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山本課長代理： お待たせいたしました。ただ今から「平成 22 年度第４回広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会」

を開会いたします。なお，本日御出席の委員は，10 名でございますので，広島県生涯学習審議会条例

に規定する定足数を満たしており，本日の会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。 

それでは，これからは会長に議事を進めていただきたいと存じます。小西会長，よろしくお願いい

たします。 

小西会長： それでは，ただ今から議事に入らせていただきます。 

本日の分科会では，お手元にあります答申案の最終審議を行うことになっておりますので，よろし

くお願いをいたします。 

それでは，本日の議題，答申「新広島県スポーツ振興計画の改訂について」（案）について，事務局

から説明してください。 

スポーツ振興課長： スポーツ振興課長の森鳰です。よろしくお願いいたします。 

答申「新広島県スポーツ振興計画の改訂について」（案）につきまして，御説明を申し上げます。資

料番号 1を御覧ください。 

「１改訂（案）の概要」についてでございますが，昨年 10 月 25 日に開催しました，第３回スポー

ツ振興分科会で御決定いただいたところでございますが，改訂の基本方針としましては，ここに記載の

とおり，「原則として，現行計画の内容を変更せず，計画期間を当面延長する」こと，そして，「今後，

県の事業仕分けへの対応や国のスポーツ振興計画の動向を踏まえて，本格的な改訂について検討する」

ことの２点でございます。その方針を受け，本日，御審議いただく予定の答申案を策定いたしました。

その概要としては，「学習指導要領の改訂に伴う記述の追加や各種データの更新などを行う」こととし

ております。 

次に，「２ 今後の主な予定」でございますけれども，この分科会の決議を生涯学習審議会の決議と

するため，同審議会会長の同意を得ることとしております。その後，同審議会会長から教育長に答申

が行われる予定となっております。 

それを受け，「新広島県スポーツ振興計画」（改訂版）案を作成し，教育委員会会議に議案として提

案する予定としております。 

資料番号２を御覧ください。骨子図でございます。  

豊かなスポーツライフの実現をめざして，「親しむスポーツ」，「育てるスポーツ」，「極めるスポーツ」

の三つの視点からスポーツ振興を有機的に組み合わせて総合的に実施することとしております。 

それを表現したものが，右側の「三つの輪」でございます。 

なお，「三つの輪」のうち，「ジュニアスポーツの振興」の中にございますが，「学校における体育・

スポーツの振興」のところに，学習指導要領の改訂に伴う記述の追加などを行うこととしております。 

資料番号３の答申案の 16 ページをお開きください。 

中ほど，やや下に「体育の授業と体育活動の充実」のところでございますが，アンダーラインのと

ころが，学習指導要領の改訂に伴う記述の追加でございます。また，17 ページの上段ですけれども，

「地域に広かれた学校体育大会」を新たに追加しております。これは，複数校で組織するチーム等が

学校体育団体主催大会に参加できるようにするなど，生徒が体育大会に参加する機会の拡充を目指す

ものでございます。その他につきましては，各種データの更新ということでございます。 

資料番号４は，新旧対照表でございます。 

各種データの更新などに伴うものについて，アンダーラインで示させていただいております。説明

については省略をさせていただきますので，後ほど御覧いただければと思います。 

資料番号５を御覧ください。 

平成 22 年 12 月 24 日付けの中国新聞でございます。これは国のスポーツ基本法案が，超党派による

議員立法でこの２月にも国会に提出され，今年中の成立を目指しているという記事でございます。 

こうしたことからも，国の動向を見ながら本格的な改訂について，時期を見たいと考えております。 
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資料番号６を御覧ください。 

これはスポーツ振興法の抜粋でございます。アンダーラインの部分でございますが，第４条第３項

に規定されているとおり，都道府県の教育委員会は，国のスポーツの振興に関する基本計画を参しゃ

くして，スポーツの振興に関する計画を定めることになっております。 

また，第４項では，都道府県教育委員会は，スポーツ振興に関する計画を定めるには，あらかじめ，

スポーツ振興審議会等の意見を聴くことになっております。 

続いて，資料番号７の「広島県生涯学習審議会条例」でございますけれども，第７条第４項で，「審

議会は，その定めるところにより，分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる」とされ

ております。 

この規定を受けまして，資料番号８の「広島県生涯学習審議会運営要綱」の真ん中辺りの２行です

けれども，「分科会の決議は，会長の同意を得て審議会の決議とすること」，そして，第２項で「会長

は，前項の同意をしたときは，その同意に係る決議を審議会に報告する」ことが定められております。 

 説明は以上でございます。 

小西会長： 前回，国のそういう今の状況を踏まえて，今回は大幅改訂を行わず，時点修正で当面延長するとい

うことを，御審議していただきました。その方向に従って，この答申案が出来てきております。 

今の説明につきまして，あるいは，この答申案の中身につきまして，御質問，御意見はございませ

んでしょうか。 

久保田委員： 答申案の方向性ですとか，今の段階のことはよく理解をしたつもりでありますが，「広島の現状を踏

まえて」，ということを意見として再度申し上げておこうと思います。 

このスポーツ振興計画というのは，ただ単にスポーツをする，ないしは体育をするだけの計画なの

かといったところであります。現実から言いますと，最近では総合型地域スポーツクラブもそうであ

りますが，見るであるとか，応援をするであるとか，支援をするスポーツというのがここでは大きく

出ておりません。最近では，これは大切な部分ではないかと思われます。 

なぜかと言いますと，多くの方にスポーツを体験していただく，又はそのスポーツによって，感動

したり，育んだりするためには，やはりスポーツを見ていただくこと，感じていただくのが教育の一

環ではないかと思います。特に教育委員会で所管をされる以上は，そうではないかと思います。そう

いうことになれば，見るスポーツということは，応援をする，支援をするということになりますが，

骨子図では小さく上の段の方に「楽しむ，極める，見る，応援する，支える」と記載されていますが，

残念ながらこのネットワークが，スポーツライフの実現の中には出ていない。 

これを今後広島として，ないしは広島の地域として，それぞれの地域，市町も含めて，学校体育も

含めて，どう表していくのかということはお示しをしていかないといけないのではないかと思います。 

学校体育のこと，地域体育のことについては，事細かに先ほど修正をされておられましたので，よ

く理解できました。体育ということとスポーツということについての定義付けもきちっとされておら

れるので，それには私も同感でありますが，もう一つ言えば，こういことが大変に欠けてる。 

分かり易く言えば，例えば広島東洋カープの試合を応援に行かれている。プロスポーツの応援，例

えばサンフレッチェもそうなんですが，残念ながら広島は思った以上にそういう見るスポーツ，応援

するスポーツというのは，人口割合にしては非常に低い意識があるということであろうかと思います。 

スポーツをしている人は見に行っているかどうか，スポーツをしない人達はそれを見て，スポーツ

をする機会を得るということも大切な部分ではないかと感じております。 

そういうところを是非出来ればどこかに取り入れていただきたい，大きく取り入れていただきたい

というのが要望です。以上です。 

小西会長： 今の御意見について，どうでしょうか。 

森鳰課長： 今の久保田委員の御意見は，計画の中にそこを盛り込んでもらいたいという御意見でしょうか。 

久保田委員： そのことを踏まえて次期計画には必ず入れていかれないと，他地域から見ても，広島のスポーツの

振興からみても，これは重要な部分ではないかと私は思ってます。 
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そういう人が増えないと，スポーツをしている人や応援者が増えないのではないかと理解していま

す。そのことによって，お金だけではなく，物も応援も，色んなことが相乗効果として，上ってくる

と考えます。 

森鳰課長： これまでの審議の過程で，広島らしさをどう表していくかといったようなことも御意見として戴い

ておりますので，本格改訂を行う次期計画には是非とも今の御意見を踏まえて，そのようになるよう

に検討したいと思っております。 

小西会長： おそらくそう遠い将来ではない，割と早く改訂をしなくてはならない状況にあると思われますので，

是非そのときにはそういうことを入れていただいて，それから前にありましたように広島らしさ，障

害者スポーツの視点というのもあったと思いますが，それらを総合的に盛り込みながら広島らしさを

強調していくということかと思います。是非その辺りは，記録をしておいていただいて，次期改訂の

審議の際に，冒頭で出していただければと思います。他にありませんでしょうか。 

今のような御意見でも結構ですし，延長ということですので，現状を踏まえて色々な御意見があろ

うかと思います。何もなく，ただ認めたということではなく，いろいろな意見の中でこれを今回仕方

なく延長したということだろうと思いますので，いろいろ先生方が携わっておられるところが違いま

すけれども，広島のスポーツについていろいろと日ごろからお考えだろうと思いますので，きたんな

く意見を出していただければと思います。 

高橋委員： 先ほど会長も言われましたが，障害者の視点が必ずいるのではないかと思われますので，併せてお

願いしておきたいと思います。 

それから，大変立派な答申が出来たと思うのですが，その中で体育の授業と体育活動の充実という

ことが出ました。スポーツ全般で私が今少し気になっているのが，ここにも書いてありますが，指導

者の問題です。アマチュアスポーツですから，指導者によってかなり，影響される。つまり，いい指

導者に恵まれ，いい環境の下でやると，やはり自然と成績が良くなるのではないか。これは，皆さん

共通の認識だと思うのですが，そんな中で今，特に体育とか学校ということが出てきましたが，私の

中では，小学校で体育の先生，また体育を教えられる先生が，かなり少ないのではないかと思ってお

ります。 

特に中学校では，クラブ活動になるとある程度専門的なことも必要になってくるのではないかと思

います。そうなった時に本当に何も経験のない人が，現実にそのクラブ活動の顧問になるということ

もあると思うのですが，それが割合的にかなり多くなっているというのが，今，県内の中学校の状況

ではないかと思いますので，それも含めて先ほど言いました専門的なジュニアのスポーツとかトップ

アスリートを育てようとした時に，必ず指導者というのはキーポイントになるのではないかと思いま

す。そういった意味では指導者を見つけて，指導者を指導するというか研修するというか，そういう

ことも書かれていますが，特にその辺についてしっかりと認識をしていただいて，少しでもいい指導

者を，広島県のために養成いただきたいと思いますが，どのようにお考えでしょうか。 

小西会長： この指導者の問題というのが，ここの中にもある程度取り上げられているのですが，具体的には逆

にやせ細ってきている部分があるのではないかというような御指摘だろうと思います。河野先生，現

場を見られてその辺り，中学校で今専門的な人が必要だとか，そういうことが出ていますか。 

河野委員： 中学校体育会連盟として，委員さんの言われた，専門競技を教員になるまでやって，教員になって

その専門競技の部活動の顧問についている割合がどれぐらいかというのは，残念ながらまだ調査した

ことがありません。 

例えば，本校の中学校の例を出せば，今年度，昨年度と５，６名の新採用の教員が入っております

が，その中でスポーツ指導者としては，サッカーをやっている教員が２名，バレーボールが１名，陸

上競技が１名，ソフトテニスが１名，それからもう１名はバスケの競技です。それぞれ学生時代を含

めて，そういった活動を経験してきた教員が採用され，配置されているのは大変ありがたいことだと

思っております。その中で本校の場合，サッカーの１名の男性教員を校内事情により，サッカーでは

なく，彼が経験したことのないバドミントン部にこの春配置しました。 
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そういったケースは，県内の中学校で増えているのは確かだろうと，これは予想でしかありません

が，思います。 

それに対して我々の団体でも，研究大会や指導者講習会などを行いながら，本校の教員もバドミン

トンは初めてで，中学校の指導の中では確かに「技」というのも非常に大事ではありますが，心技体

で言えば，「心」という部分の土台に乗っていないといけませんので，生活指導も含めてそこを一生懸

命に取り組んでいくということが一番大事なことだと思います。 

それから，その次にくる「体」の上に技術が乗っかってくると中学校の場合は考えておりますので，

三角形でいえば一番下に『心があり，体があり，技がある』という形で考えながら，生徒に関わって

おります。そういう意味で，バドミントンに初めて顧問としてなった本校の教員は，夏ぐらいに私が

声かけますと，どこの教員に学びに行けばいいか教えて欲しいと言いまして，市内のバドミントンの

教員のところに相談に行かせたりしています。そういった現場での，指導者の責任感が変わってきて

いるのではないかと思います。 

お答えになっていない部分があるとは思いますが，ミスマッチが増えているのは確かです。それに

ついての指導者養成もこれは必要になってきます。 

もう一つは，それぞれの学校や中学校体育連盟が，今申し上げたような，地道な取組をしていくこ

とが重要だと考えております。 

小西会長： 中学校の現場ではいろいろな努力をしているけれども，今おっしゃったように，満足に指導者を配

置するという状況にはないし，また，いわゆる指導者養成のための，時間を取るということも，中学

校の先生方忙しいですから，まとまってそういう形の活動としては，難しい部分があるのではないか

思いますが，必要なことであるということだろうと思います。 

それから，大学で私も小学校の教員養成に携わっておりましたけれども，専門的な教育というのは，

残念ながら出来ないということです。 

単位でいえば，体育科教育法２単位と体育実技に関して２単位やるだけでございますので，小学校

での体育，スポーツについてどうするのかというのは大きな課題だろうと思います。 

昨年来２年間にわたって子供の体力向上支援委員会というのが設置されて，そこの中でも色んな審

議があり，プランが作られましたけれども，プランを作っても，実際やる人がうまくこなすかどうか，

やはり指導の段階で，今の現状では，どちらかというと，現場の校長先生の強いリーダーシップの中

で，小学校ではそういう体力向上のためのスポーツ活動が行われているというのが現状であろうかと

思います。 

そういうことで，そういう指導者の養成について，いろいろな視点から多分検討すべき事柄がたく

さんあろうかと思いますので，是非次回の計画策定の時に考えていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

小西会長： 他にございませんでしょうか。 

高橋委員： 今の指導者の部分は，今後の課題になると思いますし，是非とも現状をしっかりと認識し，調べて

いただきたいと思います。それから，事業仕分けという形で，仕分けされた項目にも入っていますが，

いつも思うのですが，スポーツ全体の底上げからトップアスリートまで考えると，やはり予算的なも

のが必要になると思います。 

オリンピックなども一つの例ですけれど，大変お金をかけたら，ある程度，競技で優勝するような

ケースとかいい成績を残すということもありますし，スポーツというのは今すぐ出来るようなことで

はなく，地道にやっていかなければいけない面もあります。だからジュニアの方から育てていくとい

う考え方だと思いますが，やはりしっかりとした予算を確保していただいて，事業仕分けで簡単に不

要ということのないように，私の意見ですけれども，是非ともお願いしたいと思います。 

小西会長： 後で，今日は予算の話や，事業仕分けのことについても報告があろうかと思います。他にございま

せんでしょうか。 

久保田委員： 別の観点から，総合型地域スポーツクラブというのがあって，新しいスポーツスタイルとしての環
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境として，興味も多いかと思いますが，数字的な部分で言えば，これまで広島県内に，クラブが出来

てきたわけですけれども，全ての市町にはまだないわけであります。ただ，ないといっても，それぞ

れの地域にはスポーツの何らかのお世話をしている組織があるということです。学区体協さんであっ

たり，地域体協さんであったり，また少年団であったりですね。 

ということは，ネットワーク作りとここにも書いてありますし，構想はいいんですけれども，もっ

と具体的に言いましたら，地域の競技団体もいますが，地域の市町とか施設であるとか，それから少

年団であるとか，学校であるとか，そういうところがもう少し話をすれば総合型地域スポーツクラブ

の方が今はいい，運営していくのもいいということが御理解をされるのかなあと思います。 

そうしないと，今のままでは行き詰まってくる。数的なことを言ってはあれなんですが，振興計画

の会でもあるので，ある程度，目標値というのもが関係してくるでしょうから申し上げます。 

それから言うと，もう少しいろいろな角度からの情報を持ちながら，その総合型地域スポーツクラ

ブの必要性というのをアピールをしていくことも大切だと思います。 

指導者の問題や運営の問題というのはちょっと度外視をしますけれども，これはまだ大きな問題を

残してますので，実際に植木委員などはよく御存知だと思いますが，やはり今からの環境からいうと，

これも大切な地域にとって環境だと思われますので，そういう提言を今後どこかでしていただければ

と思います。 

小西会長： ネットワークというのは言葉で言うのは簡単なのですが，なかなか作るのは難しいし，運営するの

はなおさら難しいというところではないかと思います。 

この中でもそういうことをやりましょうと指摘はしてあるのですが，要するに具体にどう踏み込ん

でいくのかというところがこれを実行に移す段階での課題ということになるのではないかと思います。 

そこら辺りも更に踏み込んだ計画を，ただ立てたということではなくて，踏み込んだ中身に今後し

ていけるかどうかということだと思います。 

 

（竹下正彦 北広島町長着席） 

 

植木委員： 熊野町の総合型地域スポーツクラブですけれど，ＮＰＯ法人に移行しております。もう５年経って

おりますが，地域のスポーツ団体が全部絡んでおり，町の人ともよく顔を合わすことができます。 

段々行政からのお金は減るのですが，受益者負担ということを第一に考えていかなくてはいけない

と思います。施設も老朽化していきますと，これは大きなことですから行政にお願いすることもある

と思いますが，受益者負担という言葉を前に出していただいて，ＮＰＯ法人に移行して，独立採算制

でやっていければ何とか生き延びれるのではないかと思っております。 

私たちのスポーツクラブでもＮＰＯ法人の方から少し補助金を頂いておりますが，それを頂かなく

ても，ざっと 100 万円くらい行政から１年間に頂いております。 

それを頂かなくてもいいようなシステムを考えてやってみたらどうかと思います。 

行政を離れておりますので，特にそういう金銭的なことについては考えております。 

小西会長： 今のは具体的に行政に頼らない形で，この総合型地域スポーツクラブを普及させるということをや

る方法があるのではないかという御意見のようでございます。 

その辺りの具体的な部分をこの中から，こうやればいいんだということが読み取れるような，ある

いはそれをフォローするような冊子が出来て，実際にそれを参考にしながらやっていくという活動に

今後なっていくのかなという感じがするんですけれども。 

植木委員： 現状維持を保っていくということは，もう大変なことなんですよ。もうかれこれ，16 年やっており

ますけれど，今も人数的にも会員さんも変わっておりません。1,050 人くらい入っていただいて，頑張

ってもらっています。学校施設も使っているんですが，施設が不十分なために，新しく加入して体を

動かしたいという方を，置いてきぼりにしているような状態があり，非常に心が痛んでいます。 

それを何とか克服できるようなことはないかと今考えております。 
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久保田委員： ですから，今お話されたようにギャップがあるんですよ。作るということはあるんですが，実際に

はもう施設は一杯なんです。それを我々が理解していかないといけない。作るばかりではなくて。そ

ういう意味ですよね。 

植木委員： そうです。 

久保田委員： 施設はそれぞれあるんですが，有効活用されていないだけのことであって，そのためには地域の学

校，小中高もそうですが，大学もあって，そういうところとの連携をとらないと多分総合型を作って

も運営ができない。ギャップが出て困ります。 

植木委員： 公民館や集会所を使い，やはり高齢化が進むものですから，指導者はそこに出向いて，歩いて来れ

る距離の方々のストレッチとか体力作りを今年やってみようという話が出ております。 

小西会長： 公的な施設の地域の開放率といいますか，それらが具体的な状況としてどうなっているかという，

そういうことですか。 

植木委員： 結局は公民館にしても会館にしても，同好部的な方もたくさんいらっしゃいますので，そこをちょ

っとやりますから貸してくださいということはできないと思います。今年から保健課とコラボしまし

て，歳をとっていく方々の体力作りを新たに公民館とか，そういうところでやればクラブで活動する

人数は減少しますので，体育館に集まっていただいて，一月に１回はいろんな検査をしたりとか，体

力テストをしたりとか，やってみようじゃないかという案を今出しております。 

小西会長： 公的な施設の地域開放の現状の数値というものはお持ちでしょうか。今ということではなく，行政

の方でもある程度は調査をされておられるのでしょうか。 

森鳰課長： 県立の学校については，数字はもっておりますが，市町のお持ちのものについては把握しておりま

せん。 

小西会長： 市町と県が連携をとらないと，数値が把握できないということでしょうか。 

森鳰課長： そうでございます。 

小西会長： それぞれの市町では，把握はしているのでしょうか。 

森鳰課長： それは，把握していると思います。 

小西会長： 例えば私立の大学とか，大きな施設を地域によっては持っているわけですが，私が把握している範

囲ではその地域への開放率は大変低いように思いますけれども，そういったところとの連携というの

もある程度，考えようによってはあるのかなという感じはしております。 

今，広島市さんの方ではいわゆる大学と市との連携事業というようなものを試験的にやっておられ

まして，そこでは色々な要望をお互いに出し合って，今のような地域への開放ということを色んな意

味で進めている部分もあります。 

県全体でそういうことがもう少しありますと，施設の開放というのは全く出来ないことではないと

思います。特に土曜，日曜でクラブ活動等が行われていないような施設が結構ありますので，そうい

う形はやろうと思えば出来るというところもあろうかと思います。 

調査を一度かけてみられてはどうかと思います。次回の振興計画を改訂する際の材料にもなろうか

と思いますので。 

森鳰課長： 検討してみたいと思います。 

小西会長  別にすぐというわけではございませんので，少し時間が必要かと思います。 

他に御意見ございませんでしょうか。今，幾つかの観点で，今回は間に合わないけれども，次回の

本格改訂の時には，こういうことを盛り込んでいただきたいという御意見が今いろいろと出ておりま

す。 

久保田委員： 私は，県の体育協会で主に競技スポーツの分野を担当しております。 

ここにおられる先生方も少しは御存知かと思いますが，一つは，中学校から高校へ上がる時に，県

外流出がございます。下手をすれば，小学校から中学校へ上がる時，トップレベルの選手が県外流出

する場合があります。 

競技によっていろいろあるのですが，例えば，分かりやすく言えば，名前を出して大変恐縮ですが，
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高校女子駅伝で優勝した興譲館には４人の選手が広島から行っています。以前には２名広島出身の選

手がいました。それは単なる例でありますが，特にサッカーであるとか，そういうある程度の競技人

口を持っている競技はいいんですが，そうではない競技については，学校の受け皿がないということ

ではなく，より高いレベルでの指導者とか場所を求めて動いてしまうという現状です。 

もう一つは，逆にこの例はあまり適切ではないのかもわかりませんが，国民体育大会で開催県が優

勝するという，天皇杯を取るという，一つの例がございます。それを申し上げれば分かりやすいんで

すが，その時にどういう現象が起きているかということであります。 

山口県さんが今選手登録でいろいろな問題が起きておりますが，成年の部であろうが少年の部であ

ろうが，今度は県内流入ということがあります。広島はお陰さまで企業のバックアップがありますの

で，成年の部についてはトップス広島さんもそうでありますが，それぞれの企業や選手の受け入れ先

がある程度あるので，今の 12 位という位置でなんとか頑張っている。特に成年の部では一ケタ台であ

ります。ただ，残念ながら少年の部はまだまだ発展途上の段階であり，10 位台の後半です。 

例えば，県外へ大学進学をして将来帰ってくる。選手として帰ってくるか，一人として帰ってくる

か，この受け入れ先というのは段々なくなってきているということであります。 

この間新聞に，今のプロ野球選手も将来が不安だという記事が出ておりましたが，これはアマチュ

アスポーツでもプロスポーツでも同じことが言えるわけでありまして，そういう県外流出，県内流入

のこともありますが，トップレベルの選手を支援していく，受け入れるということをある程度安定的

にやっていかないといけない。 

これは就職率の問題もあるかもしれませんが，そういう観点から見ても，スポーツの世界でも大切

なことではないかと思います。 

小西会長： 今，二つの重要な問題で，一つは県外流出が広島県では非常にある。これはなぜ流出するのかとい

うと，単に指導者がいないというだけの問題ではないのかも分からないという，非常に複雑な問題も

含まれているのかもしれません。 

それから，もう一つは，今度はスポーツをやって，そのことが人生にとって非常に有効であると言

ったらいいでしょうか，幸せへの道につながるような考え方，あるいはそういった一つの施策といい

ますか，そういうものがないとスポーツ振興というのはなかなか難しいのではないかと，一つ違った

観点からも今意見が出されたように思います。 

行政ですぐ実施というのは，それを何とか反映するということは，なかなか難しいのでしょうが，

今の県外流出の件につきましては何かお考えがございますでしょうか。 

森鳰課長： これにつきましては，この後説明いたしますが，そういった課題を何とか克服したいということか

ら，中学校，高等学校の運動部の指導者の資質を向上し，全国で上位を狙える，トップを狙える成績

が出せるような指導者に育って欲しいという願いを込めて，指導者養成事業，研修ですけれども，そ

ういったものを展開し，本県で発掘されたジュニアが，本県の学校に行きたい・進みたい，というよ

うになっていただければと思っているところであります。 

小西会長： いろいろ難しい課題はあろうかとは思いますけれども，いろいろな事例を見ていただきながら，特

に高等学校，県立高校のスポーツをいかに盛んにしていくのかということは，恐らく今の教育委員会

の方も，思っておられることだと思いますので，是非，現場の方と意見交換をしながら，そこら辺り

の具体策について，突っ込んでいっていただければと思います。 

万治委員： 非常に細かい話になるのですが，文章の中に，丸であったり，星印であったり，四角の黒であった

り，いろいろなマークが使われていますが，書式を統一しないと，整理上少し難しいのではないか思

うのですが，どうでしょうか。 

小西会長： 今，整理の仕方で，丸であったり，星印であったり，四角の黒であったり，いろいろなマークが配

置されているのですが，それの意味づけとか，統一性というようなものも，同時に報告書としては考

えていただきたいということのようでございます。他にございませんでしょうか。 

今までの御意見は，改訂の中身に関してのことでございましたけれども，多くの事柄について，今
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後改訂していく場合の観点について，先生方から熱心な，お話がたくさんございました。これらのこ

とにつきましては是非次回の改訂の時に役立てていただきますよう，よろしくお願いしたいと思いま

す。 

今，審議をしていただきました内容につきまして，以上をもって当分科会の答申の成案として，よ

ろしいでしょうか。 

全 委 員： 異議なし。 

小西会長： それでは，今回の答申といたしましては，今の記号をもう少し整理した上で，答申として提出をし

ていただきますよう，よろしくお願いをいたします。 

それでは，広島県生涯学習審議会運営要綱第４条第１項及び第２項に規定されておりますとおり，

本日御了承いただきました答申案を審議会会長に同意をいただき，審議会の答申とさせていただきま

す。 

なお，このことにつきましては，審議会の皆様に文書をもって報告をさせていただきます。今後は，

事務局と日程調整の上，審議会会長から県教育委員会教育長に答申を行うこととしておりますが，よ

ろしいでしょうか。 

全 委 員： 異議なし。 

小西会長： それでは，そのように運ばせていただきます。 

次に，その他の事項について，事務局から説明してください。 

森鳰課長： 資料番号９として資料をお付けしておりますけれども，これは平成 23 年度当初予算要求段階のもの

で，トップアスリート育成強化事業というネーミングで新規事業となっているものでございます。 

 この事業は，昨年の事業仕分けにおきまして，「関係事業を合計した財源で真に効果的な事業に再構

築，整理統合すべき」であるといった意見が出されまして，「スポーツ県ひろしま推進事業」と「未来

のトップアスリート育成事業」という事業を整理・統合して，成年とジュニアの２区分に事業の再構

築を行ったものでございます。 

予算要求額の１億７千万円余は，少年に関わっておりました前年度予算額と同額でございまして，

特に強化が必要なジュニア選手について，先ほど久保田委員の方からも御指摘がありましたけれども，

三つの取組を重点的に行い，効果的な事業へと改善を行っていこうというものでございます。 

 その一つでございますが，これまで実施しておりました県外での強化合宿のうち，全国トップレベ

ルの団体等との合同合宿が，競技力を向上させる上で非常に効果が高いということが，これまでのこ

とから言えますので，そのトップレベルの団体との強化合宿の日数を増やすなど，重点化を行い，全

国トップを目指せる競技力を身に付けさせることとしております。 

 ２点目は，ジュニア選手の競技力向上については先ほど触れましたが，日常的な選手の活動の場で

ある中学校や高等学校における運動部の指導者の指導力の強化が必要不可欠であることから，県内で

も上位の学校の運動部の指導者に対して，全国大会へ出るだけではなく，全国でトップが狙える指導

者になっていただきたいということから，全国トップの指導者を招へいして研修を行うなど，部活動

の指導者の養成を行うこととしております。 

 ３点目は，優秀なジュニア選手発掘を行うために，スポーツ教室等の開催について，これまでもい

くつかの競技では行われていたり，県の体育協会では，私どもと一緒になって発掘事業をやっていた

だいておりますけれども，より広くの競技において，早い時期からジュニア選手を競技スポーツへ打

ち込ませるということから，今後は全競技団体において，ジュニア選手発掘のためのスポーツ教室等

を開催することとしております。 

      こうしたことを行うことにより，世界や全国の大会で活躍出来る選手が広島県で育っていただけれ

ばと思っています。 

成果目標でございますが，平成 27 年度，５年後に全国大会優勝数 45 を目指しています。これは，

全国大会等で優勝するということは大変難しいことであり，現状を踏まえると極めて高い目標と認識

しております。 
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      まずは倍増という考え方もございますが，更にその上を目標にして挑戦していくという趣旨で３倍

増という目標を設定したものでございます。 

      ちなみに，倍増の30になりますと，全国的にみますと福岡県や兵庫県と肩を並べることになります。

昨年度の優勝数では全国で 10 位程度の位置になりますが，３倍増の 45 となりますと，大阪府，それ

から冬季大会で優勝数を多く出す北海道と肩を並べることになり，全国で７位程度の順位になるとい

う予測を立てているところです。  

 優勝を目指す競技としましては，現時点においては全国大会等で好成績を上げている競技が対象に

なろうかと考えておりますが，実際の事業実施に当たっては，具体的に各競技団体や学校，高体連，

中体連との調整を行いながら進めて参りたいと考えております。 

 裏面には，平成 20 年度から 22 年度までのジュニア選手，中学生，高校生ですが，主要大会での優

勝一覧を掲げております。 

      先ほど御説明しましたように，全国中学校体育大会，全国高等学校総合体育大会，全国高等学校選

抜大会や国民体育大会，この四つの大会における優勝者の数を表しております。 

      平成 20 年度が 11 でした。21 年度は 13，22 年度は 14 と伸びてきてはおりますが，この四つの大会

で 45 を目指して参りたいと考えているところでございます。 

      事業仕分けに関わり，より効果的に再構築するようにという意見がありました事業につきまして，

要求段階でございますけれども，今のところ，このように考えております。 

小西会長： 今，御説明していただきました，内容につきまして御意見，御質問がありましたら，御発言いただ

きたいと思います。この内容につきまして，よろしいでしょうか。 

河野委員： 中学校体育連盟としては，今御説明していただいたこの事業については，本当に望んでいるところ

で本当にありがたいと思っています。実際の実施に当たりましては，我々も中学校体育連盟の組織を

挙げて，頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

小西会長； それでは以上で，本日予定しておりました議事は終了いたしました。それでは議事進行を事務局の

方にお返ししします。 

山本課長代理： ありがとうございました。本日は答申案の最終審議をいただきましたので，教育部長の堀野から一

言御挨拶を申し上げます。 

堀野部長： 閉会に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 

本日は，委員の皆様方には熱心に御審議いただきまして，誠にありがとうございました。昨年２月

に教育委員会から諮問をいたしまして，皆様方に熱心に御審議いただき，本日改訂案をまとめていた

だきましたことに，深く感謝を申し上げます。また本日，次期本格改訂に向けても多数の御意見をい

ただきました。今後の議論に向けて，事務局としてもしっかり準備をしていきたいと考えております。 

      今後，本改訂版に基づき，県教育委員会といたしまして，スポーツ振興に取り組んで参ります。 

終わりに，小西会長を始め，委員の皆様方には，今後とも御指導，御支援を賜りますようお願い申

し上げ，簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

山本課長代理： 以上で全ての日程を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


