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第６回青森県国体検討懇話会議事録

１ 日時 平成２７年７月２３日（木）１０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、蝦名文昭副座長、飯坂尚登委員、蝦名武委員、北村真夕美委員、

木村聖一委員、三本木温委員、鈴木潔委員、奈良和仁委員、三上金藏委員、

道川浩治委員、山口龍城委員、山本美紗子委員  以上、１３名出席

（欠席者４名 小笠原靖介委員、岡村良久委員、白坂和久委員、長崎昭義委員）

（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）審議事項 

   検討結果報告書（案）について 

（３）閉会 

５ 概要

（司会）

 それでは、定刻となりましたので、只今から、「第６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６回青森県国体検討懇話会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

 本日はお忙しい中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。昨年６月から始まっ

た当懇話会も、いよいよ本日が最終回となりました。これまでに国体開催の意義、国体開催

にあたっての課題、対処方法、本県独自の国体像について、委員の皆様から大変貴重な御意

見をいただき検討を重ねて参りました。さらに、前回の会議後、委員の皆様からの意見等に

より、本日、それらの集大成として、検討結果報告書（案）がまとめられております。

 今回、その報告書（案）を御審議いただき、委員の皆様の御了承が得られましたら、その

後、教育長と知事に検討結果を報告したいと思いますので、会議の進行について御協力いた

だくことをお願い申し上げ、簡単ではあり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。

（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。
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（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、よろしくお願いいたし

ます。次第の２、審議事項に移ります。資料１検討結果報告書（案）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検討結果報告書（案）について御説明いたします。前回の会議後、委員

の皆様に意見等照会を行い、それらを反映したものとなっております。

 事前に資料を送付しておりますので、簡易な字句等の修正については省略することを御了

承いただき、ここでは主な変更箇所について御説明いたします。

 まず、１ページの「１ はじめに」をお開きください。１段落目から４段落目にかけては、

日体協で表現している内容に合わせた方がいいといった意見を基に文言の修正をしており

ます。

 最終段落の部分は、前回の会議において国体を開催することは本県の発展にとって有益で

あるといった内容を盛り込んだ方が良いといった意見に対して、修正案をいただきましたの

で、反映した内容について読み上げます。

【「１ はじめに」の最終段落を読み上げ。】

 となっております。

 次に２ページの「２ 本県で国体を開催する意義」をお開きください。前段部分について

は、簡単な字句等の修正をし、内容について大きな変更はありません。

 次に箱の中の意義について、まず、スポーツによる地域の活性化ですが、前回の会議で健

康づくりと生きがいづくりをこの項目の中に取り入れるという意見があり修正しましたが、

さらに、より丁寧でわかりやすい内容とした方が良いといった修正案をいただきましたので、

反映した内容について読み上げます。

【「スポーツによる地域の活性化」部分を読み上げ。】

 となっております。

 次に新たな競技力向上体制の構築・維持・発展ですが、先程と同様、より丁寧でわかりや

すい内容とした方が良いといった修正案をいただきましたので、反映した内容について読み

上げます。

【「新たな競技力向上体制の構築・維持・発展」部分を読み上げ。】

 となっております。

 次に次代を担う子どもたちへ夢や希望を与える場の提供ですが、素案では最後の部分につ

いて「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」という内容でした

が、この部分について、より具体的な表現とした方が良いといった修正案をいただきました
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ので、反映した内容について読み上げます。

【「次代を担う子どもたちへ夢や希望を与える場の提供」部分を読み上げ。】

 となっております。

 次に本県のあらゆる魅力の発信ですが、この部分についても、より丁寧でわかりやすい内

容とした方が良いといった修正案をいただきましたので、反映した内容について読み上げま

す。

【「本県のあらゆる魅力の発信」部分を読み上げ。】

 となっております。

 次に「３ 国体開催にあたっての課題、対処方法」について４ページをお開きください。

 ３．２施設整備の箱の外の部分、県内で実施可能な施設が無い競技ですが、スキーのジャ

ンプについても記載すべきという意見がありましたので、本大会の７競技に加え、スキー（ジ

ャンプ）を含めた内容に修正しております。

 次に５ページをお開きください。３．４県民参加のあり方の五つ目と七つ目ですが、「企

業の参画について盛り込んで欲しい。」、「企業という言葉がどこかに入ることで、個々の企

業も参加が必要であるといった意識付けにもなる。」といった意見がありましたので、五つ

目は「既存の優秀な活動をする企業やＮＰＯ、町内会等が参加できるような、環境・美化運

動等の地域づくりの取組について検討する必要がある。」と修正しました。七つ目は「様々

な国体関連事業に関するネーミングライツの募集や企画・運営に参画させる方法等、企業を

はじめとした民間活力の活用について検討する必要がある。」と修正しました。

 次に六つ目ですが、前回の会議において、県民の健康・スポーツに関する意識調査の国体

に関する調査結果を受け、多くの県民が参加できるよう、様々な工夫をすることが大事であ

るといった意見を基に「スポーツに関心が薄い人にも、国体を通してスポーツへの興味・関

心を喚起することにより、スポーツの価値が認識される取組について検討する必要がある。」

と追加しております。

 次に３．５市町村、関係団体との協力の二つ目ですが、市町村からの意見集約結果を受け、

市町村の自発的な協力を今後も大事にしていく必要があるといった意見を基に「何らかの形

で国体に関わりたいという市町村の自発的な協力を大事にしながら取り組む必要がある。」

と追加しております。

 次に６ページの「４ 本県独自の国体像」をお開きください。前段部分のキーワードにつ

いて、短いセンテンスで体言止めとした方が良いといった意見を基に記載のとおり修正して

おります。

 次に箱の一つ目、スポーツによる感動の創出と地域へのスポーツの定着ですが、まず、素

案の際は「スポーツの根付き」としておりましたが修正の意見があり「スポーツの定着」と

修正しております。説明書きの部分の字句等にも修正意見がありました。反映した内容につ

いて読み上げます。
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【「スポーツによる感動の創出と地域へのスポーツの定着」部分を読み上げ。】

 となっております。

 次に二つ目の箱、自発的、積極的な県民参加による地域の活性化ですが、まず、素案の際

は「積極的、自発的」としておりましたが、行動の順番として自発があって、そして積極的

に関わっていくという修正意見がありましたので、「自発的、積極的」と修正しております。

説明書きの部分の字句等にも修正意見がありました。反映した内容について読み上げます。

【「自発的、積極的な県民参加による地域の活性化」部分を読み上げ。】

 となっております。

 次に三つ目の箱、来県者への熱い心でのおもてなしとあらゆる魅力の発信ですが、素案の

際はあらゆる魅力の発信を先にしておりましたが、前回の会議で来県者へのおもてなしが先

である。熱いおもてなし心としてはなどの意見があり、記載のとおり修正しております。説

明書きの部分については字句等の修正意見がありました。反映した内容について読み上げま

す。

【「来県者への熱い心でのおもてなしとあらゆる魅力の発信」部分を読み上げ。】

 となっております。

 最後に７ページの「５ おわりに」をお開きください。この部分については、前回の会議

において、

・国体を何故開催する必要があるのか、これまで議論を重ねてきた熱い思いを文書にして欲

しい。

・県民が一丸となって取り組むことにより大会を成功に導くことが大事であるのでそうい

った文言も盛り込んで欲しい。

・年間を通したスポーツの振興が大事であるので冬季国体を開催することについても文言

に盛り込んで欲しい。

・招致について早期に意志決定をする必要があるということを盛り込んで欲しい。

 といった意見があり、それらを反映した文書に書き直しております。「おわりに」の部分

は、懇話会としての結論も記載しておりますので、全文を読み上げます。

【「５ おわりに」部分を読み上げ。】

 以上のように報告書（案）としてまとめさせていただきました。

（戸塚座長）

 只今、事務局より検討結果報告書（案）について説明がありました。構成については、素

案から変更なく、「はじめに」、「本県で国体を開催する意義」「国体開催にあたっての課題、

対処方法」「本県独自の国体像」及び「おわりに」となっており、その他、参考資料が添付さ
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れております。項目ごとに順番に確認し、最後に検討結果報告（案）を審議したいと思いま

すが、委員に皆様方、御異議ございませんか。

【異議なしの声あり】

 よろしいでしょうか。それでは、まず、最初に「はじめに」の部分について、確認をした

いと思います。この部分につきまして、何か御意見等がありましたらお願いいたします。

 特に、先程説明がありましたが、最終段落のところでまとめとして結論部分を説明してお

りますが、いかがでしょうか。前段でも少し文言の修正等、御意見がありましたところは、

新たなものに書き変わった部分もあります。

 特に御意見がなければ、「はじめに」の部分についてお認めいただくということでよろし

いでしょうか。

【特に意見無し】

 それでは、次に移ります。「本県で国体を開催する意義」について確認いたします。この

部分について、何か御意見等がありましたらお願いいたします。特に、この箱の中について

は、皆様から様々な意見をいただきました。蝦名武委員、どうぞ。

（蝦名武委員）

 「スポーツによる地域の活性化」の最後の部分ですが、「地域の活性化にも結び付く」と

書いています。「にも」と「も」が付くことで、表現として弱くなっていると感じます。です

から、「地域の活性化に結び付く」と、「も」をとった方がいいと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。箱の中の最初の「スポーツによる地域の活性化」の部分、説明文

中の最後の部分ですが、「地域の活性化にも結び付く」の「も」を削除するということで、御

意見がありましたが、委員の皆様よろしいでしょうか。

【特に意見無し】

 それでは、この「も」については削除いたします。他に何か御意見等がありましたらお願

いいたします。かなり、具体的な説明になっているかと思いますが、よろしいでしょうか。

【特に意見無し】

 ありがとうございます。続きまして、「国体開催にあたっての課題、対象方法」について

確認いたします。まずは、３．１人財育成の部分について、何か御意見等がありましたらお

願いいたします。三本木委員どうぞ。
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（三本木委員）

 ③指導者の育成・確保の三つ目について、「学校現場では指導できる先生の高齢化や、少

子化に伴う体育教師の減少…」となっておりますが、「先生」と「体育教師」と文章として揃

っていないと感じますが、前はどうなっていましたか。

（戸塚座長）

 この部分は変わっていないと思いますが、事務局いかがでしょうか。

（事務局）

 この部分については、前回から変えておりません。

（戸塚座長）

 山口委員どうぞ。

（山口委員）

 御指摘がありました、③指導者の育成・確保の三つ目ですが、指導できる「先生」という

部分を「教員」にしてはいかがでしょうか。

（戸塚座長）

 山口委員から、指導できる「先生」を「教員」という文言に修正してはといった御意見が

ありました。「指導できる教員の高齢化や少子化に伴う体育教師の減少」ということになり

ます。事務局に確認ですが、「教員の高齢化」と「体育教師の減少」というのは、セパレート

でしょうか。

（事務局）

 その通りです。

（戸塚座長）

蝦名文昭委員どうぞ。

（蝦名文昭委員）

 教員と体育教師は別だという考え方ですが、同じにした方がいいのではないでしょうか。

（戸塚座長）

 木村委員どうぞ。

（木村委員）

 中学校からすると、小さい学校では体育教師がいない学校もあります。ですからこういっ

た文言になっていると思います。
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（戸塚座長）

 先程、私が質問して、セパレートだということですが、普通に考えると、同じ問題である

と思いますが、いかがでしょうか。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 昨日、新聞を見ましたが、学校図書館の管理運営等をする学校司書が、青森県内は、全国

一配置されていないということでした。元鳥取県知事だった片山さんが、まだ知事の頃にお

話を聞く機会があり、「鳥取県は、学校司書を全校に配置しています。」と言っていましたが、

確かに鳥取県内の高校は１００％でありました。学校司書を置くことがいいかどうかといっ

た議論もありますが、青森県は本を読むということに関する取組が弱いということが明らか

だと思います。

体育にも当てはまりますが、昭和５２年のあすなろ国体時に沢山の体育教師を採用しまし

た。それが、ちょうど定年になってどんどん減っている。しかし、採用は非常に少ないとい

う状況です。今の子どもたちには、勉学も勿論大事ですが、スポーツをすることで体を鍛え

るといったことが、特に必要であると思います。子どもたちがスマートフォンや、パソコン、

ゲームに夢中になり、スポーツで体を動かすことが、できていないと思います。スポーツは

必ず相手がいて、先輩、後輩の中で鍛えられますし、勝負をすることによって鍛えられるこ

ともあります。普段から体力をつけるという意味でも、スポーツをすることは、非常に大切

だと思っております。

 ですから、先生の高齢化や少子化に伴う体育教師の減少という部分は、体育教師の増強と

外部人財の活用といった文言に書き直した方が良いと思います。このままの文言だと学校の

先生を全然増やさないといった意味にも取られかねないと思います。だから、この部分につ

いては、「教員の高齢化」の部分は外して、「学校現場では、少子化に伴って体育教員の減少

がみられることから、これらの充実や外部人材の活用も含めた対策を検討する必要がある。」

とした方が良いと思います。教育委員会でもう少し体育教師を採用して欲しいということを

表した方が良いと思います。

 実際のところ各先生方は、部活動の顧問をするなど土日なく頑張っていると思いますので、

体育教師を増やされた方が良いと思います。採用方法についても、学問だけができたから学

校の先生にするといったことが、果たしていいのかどうかも含めて、競技指導者としてやっ

ていくことも考えていく必要があると思いますから、多少この部分は教育委員会に考えてい

ただくという意味でも文言として入れた方が良いと思います。

（戸塚座長）

 蝦名武委員から御意見がありましたが、この辺のところについていかがでしょうか。なか

なか難しい、デリケートな問題だと思いますが。奈良委員どうぞ。

（奈良委員）

 確かに、体育教師の減少と表現しておりますが、体育教師に限ったことではなくて、教員

全体が減少しているという現状があります。その中で、体育教師がメインとなって部活動な

り、スポーツを教えているという意味では、確かに体育教師は減っています。教員を配置す
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る場合は、定数や様々な制約もありますが、できる枠の中で、蝦名武委員がおっしゃってい

た、増強や充実という部分は、可能であると思っております。

 また、本県では、スポーツ特別選考といった枠で、優秀な成績を収めた方を教員として採

用する場合は、体育教師で採用しているわけではなく、様々な教科で採用しているという現

状もあります。

 ここで言っている、高齢化や体育教師の減少というのは、あくまでも現象面でのことです

ので、先程、蝦名委員がおっしゃっていた指導できる教員の充実や、外部人材の活用といっ

た表現の方が、様々な広がりが出て良いと思います。

（戸塚座長）

 ありがとうございます。奈良委員から御意見をいただきましたが、指導できる教員の高齢

化という文言よりも、むしろ学校現場でのスポーツを指導できる教員の充実という方向の内

容で今後まとめていただくということでよろしいでしょうか。

【特に意見無し】

 それでは、そのように修正させていただきます。続きまして、３．２施設整備、３．３開

催経費の部分を御確認いただきたいと思いますが、何か御意見等がありましたらお願いいた

します。

【特に意見無し】

 それでは、次に３．４県民参加のあり方、３．５市町村、関係団体との協力の部分を御確

認いただきたいと思います。何か御意見等がありましたらお願いいたします。三上委員どう

ぞ。

（三上委員）

 県民参加のあり方の六つ目ですが、読んでみて違和感のある表現であると感じております。

「喚起することによりスポーツの価値が認識される」で終わるのであればすんなりいきます

が、「取組について検討する必要がある」ということであれば、その前の文章の表現が「○

○のことから」などの表現とならないと、「検討する必要がある」という文脈に繋がらない

と思います。

（戸塚座長）

 ここの文言は、県民参加のあり方ということで、三つ目から七つ目まで、それぞれ「検討

する必要がある」といった形で終わっているので、それに揃えた形であると思いますがいか

がでしょうか。三上委員どうぞ。

（三上委員）

 例えば、スポーツに関心が薄い人について対策を練るということであれば、「スポーツに
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関心が薄い人にも国体を通してスポーツへの興味・関心を喚起する。また、スポーツの価値

が認識される取組について検討する必要がある。」といった表現であれば、すんなりいくと

思います。

（戸塚座長）

 委員の皆様いかがでしょうか。蝦名武委員。

（蝦名委員）

 役所言葉で「検討する」というのは良い表現ではない。よく議会答弁で「検討する」とい

う場合は、「やらない」という意味であり、やる場合は、「前向きに検討する」と「前向き」

が入ります。ですから、ここは「取り組む必要がある」で良いと思います。

（戸塚座長）

 蝦名武委員から「スポーツに関心が薄い人にも国体を通してスポーツへの興味・関心を喚

起する。また、スポーツの価値が認識されるよう取り組んでいく必要がある。」という御意

見が出ましたが、委員の皆様いかがでしょうか。

【特に意見無し】

整合性の関係からいくと、全て「検討する必要がある」というのを「○○について取り組

む必要がある」といった文言に変えた方が良いと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。

蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 そうですね。３．５県民参加のあり方は、全てそのように変更することで良いのではない

でしょうか。

（戸塚座長）

 そうしましたら、検討という表現は曖昧な感じもあります。我々からの提案、進言といっ

たこともありますので、よりはっきりしたものにするということで、検討を取ることでよろ

しいでしょうか。

【特に意見無し】

事務局で何かありますか。

（事務局）

 委員の皆様の合意であればそれでいいと思いますが、３．２の施設整備の三つ目も、同様

に検討が入っておりますが、それについてはどのようにいたしましょうか。
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（戸塚座長）

 蝦名委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 ここは検討のままで良いと思います。

（戸塚座長）

 他の委員の皆様もこれでよろしいでしょうか。

【特に意見無し】

（事務局）

 分かりました。あと、３．１人財育成の３．１．１大会に関わる人財の育成の③指導者の

育成・確保の一つ目も、検討の表現がありますが、いかがいたしましょうか。 

（戸塚座長）

 これは、指導者の確保方法についてですから、委員の皆様このままでよろしいでしょうか。

【特に意見無し】

（事務局）

 分かりました。

（戸塚座長）

 あと、３．４県民参加のあり方の三つ目です。これは、「参加について検討する必要があ

る。」ですが、これはこのままでよろしいでしょうか。

【特に意見無し】

 その他、県民参加のあり方の四つ目は「大学生の力を取り入れることも大事であり、広報

活動を行うボランティアチームを作るなど、活用する必要がある。」五つ目は、「地域づくり

について取り組んでいく必要がある。」七つ目は、「様々な国体関連事業に関するネーミング

ライツの募集や企画・運営に参画させる方法等、企業をはじめとした民間活力を活用してい

く必要がある。」ということで検討を外し、結果として検討という表現があるところとない

ところがありますが、委員の皆様、何か御意見等ありませんか。

【特に意見無し】

 それでは、今の部分に関しては、後ほど修正をさせていただきます。続いて、３．５市町

村、関係団体との協力の部分について、委員の皆様、何か御意見等ありましたらよろしくお
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願いいたします。

【特に意見無し】

 それでは、次に「本県独自の国体像」について確認いたします。委員の皆様、何か御意見

等がありましたらお願いいたします。

【特に意見無し】

 それでは、本県独自の国体像については、原案通りで御承認いただきました。次に「おわ

りに」の部分について確認をいたします。委員の皆様、何か御意見等がありましたらお願い

いたします。飯坂委員どうぞ。

（飯坂委員）

 前段に素晴らしい文章がありますので、私の立場として希望を申しますが、「あすなろ国

体と同様、完全国体とすることについても強く期待したい。」という記載になっていますが、

雪国青森で冬の魅力を全国に発信するという意味でも、できればここは、「完全国体とした

い」といった文言とした方が良いと思いますが、いかがでしょうか。

（戸塚座長）

 委員の皆様、飯坂委員の御提案に関して何か御意見等ありましたらお願いいたします。蝦

名武委員。

（蝦名武委員）

 完全国体にするかは、知事（県）が決めることになりますので、ここは強く御期待申し上

げるという形で知事に申し上げて、判断を仰ぐということが良いと思います。県財政も様々

ありますし、国体全体でも経費がかかります。今、新国立競技場の経費が膨大となった問題

もありますので、県としても財政規律を守っていくことを考えれば、ここは、「強く期待し

たい」という文言で良いと思います。

（戸塚座長）

 蝦名武委員から御意見がありましたが、今回、様々な議論をする際に、財政規律という部

分が一つキーワードとして重要なポイントになっていたと思います。そういった意味でここ

の部分については、知事の御判断を仰ぐという御意見がありましたが、「強く期待したい」

という方向で考えたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【特に意見無し】

 では、この部分については原案のままでいきたいと思います。他に何か御意見等ありまし

たらお願いいたします。蝦名武委員どうぞ。
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（蝦名武委員）

 事務局が一生懸命、我々の様々な意見をよくまとめていただいたということで、戸塚座長

と事務局のまとめ方に対して心から敬意を表したいと思います。ありがとうございました。

（戸塚座長）

 蝦名武委員から、全体の部分でお話をいただきました。「おわりに」の部分はこれでよろ

しいでしょうか。

【特に意見無し】

 そうしましたら、最後に資料全体に関して、もう一度改めて御確認をしたいと思います。

委員の皆様、何か御意見等がありましたらお願いいたします。蝦名武委員どうぞ。

（蝦名武委員）

 座長にお願いがあります。知事への報告の際、知事は一を聞いて十を知るという方ですが、

この「おわりに」については、最初から最後までしっかりと読んで伝えていただきたいと思

います。

（戸塚座長）

 それでは、それぞれの項目について先に審議した部分もありましたが、改めてこの報告書

（案）に関して、皆さんにお諮りいたします。検討結果報告書（案）について、これでよろ

しいでしょうか。

【異議なしの声あり】

 それでは、本日いただきました御意見等を盛り込み、修正は座長一任とさせていただき、

最終的な報告書を作成して教育長と知事に報告したいと思います。

 以上で予定されました案件は全て終了いたしました。皆様のお力をお借りして、懇話会と

しては、立派な報告書が完成したと実感しております。また、ここからが青森県の国体に向

けてのスタートとなると思います。委員の皆様、この全６回の会議に御出席いただき、議論

を重ねていただいたことについて、本当にありがとうございました。座長として、皆さんに

助けていただいたと感じております。改めましてありがとうございました。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、本当に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。ここで閉会にあたり、安田スポーツ健康課

長が御挨拶を申し上げます。
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（安田課長）

 昨年６月に第１回を開催して以来、２カ年に渡って検討を重ねてきた当懇話会も本日をも

って予定されていた会議が終了となります。委員の皆様には、この間、御多忙の中、貴重な

時間を割いて御出席いただきましたことに感謝を申し上げます。

 本日、御了承いただいた検討結果報告書（案）については、委員の皆様のこれまでの会議

での活発な議論や国体に対する思いが反映された内容となっており、青森県らしい国体のあ

り方等、方向性を示していただいたと思っております。

 戸塚座長をはじめ、委員の皆様には、このように報告書としてまとめていただいたことに

対し、改めて感謝申し上げます。

 今後の予定ですが、検討結果報告書については、本日の意見を基に修正した上で、８月中

に、座長より、教育長と知事へ報告していただくことで考えております。

 最後になりますが、今後とも、本県のスポーツ推進に格別の御支援と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。委員の皆様、ありがとうございました。

（司会）

 以上をもちまして、「第６回青森県国体検討懇話会」を終了いたします。


