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第４回青森県国体検討懇話会議事録

１ 日時 平成２７年２月４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、岡村良久委員、

北村真夕美委員、齊藤清明委員、三本木温委員、清水晃委員、高橋順委員、

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４名 小笠原博委員、小笠原靖介委員、出町幸太郎委員、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）意見交換 

①国体開催にあたっての課題、対処方法について 

・市町村、関係団体との協力について 

・県民参加のあり方について 

②本県独自の国体像について 

③市町村に対する意見照会内容について 

（３）閉会 

５ 概要

（司会）

 只今から第４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４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、御出席いただき、誠にありがとうございます。

 今回の懇話会では、市町村、関係団体との協力や県民参加のあり方及び本県独自の国体像

について意見交換していただき、最後に市町村に対する意見照会内容について確認いただ

きたいと考えております。
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 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、新たな検討項目について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ます。

 最後になりますが、御病気により１月２０日御逝去されました当懇話会斉藤仁委員に心

から哀悼の意を表しますとともに、これまで斉藤委員からいただきました貴重な御意見を

当懇話会の議論に活かしていきたいと考えております。皆様、どうか御協力のほどよろしく

お願いいたします。

（司会）

 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。委員の皆様の御協力をよろしくお願いいたし

ます。

 次第の２意見交換に移ります。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、まず資料１、第２回、第３

回の意見についてから、第３回で追加意見のあった部分を事務局で説明いたします。

 次に資料２、市町村、関係団体との協力及び県民参加のあり方に関するあすなろ国体時及

び先催県の状況等について事務局で説明し、その後、市町村、関係団体との協力、県民参加

のあり方の順で意見交換を行っていただきます。

 次に資料３、本県独自の国体像について事務局でパワーポイントにより説明し、その後、

本県独自の国体像について意見交換を行っていただきます。

 最後に資料４、市町村に対する意見照会内容について事務局で説明し、その後、市町村に

対する意見照会内容について意見交換を行っていただきます。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、まず第３回での意見について、事務局から説明をお願いします。
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（事務局）

 それでは、資料１を基に第３回での意見について御説明いたします。なお、第３回での意

見は赤字としております。

 まず、人財育成、１の大会に関わる人財の育成、競技力向上の競技力目標では、目標達成

に向けたロードマップや各競技団体のガイドラインを早い段階で作り、それを実行してい

くことが大事である。

 次に選手の育成・強化では、２ページにいきまして、１つ１つの積み重ねが強化に繋がっ

ていくので、小学校４、５、６年生だけの育成に限らず、各年代における長、中、短の計画

をしっかりと練っていただき、それらをいかに実行していくかということが大事である。

 親の経済力によってスポーツを続けられない子ども達もいると聞いているので、スポー

ツを続けるための奨学金のようなものを県内の経済界などでできないものか検討する必要

がある。

 次に指導者の育成・確保では、４ページにいきまして、各競技団体が全国の中で本県がど

の位置にいるのかを把握した上で、どういった強化をすればいいのか、どのような人財を確

保、育成していけばいいのかを考えて取り組む必要がある。

 どのようにして優秀な指導者に本県に来ていただくかということについても検討する必

要がある。

 次に２の県民参加の在り方、国体開催に向けた県民の関わりでは、５ページにいきまして、

国体終了後の子ども達へも繋げるために、国体開催時に各競技会において子ども達がユニ

フォームを着用し、選手がその子ども達の手を引いて入場するなど一緒に参加する仕組み

を作ることによってスポーツに興味を持ってもらうといった取組についても検討する必要

がある。

 ７ページにいきまして、施設整備、１の県内実施可能施設無し競技では、競技会を実際に

実施するのは市町村であるので、やる気のある市町村に優先的にやっていただくための仕

組みづくりが必要であり、会場となる施設の整備等をする場合には、県が協力することも必

要である。

 国体開催後も活用が期待できない競技の施設については、整備せずに隣県で開催可能な

施設を借用して開催することも検討する必要がある。

 ２の老朽化等改修が必要な施設では、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの

ための各種施設整備が優先されることにより、人手不足や国庫補助金等の確保が難しくな

り、更に資材の高騰など経費が上がることで、県財政への影響が懸念されるため、施設の整

備・改修には相当な努力が必要となる。

 県独自で整備しようとしている施設について、市町村で同様の施設整備の予定があるの

であれば、その市町村に県が協力することで、自前で整備するより負担が軽減され、その分

を市町村の施設整備等へ充てるといった方法も検討する必要がある。

 ８ページにいきまして、開催経費、１の大会運営の簡素・効率化（開催県の負担軽減）で
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は、青森県独自の宝くじや寄付により、少しずつ皆で積立をするといった方法を検討する必

要がある。

 様々な寄付金制度を創設することによって、県民の盛り上がりや経済界の盛り上がりに

繋げていくことが必要である。

 ふるさと納税の制度を利用した、県外にいる青森県ゆかりの方々など全国の方々から、本

県の国体開催を応援していただける仕組み作りが必要である。

 企業から協賛していただくだけではなく、県民から協賛をしていただくという方法も検

討する必要がある。

 色々と支援したいという方々の気持ちを上手く反映できる仕組みを作ることにより、県

民全体の盛り上がりに繋げる必要がある。

 ネーミングライツや寄付などを実施する場合には、ただお金を出していただくのではな

く、機運醸成に繋がるといった県民参加になることが必要であり、寄付等をしたことにより

何かしらの利点があることや参加していると自覚できる枠組みが必要である。

 青森県の現状を正直に示し、また、国体開催に向けて熱意も示すことで、正々堂々と寄付

を募るという方法も必要である。

 ２の開催経費（施設整備費、運営費、競技力向上費）では、施設整備の負担軽減策として、

観客席に寄贈した人達の名前を付けたり、施設周辺に寄付した人達のネーミングプレート

を付けた植樹をしたりするなど、民間の人達がお金を出しやすい仕組みを考える必要があ

る。

 競技力向上や競技役員の育成、ボランティアの養成が直接的な人財育成になるので、それ

らの経費を削ってまで、施設整備に経費をかけることにならないようにする必要がある。

 先催県での開催経費の節減の取組などを参考にすることも必要である。

 ９ページにいきまして、その他では、なでしこジャパンがワールドカップで優勝した要因

の一つに「感動力」という言葉があるが、それを県全体に広めたいという企業の方がいるの

で、今までのように県がお金を出して事業を行うのではなくて、企業の自発的な活動により、

「感動力」を県全体に広めてほしい。

 という意見がありました。以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 それでは、意見交換に移ります。（１）国体開催にあたっての課題、対処方法について、

①市町村、関係団体との協力について、②県民参加のあり方について、事務局から説明をお

願いします。

（事務局）

 それでは、資料２市町村、関係団体との協力及び県民参加のあり方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。
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 １ページを御覧ください。あすなろ国体時の会場地市町の取り組みについてですが、今回、

資料について事前配付しておりますので、この場では、青森、弘前、八戸の３市の取組につ

いて説明いたします。

 まず、青森市、おもてなし関係では、全国各地から参集した大会参加者及び観客に不便を

かけないように、各案内所には輸送及び宿泊担当の係員を配置し、到着駅から宿舎、宿舎か

ら各競技会場や練習会場までの交通案内に至るまでの案内等を行った。

 宿泊、食事関係では、青森、浅虫両旅館組合及び保養所等の協力のもと、１７３軒の旅館

等を指定宿舎とし、１日あたり約８，５００名の宿泊収容人員を確保して、大会関係者全体

を市内旅館等へ配宿した。

 各宿舎の状況について詳細に調査し、宿舎からの希望等を取り入れ配宿を実施したため、

参加者及び宿舎からの苦情が聞かれなかった。

 大会関係者の昼食弁当は、仕出し店業者が中心となり、「あすなろ国体弁当協力会」を組

織し、弁当の注文配達から競技会場での引き換えに至るまでを実施した。

 輸送関係では、競技期間中の選手団等の輸送は、従来の専用バスによる計画輸送を改め、

定期バス及び臨時バス利用とし、料金も各自の負担とした。

 バス路線がない地域及び大型バスの運行が困難な地域には、市建設協会の協力を得て提

供されたマイクロバス等による計画輸送を実施した。

 競技運営関係では、開始式・表彰式等は、質素を前提に実施し、水泳競技や陸上競技での

中間表彰の際の得賞歌は、テープを使用した。

 競技運営は、競技団体・市内高等学校を中心とした学校関係者の協力があり、とりわけ高

校生補助員の活躍により順調な運営ができた。

 市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係では、できるだけ財政負担がかからず、国体期間中

だけでない永続性のある運動を市民憲章推進協議会が中心となって展開した。

 親切運動、環境美化運動及び交通事故防止運動の３本を柱に「成功させようあすなろ国体

市民会議」が発足し、パレードを行って、市民へ運動への参加を呼びかけ、理解と協力をお

願いした。

 歓迎装飾は、商工会議所、町会連合会が中心となり、歓迎用三本小旗、十連旗の斡旋を行

い、市民総ぐるみで歓迎の盛り上がりを図った。

 会場沿道の清掃や飾花管理等には、町会連合会が協力をした。

 小、中学校の児童・生徒による、夏休み中のラジオ体操終了後の一掃き運動の全市的な展

開があり、街の美化が図られた。といった取組がありました。

 次に弘前市ですが、おもてなし関係では、休憩所の湯茶接待は、婦人会等の協力により運

営され、りんご生ジュースの提供が好評を得た。

 宿泊、食事関係では、弘前市旅館組合の協力を得るとともに、組合員以外の旅館、ホテル

数軒の協力を得て配宿した。

 各宿泊所へ宿泊駐在員を配置し、大会参加者の折衝に当たらせ宿泊本部との連絡調整を
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図った。

 昼食弁当の注文、配達等は、旅館組合、仕出し商組合及び宿泊駐在員の三者が協力し実施

した。

 輸送関係では、開会式に参加する選手団並びに大会参加者の輸送については、早朝時の移

動のため、計画輸送を実施した。

 大会２日目以降は、原則として近距離は徒歩とし、遠距離は既設路線利用とし、自己負担

とした。

 競技運営関係では、競技運営を円滑にするため、競技団体により各役員、補助員の講習会

やリハーサル大会を開催するとともに、各専門部会を設置した。

 競技用具は、最小限必要な器具等を購入し、体操競技用具は、県内外体育施設より借入し

た。

 会場設営のテント、机、椅子等はすべて市営施設のものを利用した。

 市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係では、各競技会場並びに市内主要所に、国体ムード

の高揚を図るため菊花による装飾を行い好評を得た。

 主要会場に歓迎塔、アーチ、都道府県旗、三色連旗等の装飾を行った。

 商店街アーケードへは、三本旗、歓迎ビラ等の装飾を行った。

 体操会場、運動公園へは、アドバルーンを繋留した。

商工会議所、市体育協会の協力のもと、各家庭、商店街への三本旗の斡旋を行った。

 市有ロードスイーパーによる市街地主要幹線道路の清掃を実施した。

 町会連合会の協力による側溝の泥上げ清掃を実施した。

 大会期間中は、市民の奉仕協力による早朝の競技会場の清掃が行われた。

 秋季一斉清掃を例年より１か月早めて実施した。といった取組がありました。

 次に八戸市ですが、おもてなし関係では、八戸駅に総合案内所を設置したほか、本八戸駅、

鮫駅、長根公園に案内所を設置し、各案内所、会場の湯茶接待は、婦人会と会場校生徒が協

力した。

 宿泊・食事関係では、市内２旅館組合及びホテル業者等の協力により、大会参加者全員を

市内に配宿した。

 選手、監督の昼食は、宿泊提供者が業者を決定し、独自に競技会場で選手団に配布した。

 輸送関係では、会場地到着時における大会関係者の輸送は、指定下車駅から宿舎まで定期

及び臨時バスにより輸送した。

 大会期間中の輸送は、定期バス等の利用とし、宿舎から競技会場までのバス料金が１００

円以上になる選手団には、「割引証」を交付し、個人負担を軽減させた。

 宿舎と競技会場間が遠距離にある場合は、指定集合地から競技会場までの往復を計画輸

送した。

 競技運営関係では、競技の円滑な運営と準備の万全を期するため、競技団体から数名の陣

容を事務局班員に委嘱し、月例会を開催するとともに必要に応じて随時、協議を繰り返した。
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 各会場となった学校では、「自分たちの学校で開かれる競技会は、自分たちの手で」とい

う気運が盛り上がり、教職員及び生徒の協力があった。

 会場設営のテント、机等の備品関係は、市内各学校や事業所等から借用し、新規購入やリ

ースは最小限に抑えた。

 プラカードや演台等は、リハーサル大会等で使用したものを最大限に利用し、経費の節減

に努めた。

 市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係では、「あすなろ国体を成功させよう」を合言葉に

「きれいなまちに、親切な心で迎えよう」の基本目標を定め、国体後を見通した市民に定着

した運動を市の関係課所管の外郭団体が推進の母体となり展開した。といった取組があり

ました。

 次に１５ページを御覧ください。先催県の取組として、長崎国体における会場地市町での

主な取組についてですが、おもてなし関係では、駅、バスセンターでのお出迎えは、小学生

が模造紙で手作りした歓迎横断幕を掲げ、歓迎の挨拶があったほか、１枚１枚手書きで作成

したメッセージや歓迎うちわ等の配布があった。

 会場地のガイドブックでは、小学生や大学生の手書きによる商店街地図やおすすめ商品

などを紹介したウエルカムマップが作成され、掲載された。

 各競技会場では、地元の物産を紹介するための無料の「振る舞いコーナー」が設置され、

その中では、大学研究室が研究開発したメニューや食物学科学生による創作、開発したメニ

ュー、飲食店の方々による地元の食材を使用したメニューなどの振る舞いがあった。

 休憩所では、お茶の団体による特産茶やお茶を使用した茶菓子の振る舞いがあった。

 接遇向上では、大会参加者等が来県時最初に接すると想定されるタクシー乗務員を対象

とした接客マナー能力向上セミナーが開催された。

 国体弁当では、大学健康栄養学科学生と指定弁当調製施設の共同によるメニューの開発

があった。

 競技運営、応援関係では、小学生や中学生による手作りの応援のぼり旗の作成やよさこい

チームによる各県チームの応援旗の作成、高校書道部による激励や歓迎メッセージを記し

た手作り応援旗の作成、交通少年団、交通安全協会の職員による手作りの応援旗の作成など

があった。

 競技会場では、高校吹奏楽部による各県選手への応援演奏や幼稚園児、小中学生による試

合観戦と応援があった。

 参加者への記念品では、中学校特別支援学級の生徒によるビーズストラップの制作、提供

があった。

 高校生や大学生へのボランティア活動の説明会の開催や要請をしたほか、ボランティア

研修会が開催された。

 市民運動、歓迎装飾、環境美化等関係では、競技会場周辺、街中、道路、海岸、観光施設

等で、様々な団体や地域の方々、児童・生徒、ボランティアが参加したクリーンアップ活動
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が実施された。

 競技会場等の装飾では、小学校児童による育苗した歓迎プランター、デイケアサービス利

用者等によるマスコットキャラクターなどを取り入れたお花紙アート、小学生による使え

なくなったバドミントンのシャトルの先端を利用して作成したマスコットキャラクターの

パネル、特別支援学級の皆さんによるマスコットキャラクターを描いたエコキャップアー

トなどの提供があった。

 競技会場周辺では、近隣の子ども会や老人会、放課後子ども教室の方々等による花壇への

花苗の植栽があった。

 １６ページにいきまして、地区交通安全協会が、飲酒運転撲滅の協力の呼びかけと国体等

の応援を併せた箸袋を作成し、飲食店等に配布された。

 交通安全協会や交通安全母の会等による交通安全のお願いと大会のＰＲ活動があった。

 高校生によるデジタルカウントボードの作成があった。

 各種イベント、地区運動会等で市民が、がんばらんば体操に取り組んだほか、各種団体や

企業等においてもがんばらんば体操に取り組んだ。

 交通安全協会による新１年生への大会マスコットキャラクターがデザインされたランド

セルカバーの贈呈があった。

 園児や小学生による大会ＰＲをデザインした鯉のぼりの作成、掲揚があった。といった取

組がありました。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が、今の説明に対して何か御質問等ありませんか。

 蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 青森県内、それから長崎県も含めて様々なことに取り組んだということで、殆どのことが

網羅されていて、これをしっかりやると青森県も大丈夫だという感じがしますが、やった結

果、何か問題がなかったのか、こうやった方が良かったというまとめはなかったのでしょう

か。

（事務局）

 あすなろ国体時の会場地市町の取組については、あすなろ国体の報告書から参照してお

りますが、取組内容についての記載はございますが、取り組んだ結果どうだったというとこ

ろの記録はありませんでした。

（戸塚座長）

 蝦名文昭委員の御指摘のように、これは事実が殆ど書かれていて、検証された結果が殆ど
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載っていないということで、やることはいいが、もしかしたらあまり効果が期待できない部

分もあるということも考えながら方向性を出していくということが必要だと思います。

（戸塚座長）

 蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 第２回、第３回の意見について、気がついたことがありますが、私が関係している競技団

体もそうですが、今後、国体やオリンピックなどにより継続的に選手の強化をするためには、

小学校高学年や中学生からの強化が必要であるということや指導者の育成等も必要である

ということも十分に意見が出ておりますが、それに関連して、折角、青森県である程度予算

も付けて、競技団体で強化して、良い選手、強い選手にしたにもかかわらず、高校進学時に

他県へ行ってしまうことがあり、流出という言葉が適切かどうか分かりませんが、そのよう

なことがありますと、我々がやっていることは一体何だったのか、その問題をどのように解

決すればいいのかということが、緊急の課題となっております。実際、有望な選手について、

他県の方々が勧誘に来ているという現状があります。それらのことを考えますと、受け皿と

なる高校側の問題にもなりますが、県内の高校で鍛え直したり、強化選手に指定したりする

ために、中学校まで強化した選手の流出防止策というものが何かあるのでしょうか。

（戸塚座長）

 事務局どうぞ。

（事務局）

 この問題については、競技団体や中、高体連において様々な強化をしていく中での大きな

問題であると認識しております。

 本県においても、中体連各専門部の方々も、なるべく県内で育った選手が、県内の高校に

進学して活躍して欲しいと願っております。ただ、現状では、蝦名文昭委員がおっしゃった

ようなことが、日本全国において同じような形で行われており、中体連各専門部としては、

なるべく県内の高校に進学して、チーム青森一つといった形でやるという方向で、各専門部

や競技団体の方々も苦労しながらやっております。

 今後、国体招致が決まった場合には、その辺もきちんと含めて本県の競技力向上体制をど

うするのか、また選手の育成をどうするのか、部会等を作って検討していきたいと考えてお

ります。

（戸塚座長）

 岡村委員どうぞ。
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（岡村委員）

 今の問題ですが、選手個々というよりも、オリンピック等を目指して、ＪＯＣが子どもの

アカデミーを作って地方から中央に集めようという方針があり、私達地方にいる者が考え

ていることと逆の方向に中央は考えているということがあります。小さい時からそのよう

な環境でやると、確かに、どんな種目でも選手として伸びるということはあると思いますの

で、その辺を上手く利用して、青森県内の学校にいても、そういった合宿などだけでも参加

できるような仕組みづくりについて県でも働きかけて欲しいと思います。そうしないと、他

県に行くだけではなく中央に行ってしまうおそれもあります。

（戸塚座長）

 今、蝦名文昭委員、岡村委員から選手強化の話がありました。特に岡村委員がおっしゃっ

たことに関しては、オリンピックに向けて本当にそのような動きになっているので、そうい

ったところを上手く活用するということは、一つの方策かと考えております。

 では、市町村、関係団体との協力について考えられる課題や対処法等について、御意見等

がありましたらお願いいたします。齊藤委員どうぞ。

（齊藤委員）

 質問となりますが、会場地市町の取組の資料の中で、輸送関係を中心に会場地市町が負担

するという考え方なのでしょうか。

 会場地市町の判断で負担するとなると、特に輸送関係については、会場地市町によって、

ふけさめが出てくる部分もあると思いますが、いかがでしょうか。

（事務局）

 宿泊や輸送、それから競技運営などは、県全体同じ状況でやるということで計画すること

になると思います。ただ、市（町村）民運動の部分に関しては、その地域の特色等を活かし

て一番良い状況を作るという形になっていくと思います。

（戸塚座長）

 他に何か御意見等ありますか。

（蝦名文昭委員）

 長崎国体での取組の報告があった中で、応援関係のところで少し気が付いたことがあり

ます。卓球会場に二日間いましたが、最終日の決勝では開催県である長崎県が準決勝、決勝

に残っていて、期間を通して小学生の応援隊が教育の一環として観戦に来ていました。これ

については、国体ではよく見られることで何も問題はありません。また、応援する時に、ス

ティックバルーンを使用して賑やかにしていることについてもマナーの教育ということで
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問題ないと思います。ただ、自分達の県が得点を取った時だけ応援して、相手の県の時は拍

手も何もしないということがありましたが、もし応援するのであれば、半分は開催県、半分

は対戦相手県チームの応援をするということがあってもいいのではないかなと思いました。

あまりにも極端で可哀想な感じがしました。

（戸塚座長）

 今、応援関係の部分で御意見をいただきました。他に何かありますか。岡村委員どうぞ。

（岡村委員）

 私は、殆ど毎年国体に帯同しておりますが、会場で気がついたことが二、三あります。蝦

名文昭委員もおっしゃったように、過剰な地元への応援は、もう少し少なくてもいいと思い

ますが、それに優先席を割り当てるのはいいとは思いません。長崎県ではありませんが、地

元の小学生が沢山来て、一番良い席を応援席に割り当てて、選手関係者がそこに座れないと

いう状況がありましたが、それは良くないと思いました。競技にもよると思いますが、甲子

園形式のように、試合ごとに少し関係者席を作ったりするのも一つの方法かと思います。

 また、自分が帯同していて、一番思い出になるのは、会場での地場産の食品です。特に、

郷土の美味しいものを無料でいただけると、何年経っても、「あそこの町は」と思い出が残

ります。ただ、最近、色々な問題や事情もあるのでしょうが、下手をすると無料のものは試

合が始まる前に無くなってしまうということがあります。早い者勝ちということにならな

いように、時間で分けるなど、その辺も上手く考えていただきたいと思います。

 最後に、これはやっているかどうか分かりませんが、少なくとも選手・関係者には、会場

の色々なおもてなしのパンフレットや案内を事前に送付したり、手渡したりすることが必

要であると思います。事前に送付することによって地域にとってプラスアルファのメリッ

トがあると思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。岡村委員から、実際の国体を回っている中で色々感じているこ

と等、お話をいただきましたが、先程、蝦名文昭委員から、事務局で用意した資料について、

色々な取組について検証がなされていないという御意見が出されました。検証してなかな

か上手くいっていないということを報告書に書くというのは厳しいことかもしれません。

そこで、申し訳ありませんが飯坂委員、もし今まで色々な国体を見てこられて、また、企

画運営にも携わってきて、色々やったけど、ここはちょっと控えた方がいいというものがも

しありましたら、差支えない程度で、お話をいただければと思います。

（飯坂委員）

 まずどこの県でも、国体開催が決まった時に、県民総参加ということは必ず掲げています。
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そのために県民をあげて国体を成功させようということで、資料にあるような取り組みを

しておりますが、昨今の国体で、感じることがあります。それは、県民総参加等に関係して

いる人は国体を知っていますが、この運動にあまり関係していない人、参加していない人は、

国体が開催されていることすらも認識されていない方もいるということです。一番びっく

りしたことは、数年前の国体でタクシーに乗った時に、言葉などが違ったので、タクシーの

運転手が、「どこから来られましたか」と聞いてきたので、「秋田から来ました」と答えると、

「何で来られたのですか」と聞くので、「国体で来ました」と答えたら、「ああ、国体やって

いるのですか」と回答が返ってきました。こういったことがありますと、少しがっかりして

しまいます。

国体の成功は何かということを考えた時に、天皇杯及び皇后杯の獲得などの成績は勿論

のことですが、それ以上に何十億もかけて国体を開催して、本当に県民の一人でも多くの人

が、国体を通じてスポーツの良さを感じることは勿論のこと、人をもてなす、それから地域

で一丸となって、チームワークをもって大会の成功、競技会の成功に打ち込む、そのことで

地域の地域力や地域コミュニティなどが再生されていくことが、一番の国体の成功ではな

いのかなと考えております。そういった意味では、当然のことながら、それを目標にして各

開催県が資料に書いてあるような色々な取組をされますが、これ自体は否定する何もので

もないです。ただ、折角やるのであれば、いかに多くの県民が積極的に、自発的に参加をし

て、国体成功に向けて頑張っていくか、これは各都道府県の県民性に合った、そういったも

のを開催県が考えて、あるいは市町村と連携をして、そういった国体、競技会にしていくと

いうことをしっかりと考えることが必要であると思います。マニュアル的に「こうやればい

いですよ」とか、「こうやれば成功しますよ」とかということは、私は一つもないと思いま

す。ですから、国体を通していかに県民一人一人がどうやったら参加するか、応援の話もあ

りましたが、数年前ですが、マイナーなスポーツだと体育館でやっていても応援席に数十人

いるかいないかという会場もありました。選手だけがただやっているところもありました。

多分、それを見て、これでは盛り上がらないので、地元の小、中、高校生を連れて行って応

援しましょうと考えた県や、スポーツを通して地元の選手が頑張る姿を見て私達も頑張ろ

うという気持ちを感じてもらいたいということでやる県もあると思いますが、その会場地

の市町村が市町村民も含めて、会期中いつも会場が満杯になるといったことや自分達が作

った大会だから絶対行って応援しようといったことなどの機運を醸成するといったことを、

青森県で開催されるとした場合、どうすればそのようになるのかということをきちんと考

えていくこと、そのために先催県を検証していくことが大事ではないかなと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。かなり根幹に関わるところの話をいただいたと思います。

 この後、県民参加のあり方の意見交換をしようと思っておりましたが。その辺の部分も提

案いただいたところがありますので、併せて意見交換をしようと思います。
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 飯坂委員から、国体というと基本的にどこの県でもまず県民総参加等を考え、今までやっ

てきた部分で同じようなことを考えるけれども、それをその県民性に合わせ、県民に浸透さ

せていって、県民の力をいかに結集して国体を成功させるかといった部分が鍵であるとい

う提案をいただきました。この辺も含めて、何か御意見等ありませんか。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 県民が国体に参加しているか、いないかということは、非常に大事なことであります。

昔、新潟県の３千人ぐらいの人口のある村が、東京ドームを借り切って、冬にその村の雪

を持って行き、東京の人達を集めたイベントをしました。その時、殆どの村民をバスで東京

ドームまで運んで参加しましたが、村民が東京の方々と色々と交流できたこともあり、その

村が、その後の行政を進める上で、一致団結して取り組むことが醸成されたということで、

大変意義があったということがありました。本県でも平成１０年、１１年に東京ドームで活

彩あおもり大祭典をやりましたが、参加している人は知っているが、参加していない人は全

く知らないということがあって、どうすれば県民に周知できるかといった際に、テレビ放映

をしようということになって、２時間番組を県内民放３社それぞれにお金を出して作って

いただきました。それぞれの民放の方々が大変工夫して、祭典の賑わいを県内に放送してい

ただいたことで、多くの県民に見ていただけたと思っています。

 最近の国体は、ＮＨＫが総合開会式や競技等の一部を放送しているに過ぎないと思いま

すので、テレビやラジオなどをどのように活用していくかということが大事であると思い

ます。試合の状況を県民に知らせるためには、スポンサーに立候補する人を募集して、でき

るだけ民間のスポンサーで放送すれば良いのではないかと思っています。そして、足りない

部分を行政が負担すれば良いと思います。ＮＨＫだけでなく民放でも国体の各競技の試合

等を放送すれば、県民に浸透できるのではないかと思っています。それが、一番大事である

と思いますが、おそらくどこもやっていないと思いますので、そういった情報発信について

も考えていただきたいと思います。そのためには、民放の方々ともよく相談して、スポンサ

ーがあまりお金を出さなくてもできるような仕組みを作っていただきたいと思います。

（戸塚座長）

 県民への浸透の一つの方法として、情報発信の方法のところで、御提案をいただきました。

他に何か御意見等ありますか。北村委員どうぞ。

（北村委員）

 市町村及び関係団体との協力といいますか、県民総参加のことですが、私は、行政マンで

はありませんのでよく分かりませんが、これから市町村に対する意見照会などもなさると

いうことですが、各市町村の首長の方々及び議員の方々が、青森県での国体開催を好機と捉

えるのか、又はお荷物がやってくると捉えるのか、というところにかかると思います。です
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ので、市町村に対して、国体を開催することは一つ一つの集合体の地域づくり、そして人づ

くり、未来づくりに関わる好機であるということを示す必要があると考えております。後で

意見照会の内容について説明があると思いますが、このペーパーの中にも、そういう要素も

含めた気づきをもたらすことも必要であると思っております。そうすることで、一つ一つの

市町村からの盛り上がりがあってこその県民総参加ということになると思います。

（戸塚座長）

 只今、北村委員から、市町村の関わり合い方の一つの方向性が出されたかと思いますが、 

何かこの件も含めて、御意見等ありますか。

 齊藤委員にお伺いしたいのですが、例えば、市町村として協力をしていくといった場合に、

例えば、こういった提案などがあるとやりやすいといったことがありましたらお話いただ

ければと思います。

（齊藤委員）

 市町村との協力についての提案ということですが、開催地となると、どうしてもそこの市

町村職員が大勢従事することが想定されるので、人員確保のために、いかにボランティアを

結集し、フォローしていくかということで、ボランティア育成が必要であると考えています。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。市町村の方の立場としては、実際に携わる人員の確保が大事であ

り、その辺のシステムをしっかりと考えるということで、ボランティアの話も出てきました

が、三本木委員、私も大学の教員ですが、これからこういった大会があるということでは、

大学にはそれぞれ部活動があって、スポーツクラブがあるので、こういったところの人達は、

自分達で大会運営もやっていますので、国体といった大会にも大学生ボランティアとして、

大きな力になると思っていますが、何かそういった部分で御意見等があれば、お願いいたし

ます。

（三本木委員）

 確かに戸塚座長がおっしゃるとおり、ボランティアとして大学生は、ある程度の仕事を任

せてもしっかりと働くことができると思いますので、そういったボランティアチームのよ

うなものを作ってもらうことは大事であると思います。

 あと、飯坂委員がおっしゃっていた県民をいかに巻き込むかといったところは大事なこ

とだと思います。お話を聞きながら考えておりましたが、あすなろ国体時と今の状況は、お

そらく違うと思いますが、地元で何かイベントをやろうとした場合には、町内会を巻き込ん

でいかないと、なかなか住民に参加していただくことも難しいかと思います。八戸市の場合

でも、よく話題になるのは、町内会の加入率が非常に低いといったことがあるので、あすな
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ろ国体の時のように、青森県でもう一度国体をやるとした場合、住民の皆さんが簡単に参加

するかなということは、気になっているところです。町内会の代わりではありませんが、別

な切り口として大学生などの学校単位でのボランティアチームを作ることは、今の学生の

皆さんがボランティアに関して、結構関心がありますので、一つの方法ではないかと思いま

す。

 その前々提として、次の意見交換の本県独自の国体像で出てくると思いますが、国体開催

を通じて一体何を目指すのかというところに行き着くと思います。そういった時に、競技成

績というところでの目標はおそらく明確に出ると思いますが、それだけではなくて、何をも

ってして国体が成功したかといった目標設定、ゴールセッティングが大切であると思いま

す。飯坂委員がおっしゃっていたように競技関係者しか参加せず、地元のタクシーの運転手

もやっているのか、いないのか分からないというのは確かに悲しいことですが、では、それ

をどのように目標に置き換えて向かっていくのかといったことは、具体的には言えません

が、大事であると考えております。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。三本木委員から、この国体が目指すゴールの話なども出てきまし

たが、次の意見交換である本県独自の国体像についても関わってくる内容でした。

それでは、市町村、関係団体との協力、県民参加のあり方については、一旦ここまでとし

て、本県独自の国体像について議論を進めていきたいと思います。

 今の話の中で、あすなろ国体のことも出ましたので、あすなろ国体に深く関わった山本委

員からも色々と御意見をいただきたいので、お考えいただきたいと思います。それでは、次

に移ります。（２）本県独自の国体像について、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。まず、第１回懇話会においても説明した、国民体育大会の国

体像である２１世紀の国体像～国体ムーブメントの推進～についてです。

 国体ムーブメントは、国体の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

体の果たす意義や価値を多くの人々に伝え、理解を深める取組みを展開していく運動であ

り、普遍的・恒久的に推進していくものである、となっております。

 ２１世紀の国体の目指す方向性としては、国体を通した地域の活性化、スポーツ文化の浸

透、アスリートの発掘・育成・強化の３本柱となっております。

 第１の柱である、国体を通した地域の活性化は、スポーツ関係者の育成・活用やスポーツ

環境の整備などの「国体ムーブメント」の推進を通した、地域コミュニティの再生や経済活

動の活性化といった「地域の活性化」の促進と「元気な日本社会」の創造に寄与することを

目指す、となっております。

 次に第２の柱である、国体を通したスポーツ文化の浸透は、スポーツ関係者の育成・活用
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や地球環境を意識したスポーツ環境の整備などの「国体ムーブメント」の推進を通した、「ス

ポーツ文化の浸透」の促進と「スポーツとともにある社会の実現」に寄与することを目指す、

となっております。

 最後に第３の柱である、国体を通したアスリートの発掘・育成・強化は、アスリートの育

成などの「国体ムーブメント」の推進を通した、アスリートの発掘と競技力の向上、その育

成過程における、真の親善と友好を拡げるスポーツ文化の良さを体現し他者に伝えること

のできる「アスリートの発掘・育成・強化」の一層の充実と、「地域から世界へ」羽ばたく

アスリートの育成に寄与することを目指す、となっております。

 次に本県の取組についてです。青森県基本計画、未来を変える挑戦では、長期的な目標と

して、みんなでめざす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

な青森県を目指すこととしております。

 スポーツが盛んな青森県は、県民は子どもから高齢者まで、誰もがスポーツに親しんでい

ます。また、青森県は全国大会などで活躍する選手やスポーツ活動を支える人財などを多く

輩出しています。さらに、こうした人財が活躍し、県内外から人が集まる交流拠点となって

いるとともに、各地域が活性化しています、としております。

 次に今からこうする青森県の教育、人づくり分野では、あおもりの今と未来をつくる文

化・スポーツの振興としております。

 あおもりの今と未来をつくる文化・スポーツの振興は、県民の健康づくりや地域活性化の

一助とするため、誰もがスポーツに親しめる環境づくりやスポーツに携わる人財の育成な

どに取り組みます、としております。

 その施策としては、豊かなスポーツライフの実現として、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ます、とし

ております。

 主な取組としましては、総合型地域スポーツクラブの育成支援など、年間を通してスポー

ツに親しめる環境づくり、県民の健康づくりに取り組みます。

 スポーツ科学の活用などにより競技力を向上させるとともに、指導者の育成に取り組み

ます。

 地域のスポーツ活動を支える人財の育成に取り組みます。

 スポーツを通じた地域活性化に取り組みます。

 スポーツ活動推進のための情報発信などに取り組みます、としております。

 次に国体開催にあたっての課題は、これまで委員の皆様から意見をいただいております、

人財育成、施設整備、開催経費などがございます。

 最後に本県での全国、国際規模のスポーツ大会開催実績です。

 まず、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の市町において都道府県代表参加種目、フリー参加種目併
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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。

 次に平成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。

 次に冬季競技の実績として、国民体育大会冬季大会です。スケート競技会、アイスホッケ

ー競技会はこれまでに１２回の開催があり、スキー競技会は、これまでに４回の開催があり

ます。御覧の表が、本県での国民体育大会冬季大会開催実績一覧です。

 次に平成１５年の２月に開催された第５回アジア冬季競技大会です。会場地は青森市な

ど６市町となっており、２９の国と地域から選手及び役員で約千人の参加がありました。競

技数はスキー、スケートなど、５競技５１種目が開催されました。

 以上の２１世紀の国体像、本県の取り組み、国体開催にあたっての課題、本県での全国・

国際規模スポーツ大会開催実績などから、本県独自の国体像を検討していただければと思

います。

 本県独自の国体像検討にあたっては、今後、開催予定の県がどのような方針や目標をそれ

ぞれ掲げているかを和歌山県、岩手県、福井県、滋賀県を例に御説明いたします。

 まず和歌山県の例です。

１県民総参加による大会

 県、市町村及び関係機関・団体との緊密な連携のもと、全県民の総力をあげて、郷土を代

表する競技者を応援するとともに、積極的にボランティアとして大会に参画するなど、大会

の運営に万全を期する。

 ２施設の有効活用など創意工夫を凝らした大会

 競技会場は、県内の既存施設や近畿各府県の施設を有効に活用するとともに、広く県内各

地で開催し、住民の参加と連携を深める。また、共通して使用する用具等を先・後催県と共

同購入することによる経費の削減や、オフィシャルスポンサー企業や協賛企業等による支

援体制の充実を図るなど、簡素・効率化を図りながらも、様々な視点から創意工夫を凝らし

た大会を目指す。

 ３人情あふれる心のこもった大会

 全国から本県を訪れる競技者や観客等を温かく迎え、交流の輪を広げるとともに、民泊等

を通じて心のこもったおもてなしに努める。

 ４和歌山の魅力を全国に発信する大会

 開催市町村における地域の特色を活かした歴史・文化的事業の推進、観光資源と国体とを

セットにした観光ルートの設定や観光キャンペーンの推進など、本県が誇る豊かな自然・文

化に恵まれた「紀の国わかやま」の魅力を全国に発信する。

 ５国体後も県内各地域において継続的なスポーツ振興を推進する大会

 国体を一過性のスポーツイベントとして終わらせることなく、県民の積極的なスポーツ

参加の促進、スポーツ水準の向上等、開催後においても継続したスポーツ振興が図れるよう
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工夫するとともに、開催される競技がその会場地市町村に普及し、さらには地域住民の間に

根付くよう努める。となっております。

 次に岩手県の例です。

 １東日本大震災津波災害からの復興の力となる大会

 国体開催を通じて地域の一体感や活力の醸成を図り、全ての県民にとって復興の力とな

る大会を目指す。

 ２県民との協働を基本とする開かれた大会

 大会運営の徹底した見直しにより真に必要な業務を厳選し、国、県、市町村、競技団体等

との分担と協力により当該業務を進めるとともに、企業、団体、ボランティア等の参画を促

進するなど、県民との協働を基本とする開かれた大会の実現を目指す。

 ３岩手のスポーツ水準の飛躍的向上と生涯スポーツの推進を図る大会

 ハイレベルなスポーツ選手や指導者の育成・強化に努め、本県スポーツ水準の飛躍的向上

を図るとともに、スポーツを通して、県民が心身とも健康で心豊かな生活を送れるよう、生

涯スポーツの一層の推進を図る。

 ４岩手の魅力を再認識し全国へ発信する大会

 実直で温かな人情に代表される岩手の心、美しく雄大な岩手の自然や先人が築き我々が

受け継いできた歴史、風土、伝統、産業、食などの岩手の文化を再認識し、これら岩手の魅

力を全国に発信する。

 ５岩手らしいおもてなしの心あふれる交流を広げる大会

 岩手の素晴らしさを感じることができるような心のこもったおもてなしにより、出会い

と交流の輪を広げ、県民一人ひとりがエネルギーを得て、地域に元気をもたらす契機とする。

 ６広く地域に根ざした大会

 競技会場地は、県内各地に広く分散させ、地域住民の参加と連携を深めることにより、大

会に対する県民意識の高揚を図るとともに、地域における体育、スポーツ、文化の振興を図

る。

 ７簡素・効率化に努める大会

 競技施設は、県内の既存施設を最大限活用するなど、国体改革の趣旨も踏まえて徹底した

簡素・効率化に努める。となっております。

 次に福井県の例です。

 １県民の元気と創意を結集（１県民１参加）

 全ての県民が、式典や競技会の運営なとのボランティアに主体的に携わるとともに地域

が一体となって県民運動を盛り上げ、県民の力と創意を結集して開催する。

 ２スポーツの県民生活への浸透（１県民１スポーツ）

 国体の開催が、県民にスポーツの喜びを広め、子どもたちから高齢者までそれぞれが好き

なスポーツを見つけ、生涯を通じた幅広いスポーツ活動に結びつくようにする。

 ３ふるさとの魅力を発揮（１県民１自慢）
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 全国からのお客様を、ぬくもりの心でもてなし、交流の輪を広げ、豊かな自然や文化、食

などのふくいブランドを積極的にアピールするとともに、県民自らふるさとを再発見する

機会となるようにする。となっております。

 最後に滋賀県の例です。

 １滋賀をスポーツで元気にする国体

 県民の皆さんが日常的にスポーツを「する」「見る」「支える」ことのできる環境づくりに

取り組むとともに、生涯にわたり心身ともに健康で活力のある生活を送ることができるよ

う、健康づくりへの関心を高め、行動につなげるきっかけとします。

 ２滋賀の若者や女性が主体的に関わる国体

 若者や女性の大会に向けた準備や大会運営への主体的な参画を図るとともに、心身とも

にたくましく思いやりの心を持った子どもの育ちや、女性がより一層スポーツに親しむこ

とのできる環境づくりにつなげます。

 ３県民総参加でつくり、「滋賀の力」を伸ばす国体

 県、市町をはじめ、関係機関・団体、大学や企業との緊密な連携のもと、多様な人、多様

な主体との協働を通じた創意工夫による大会準備・運営を行うとともに、滋賀の持つ「人の

力」「地と知の力」を伸ばします。

 ４滋賀の魅力を再発見し、地域の活性化やビジネスにつなげる国体

 環境へのこだわりや歴史・文化・自然など多様な滋賀の魅力を県民自らが見つめなおし、

全国に発信するとともに、大会準備や運営、「おもてなし」の経験をもとに、将来つながる

ビジネスへの展開など、地域経済の活性化を図ります。

 ５滋賀の子が、滋賀で育ち、滋賀で活躍する国体

 この大会を契機として、滋賀の地で選手が育ち、その選手が指導者となって次の世代を育

てるなど、滋賀のスポーツの発展を支える好循環の形成に努めるとともに、次世代を担う子

どもが夢を育み、実現することのできる環境づくりを目指します。

 ６滋賀の未来に負担を残さない国体

 既存施設の有効活用や、大会運営の簡素化・効率化を徹底するとともに、施設整備が必要

な場合は、環境に最大限配慮し、大会終了後の持続的な活用が可能で、かつ防災等多目的に

使用できる施設としての整備を目指します。

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。只今、事務局から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。よろしいでしょうか。

それでは、本県独自の国体像について、本日、資料１の第２回、第３回での意見について

ということで、事務局でまとめていただいておりますが、この９ページ目のところにその他

ということで整理されていますが、この辺のところが、私としては、実は本県独自の国体像
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についてという部分で、既にそれに関する議論も始まっていたと思っております。第３回懇

話会時に蝦名武委員から「感動力」という言葉が出てきて、この「感動力」は、選手強化、

大会運営、県民参加など、そういったもの全てに関係するようなテーマとなるという議論も

あったと記憶しております。このような部分も出ておりますが、これも参考にしながら議論

を進めたいと思います。

 それでは、まず山本委員にお聞きしますが、その後、奈良委員に、先程の事務局の説明で

あった、人財育成、青森県の教育、人づくりの分野ということも含めて説明がありましたの

で、その辺からも御意見等いただきたいので、お考えいただければと思います。

 それでは、山本委員、あすなろ国体を経験されているということで、あすなろ国体の時は、

全国的にそうですが、県もある意味でまだ発展途上のところでの国体であったものが、今度

は、一つ成熟した時代での国体というものになりますが、その辺の部分で、何か御意見等お

願いいたします。

（山本委員）

 あすなろ国体は、今から約４０年前のことでしたが、その当時は、まだ体育は学校関係、

スポーツは限られた人のものという時代でした。そういったこともあって、母親が変われば

子どもの意識も変わり、家庭も変わるという考えのもと、まずはお母さん方の意識を変えよ

うということで、開会式にお母さん方を多く参加させようという取組を重点的に行いまし

た。お母さん方が、練習に行くとなれば子ども達にも家庭にも協力を得て行くことになりま

すので、そういった意味では、国体というものを広く浸透させる一つの要素になったと思っ

ています。それに関連して、学校関係にもかなりの働きをしたと思いますし、どこの県でも

やっていますが、のぼり旗を作ったり歓迎の横断幕を作ったりということは、その当時もや

ったと思います。その他には、あすなろ体操を考案して、それを各学校や色々な競技会の時

のラジオ体操の代わりに広めていこうということにも取り組みました。このようにまだ、ス

ポーツや国体に対して意識の少ない時代でしたので、あの手、この手を使いながら国体開催

を広めていったという記憶を持っています。

 これからの国体というのは、自分の好きなスポーツということで、自分はサッカーが好き

だから、サッカーのことに関しては深く沢山の知識を持っているなど、ある競技に関しては

詳しいということも大事ですが、各市町村で行う競技についても、その市町村の人達が、競

技の特色等を知るなど早い段階で取り組めるようにすることが良いと思います。一つの例

として浪岡はバドミントンの会場でしたが、あすなろ国体を契機にその後もずっと取り組

んで、今現在、全国的に注目される非常に優秀な選手が中学生で出ているといったことがあ

ります。競技の中には認知度が低いものもありますが、ずっと市町村で取り組んでいって、

その競技の特色がその地に生えていくことがあれば、国体も良い意味で各市町村に貢献で

きるものと思っております。

その他として、国体をする時に子ども達がそれにどう関わっていけるか、高齢化社会なの
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で老人クラブ等、高齢者がどのように関わっていけるか、そういったことを盛り込んでいけ

ば、国体をもっと成功にもっていくことができると考えております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。あすなろ国体へ向けてどのような取組をしたかという部分や

今後の国体ということで、自分が好きなスポーツ、地域の特色となるスポーツのこと、それ

から、子ども、高齢者がどんどん関わっていくということでお話をいただきました。

 それでは、奈良委員から、教育、人づくりという部分で御意見等お願いいたします。

（奈良委員）

 教育、人づくりというと非常に大きなテーマですが、本県独自の国体像ということで、座

長がおっしゃったように、今まで意見交換したことがそれぞれ国体像に繋がっていくと思

っております。その中で、先程、２１世紀の国体像のコンセプトで、最初に地域の活性化が

出ておりますが、やはり今の国体は、昔と違ってスポーツということだけでなく、少子化、

高齢化などにより地域が衰退している中で、活性化というものが一番大事であると思って

おります。

 教育委員会の立場から申しますと、特に子どもが関わる際には、当然スポーツ、競技に関

わるということがありますが、今の子どもは自己肯定感が低いと言われておりますので、運

営や応援などの様々な関わりの中で、自分がやったんだといった達成感を持って将来に繋

げていってもらいたいですし、そういう大会になれば良いと思っております。

（戸塚座長）

 とかく国体ということで、競技に注目がいくことがありますが、運営に関わることで子ど

も達の教育的な側面などの部分でも国体が一つの大きな役割を果たすものであるというこ

とについて御提案をいただきました。

 本県独自の国体像ということで、今までの総括的な部分に入っております。各委員の皆様

から、自由に意見をいただきたいと思います。

 奈良委員から地域の活性化、地域創生という部分でのお話がありましたが、この辺のとこ

ろで何か御意見等ありましたらお願いいたします。蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 ２１世紀の国体像のコンセプトについて、三つありましたが、その中の一つが、奈良委員

もおっしゃっていた地域の活性化があげられますが、資料３の福井県の事例の中に「１県民

１スポーツ」といった取組があると説明もありました。私は、かねてから、非常に難しいこ

とだと思いますが、県内の各市町村１スポーツということを考えておりました。例えば、山

本委員から浪岡のバドミントンのお話が出ましたが、昔は、今別町は、フェンシング、五戸
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町は、サッカーなど、それぞれ市町村ごとに強い種目のスポーツを持っていました。地域の

活性化ということになると、スポーツはそういった意義も当然あると思うので、おらが町、

村のスポーツというものをこの国体を契機にもう一度考えてみる必要があると思います。

今日様々なスポーツがある中で限定することは、なかなか難しいと思いますが、手をあげて

いただいてもいいし、色々な経緯の中であなたの町はこのスポーツをやってはどうですか

と勧めてもいいし、バランスも考えながらやっていただければ良いと思います。少子化や市

町村合併などにより一つの町村ではなかなかできないということであれば、少なくとも市

部を中心とした近隣の町村単位でも良いと思いますので、おらが町のスポーツがあること

によって、地域の皆様も関心を持ち、スポーツをする機会も増え、やがてそれが地域の活性

化に結びついてくると思っております。そして、そこからアスリートが生まれる可能性も出

てくるということも考えると、１市町村１スポーツ運動というものを今一度考えてみる必

要があると思っております。これは、国体を契機としますが、国体が終わったらやめるとい

うことではなく、これから準備期間を含めて、ピークを国体にもっていくとしても、その後

も引き続き１市町村１スポーツの振興をしていくといったことのきっかけになれば良いと

思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。地域活性化の具体策の一つとして、例えば、市町村それぞれ単独

だと厳しい場合は、幾つかがまとまって取り組むといった話でしたが、今は定住自立圏とい

う考え方もあるので、一つの市を中心に周りの町村が一つの単位として動くといったこと

もあるかと思いますので、まとまって機能していくということでも良いと思います。

 他に何か御意見等ありますか。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 私は、三村知事があの米の名前に何故「青天の霹靂」と付けたのかを発表後ずっと考えて

おりました。木村知事の時には、「文化観光立県」を宣言しましたが、当時、観光に文化を

付けるのはいかがなものかという意見があり、県庁の中でも様々議論しましたが、観光と文

化というのは切っても切り離せないのではという結論になりました。その結果、「文化観光

立県」は進んだと思っております。「青天の霹靂」という名前について、私のところに来る

９割の方は「あれは米の名前ではない」と言っておりますが、三村知事が本当に考えている

ことは何なのかということを考えた時、やはり三村知事は県民に向けてびっくりするよう

な名前を付けて浸透を図ろうとしたのではないかと思います。だから、三村知事は、とにか

くあの米を特定銘柄にして、青森県の素晴らしい米にしようという熱意を持って名前を付

けたのではないかと思います。

従って、この国体もスローガンというものを作らないといけないと思います。スローガン

をどうするかは、なかなか難しい問題ですが、先程事務局より説明があった他県の例ですが、
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岩手県は七つ、滋賀県が六つ、和歌山県も五つで、掲げている目標は確かにこの通りだと思

いますが、沢山の目標を立てて皆さんの頭の中に入るとは思えませんので、国体をやる時に、

何かスローガンなど、びっくりするような名前を付けて県民に考えさせることが、県民総参

加の大きな要因になると思います。文化観光立県の時も東京ドームで活彩あおもり大祭典

を開催した際は、市町村や業界などが参加しないとできませんでしたが、皆が一致団結して、

五所川原市の立佞武多もその際に行きましたが、今や立佞武多は青森県を代表する祭りの

一つになっています。このようなことからも、文化観光立県や青天の霹靂といった例があり

ますが、青森県で開催する新しい国体については、目標となるような素晴らしい名前を付け

て、それに向かって県民全体がやっていくといった仕組みを創り上げれば良いのではない

かと思います。六つや七つの目標を作っても、みんなが理解するには難しいと思いますので

一つか二つくらいで良いと思います。青森県で開催する新しい国体を県民に考えていただ

くためには、青天の霹靂のようなびっくりする名前を付けることによって、県民全体が意識

するのではないかと思います。国体は、多額の経費がかかるわけですから、県民が一つの目

標に向かってやっていくようなものが必要であると思います。活彩あおもり大祭典につい

ては、皆にもう一度やって欲しいと言われます。皆、団結できるものがないと、バラバラに

なってしまうのではないかとよく言われます。そういった意味では、国体も団結できるよう

な仕組みができれば、おそらく皆が参加するし、市町村も参加すると思います。

蝦名文昭委員がおしゃっていた、それぞれの地域でそれぞれのスポーツをやっていけば

良いのではないかということも、その通りだと思います。そういった目標を市町村にも立て

ていただき、市町村もそれに向かって取り組んでいただくことが良いと思います。国体に関

わっている関係で各市町村に行くことがありますが、「うちは○○をやっています」「これに

一生懸命取り組んでいます」という方が結構多いと思いますので、県が全体の目標を立て、

各市町村もそれぞれ目標を立てていただいてやっていけば、まとまりのある県民総参加の

国体が出来上がるものと思っております。そのためには、早くスローガンを決めて、１１年

後に向かって進んでいけば良いと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。先程来、県民への浸透という話も出ておりますが、そういった

ところで、一つシンプルでインパクトがあるスローガンを出して、それ自体を県民の皆さん

に考えていただく。そうやって考えることによって、今度、そこからそれぞれが自立してい

く方向性が出てくるという提案であり、それで最終的なチームとして成り立ち、それぞれの

ところが機能するというお話をいただきました。この辺の部分に関して、委員の皆様から御

意見をいただきたいと思います。高橋委員どうぞ。

（高橋委員）

 一言で言えば、県民を１つに繋ぐコンセプトが絶対必要だということで、本当に全く同感
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です。

北東北インターハイを開催した時のことですが、その年は東日本大震災があって、その数

か月後にインターハイができるのかという大きな問題を抱えていました。その時に、多くの

高校生や高校関係者が、被害を受けた他県の高校生をはじめとする県民の方を北東北イン

ターハイで励まそうということで、生徒一人一人が、どういったインターハイ、開会式がで

きるのかということについて知恵を絞って考え、最後はねぶたを出すことや退場の時に皆

で囲むなど、非常に盛り上がりのある開会式であったと記憶しております。その時、私共が

感じたのは、やはりやらされ感ではなくて、自分達一人一人が盛り上げるといった一致団結

した意志が形成されるかどうかということが一番大事であると感じました。国体の開会式

等では、小中高校生が主体となっていくと思いますが、人財育成にしても機運の醸成にして

も、大切なことは、国体を準備していく長い期間、それ自体が国体であるということが非常

に大事であると思います。

 例えば、機運醸成のためには、ロードマップというキーワードが出ておりますが、人財育

成もそうですが、それを早く県民に示して、やらされ感ではなくて、皆さんの知恵をもって

総意でお力を貸してくださいということで、蝦名武委員からもありましたが、マスコミ等を

使って、この市町村はこういった取組をしていますということや国体の実施に向けてこう

していますといったことの途中経過を県民に周知させることで、県民全体が一つのコンセ

プトで結ばれていく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。準備の期間から国体が始まっているというところが、凄く印象

的でした。三本木委員からも一つゴールを立てて、そこに目指していくという話も出ました

が、まだ１０年あると考えるか、今からの積み重ねが１０年かと考えるかということは、本

当に大事なことであると、お話を聞いていて思いました。その辺のところも含めて、本県独

自の国体像について御意見がありましたらお願いいたします。道川委員どうぞ。

（道川委員）

 まず一つとして、３年前からフジドリームエアラインズが青森空港と名古屋空港間に就

航しておりますが、そこにある春日井市に中京圏の交流ということで青森県商工会議所連

合会が会頭をはじめとして、春日井商工会議所に行った際に、その市では毎年、剣道の全国

大会をやっていて、市長も剣道７段であることを聞きましたが、できれば青森県も国体を契

機として、何かの全国大会を毎年開催するといったことを目指していけば良いのではない

かと思います。

 もう一つとして、丁度今、韓国の平昌からカーリングチームが２８名くらいで合宿に来て

おりますが、東京オリンピック・パラリンピックの際も、青森商工会議所として海外チーム

の事前合宿を是非県内でやれないかということになっていますので、もし合宿が出来るの
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であれば、中、高校生は無理だとしても社会人の方々などの国体を契機とした事前合宿のよ

うなことができることにより、自然と色々なスポーツの合宿を青森県でやれるといった仕

組みができれば良いのではないかと思います。資料３の説明の中で、滋賀県が地域の活性化

やビジネスに繋げる国体といったことを掲げておりましたが、是非、青森県商工会議所連合

会としては、青森県でもビジネスに繋げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。最後にビジネスにも繋げたいというお話がありましたが、これ

は地域の活性化といった部分にも繋がるところでもあるかと思いますので、国体というこ

とで、人の往来も激しくなるし、色々なところで活性化すると思いますので、そういったこ

とについても本県独自の国体像として考えていければと思います。

 それでは、他に御意見等ありませんか。北村委員どうぞ。

（北村委員）

 蝦名武委員から、先程お話がありました本県としての大きなスローガンのことですが、ワ

ンフレーズで全てを網羅するのは、なかなか難しいと思いますが、青天の霹靂も公募したと

伺っておりますので、採用者への商品、景品がどのようなものかで応募数が決まるかもしれ

ませんが、是非、公募してみるということも御一考いただければと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。スローガンについては公募してはどうかというお話が出まし

た。それでは、本県独自の国体像についてはここまでとして次に移ります。（３）市町村に

対する意見照会内容について、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

 説明の前に、まず、この意見照会につきましては、第６回懇話会において意見集約結果を

御報告することとしておりましたが、今回、御了解いただければ、この懇話会終了後に市町

村へ意見照会をして、次回の第５回懇話会において意見集約結果を御報告したいと考えて

おります。

 それでは、資料４、市町村に対する意見照会内容について御説明いたします。

 【資料４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、今の説明に対しまして、御意見等ありませんか。

 三本木委員どうぞ。
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（三本木委員）

 内容のことではないのですが、このような県から市町村に対する照会というのは、普通は

誰が答えることを想定されているのでしょうか。市町村の事務担当者が答えるのか、それと

も、もう少し偉い人が答えるものなのか。

（事務局）

 市町村のスポーツ関係部局が担当となって回答することとなります。

（三本木委員）

 そうすると、その回答というのはスポーツ関係部局の総意として出てくるものなのか、そ

れとも、担当者が考えただけの回答となるのでしょうか。

（事務局）

 市町村によっては、教育委員会でスポーツを担当しているところや教育委員会以外のと

ころがありますので、そこで回答を作っていただくことになると思いますが、最終的には、

上の方まできちんと話を通して、回答していただくことになります。

（戸塚座長）

 他に何か御意見等ありませんか。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 この質問は、答えが大体偏ると思います。偏るというのは、問２のところでもそうですし、

問３もそうですし、当たり前のことを聞いているので、悪くなければ皆、丸を付けるのでは

ないかと思います。むしろ、今、市町村が一番困っているのは財政であると思いますので、

そういったことを聞いた方が良いと思います。

当たり前のことを当たり前のように聞いて、当たり前のような回答があって、それでは国

体をやりましょうということが本当に良いのかどうかということだと思います。こういっ

た照会であれば、大体、役所の論理からいきますと、担当者が考えて、それを稟議して課長

に報告をして。最後に教育委員会であれば教育長に相談することになるかと思いますが、ほ

ぼ担当者が考えた原案通りになるのではないかと思います。そういった照会であれば、集め

る意味があるのかどうかということが問題だと思っておりますが、市町村にも参加してい

ただかないとどうにもならないこともありますので、もし、市町村に対する意見照会をする

のであれば首長に聞くべきと思いますので、もう少し考えられた方が良いと思います。

例えば、もっと本質を突くことを聞いた方が良いと思います。まず、もし国体をやるとし

た場合に、あなたの市（町村）であれば何をするか、したいのか、何を希望するのかといっ

たことを聞いた方が良いと思います。そうすれば、ある市であれば柔道を是非やりたいとか、
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卓球をやりたいとか、様々あると思いますので、そういったことをむしろ質問した方が良い

と思います。また、国体をやるとした場合に取り組みたいことは何ですかと聞いて、それに

対して、美化運動などそういったものを回答していただいた方が良いのではないかと思い

ます。

（戸塚座長）

 岡村委員どうぞ。

（岡村委員）

 今のことに対して追加ですが。照会をした際に市町村の中で国体をやりたいと言うとこ

ろには、国体終了後の継続や発展についても、是非聞いて欲しいと思います。スポーツ大会

をやって一番問題になるのは、その後のことだと思いますので、その後のことについても項

目を考えていただきたいと思います。

（戸塚座長）

 他に何か御意見等ありませんか。飯坂委員どうぞ。

（飯坂委員）

 蝦名武委員と岡村委員が言われたことについては、本当におっしゃる通りだと思います。

私も事前に送られてきた意見照会を見た時に、これは各市町村の首長にきちんと見てもら

い、首長の判断で回答をいただくべき照会である思いました。また、他の委員の方々がおっ

しゃっているように、回答については全て市町村が記述すべきだと思います。

 そういった中で、少し気になったのですが、問１、問２に協力という言葉がありますが、

これだと、あまりにも市町村の主体性がないと思いますので、例えば参画をするとか、行な

うとか、言い方はお考えいただきたいと思いますが、最初のこの照会から県としてこういっ

たスタンスでいるということを伝える言葉になっていくのではないかなと思います。とも

すると、財政など、そういった部分で、県が決めた国体だから、県がお金を出してくれる、

県が内容を指示してくれる、となりがちなところがあると思いますので、最初の部分から、

一緒に作り上げていくというところを出せるものにしていただいた方が、今まで議論いた

だいた青森県の望む国体像というところも含めて伝わっていく内容になるのではないかと

思います。

（戸塚座長）

 今いくつかの御意見をいただきましたが、この意見照会の時点から今回議論があった本

県独自の国体像ということで、県民が一体化して臨むことができる国体はどういった国体

だろうとなった時に、やはり市町村、関係団体の連携、参画といったところに、それぞれの
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自立というものがないと、なかなかやらされ感があって難しいといった議論が一つ大きな

ものだったと思います。そういう部分では、事務局の方に今の意見を反映した意見照会の作

成を私からもお願いしたいと思います。

 他に何か御意見等ありませんか。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 国体を開催することについて、県体育協会から 県に陳情するに当たって、各市町村体育

協会を回って各会長の意見を聞いておりますが、非常に皆さんやりたがっていますので、こ

の意見照会についても首長と各市町村体育協会会長が話し合って回答する仕組みに変えれ

ば良いと思います。

例えば、三沢市体育協会会長が東京オリンピック・パラリンピックの際に柔道の事前合宿

を三沢市でやって欲しいということを盛んに言っています。皆それぞれやりたいものがあ

ると思いますので、市町村には提案させた方が良いと思います。そして、市町村体協会長と

よく相談して、回答していただいた方が良いと思います。そうすることで、色々な回答があ

ると思います。

 よく、こういった照会をする場合に市町村に色々な意見を出させてしまうと、県からの財

政的な援助が必要であるなどと言うのではないかといった恐れがあると思いますが、国体

をやるために自分達の市町村は何をやりたいのかということを考えていただき、回答いた

だくことで、バドミントンをやりたい、卓球をやりたい、ハンドボールをやりたいなど様々

な意見があると思います。野辺地はハンドボールだったと思いますが、町長も町体協会長も

「我が方はハンドボールだ」ということを言っていますので、そういったことを書いていた

だいた方が良いと思いますし、良い意見照会になると思います。そうすることで、自分達も

責任を持ってやらなければいけないという意識も出てくると思います。

（戸塚座長）

 これまでのことに関して、事務局から何かありますか。

（事務局）

 今の御意見を伺いまして、意見照会内容については再考しまして、委員の皆様へもどのよ

うに確認していただくかも考えまして、その後に市町村へ意見照会したいと考えておりま

す。

（戸塚座長）

 以上で予定された案件はすべ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
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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４回青森県国体検討懇話会を終了いたします。

 次回、第５回の懇話会は、５月に開催の予定です。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。


