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第５回青森県国体検討懇話会議事録

１ 日時 平成２７年５月２８日（木）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、蝦名武委員、小笠原靖介委員、北村真夕美委員、

木村聖一委員、三本木温委員、白坂和久委員、鈴木潔委員、奈良和仁委員、

三上金藏委員、山口龍城委員、山本美紗子委員  以上、１３名出席

（欠席者４名 飯坂尚登委員、岡村良久委員、長崎昭義委員、道川浩治委員）

（２）事務局 

   安田スポーツ健康課長、赤尾課長代理、谷地村主任指導主事、岡指導主事、三上主査、 

中嶋主事、阿保主事 

４ 次第

（１）開会 

（２）報告事項 

  ①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の結 

果について 

  ②市町村からの意見集約結果について 

（３）意見交換 

   検討結果報告書素案について 

（４）閉会 

５ 概要

（司会）

 それでは、只今から第５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）

 第５回青森県国体検討懇話会の開会にあたりまして、一言、御挨拶を申し上げます。

 本日は、お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

 当懇話会も残すところあと２回となりました。今回は、検討結果報告書の作成に向けて素

案の検討を行っていきたいと考えております。

 前回までに委員の皆様方から大変貴重な御意見を沢山いただいて、本当に感謝しており

ます。

 今回、それらの意見を基に報告書へまと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、挨拶と代えさせてい

ただきます。
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（司会）

 次に、人事異動により新たに就任された委員５名について御紹介いたします。

 【青森県高等学校体育連盟会長 山口龍城委員、

青森県中学校体育連盟会長 木村聖一委員、

  青森県市長会事務局長 三上金藏委員、

  青森県環境生活部次長 白坂和久委員、

  青森県県土整備部次長 鈴木潔委員を紹介】

 次に、事務局員を御紹介いたします。

 【事務局について紹介】

 それでは、ここからの進行については、当懇話会設置要項第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。

 次第の２、報告事項に移ります。資料１「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の結果」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１、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

調査項目の結果について御説明いたします。

 この調査については、青森県内に在住する満２０歳以上の男女２千人に調査を実施し、回

収数は６９３人、回収率は３４．７％でした。

 まず、１の国民体育大会が都道府県持ち回りで開催されていることについては、約８割の

方が知っていると回答しました。

 ２の国体には本大会と冬季大会があることについても８割に近い方が知っていると回答

しました。

 ２ページをお開きください。３の過去に青森県で国体が開催されたことについては、約４

割の方が知っていると回答しておりますが、図４２の年齢別のグラフを見ると、５０代以上

の方では約６割の方が知っていると回答しております。４０代以下では、年齢が小さくなる

につれ、知らないと回答した割合が高くなっております。

 ４の２巡目の国体本大会が青森県で開催されるとした場合については、「楽しみだ」と「と

ても楽しみだ」を合わせ約８割の回答となっております。

 ３ページを御覧ください。５の本県で国体本大会が開催されるとした場合に期待するこ

とについては、トップアスリートが出場する競技を見られる、県内のスポーツの競技力が向

上する、スポーツへの興味・関心が高まるなどの順で回答の割合が高くなっております。

 ６の国体本大会が開催されるとした場合の課題や問題点等については、県や市町村の財

源不足が懸念される、競技施設の整備ができていない、交通手段・交通網の整備ができてい

ないなどの順で回答の割合が高くなっております。

 ４ページをお開きください。７の青森県らしい国体とするために必要なことについては、
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競技者・応援者に対する環境整備、快適さの推進、青森県の豊かな自然や文化・歴史の情報

発信、県内観光名所等の情報発信などの順で回答の割合が高くなっており、来県者に対する

おもてなしが青森県らしいと考えている県民が高いことがうかがえます。

 ８の国体本大会成功のために必要なことについては、県・市町村・競技団体の連携・協力、

ボランティアの協力、企業等の協力などの順で回答の割合が高くなっております。

 ５ページを御覧ください。９のどのような形で国体本大会に参加したいかについては、観

覧者・応援者として参加するが約６割の回答で、わからない、運営として参加するなどの順

となっております。以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

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

んでしょうか。

 ２千人の県民の方々に郵送によるアンケート調査を行った結果となっております。

 山口委員どうぞ。

（山口委員）

 ２ページにある「過去に青森県で国体が開催されたことについて」という問いに対する回

答で、５０歳以上の約６割が知っていると肯定的に捉えていますが、私達の年代から考える

と、むしろ約４割の人が知らなかったことが驚きです。その辺について、皆さんがどのよう

に捉えているのかお聞きしたいと思います。

（戸塚座長）

 山口委員から、考え方によってはあすなろ国体を経験した人ですら記憶にないという部

分もありますが、委員の皆様、今のことで御意見等ありましたらお願いします。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 要するに、国体に参加しなかった人には、殆ど記憶に残らないということです。幼稚園児

や小・中学校の児童生徒など、大変多くの人が郷土芸能を披露するなど国体に参加しました。

私の長女も幼稚園の年長組で、国体に参加する機会があったので、記憶に残っています。

 ですから、今度国体を開催する場合も多くの人が参加できるようにしないと、記憶に残ら

ないと思うので、多くの人の記憶に残るためには、様々な工夫をして、参加するといった仕

組みを作り上げることが必要であり、この回答は、そういったことを示唆しているものと思

います。

（戸塚座長）

 我々もこの部分については、これまで、県民一丸となってどのように国体に参加するかを

議論してきたと思っています。この後、検討結果報告書の素案にも出てきますが、今の両委

員の意見については、非常に良い問題提起をいただいたと思っています。

 他に御意見、御質問等ありませんでしょうか。
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【意見等無し】

 それでは、次に資料２「市町村からの意見集約結果」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「市町村からの意見集約結果」について御説明いたします。

 前回の懇話会以降、委員の皆様からの意見を反映した記述式の回答方法により、市町村に

照会を行い、県内４０全市町村から回答をいただきました。

 問１、本県で国体本大会が開催されるとした場合、貴市町村では、国体本大会開催をどの

ように捉え、また、どのように関わっていきたいと考えていますかの「どのように捉え」で

は、スポーツ振興や地域活性化、全国へのＰＲ、魅力あるまちづくりなどの好機であるとい

った回答があり、「どのように関わっていきたい」では、競技会の開催に関わっていきたい

と１４市町村が回答しており、具体的な競技をあげた市町村もありました。競技会の開催が

難しい市町村においても何らかの形で協力することで関わっていきたいと２４市町村が回

答しており、約９割の市町村が国体本大会の開催に関わりたいと考えています。

 なお、何らかの形で協力したいという回答については、大会運営やボランティア等、観光

や地域のＰＲ、参加者等との交流やおもてなしなどの回答がありました。

 問２、本県で国体本大会が開催されるとした場合、貴市町村では、国体本大会開催に何を

期待しますかでは、競技力の向上、選手の発掘が１８市町村、スポーツによる地域活性化が

１７市町村、スポーツ振興、興味・関心の高まりが１５市町村の順で多くなっております。

なお、この問いは、市町村によって複数の回答がありました。

 ２ページを御覧ください。問３、国体本大会開催について、何か御意見がありましたら自

由に御記入くださいでは、

・既存施設を活用するなどして、競技以外は華美にならないようにし、会場地の特色を出し

た県民総参加の手作り感溢れる国体となることを希望する。

・県内市町村における競技会の会場地選考に当たっては、開催したいという市町村の意向を

十分考慮していただきたい。

・多くの県民が参加できる正式競技等以外の生涯スポーツの開催を希望する。

・多方面から「開催して良かった」と言われる、記憶に残り、語り継がれる大会となって欲

しい。

・施設整備の助成について検討願いたい。

・市町村の財政状況を考慮し、財政負担が膨大とならないことを希望する。

・競技会の開催がない市町村も含めた、来県者に対する観光ルートの作成を希望する。

といった意見がありました。以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 只今、市町村からの意見集約の結果について事務局から説明がありました。今の説明に対

して何か御意見、御質問等ありませんでしょうか。
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 蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 参考までに伺います。競技会の開催に関わりたいという回答が１４市町村になっていま

す。あすなろ国体時は、２０市町村前後の開催地だったと思いますが、それから比べると少

ないと思いますが、やはり財政の関係もあるのでしょうか。それとも、別な理由があるので

しょうか。

（事務局）

 回答の中には、やはり財政の部分が懸念されるという回答もありましたので、そういった

ことで競技会の開催が難しいと考える市町村もあったと思います。

（蝦名文昭委員）

 県民総参加ということを考えたとき、競技会の開催が県内で広範囲に割り当てられ、それ

ぞれの競技を担当する市町村が増えることによって、競技力向上やスポーツへの参加意欲

の向上など様々な面に影響すると思いますので、もう少し競技会を開催する市町村が多く

なって欲しいと思っています。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。他に何か御意見、御質問等ありませんでしょうか。 

蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 あすなろ国体時は、県内６７市町村中の約２０市町だったと思いますので、市町村合併に

より市町村数が減って、それでも１４市町村が積極的に開催を希望していることは、高く評

価すべきであると思います。他の２４市町村も何らかの形で関わりたいと回答しており、青

森県は人口減少などの課題がある中で、地域の活性化等についても随分回答がありますの

で、併せて３８市町村の回答があったことは、まあまあ良かったと思います。県や県教委か

ら言われて嫌々やるのではなくて、自発的にやるということを大事にしていく必要がある

と思っております。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。何らかの形で協力する２４市町村の中にも、競技力向上や練習

会場など競技会に関連する部分がありますので、今後、機運が高まって市町村に相談をして

いくと、競技会の開催にも繋がっていくと感じております。

 他に何か御意見、御質問等ありませんでしょうか。

【意見等無し】

 それでは、検討結果報告書の素案検討に移ります。まず、進め方について、事務局から説
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明をお願いします。

（事務局）

 それでは、進め方について御説明いたします。まず、検討結果報告書素案について事務局

で説明いたします。次に検討内容として、本県で国体を開催する意義について、国体を開催

するに当たっての課題・対処方法について、本県独自の国体像について、素案全体について

の順で検討を行うとしております。以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

只今、事務局より説明のあった流れに沿って進めて参ります。

それでは素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、資料３「検討結果報告書素案」について御説明いたします。

 まず、目次をお開きください。報告書の体系ですが、

 １ はじめに

 ２ 本県で国体を開催する意義

 ３ 国体開催に当たっての課題、対処方法

 ４ 本県独自の国体像

 ５ おわりに

 という構成となっており、参考資料としてその１から、その９までを添付しております。

 次に１ページをお開きください。１のはじめにですが、内容として、国体のはじまり、あ

すなろ国体の開催、近年の国体を取り巻く状況、当懇話会設置の経緯の流れで記載しており

ます。

 次に２ページをお開きください。２の本県で国体を開催する意義ですが、これまでに委員

の皆様からいただいた意見から、国体は本県に何をもたらすのか、開催後の本県に何を残せ

るのかといった視点により、五つに整理しました。

 一つ目、県民の健康づくり

 平均寿命が全国で最下位という現状において、高齢者から子どもまでの全ての県民へス

ポーツに親しむなど健康づくりのための機会を提供することにより、より多くの人々がそ

れらに取り組むことで、運動習慣が定着し、平均寿命の延伸に繋がる。

 二つ目、スポーツによる地域の活性化

 人口減少により地域の活力が失われることが懸念されている中で、競技会の開催などに

地域住民が準備から参加することにより、地域の結束力が高まり、地域コミュニティが再生

されることや選手、監督等の様々な人々がその地域を訪れることにより、新たな交流が生ま

れるなど、地域が活性化する。

 三つ目、新たな競技力向上体制の構築・維持・発展

 国体の男女総合成績が低迷している中で、新たな競技力向上体制を構築することにより、

本県の競技レベルが向上するとともに、国体開催後の維持・発展にも繋げ、継続して優秀な

選手を輩出する。
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 四つ目、次代を担う子どもたちへ夢や希望を与える場の提供

 子どもの人口が減少し、更に体力の低下が問題となっている中で、次代を担う子どもたち

が、トップアスリートの競技を間近で見ることや総合開・閉会式や各競技会へ何らかの形で

参加することにより、スポーツをはじめとした様々なことに夢や希望をもって取り組む。

 最後に、本県のあらゆる魅力の発信

 全国から沢山の方々が本県を訪れる絶好の機会であり、本県の自然・歴史・文化・観光・

物産など、あらゆる魅力を発信することにより、本県が再認識され、より多くの方々が本県

を再び訪れる。以上の五つに整理しました。

 次に３ページをお開きください。３の国体開催にあたっての課題、対処方法ですが、これ

まで委員の皆様からいただいた意見について内容を整理して記載しております。構成は、人

財育成、施設整備、開催経費、県民参加のあり方、市町村、関係団体との協力としておりま

す。

 まず、人財育成の大会に関わる人財の育成、競技力向上について、①の競技力目標の一つ

目は、天皇杯の獲得を目指すという目標にするよりも、開催県にふさわしい成績を収めると

いった目標にすることにより、スポーツ振興のほか、子どもの体力向上、県民の健康づくり、

短命県返上などを網羅した取り組みをすることが大事であるといった意見を基に、目標の

方向性を示した内容に整理しました。

 二つ目は、競技力目標は、国体開催が公的に認められた早い時期での設定が必要であるこ

とや、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といった意見を基に、国体終了後を見据えることと、早期の設定が必

要であるといった内容に整理しました。

 ②の選手の育成・強化の一つ目は、小さい頃からスポーツへ参画することにより、それぞ

れの競技に必要な筋肉や感覚等を早い時期に獲得できることから、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、この国体を機に考える必要があることや、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といった意見を基に、このような内容に整理しました。

 二つ目は、１つ１つの積み重ねが強化に繋がっていくので、１０年後、国体の中心選手と

なる小学校４、５、６年生だけの育成に限らず、各年代における長、中、短期の計画をしっ

かりと練り、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といった意見を基に、

各年代の計画の作成と着実な実行といった内容に整理しました。

 三つ目は、少子化の中、学校部活動は限界があり、同時に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、短期間で出来るものではないという意

見から、学校や総合型地域スポーツクラブ等が密に連携し、育成・強化を図る必要があると

いった内容に整理しました。

 ③の指導者の育成・確保の一つ目は、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ことや、どのようにして優秀な指導者を本県に招

くかということについても検討する必要があるといった意見を基に、各競技団体が現状を

把握し、必要な指導者の育成・確保を行うことや優秀な指導者の確保方法の検討といった内

容に整理しました。
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 二つ目は、本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、競技を退

いた後に就職の受け皿がないのが本県の現状であり、県商工会議所をはじめとした経済団

体が中心となって企業側としてのスポーツに対する関心度を高め、本県出身の優秀な選手

を地元で採用し、選手の育成・強化や競技力向上を図るという考え方が必要であるといった

意見を基に、本県出身選手の指導者としての活躍といった内容に整理しました。

 三つ目は、学校現場は少子化に伴い新採用教員を含め全体の教員数が減少しており、体育

教師も減少している現状にあります。しかしながら、中学校、高校で競技スポーツを指導し

ているのは、全て体育教師というわけではなく、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顧問や指導者として活躍しており、そのような方々も活用し、取り

組んでいく必要があるといった意見を基に、学校現場での指導者の育成・確保の対策といっ

た内容に整理しました。

 次に４ページをお開きください。（２）大会運営の一つ目は、競技役員の育成、ボランテ

ィアの養成について、県の方針と各競技会が開催される市町村の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ことや、競技役員については、県、

会場地市町村と競技団体ができるだけ早い時期から連携し、県全体の指針を十分に理解し、

計画を設定する必要があるといった意見を基に、このような内容に整理しました。

 二つ目は、会場地市町村と競技団体が意思統一のため頻繁に会議を開催するなど、しっか

りと連携する必要があるといった意見を基に、会場地市町村と競技団体が情報共有や共通

理解を図るといった内容に整理しました。

 その他の人財育成については、小学生やその下の年代にスポーツに接する機会を県教育

委員会など関係機関で考える必要があることや、２０歳までに高い行動体力、防衛体力を身

に付け、それを生涯に渡って維持していくという考え方から、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もあるといった意見を基に、小さい頃

からの運動習慣の定着により、将来の実施率向上につなげるといった内容に整理しました。

 次に施設整備の一つ目は、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作りが必要であり、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といった意見を基に、積極的な市町村へ

の配慮といった内容に整理しました。

 二つ目は、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

必要となるといった意見を基に、施設整備等の人手不足や資材高騰への対策といった内容

に整理しました。

 三つ目は、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といった意見を基に、隣県等

の施設の借用といった内容に整理しました。

 次に開催経費の一つ目は、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といった意見を基に、開催経費が施設整備に偏らないよう配慮する

といった内容に整理しました。
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 二つ目は、いろいろ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ことや、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といった意見を基に、このような内容に整

理しました。

 三つ目は、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ことや、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

要であるといった意見を基に、ふるさと納税制度などの活用により、県民や全国から応援し

ていただくといった内容に整理しました。

 次に５ページをお開きください。県民参加のあり方の一つ目は、国体の成功のためには、

県、市町村が一丸となって、競技会の運営に参画し、さらに来県される方々をもてなすなど、

地域全体で達成感を得ることにより、地域コミュニティが新たに構築され、地域がより活性

化することが大事であるといった意見を基に、このような内容に整理しました。

 二つ目は、いかに多くの県民が積極的、自発的に参加するかが大事であり、県民性に合っ

た取組を県が考え、市町村と連携していくことが必要であることや、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といった意見を基に、多くの県民の積極的、自発的

な参加のために、県や市町村が青森県らしい取り組みを連携して推進していくといった内

容に整理しました。

 三つ目は、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、国体終

了後の子ども達がスポーツに興味・関心を持てるような取組について検討する必要がある

といった意見や、子ども達が国体の運営や応援など様々な関わりに参加することで、達成感

を持ち、将来につながるような大会となることが大事であるといった意見を基に、子ども達

があらゆる場面で参加することで一人ひとりの将来に繋がるといった内容に整理しました。

 四つ目は、ボランティア活動に協力的な大学生を活用したボランティアのチーム作りと

いった取組をすることも必要であるといった意見を基に、大学生の活用といった内容に整

理しました。

 五つ目は、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

かけていくことが必要であり、理解していただいた団体には支援や援助をすることも必要

であることや、環境・美化運動などに関して、既に素晴らしい活動をしている団体や町会等

に任せることで、各地域で取り組む体制をつくるといった意見を基に、地域づくりに取り組

む団体や既存で優秀な活動をする団体の取り組みの検討といった内容に整理しました。

 六つ目は、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、出資した企業に企画・運営まで任せるという方法も考えられ、県が実施するより

も民間の方が素晴らしい発想を出してくるのではないかといった意見を基に、民間活力の

活用の検討といった内容に整理しました。

 次に市町村、関係団体との協力の一つ目は、国体開催が地域づくり、人づくり、未来づく
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りに関わる好機であるということを市町村に捉えていただく必要があるといった意見を基

に、内容を整理しました。

 二つ目は、会場地市町村での競技会の運営には様々な業務があるため、市町村職員以外に、

ボランティアの人数確保が必要不可欠であり、県全体として、ボランティアの育成をするこ

とが必要であるといった意見を基に、内容を整理しました。

 三つ目は、県民への情報発信のためには、国体の各競技の試合等をテレビやラジオなどで

放送するといったマスメディアとの協力が必要であり、テレビ放送などは、民間のスポンサ

ーを募集し、足りない部分を県が負担するといった方法も検討する必要があるといった意

見を基に、マスメディアとの協力といった内容に整理しました。

 次に６ページをお開きください。４の本県独自の国体像ですが、前回までに委員の皆様か

らいただいた意見を基に、３点の国体像としておりますので順に説明いたします。

 まず１点目ですが、これから国体を開催するのであれば、自分の好きなスポーツに取り組

むことも大事であるが、あすなろ国体時にバドミントンの競技会場であった浪岡がその後

もバドミントンに取り組み、全国でも活躍する選手が出てきているという事例もあるので、

各競技が行われる市町村でその競技がどのような競技であるかといったことを早めに理解

し、準備に取り組むことにより、各地域で行われた競技が国体開催後もその地域に根付いて

いくようになることが大事であるという意見がありました。

 また、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、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

いった意見から、地域でのスポーツに取り組み、開催後も根付いていくことや感動する力を

県全体に広めるというキーワードを基に「スポーツによる感動の創出と地域へのスポーツ

の根付き」とし、スポーツを「する」「みる」「ささえる」などあらゆる場面で、感動が創出

されることにより、県民の誰もがスポーツに関わる楽しさを感じることができる環境が整

備されるとともに、各地域がスポーツに取り組むことで、スポーツが地域に根付いていく

としております。

 次に２点目ですが、北東北インターハイでは東日本大震災が発生して数ケ月後に開催す

ることになったが、生徒一人ひとりが、被害を受けた他県の県民や選手などを励ますために

知恵を絞って頑張って取り組んだという事例があり、やらされてやるのではなく県民一人

ひとりが主体的に取り組むことが大事であり、そういった意志が統一されていくことが大

事であるという意見がありました。

 また、現在の国体は、昔と違ってスポーツということだけではなく、少子化、高齢化等に

より地域が衰退している中で、地域が活性化していくことが大事であることや、県民に分か

りやすい大きな国体開催のテーマとして、本県の一番の課題である短命県返上をテーマと

してはどうかといった意見から、いかにして地域が活性化するか、県民一人ひとりが主体的

に取り組む、全ての県民が元気な姿で国体を迎えるというキーワードを基に「積極的、自発

的な県民参加による地域の活性化」とし、県民一人ひとりが積極的、自発的に参加し、競技

会をはじめとする開催準備や健康づくりなどに一丸となって取り組むことにより、全ての

県民が元気な姿で開催を迎え、開催後においても各地域が元気で活力ある姿となるとして

おります。
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 次に３点目ですが、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

であることや、選手等以外の様々な分野の方々が国体開催期間中に来県されることは、その

時だけでなく、その後への影響力を考えた時に、このような機会はなかなかないものであり、

本県にとって意義のあるものであるといった意見から、本県のあらゆる魅力をアピールす

るというキーワードを基に「あらゆる魅力の発信と来県者へのおもてなしの心」とし、来県

される多くの方々に本県のあらゆる魅力を知っていただく機会とするとともに、一人でも

多くの方に、また来たいと思っていただけるよう、おもてなしの心で迎えるとしております。

 最後に７ページをお開きください。５のおわりにですが、まず先ほど報告した県民の健

康・スポーツに関する意識調査の国体に関する内容について記載し、次に市町村からの意見

集約結果について記載しております。中段からはこれまでをまとめた内容としております。

以上で説明を終わります。

（戸塚座長）

 只今、事務局より報告書の素案について説明がありました。構成については、はじめにか

らおわりにまでの五つとなっており、これまでの委員の皆様の意見が反映された内容にな

っていると思います。特にないようでしたら、順番に議論をしていきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

【意見等無し】

 それでは、１ページ目、はじめにですが、あすなろ国体をはじめ、これまでの国体の経過

を説明している部分と、懇話会の設置経緯、それから懇話会で議論を経たということで示し

ておりますが、何か意見等ありませんでしょうか。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 開催の是非を含めた青森県らしい国体のあり方等を検討するため、国体検討懇話会が設

置されたのであれば、平成３７年に開催の第８０回国民体育大会の招致が、スポーツの振興

や地域の活性化、短命県の返上など、青森県の発展に大きな効果があるということを、明確

にすべきであると思います。しかし、それらが全然書かれていないので、招致については知

事が判断するものですが、懇話会として、国体を招致することが大変有意義であるというこ

とを文言として盛り込むべきであると思います。

（戸塚座長）

 大変貴重な意見をいただきました。おわりにの部分にも、進言する内容があると思います

が、最初の部分でも、懇話会の方針や考え方を明らかにする必要があるということで、国体

開催が、青森県にとって大変有意義だという文言を盛り込むという御意見でした。

 他に何か御意見ありませんでしょうか。蝦名武委員どうぞ。
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（蝦名武委員）

 青森県は現在、様々な課題を抱えており、知事が短命県返上ということで取り組んでいま

すが、そのことで市町村や民間も短命県返上のために取り組もうという意識が大変強くな

っています。そのようなことからも、国体を一つの目標にして、県民が一致協力することが

結果として、青森県の発展に繋がるということを訴えるべきと思っております。国体開催に

は、様々な課題を克服する必要がありますし、そのためには県や市町村、民間、スポーツ団

体等と一体になって取り組む必要があり、幼稚園や小学校、中学校、高校等が全て参画する

必要があると思います。そういったことを哲学として語るべきであると思います。今回の素

案は、事務局が作成した文言ですので、我々は、委員として、もう少しハイレベルな哲学を

語ってもいいと思います。懇話会は各所から来ているので、格調の高い内容にしていただき

たいと思います。そして、国体開催に向けて県民が一致協力することは、青森県の発展に極

めて良い影響を与えるといった文言を盛り込むことも必要だと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。これまで懇話会で議論を重ねてきましたが、議論の内容は、蝦名

武委員がおっしゃった内容だったと思っております。

その他、「はじめに」の部分で、何か御意見等ありませんでしょうか。

蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 私も蝦名武委員の発言に異論はありません。さらに付け加えるとすれば、招致について早

期に意思決定をするという文言を盛り込んで欲しいと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。他に何か御意見ありませんでしょうか。

 【意見無し】

 そうしましたら、委員の皆様からあった懇話会としての基本的な考え方を明言していく

という方向でいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【異議無し】

 ありがとうございました。それでは、次に本県で国体を開催する意義について、大きく５

項目に皆様の意見を集約しておりますが、この５項目に関して追加や修正等、何か御意見等

ありませんでしょうか。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 青森県は、半年間雪で閉ざされるという特殊な環境にあるので、冬の間に何をするかが大
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事であります。スキー、スケートについて昭和５２年のあすなろ国体と同じように、青森県

の環境を考えると冬季国体についてもきちんと文言として入れるべきであると思います。

青森県が積雪寒冷地という環境を克服することも大事であると考えます。

 それから、スポーツは、大変健康に良いということについてある人が自分の父親のことを

書いた本を拝読しましたが、９６歳まで生きたということで、若い頃からずっと歩くことを

欠かさなかったら、亡くなる１時間前までピンピンしていて、そしてコロッとお亡くなりに

なったということです。これは、毎日歩くことによって健康を維持して、寝たきりにならな

いというスポーツの大切さがあると思います。従って、国体開催は、それに向けて県民の健

康も一つの目標にしながら、短命県返上ということで長生きもする。しかし、皆元気で寝た

きりにならないといった仕組みを作り上げることも、国体開催の大きな意義になると思っ

ております。それをどのように盛り込むかということですが、短命県返上だけでなく、積雪

寒冷地において寝たきりにならないで元気に老後を暮らせるといった仕組みを青森県で作

り上げることが極めて重要であると思います。それを成すことが、青森県の責任であると思

っています。例えば、沖縄県や長野県など、青森県に比べ暖かいところで長生きするのは、

既に実例があると思いますので、寒いところでどのように元気で長生きするかということ

は、非常に大切なポイントです。そのようなことは国体と関係ないと考える人がいると思い

ますが、私はそういった意味でも完全国体を目指すべきと思います。

（蝦名文昭委員）

 そういった意味では、最初の意義として県民の健康づくりに触れておりますが、単なる長

生きではなくて、健康で長生きをするということで、平均寿命という言葉よりも健康寿命と

いう表現の方が良いと思います。

（戸塚座長）

 蝦名武委員、蝦名文昭委員から、大きな部分の話が出ました。冬季国体に関しては、これ

までの懇話会において意見が出てきたことがありましたが、最初の議論としては、本大会の

議論を進めるということで、ペンディング（保留）しておりましたが、本県の特性というこ

とで、冬季国体も開催出来るという部分も、一つの大きな特徴であります。そういった部分

では、冬期間をどのように克服するかということで、１年を通じてスポーツを楽しむことが

出来る、トータルで県民がスポーツに親しんだり、競技力を高めたりできるといったことは、

青森県だからできる部分だと思いますので、それらを踏まえた内容に変えていただきたい

と思います。

 それから、意義の最初に県民の健康づくりがありますが、平均寿命の延伸に関しては、機

運が凄く高まっているということで、国体開催によって更に追い風となり、引っ張っていく

といった部分も提案していくことで整理ができればと思いますが、委員の皆様いかがでし

ょうか。

 【異議無し】

 それでは、今の意見を踏まえて、事務局で整理をお願いします。
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 他に何か御意見等ありませんでしょうか。三本木委員どうぞ。

（三本木委員）

 蝦名武委員のおっしゃった内容については、私も全くその通りだと思いますが、順番につ

いて、県民の健康づくりから始まって、あらゆる魅力の発信で終わっています。これは重要

で大事なものからという順番になると思います。スポーツを学生に教える立場からすると、

スポーツを何でするのかというときには二つあって、健康になるため、体力を高めるためと

いった手段としてスポーツをすることと、そもそもスポーツが楽しいからするという目的

としてするという捉え方があることを学生に教えますが、国民体育大会というのは、英語標

記で「NATIONAL SPORTS FESTIVAL」（ナショナル スポーツ フェスティバル）と
表すことから、直訳すると国民のスポーツの祭典という意味であり、そう考えると、スポー

ツの価値をもう少し全面に出しても、懇話会としては良いと考えます。どうするのが良いか

ですが、スポーツによる地域の活性化を１番にして、新たな競技力向上体制の構築を２番、

そして３番目に県民の健康づくりといった順番でも良いと思います。ただ、青森県には様々

な課題があるということも承知しておりますので、県民に負担を掛けないと国体の開催が

出来ないということで、県民全体にとって利益があるということでこういった順番になる

のであれば、それで良いと思います。

（戸塚座長）

 只今、意義の５項目の順番について意見がありました。事務局でこの順番にしたことにつ

いて、何かありましたらお願いします。

（事務局）

 最初に県民の健康づくりにしたのは、やはり県の最大の課題である短命県ということで

１番にしております。順に県の広域的な部分でスポーツによる地域の活性化、専門的に取り

組む必要がある新たな競技力向上体制の構築、本県の未来のことを考えたときに次代を担

う子どもたちへ夢や希望を与える場、最後に本県の魅力の発信、ということでこういった順

番にしております。

（戸塚座長）

 事務局から説明がありましたが、順番についてはなかなか難しいところでもあります。国

体は、競技力向上だけではない、様々な意見がありますが、どれを上にするかは、非常に悩

ましいところであると思っています。何かこの部分で委員の皆様、御意見ありませんでしょ

うか。

 北村委員どうぞ。

（北村委員）

 懇話会のはじめの頃、コンセプトについて意見を交わした時に生涯現役というフレーズ

を考えていただきたいと申し上げて、蝦名武委員に御賛同をいただいたことを覚えていま

すが、県民の健康づくりについては、県民の健康づくりと生きがいづくりとすると落ち着き
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がいいと思います。文中には、長寿時代ということで、スポーツやそして国体で沢山の人々

がおいでになりますから、そういう事柄に触れることによって、また刺激を受けて生きがい

を持ったり、また残りの人生を楽しく過ごしたりということになると期待を持って申し上

げます。

（戸塚座長）

 そういう部分では、順番について、県民の健康づくりと生きがいづくりというのが、最初

でいいという北村委員から御意見がありました。

 競技成績の部分では、開催県に相応しい成績を収めるといった議論があって、県民総参加

の国体をどのように考えていくか、それから短命県返上のお話もありました。どうでしょう

か、順番について変えた方が良いという話もありましたが、まずはこの順番ということでい

かがでしょうか。三上委員どうぞ。

（三上委員）

 国体ということで、やはりスポーツを最初にした方がいいと思います。スポーツによる地

域の活性化を最初にして、次は県民の健康づくりと生きがいづくりがいいと思います。健康

づくりを前面に出すと福祉的なイメージがあって、健康づくりだけじゃなくて、北村委員が

おっしゃったように生きがいづくりも表現として入れた方が良いと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。非常に悩ましいところです。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 意義については五つの項目となっていますが、県民の健康づくりは、県と市町村をあげて

取り組んでいますから、意義としてではなく上段の文言に入れることが良いと思います。そ

して、国体だからスポーツによる地域の活性化を最初にすれば、上手く収まると思います。

健康づくりは、福祉のイメージがありますが、県政の最大の課題でありますので、上段の文

言に入れることで良いと思います。

（戸塚座長）

 蝦名武委員から新しい提案がありました。先の話になりますが、６ページの本県独自の国

体像のところで、積極的、自発的な県民参加による地域の活性化の中に、健康づくりが地域

の活性化の一つの文言として入っているので、地域の活性化をするためには、一人ひとりが

元気で健康でなくてはならないということで、例えば、スポーツによる地域の活性化のとこ

ろの文言の中に県民の健康づくりと生きがいづくりを盛り込み、そうすることによって一

人ひとりが積極的に生きていくという部分で、地域の活性化にも繋がるといったところに

落としていくということでいかがでしょうか。

 【異議なし】
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（戸塚座長）

 よろしいでしょうか。デリケートなところですが、重要なところですので、他に何か意見

等ありましたらお願いいたします。

 【意見無し】

 少し時間を取りましたが、大きくは四つにして、県民の健康づくりと生きがいづくりをス

ポーツによる地域の活性化の中に落としていく形で整理をお願いします。

 続きまして、３の国体開催にあたっての課題、対処方法について、人財育成、施設整備、

開催経費、県民参加のあり方及び市町村、関係団体との協力ということで、これまで議論を

したところを事務局でまとめていただきましたが、何か御意見や修正等がありましたらお

願いします。

蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 ３．２の施設整備の二つ目について、施設整備をするのは県、県教委でありますが、人手

不足や資材高騰については、当然考えていることでありますので、懇話会として取り立てて

言う必要はないと思います。

 県は当然、財政規律を守りながら施設整備をするし、市町村もそれぞれの財政規律を守り

ながら施設整備をするわけでありますから、県と市町村の問題であって、懇話会の問題では

ないと思いますので、外すことで良いと思います。

（戸塚座長）

 ４ページの３．２の施設整備の二つ目について、懇話会の意見からは外してはどうかとい

うお話でした。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 もう１つあります。施設整備の枠外に県内で実施可能な施設が無い競技とありますが、こ

こにスキーのジャンプについて言及されていません。大鰐町では、小学校、中学校、高校の

大会を開催し、大学や全国大会を開催する計画があり、現在、大鰐町や県スキー連盟で検討

をして、スキージャンプの７０ｍ級については、改修により開催できるということで、イン

ターハイを開催しようとしています。９０ｍ級については、秋田県鹿角市の花輪スキー場の

ジャンプ台を使うことを検討しているということですので、実施可能な施設が無い競技の

中にスキーのジャンプを是非入れて欲しいと思います。

 大鰐町は、県から支援を受けて財政を守るために大変な努力をしており、県に施設整備の

支援をお願いできる立場ではないと聞いておりますが、県が市町村に補助しているから市

町村は何もしてはいけないということではないし、八戸市が整備するスケート場に県が支

援するのであれば、大鰐町のスポーツ施設について県が支援しないという理由にはならな

いと思います。９０ｍ級のジャンプ台は、競技人口から考えて整備の必要は無いという意見
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には賛成であり、花輪スキー場で開催することで良いと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。今のお話は、県内で実施可能な施設が無い競技のところにスキ

ーのジャンプについて明記するということでした。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

施設整備のところで、もし別に書くとすれば、財政規律を守りながら、必要最小限の施設

整備をしていくことが必要であると書いた方がいいと思います。

（戸塚座長）

 今回の議論の中でも、全て施設を整備するのではなくて、本当に必要なものをという話が

あったと思いますので、施設整備に関しましては、二つ目について削除する。それから、三

つ目に関わる部分で、県内で実施可能な施設が無い競技のところにスキーのジャンプのこ

とを書くということですが、これまでの議論は国体本大会を中心に行われてきましたが、先

程、意義のところでも年間を通じてスポーツに親しむなど機運を高めていくことは、国体を

成功させる大きな力になるというお話もありましたので、ここに書くことでいかがでしょ

うか。

【意見無し】

 懇話会として書くということで、あとは事務局で書き方等含めて検討していただくとい

うことでよろしいでしょうか。

【異議無し】

 ありがとうございます。それでは、他の部分で何か御意見等ありましたらお願いします。

 蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 大会運営、県民参加のあり方、市町村、関係団体の協力、全部に絡むと思いますが、国体

の運営や準備のためには、競技団体、運営役員だけではなく、ボランティアなど様々な人達

の協力が必要であると思います。各市町村がスポーツ団体、スポーツ推進委員などの横断的

な協力母体を組織化するといった文言が入って、協力することになるし、市町村も何らかの

形で協力したいと言っていますので、協力母体を組織化するという方向を打ち出していく

ことが良いと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。市町村からの意見集約結果でも何らかの形で協力したいとあり
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ますが、では、どうしたらいいのかといったところがあると思いますので、そういった部分

では盛り込むことで良いと思います。

 蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 これについては、会場地市町村だけでなく、競技会を開催しない市町村でも組織は作る必

要があると思います。そういったことが県民総参加などに繋がっていくと思います。

（戸塚座長）

 ５ページの３．５市町村、関係団体との協力のところが関係してくると思いますが、蝦名

文昭委員からお話がありました。この調査の結果からも、市町村は何らかの形で協力したい

という話が出ておりますので、懇話会としても一歩踏み込んで、そういった組織としての枠

組みについて、言及していくことでよろしいでしょうか。

【異議無し】

 それでは、反映させた形にしたいと思います。他に何か御意見等ありませんでしょうか。

【意見等無し】

 それでは、本県独自の国体像について、これまでの意見をまとめていただきまして、目標

の検討にあたってということで６項目が挙げられております。この６項目を基に、三つの国

体像が掲げられております。前回までに、感動力という意見がありましたが。その辺につい

ては最初にまとめられております。この感動力を持って皆で一体化して盛り上がって、成功

させよう、それで国体をやる時だけではなく、開催の前後も全て考えながら、感動力で引っ

張っていこうという話があったと思います。それから、先程、議論になった部分に関しては、

地域の活性化というところで二つ目、あと、三つ目におもてなしの心ということで、先程、

事務局から説明がありました県民の健康・スポーツに関する意識調査の結果や市町村から

の意見集約結果といったところからも本県のＰＲや来ていただいた人達をお迎えしようと

いった意見がありました。これらについて、三つに整理されておりますが、この部分に関し

て、何か御意見等ありませんでしょうか。

 北村委員どうぞ。

（北村委員）

 短いセンテンスの中に適切にまとめていただいていると感心して拝読しておりました。

三つ目のおもてなしの心のところですが、前段の二つがスポーツの根付き、地域の活性化で

最後がおもてなしの心ということで、前段の二つと合わせた終わり方にした方が良いと思

います。例えば、最近はどこの県でも、おもてなしの心と言いますが、これが「熱いおもて

なし心」となると、少し伝わるのではないかと感じました。

 あと、このページに限らず文章の中に、方々を使っているところと人々を使っているとこ
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ろがあって、私も東奥日報のコラムを長く書かせていただいて、毎回チェックされた経験か

ら言うと、統一した方がいいと思いました。場面に相応しい表現として人々と方々を使い分

けているのかもしれませんが、見直しいただくことが必要であると思います。

もう１点ですが、来県される多くの方々に本県のあらゆる魅力を知っていただくという

ところについて、例えば、大勢の来県者に青森県のあらゆる魅力を体感していただく機会と

することが良いと思いました。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。この三つ目の枠の中について、細かい御意見をいただきました。

北村委員がおっしゃったように、ここの部分が上からの続きでは少し気になるところでも

あると思います。熱いおもてなし心という御提案もいただきましたが、他の委員の皆様いか

がでしょうか。

 山口委員どうぞ。

（山口委員）

 北村委員のお話を伺って気づきましたが、感動の創出、根付き、活性化、発信と動名詞と

なっており、最後だけ名詞で終わっているので、熱い心でのおもてなしとするなど、他の終

わり方と合わせた表現が良いと思いました。

（戸塚座長）

 その辺のところについて、前後の部分で繋がりがあるように整理をしていくということ

で、内容的にはよろしいでしょうか。

【異議無し】

 他に何か御意見等ありませんでしょうか。

木村委員どうぞ。

（木村委員）

 ６ページの２行目に、本県にとっての意義を最大限に享受するための目標で、本県の独自

の国体像とありますが、先程２ページの本県で国体を開催する意義のところで、最初がスポ

ーツによる地域の活性化となっておりますが、本県独自の国体像のところでは２番目に地

域の活性化があります。この順番に関して、整合性などの点からこれでいいのでしょうか。

（戸塚座長）

 先程、本県で国体を開催する意義のところでスポーツによる地域の活性化の順番を最初

にしましたが、私の解釈として、６ページ目の１番目は、国体全体の凄く大きな部分である

と捉えています。それに続いて、健康づくり、地域の活性化ということに落としていって、

青森県の魅力というものを日本全国に発信するという流れになることで、繋がりはあると

理解しています。委員の皆様、何か今のところで御意見等ありましたらお願いいたします。
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 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 今の部分については、事務局において良くまとめられたと評価します。３番目について、

あらゆる魅力の発信というのは、青森県側のことです。来県者へのおもてなしの心というの

は、来場者される方々にすることですので、来県者への熱いおもてなしの心を前にして、あ

らゆる魅力の発信は後ろにすることが、自分達を主体にしないで、来られる方が主体となる

ので良いと思います。

 それから、方々と人々のどちらがいいかということですが、人々というと少し他人に聞こ

えますが、方々というのは、時代劇に出てくる殿様が方々と言っているイメージがあり、上

から目線で喋っている感じがしますので、来県される多くの人々で良いと思います。

（戸塚座長）

 順番は、今のままでよろしいでしょうか。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 先程のスポーツによる地域の活性化というのは、スポーツによって地域を元気にすると

いう意味であり、本県独自の国体像の二つ目は、どちらかというと健康づくりによっての地

域の活性化だと思いますので、違うものと思います。スポーツによって活性化するというの

は、スポーツをすることによって住民全体が参加をして、住民が元気になって地域を活性化

することだと思いますし、健康づくりとでは、視点が違うと思いますので、順番はこのまま

で良いと思います。

（戸塚座長）

 先程、２ページのところで、県民の健康づくりをスポーツによる地域の活性化に入れてい

くという話も出ました。そういうことで、６ページの順番はこのままにするということで、

それから三つ目の枠の部分ですが、熱いおもてなしの心を先に持ってくるということで、あ

らゆる魅力の発信と入れ替えることで、御意見が出ておりますが、よろしいでしょうか。

【異議無し】

 それでは、そういった方向でまとめていきたいと思います。他に何か御意見等ありません

でしょうか。

 【意見等無し】

 それでは、次に全体的な部分に関わる、「おわりに」ということで、先程、「はじめに」の

ところで、懇話会としての議論の結果、国体に関してはこうあるべきだ、国体の青森県に及

ぼす様々な効果なども盛り込むという話でしたが、「おわりに」のところにも、まとめでこ
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ういった結果を得たのでこうするべきということが明記できると思います。素案としては、

「おわりに」の方にそういった懇話会の意向を書く方向が出ていたと思いますが、もう少し

ここでも何か強く明記できたらということがありましたら委員の皆様お願いいたします。

山口委員どうぞ。

（山口委員）

 下から２行目の貴重な遺産というのはどうでしょうか。遺産ではなく財産の方が良いと

思いますがいかがでしょうか。

（戸塚座長）

 これは、オリンピックレガシーという言葉からきていると思いますが、東京オリンピッ

ク・パラリンピックに関連して、昭和３９年の東京オリンピックが残したものということで

テレビでも特集が組まれたと思いますが、そういったレガシーをそのまま日本語にしたと

思います。事務局、何かここのところの文言に使った意味があればお願いします。

（事務局）

 座長がおっしゃられたとおり、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、開催後に何

を残すのか。大会が終わって、そこで全てが無くなるのではなく、その後に何を残していく

のかということが非常に注目されており、そこの部分でレガシーという言い方が使用され

ています。それを日本語とした遺産という言葉を使っております。

（戸塚座長）

 遺産というとやはり日本語のニュアンスですが、そのままレガシーという言葉を使うの

も一般的に分かるかという問題も出てきます。委員の皆様、いかがでしょうか。

 三本木委員どうぞ。

（三本木委員）

 どちらかを括弧にして標記することで良いと思います。

（戸塚座長）

 そういった部分では、レガシー（遺産）という形になるということでよろしいでしょうか。

【異議無し】

 では、そこの部分はレガシー（遺産）ということで。他に何か御意見ありませんか。

 蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 国体開催のための様々な組織については、きちんとした組織を作らないと、なかなか動か

ないと思います。例えば、ボランティアであればボランティアの組織を作る、あるいは競技
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会であれば競技委員会など様々なものを具体的に作ることをしないと、いくら理想を掲げ

ても実行に移されないと思います。

 今、ブラジルでは、国民の６割から７割が、お金が無いのにオリンピックを何故やるのか

という雰囲気が強いと聞いています。オリンピックを開催することによって、日本も大変な

国威発揚に繋がって、経済成長にも繋がると思いますが、ブラジルは、貧富の差が激しいな

ど、必ずしもそうではない部分があります。そのようなことから、ブラジルのオリンピック・

パラリンピックの開催について心配しているところであります。ブラジルには何が足りな

いのかを考えたとき、オリンピックの必要性やオリンピックがブラジルに与える影響とい

った熱いものをトップ（国の代表）が語らないと駄目だと思います。そうでないから、国民

の反対も多いと思います。青森県も国体を開催するには、国体開催に向けた準備のための組

織として国体局を設置して、多くの人員が必要となるなど、大変な財政負担が伴いますので、

それでも国体を開催する必要があるということを、トップ（知事）が熱く語る必要があると

思います。トップ（知事）の熱い思いがあれば県民はついていくし、熱い思いがなければ、

県民から「こんなに経済が苦しいのに、何故開催するのか。」ということになりかねないと

思います。そういった熱い思いについて、どこかに入れて欲しいと思います。国体の開催に

よって県民が幸せになることが重要であると書いていますが、これをもう少し膨らませて、

格調の高い文言にして欲しいと思います。よろしくお願いします。

（戸塚座長）

 ありがとうございました。先の話になりますが、次回、また御意見をいただいて、成案を

作ることになりますが、その前段階で一度、委員の皆様に資料を見ていただいて、事前に意

見をいただいた上で、次の会議に出すといったステップを踏みたいと思いますが、事務局そ

れでよろしいですか。

（事務局）

 はい、それで進めたいと思いますのでよろしくお願いします。

（蝦名武委員）

 教育委員会には、国語の先生がいると思いますので、その方々にも確認していただいて、

もう少し格調高い文章にしていただければと思います。

（戸塚座長）

 我々もここまで本当に国体を良いものにしたいという、熱い思いで議論をしてきて、報告

書に反映したいと思いますので、事務局には大変な仕事になるかと思いますが、段取りも含

めよろしくお願いします。それでは、他に何か御意見等ありませんでしょうか。

蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 トップ（知事）の熱い思いも大事ですが、最後のところに、県民が一体となって成功に導

くなど、そういった文言も盛り込んで欲しいと思います。
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（戸塚座長）

 これもここで議論してきた、県民が一体となって国体を成功させるという部分です。

 では、その辺も含めて事務局お願いします。それでは、もう時間となってしまいましたが、

よろしいですか。

【意見無し】

 それでは、本日も貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。皆様からいた

だいた意見を踏まえ、次回第６回懇話会までに、事務局で報告書案を作成し、次回の前に一

度皆さんに意見を聴くということになりますので、委員の皆様もお忙しいところ大変恐縮

ではありますが、良いものを作っていくということで御協力をお願いします。本日は、どう

も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

に御協力を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５回青森県国体検

討懇話会を終了いたします。

 次回、第６回の懇話会は、７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。


