開催に伴う開催県の経費負担

軽減をするための方策として、参加負担金の増額やゼッケン、スポンサーの導入や大会参加

に伴う大会参加者の経費負担を軽減するための方策として、競技別ユニフォームの広告制

度の導入などとなっております。

 次に４ページを御覧ください。「本県の財政状況」ですが、近年の県の当初予算は７千億
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円前後の規模となっており、平成２６年度当初予算においては、財源不足額（基金取崩額）

については、さらなる圧縮を図り、ほぼ実質的な収支均衡を達成しております。

 次に第２回懇話会資料８を御覧ください。「開催経費に関する課題検討にあたっての項目

（例）」として、大会運営の簡素・効率化、開催経費としております。

 最後に今回の資料５を御覧ください。直近の開催県の簡素・効率化の例として、「第６９

回国民体育大会「長崎がんばらんば国体」における簡素・効率化等の取り組みについて」御

説明いたします。

 長崎県では、開催基本構想の基本目標として、コンパクト国体を掲げており、本県に相応

しい思い出に残る国体とするとともに、既存施設の有効活用を図るなど、国体改革の理念に

沿った簡素・効率化を念頭において、創意工夫を凝らす「コンパクト国体」を目指します、

としております。

 長崎県の主な取り組みですが、競技施設では、既存施設を有効活用し、また、民間施設を

活用することで、負担軽減に取り組んだとのことで、仮設の整備が必要な場合は、プレハブ

等の必要数の厳選をするなど、経費節減に取り組み、整備が必要な施設については、国体後

にも地域スポーツで広く活用できるよう配慮したとのことです。

 また、企業協賛制度の導入では、日体協との共同で実施する協賛制度の導入により、日体

協が獲得した協賛金の半分の額の交付を受け、開催県の負担軽減の一助となったとのこと

です。

 次に県庁所在地であり、最も多くの競技会場となった長崎市における簡素・効率化の取り

組み内容について説明します。

 招待者については、競技会の招待は、原則実施するが、招待者の役職等を検討し、できる

だけ最小限に留める。

 懇談会等については、市あるいは市実行委員会主催・共催の懇談会等は開催しない。

 服飾整備については、競技会役員、競技役員の服装は原則として平服又は既存のユニフォ

ーム対応とする。

 競技関係者については、一般観覧者との識別のため、大会運営に支障のない範囲で必要最

小限の整備とする。

 競技団体でユニフォームを整備している場合は、識別用ＩＤカードのみの整備とする。

 可能な限り、一括発注とし、経費の節減に努めるとしております。

 報告書等については、国体報告書は、内容・配布先を検討し必要最小限の作成とする。

 記録映像等を制作する場合は、撮影ボランティア等の民間の積極的な協力を得る。

 ２ページにいきまして、独立した記念写真集は制作せず、国体報告書への掲載をもって代

えるなど、簡素・効率化に努めるとしております。

 記念品・土産品については、企業や関係団体からの協賛品、市民団体等の記念品の提供が

あった場合は贈呈する。

 市実行委員会からの記念品、土産品の贈呈については、企業や関係団体からの協賛品、市

民団体等の記念品の提供の状況を勘案しながら検討するとしております。

 競技役員等の編成については、競技運営に支障をきたさない必要最小限の人数とする。

 可能な限り県内の競技役員で編成し、中央役員及び近県競技役員は、必要最小限となるよ

う調整する。

 県内競技役員は原則として日帰りとし、地理的条件や業務内容等を考慮し、宿泊が必要と

判断される場合は、必要最小限の人数となるよう調整するとしております。

 競技用具の整備については、既存の競技用具を最大限活用し、不足する場合は借用又は購
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入により対応する。

 先催市が使用した競技用具を引き継ぎ、再活用することも考慮するとしております。

 デモンストレーションとしてのスポーツ行事については、運営は簡素・効率化に努めると

ともに過剰な装飾は行わない。

 既存施設を活用して開催することとし、施設整備は行わないこととしております。

 開始式、表彰式については、競技会開始式は、原則として実施しないとしており、式典で

使用する音楽はＣＤ等の活用を図るなど、できるだけ簡素なものとする。

 競技会場については、競技会場のプレハブ、スタンドなど、仮設施設は必要最小限の整備

とする。

 練習会場については、既存施設整備の有効活用を考慮するとしており、案内掲示板等は必

要最小限とするとしております。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、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せんか。

【質問等無し】

 よろしいでしょうか。それでは、先ほどと同様に開催経費について考えられます課題や対

処法等について、自由に意見をいただきたいと思います。委員の皆様、よろしくお願いいた

します。北村委員どうぞ。

（北村委員）

 何か重いテーマで、私なんかがお答えできることではありませんが、例えば、青森県独自

の宝くじのようなものを作ってみるとか、これから少しずつ皆で積立をするとか、カンパを

するといった方法を練っていかなければいけないということしか直ぐには思いつかないで

す。

（戸塚座長）

 県独自の資金を何とか蓄えていくといった方向性ですね。出町委員、何かありましたらお

願いいたします。

（出町委員）

 先ほど、山本委員が長崎国体について温かみのあるコンパクトな総合開会式だったとい

うお話がありました。国体ですので、華々しさも必要であるとは思いますが、身の丈に合っ

た大会で、そして青森に来て良かったと思える大会ができればいいと思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。先ほど、北村委員からもありましたが、経費の部分については、

なかなか意見として話しづらいところもありますが、どうか忌憚のない意見を自由にお話

しいただければと思います。蝦名委員どうぞ。
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（蝦名委員）

 野球場であれば、アメリカでやっていることですが、イスに寄贈した人の名前を付けるの

で、１万円を寄付していただくなど、様々な分野で、民間の人達がお金を出しやすい仕組み

を作っていただければいいのではと思います。

 例えば、陸上競技場については、競技場のどこかに、寄付をいただいた方々の名前を記し

たものがあれば、何回も見に行くと思いますし、植樹という方法も、自分で植えた木が成長

しているか孫を連れて行って、「これは、俺が植えた木だ。」というように、確認をしに行く

と思いますので。そういった発想で、民間の人達、一般住民も含めて、お金を出しやすい仕

組みを作ればいいのではと思います。何でもかんでも県と市町村がやればいいというもの

ではないので、民間から様々なアイデアを出していただいて、民間からお金を出していただ

くといった仕組みを創り上げればいいと思います。

 国体をやることになると、色々と支援したいという方々も一杯出てくると思いますので、

そういう方々の気持ちを上手く反映できる仕組みを県で作っていただいて、みんなから千

円でも一万円でも出していただければ、国体に参加しないと駄目だということになって、県

民全体の盛り上がりになるのではと思います。是非そういうものをこの案の中にアイデア

として出していけばいいと思います。座席に名前を付けるなど、結構、出していただけると

思いますが、そういうアイデアでお金を集める方法もあると思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。蝦名委員から、一つ新しいアイデアをいただきました。他に何

かありませんか。道川委員どうぞ。

（道川委員）

 この資料を見ますと、企業協賛ということで、どうしたらいいのかと思っていましたが、

私、縄文の世界遺産登録ということでのバッチをしておりますが、これは千円だけですが、

県内の方々、県外の方々にも勧めておりまして、お金を集めているということもありますの

で、今、蝦名委員が言われたことも大事であると思っております。バッチではなくても、企

業からだけではなく、県民から協賛をしていただくという方法が考えられないかというこ

ともあります。それから、施設の関係ですが、先ほど、蝦名委員が言われたとおり、やりた

い市町村があれば、手を挙げてもらい一緒にやる。どうしてもできないところは、県外にお

願いをするという考え方でいいのではないかと思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。企業からの協賛、それから県民からの広い協賛という形で、広く

国体に関する経費というものを新しい形で捻出、工面していくというお話が出ております

が、齊藤清明委員、何かありましたらお願いいたします。

（齊藤清明委員）

 長崎国体での「コンパクト国体」という精神の部分については、踏襲していくべきと思っ

ております。非常に財源がかかりますので、様々な寄付金制度を創設していくということで、

県民の盛り上がり、あるいは経済界の盛り上がりといった部分にも繋がっていきますし、こ

れを全国的に広げていくとすれば、ふるさと納税といった形でもアナウンスすればいいの

ではないかと、一つのアイデアとして考えられると思います。
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（戸塚座長）

 ありがとうございました。また、新しい切り口が出てきたかと思います。こうやって話し

をしていくと、色々な形が出てくると思っております。それらの少し細かい部分も含めて、

他にも方法があるのではということの御意見をいただければと思いますが。斉藤仁委員、何

かありましたらお願いいたします。

（斉藤仁委員）

 私も長崎国体のように簡素化することは、非常に必要なことだと思っております。また、

財源の確保については、齊藤（清明）委員から、ふるさと納税などの色々な形で県民からど

のようにして寄付を募っていくのかという意見が出ておりましたが、アイデアについて、何

かあるかと言われれば、直ぐには閃かないので、次回までの宿題として預からせていただき

たいと思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。三本木委員どうぞ。

（三本木委員）

 齊藤（清明）委員がおっしゃられた、ふるさと納税といった仕組みは、凄くいいと思いま

す。青森県は、基本的に人口が流出する県で、大都会に人材を供給する県であるかと思いま

すので、県外にいる青森県ゆかりの方々というのは、多分、一杯いらっしゃると思いますの

で、そういった人達に何か応援していただける制度の設計というか、制度の研究をお願いで

きないかと思います。

ふるさと納税については、所得税の控除が受けられると思いますし、企業に協賛いただく

にしても、何かしらの利点があると思いますので、ただ単に、お金をくださいだけでは、難

しいところがありますし、また、寄付ということに対する文化がなかなか我が国では育って

いない面もあると思いますので、大事であると感じました。

 それと、感想としてですが、第２回懇話会資料７に、これまで開催した県の開催経費が出

ていて、先ほどからこの表をずっと見ておりますが、あまりにバラツキが大きく、では青森

県はどうすればいいのかと、なかなか読み取れずにおりました。例えば、第６４回大会の新

潟県の開催経費については、一見すると少なく見えますが、実際、新潟県に行きますと、ビ

ックスワンスタジアムなど立派な施設があり、おそらく、ワールドカップのために建設した

もので、国体の経費としては反映されていないということもあると思いますので、ちょっと

戸惑っておりましたが、私、体育教師ですので、体育教師としての立場から経費について申

し上げるとすれば、単に施設を造る、建物を建てるだけではなく、まず、競技力の向上がダ

イレクトな人財育成になると思いますし、運営費の中にもボランティアや競技役員の養成、

レベルアップといったもの、また、ボランティア組織を作るといったものも反映されている

と思いますので、確かに施設を造らなければ、競技ができないのは全くその通りですが、あ

まり人財育成の経費を削ってまで、施設整備に回すということは、賛成できないというのが、

私の立場からの意見であります。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。また一つの課題として、経費についてどこに重点的に配分して
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いくかという話も出てきております。先催県の開催経費の施設整備費に関しては、本当に開

きがありますが、既存施設がどれだけ充実しているかということは、そのまま反映されてい

る部分もあるのかと思います。

 私としては、資料５の長崎のコンパクト国体というのが、実際、どれぐらいの額だったの

かということが、非常に興味がありますが、まだ集計や発表がされていないところなので何

とも言えませんが。小笠原委員、何かありましたらお願いいたします。

（小笠原委員）

 財政の問題については、行政というのは、現実的な緊縮財政の中でやっておりますので、

ある程度、現実的な限界があると思います。今まで皆さんがおっしゃっているように、民間

の活力を利用するというところがポイントになると思います。そういう意味で、創意工夫と

いうものをいかに発揮していくか、そこに尽きると思います。

先ほど、ふるさと納税というお話もありました。要は、寄付控除という制度を使っている

わけで、ふるさと納税にかかわらず色々な団体が利用できる制度もございますので、その辺

の拡充、あるいは運営の仕方も工夫しながらやっていくことは必要であると思います。また、

蝦名委員がおっしゃる、ネーミングライツシートといった形でブロックごとに企業の方々

の名前を付けてシートを売ることで財源を確保するといった部分の検討等も必要になると

思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。奈良委員、何かありましたらお願いいたします。

（奈良委員）

 経費の件については、ネーミングライツやバッチによる募金など、要するにただお金を出

してくれというのではなくて、先ほども県民参加というお話がありましたが、これをやるこ

とによって、機運醸成に繋がるといった一つの参加の方法だという感じはしております。

 ただし、ただそれに参加するのではなく、ネーミングライツなど、様々なことをやったこ

とによって、具体的には今は考えられませんが、何かしらの利点があるなど、そういうこと

があってもいいと考えております。

（戸塚座長）

 今、奈良委員から、民間の力を活用する。実際、お金を集めたりする部分で、何かちゃん

と出した人に返っていくということで、参加していると自覚できる枠組みができればと、私

も考えております。海外に行きますと、大学などでは、体育施設や体育の運営というものが

殆ど寄付で賄われているという実情があると思います。そういう部分では、特にアメリカで

は、寄付をするということが凄く名誉なことだということで、青森県でも自分達が国体を創

り上げていく、経費も自分達が幾つかの部分で出していて、それが返っていくという仕組み

ができればと思っております。

 企業も協賛という形、県民もそこに参加していくという一つの方向性というのが、今、話

に出ていると思っておりますが、何かもう少し付け加える部分がありましたらお願いいた

します。北村委員どうぞ。
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（北村委員）

 先ほどもお話に出ていましたが、先催県の開催経費の中の運営費を拝見しますと、山口県

の運営費が３８億円ということで一番小さいと拝見しますが、こういうところにもどうい

うところに心を砕かれたのかということを確認していただくなど、各県の創意工夫も参考

にさせていただくということが必要であると感じました。

 それから、ふるさと納税のお話も出ましたが、インターネットの時代ですから、ネットで

正直に、青森県は、現状としてこういう力がないのですが、情熱だけは沢山あるので、全国

から応援団を募るということで、ふるさと納税は色々と厳しいものもありますので、正々

堂々と寄付を募るというやり方も有りかと思います。他県の方からよく、「弘前が今、石垣

を積むということで、どうしたら寄付ができますか。」と聞かれることがありますが、「あそ

この桜は守らなければいけない。」など、応援したいといった方は沢山いらっしゃると思い

ますので、正々堂々と寄付を募るという御提案です。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。全国に青森県の国体を発信しながら、そこのところで全国から寄

付を募るというお話かと思いますが、何か、今の北村委員の発言、それから他のことでも結

構ですので、御意見等がありましたらお願いいたします。

【意見等無し】

 よろしいでしょうか。それでは、施設整備、開催経費について御意見をいただいたところ

ですが、最初、人財育成の意見内容についての報告がありましたが、これも含めて全体を通

して意見をいただきたいと思います。

 特に人財育成については、前回、会議に御出席できなかった委員の皆様もいらっしゃいま

すので、何かお気づきの点等も含めて、御意見等がありましたらよろしくお願いいたします。

内容が多岐にわたっておりますので、まず、人財育成の競技力向上の競技力目標のところで、

もう少し付け加えたいとか、こういう理解の方が良いとかといったものがありましたらお

願いいたします。蝦名委員どうぞ。

（蝦名委員）

 先般、ある人から、「感動力」という理論を展開している方がいると聞きまして、なでし

こジャパンが何故ワールドカップで優勝したか、これは、「感動力」という理論を選手達に

徹底して植えつけたからだということなのですが。それは何かといいますと、今までは、な

でしこジャパンの選手達が、ちょっと選手に触ったり、押されたり、足をかけられたりする

とすぐ転ぶといったことがあり、そのために球持ちがよくなくて、ゴールできないといった

問題をどうやって直すかということが最大の課題であったそうです。この「感動力」という

ものを取り入れて徹底してその訓練をしたら、簡単に転ばなくなり、球持ちがよくなったと

のことです。それがワールドカップで優勝する、大きな原因の一つになったと言われていま

す。

 この「感動力」を勧めたいという方がおり、明の星高校でその方の講演があり、小、中学

生に対して、なでしこジャパンのワールドカップに出た方々が来てサッカーの教室をやっ

たら非常に好評だったとのことで、是非、この「感動力」を県全体に広めたらどうか、そう

すれば、県のスポーツの競技力が向上するのではないかと言われています。その方が、県が
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「感動力」を県全体に広めたいということであれば、企業がお金を出してやると言っていま

すので、こういうものを、今までは県がお金を出してやるというのではなく、企業がこうい

うことを提案しているので、こういうものを是非、県全体に広げるためのアナウンスを、県

教育委員会などでやっていただいて、実際には民間がお金を出してやるという仕組みにす

れば、この「感動力」というのは、県全体に広がるものと思っております。何でもかんでも

県がやろうとするからお金が足りなくなって、色々な問題が生じてしまう。そうではなく、

企業の中にある社会貢献という形から、子ども達にその「感動力」というものを教えていけ

ればと思っております。これが広まれば、今の子ども達は遊ばないから、頭から転んだり、

手の骨を折ったりといったことも防ぐことができるのだと、言っておりましたので、私は、

コンパクト国体もそうですし、この国体の一つの課題として、我々、年を取ると段々感動す

る力が無くなりますが、子ども達は非常に「感動力」があると思いますので、そこに何かの

インセンティブを与えて、理論的にきちんとやっていけば、子ども達がたくましく育つもの

と思っております。ただ競技力が強くなるだけではなくて、そういう観点からも、この「感

動力」を手掛けていけばいいということです。これは、県がお金を一銭も出さずに、ネーミ

ングライツとして企業にやってもらえばいいので、小学校、中学校など至る所で講演をして

いただいて、実際に有名な人を呼んできて、そしてその競技をやってみる。これが非常に大

事であると思っておりますので、提案させていただきました。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。今、「感動力」というお話をいただきましたが、他に何か、蝦

名委員の発言に関してでもよろしいので、御意見等ありますか。斉藤委員どうぞ。

（斉藤仁委員）

 競技力向上というのは、競技力目標という道標がなければ、それに向かって頑張れないの

で、全体の課題として、蝦名委員が言われたように「感動力」というテーマを打ち出すとし

て、そして、選手育成・強化とありますが、これは、（資料３の）競技力向上の競技力目標

の１番のところに書いてあります国体が開催されることが公的に認められた早い時期での

設定が必要であるとあるように、国体を履行しますという宣言をいち早くしていただいて、

次には、過去のデータを見れば分かりますように、開催県は、天皇杯・皇后杯、常に優勝ま

ではいかなくても上位となっておりますので、せめて真ん中から上ぐらいにはいきたいと

いう中で、各競技団体、例えば、私、柔道をやっておりますが、柔道の協会がどういった強

化をしていけば点数が採れるのかということ、全国の中で今、青森県はどの位置にいるのか

ということ、どういった形で人財を確保、育成していけばいいのかということで、小学校４、

５、６年生が対象になってくるだろうと言われておりますが、ここの年代だけ鍛えていけば

いいのか、そうではなくて、やはり一つ一つの積み重ねが強化に繋がっていくと思いますの

で、その計画を逆算して、長、中、短の計画をしっかりと練っていただき、その中で、どの

ようにして実行していくかということが大事であると思います。プランは誰でも立てられ

ますし、狼煙も誰でもあげられますので、いかにこれを実行していけるか、皆が「よく頑張

った」と言われる成績を収めることができるのかというところが一番必要になってくるも

のと思います。そこに伴っていく外部なり内部の指導者を確保するためには、どうしたら良

いのかということの要望について、我々も一緒に考え、目標達成に向けた開催年から逆算し

たタイムテーブルを打ち出していけばいいと思っております。

 「感動力」については、なでしこジャパンでもオリンピックでも何故みんなが盛り上がる
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のかというと、やはり感動するからだと思います。先だっても、羽生君がアクシデントで倒

れて、その中で何回失敗しても立ち上がって最後まで演技をしたということがありました

が、我々は、「何、失敗しているんだ。」というようには見ません。物凄く心を揺さぶる感動

をして、皆さんの心に残っているのではないかと思っております。最初に北村委員が言われ

たように、国体が終わったから、終わりではなくて、次に繋がる子ども達をどのようにして

養成していけばいいのかということについては、例えば、柔道の試合会場でも、柔道着を着

た子ども達が選手の手を引っ張って試合会場に行くことやクレー射撃でも子どもはできま

せんが、ユニフォームを着て、一緒に参加するといったことで興味を持ってもらうなど、今

まで各国体ではやられたことのない色々な発想で取り組むことで、次に繋がるものと考え

ます。そういう意味でも「感動力」というのは素晴らしいことではないかと思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。「感動力」という一つ大きなテーマを掲げながら、その中で、

できるだけ早い段階で、現実的なロードマップを考えて、しっかりと各競技団体がガイドラ

インを作りながら、実効性のあるものに早い段階でしていき、最終的には次世代の競技力向

上に繋がる仕組みになっていくといった枠組みを早い段階で作るというお話だったと思い

ます。競技力目標、それから選手の育成・強化、指導者の部分、そういった部分まで全て網

羅するお話をいただきましてありがとうございました。

 それでは、競技力の向上でしたが、その他の大会運営、県民参加の在り方、大会の機運醸

成、醸成のための人づくり、本県スポーツ振興策とのつながりなど、全て含めまして何か御

意見等ありましたらお願いいたします。北村委員どうぞ。

（北村委員）

 子どもの時代からスポーツに触れるとなると学校が中心になっていると思いますが、例

えば、親の経済力によって子どもが剣道をしたいと言っても、装備を揃えなければいけない、

体の成長に合わせて道具を揃えなければいけないということになると、本当に親の経済力

というものが、子どもの未来に反映していくのかなというお話をよく聞くことがあります。

剣道だけに限らず、そのスポーツを続けるために、費用が掛かるということがありますので、

難しい話かもしれませんが、スポーツを続けるための何か奨学金といったものを、企業など、

青森県の経済界でできないかというのは、ずっと気が付いていたことであります。

 それと、先ほど視察の報告をした島原工業高校の校長先生のお話の中で、優れた指導者に

どうやって長崎に来ていただくかということで、お金の掛かることだと思いますが、長野県

が教育日本一になった経緯の中で、東京の先生達から聞いたお話ですが、長野県もお金が無

かった時代に、東京から一流の先生に来ていただいたのですが、お金が払えないから何を払

ったと思いますかと聞かれて、もしかして農産品ですかと言ったら、そうだとのことでした。

取れたての美味しい農産品をお礼に送るので、長野県の教育現場に助けに来ていただけな

いかということで、長野県がそれをやり続けたから、今日、教育日本一になったということ

があります。スポーツのコーチにも、それは置き換えられることで、青森県は日本一の食材

の宝庫でありますので、お金が無くても農産品を贈るといった方法など、発想の転換で一流

の指導者を是非、お招きいただきたいと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。前半の方では、子ども達がスポーツをやるための奨学金という
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お話がありましたが、一つ新しい切り口だと思いますので、この議論の中に入れていきたい

と思います。他に何かありましたらお願いします。

【意見等無し】

よろしいでしょうか。それでは、人財育成、施設整備、開催経費についての意見交換はこ

こまでといたします。

 次にその他として「県民の健康スポーツに関する意識調査」に係る国体に関する調査項目

（案）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、御説明いたします。まず、「県民の健康・スポーツに関する意識調査」につい

てですが、県教育委員会では、本県のスポーツ振興の指針となる「青森県スポーツ振興計画」

を策定し、県民の豊かなスポーツライフの実現に向けて、様々な施策を展開しているところ

です。

 現在の振興計画は、平成２７年度で終期を迎えることになっており、２８年度からの次期

青森県スポーツ振興計画の策定に向けて、今年度からスポーツ推進審議会にワーキンググ

ループを設置し検討を行っており、今回、県民の健康スポーツに関する考えや意見を今後の

施策に反映させるために、県民の健康・スポーツに関する意識調査を実施することとしてお

ります。

 調査は県内に在住する満２０歳以上の男女２千人を対象に今年度実施することとしてお

り、今回、新たに国民体育大会に関する調査項目を盛り込むことで、国体検討懇話会検討結

果報告書へも反映できるものと考えております。

 それでは、第３回懇話会資料６の国民体育大会に関する調査項目案について御説明いた

します。

【資料６について説明】

（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意見等ありませんでしょ

うか。齊藤清明委員どうぞ。

（齊藤清明委員）

 先ほどから出ております、県民を中心とした支援のあり方ということで、９番がいいのか、

新たに項目出しがいいのか分かりませが、「あなたはこの大会支援のために寄付をします

か。」といった問いがあってもいいのかと思いましたが、事務局いかがでしょうか。

（事務局）

 今回、色々な意見が出ておりますので、もう一度、今の意見も参考にして検討したいと思

います。

（戸塚座長）

 他に何か御意見等ありますか。
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【意見無し】

 そうすれば、今回いろいろな意見が出ておりますので、その辺を踏まえて、事務局でもう

一度御検討いただくということでよろしくお願いします。

 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３回青森県国体検討懇話会を終了いたします。

 次回、第４回懇話会は、年明け２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。


