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平成 22 年度第２回広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会出席者名簿 

 

平成 22 年８月 10 日（火）午後３時 30 分開会 

午後５時 00 分閉会 

 

１ 出席委員 

  会 長 小 西 忠 男（広島文教女子大学副学長） 
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久保田 文 也（財団法人広島県体育協会専務理事） 

河 野 裕 二（広島県中学校体育連盟会長） 

新 出 博 文（広島県小学生体育連盟会長） 

曾 根 幹 子（広島市立大学国際学部准教授） 

髙 橋 雅 洋（広島県議会議員） 

田 坂 京 子（広島県ＰＴＡ連合会（母親代表）） 

仁井谷 幸 治（広島県車いすテニス協会会長） 

松 林 博 文（広島県高等学校体育連盟会長） 

 

２ 欠席委員 

竹 下 正 彦（広島県町村会（北広島町長）） 

田 島 文 治（広島県商工会議所連合会（広島商工会議所副会頭）） 

万 治   功（広島県都市教育長会（江田島市教育委員会教育長）） 

 

３ 出席職員 

堀 野 晶 三（広島県教育委員会事務局教育部長） 

森 鳰 勝 也（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課長） 

山 本 泰 之（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課課長代理） 

杉 本 真 一（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課管理係長） 

金 子 隆 之（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課学校体育係長） 

宮 津   透（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課スポーツ推進係長） 

村 上 誠 二（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課企画調整担当主任企画員） 

岩 井   淳（広島県教育委員会事務局教育部スポーツ振興課企画調整担当指導主事） 



 

平成 22 年度第２回広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会日程 

 

日時 平成 22 年８月 10 日（火）午後３時 30 分～ 

場所 県庁北館４階 第二委員会室 

 

 １ 開会 

 

 ２ 委員紹介 

 

 ３ 議題 

 

   新広島県スポーツ振興計画（改訂版）の骨子について 

 

４ その他 

 

 ５ 閉会 
 

 



山本課長代理： お待たせいたしました。ただいまから，「平成２２年度第２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 12 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，前回の分科会開催後，委員の交代がございましたことと，初めて出席いただいている委

員の方もいらっしゃいますので，委員の皆様の御紹介をさせていただきます。 

 小西忠男会長，広島文教女子大学副学長でいらっしゃいます。 

伊藤裕子副会長，広島県体育指導委員協議会副会長でいらっしゃいます。 

 稲水惇委員，医療法人和同会広島グリーンヒル病院副院長でいらっしゃいます。 

 植木文子委員，筆の里スポーツクラブ副運営委員長でいらっしゃいます。 

 久保田文也委員，財団法人広島県体育協会専務理事でいらっしゃいます。 

 河野裕二委員，広島県中学校体育連盟会長でいらっしゃいます。 

 新出博文委員，広島県小学生体育連盟会長でいらっしゃいます。 

 曾根幹子委員，広島市立大学国際学部淮教授でいらっしゃいます。 

 髙橋雅洋委員，広島県議会議員でいらっしゃいます。 

 田坂京子委員，広島県ＰＴＡ連合会母親代表でいらっしゃいます。 

 仁井谷幸治委員，広島県車いすテニス協会会長でいらっしゃいます。 

 松林博文委員，広島県高等学校体育連盟会長でいらっしゃいます。 

 田坂委員につきましては，先日の教育委員会会議で花満美和委員に代わりまして，新たに任命されま

した。 

なお，本日御欠席でいらっしゃいますが，竹下正彦委員，田島文治委員，万治功委員が，委員として

就任されております。 

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，ただいまから議事に入らせていただきます。時間も限られておりますので，皆様の御協

力により，本分科会の審議を円滑に，また効率的に進めてまいりたいと思いますので，どうぞよろしく

お願いいたします。 

      本日の議題は，「新広島県スポーツ振興計画（改訂版）の骨子について」でございます。まず最初に，

資料番号１の「審議等スケジュール（案）について」，事務局から説明をしてください。 

森鳰課長： スポーツ振興課長の森鳰でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

１ページの資料番号１を御覧ください。「審議会等スケジュール（案）について」でございます。 

新広島県スポーツ振興計画の改訂につきましては，平成 22 年２月 15 日に開催の生涯学習審議会に諮

問し，見直しの方針として，「必要最小限の改訂にとどめ，計画期間を２年程度延長し，国の動向を注

視しながら，今後の進め方を決めていく」ということを決定していただいているところでございます。 

また，前回５月 26 日に開催の第１回分科会の審議においては，学習指導要領の改訂等に伴う状況の

変化や時点修正を見直しの視点とすることで，おおむね御了解をいただいているところでございます。 

本日の第２回の分科会では，これまでの審議を踏まえ，骨子について御審議いただきたいと考えてお

ります。 

今後の予定でございますが，10 月に答申案及び同案に対する意見募集の実施について御審議をいた

だいた後，県民の皆さんから意見を募集し，それを踏まえ，11 月には答申案を御審議いただければと

考えております。その後，生涯学習審議会会長の同意などを得た後，答申というスケジュールを予定し

ているところでございます。 

小西会長： スケジュールの案について説明がございましたが，この案について御質問等ありましたらよろしく

お願いいたします。 



一  同： なし。 

小西会長： それでは，このスケジュールを基本とし，当審議会は進めていきたいと思います。 

次に，資料番号２の「新広島県スポーツ振興計画（改訂版）骨子（案）」について事務局から説明を

してください。 

森鳰課長： 「新広島県スポーツ振興計画（改訂版）の骨子（案）」でございますが，この説明に入ります前に，

最初に現計画につきまして，説明させていただきます。 

お手元に配布しております「新広島県スポーツ振興計画」の冊子の１ページを御覧ください。 

「１ 策定の趣旨」の３段落目でございますが，現計画は，前計画の「広島県スポーツ振興計画」の

成果を引き継ぎ，ここにきて明らかになってきた課題を改めて整理し，今後重点的に取り組むべき施策

を明確にしたものでございます。このページの一番下でございますが，計画期間は，平成 18 年度から

平成 22 年度までの５年間でございます。 

５ページを御覧ください。本県のスポーツ振興における主な課題ですが，三つに整理しております。

一つ目は，このページの「地域におけるスポーツの普及・振興」，二つ目は，７ページの「子どもの成

長に応じたスポーツの振興」，そして三つ目が９ページの「頂点をめざすトップアスリートの育成」で

ございます。 

 14 ページを御覧ください。「２の目標」の表中を御覧いただければと思いますが，四つの指標とその

行動目標を設定しております。「成人の週１回以上のスポーツ実施率」は 50 パーセント，「総合型地域

スポーツクラブの育成市町と育成クラブ数」は全 23 市町に 50 クラブ，それから「本県の児童生徒の体

力・運動能力調査結果が全国平均と比較して同じか上回っている種目の割合」は 75 パーセント，そし

て，「国民体育大会総合順位」は８位以内とそれぞれ行動目標を設定しております。 

      18 ページを御覧ください。ここでは，三つの視点における各重点施策を挙げております。「地域スポ

ーツの振興」では，星記号のところですが，「総合型地域スポーツクラブの設立・育成の推進」，「総合

型地域スポーツクラブの活性化」，そして，「ひろしま広域スポーツセンター機能の充実」の３点に重点

を置き，取り組んでおります。 

「ジュニアスポーツの振興」と「競技スポーツの振興」につきましては，それぞれ２点，星記号のも

のについて重点を置き，取り組んでおります。 

 それでは，「新広島県スポーツ振興計画（改訂版）の骨子（案）」について，説明させていただきます。

分科会資料の２ページ，資料番号２を御覧ください。 

      １の「趣旨」でございますが，これまで審議いただきました結果を踏まえ，「今回の改訂に当たって

は，現在の計画を２年程度延長することとし，基本的な考え方は残しつつ，状況の変化等により見直し

の必要が生じたものについて改訂を行う」こととしております。 

 ２の⑴「主な改訂内容」ですが，計画期間につきましては，平成 23 年度から２年程度延長すること

としております。 

  

次に，⑵の行動目標の変更としまして，「本県の児童生徒の体力・運動能力が全国平均と比較して同

じか上回っている種目の割合」を75パーセントから85パーセントとすることにしております。これは，

現計画において，平成 17 年度の 51.5 パーセントから年５ポイント程度の向上により，平成 22 年度の

目標値を 75 パーセントに設定しており，平成 21 年度の結果が 71.1 パーセントとおおむね計画どおり

の進捗状況であることから，２年後の目標値を 85 パーセントに設定するものでございます。 

      また，⑶にございますとおり，広島県の課題でありますジュニアの育成の観点から，「未来のトップ

アスリートの育成」，⑷小・中・高等学校学習指導要領の改訂に対応する内容，そして，⑸「地域に開

かれた学校体育大会」について追加したいと考えております。なお，⑸の「地域に開かれた学校体育大

会」につきましては，少子化が進む中，複数校で組織するチームや地域のスポーツクラブで活動してい



る生徒が，学校体育団体が主催する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。 

      続いて，国の状況についてでございます。県のスポーツ振興計画につきましては，スポーツ振興法

によって，国の計画を参しゃくして定めることとされております。文部科学省から，当該計画の改訂時

期等は現時点で未定ということをお聞きしているところでございます。 

      ３ページを御覧ください。改訂版の骨子を図にしたものでございますが，基本的な構成は現計画と

同様でございます。変更となりますところは，図の左側，「新広島県スポーツ振興計画の評価」の「本

県児童生徒の体力・運動能力が全国平均と比較して同じか上回っている割合」を，図右下にあります「平

成 24 年度のすがた」に記載のとおり 85 パーセントとしているところでございます。また，その上にあ

ります図の左下になりますが，「ジュニアスポーツの振興」の中に，先ほど説明いたしました「学習指

導要領の改訂内容」，「地域に開かれた学校体育大会」を，また右下になりますが，「競技スポーツの振

興」の中に「未来のトップアスリートの育成」を追加することとしております。 

以上で，骨子（案）についての説明を終わりたいと思います。 

      ４ページ以降ですが，これらは皆様方の参考になればということでお付けしております。４ページ

は指標の一つであります，「成人の週１回以上のスポーツ実施率」に関する平成 20 年度広島県政世論調

査の結果で，週に１日以上スポーツを実施している人の割合は，28.4 パーセントとなっております。 

５ページは，この調査の生活圏別，性別，年代別の状況でございます。生活圏別では備後地方生活圏

が，性別では女性が，そして，年代別では 60 歳以上の年代が高くなっているということが示されてお

ります。 

 ６ページですが，「最近１年間に行ったスポーツ」としては，ウォーキング，軽い体操などの割合が

高くなっております。 

 ７ページを御覧ください。「スポーツの振興のために必要だと思うこと」としては，「年齢層に合った

スポーツの開発・普及」，あるいは「総合型地域スポーツクラブの設立・育成」の割合が高くなってお

ります。 

 ８ページを御覧ください。平成 22 年度７月現在の各市町の総合型地域スポーツクラブの設立及び設

立準備中の状況でございます。14 市５町で 36 のクラブが設立又は設立準備中でございます。 

 ９ページには，総合型地域スポーツクラブの一覧表を付けております。 

  10 ページを御覧ください。このグラフは，本県の国民体育大会の成績の推移でございます。総合成

績は 10 位台で推移しており，昨年度は 11 位となっております。 

  11 ページを御覧ください。平成 21 年度全国中学校体育大会の成績概要でございます。本年度は，中

国ブロックで開催されることになっております。一番下の表にございますように，入賞数の合計は，20

台の前半で推移しております。 

12 ページには，昨年度の全国高等学校総合体育大会の成績概要を付けております。一番下の表にご

ざいますように，ここ数年，入賞数の合計が減少傾向にあります。 

 13 ページを御覧ください。本年度の本県のスポーツに関する施策と予算でございます。「地域スポー

ツの振興」「ジュニアスポーツの振興」「競技スポーツの振興」における主な事業とその予算額を挙げて

おります。 

      14 ページは，13 ページの説明になりますが，「体力・運動能力向上推進事業」の内容でございます。

体力運動能力調査，子どもの体力向上支援事業，体育実技ボランティアの派遣などを実施しております。 

 15ページは同じく13ページの説明になりますが，スポーツ県ひろしま推進事業の内容でございます。

国体選手強化事業，ジュニア選手強化育成事業，未来のトップアスリート育成事業などを実施しており

ます。 

 最後に，お手元に配布しております，「平成 21 年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査報告書」の



２ページを御覧ください。本県の児童生徒の体力・運動能力の状況でございますが，平成 21 年度の広

島県の体力・運動能力調査の各テスト項目の平均値と，平成 20 年度の全国平均値を比較したものでご

ざいます。本県が「同じか上回っているもの」を◎（二重丸），「下回っているもの」を▲（黒三角）で

表しております。表の右下にありますとおり，◎の割合は先ほど御説明しましたが，昨年度の時点で

71.1 パーセントとなっています。 

説明は以上でございます。 

小西会長： ただいまの御説明につきまして，御意見，御質問がございましたらお願いいたします。 

ございませんでしょうか。たくさんの観点の説明がありましたので，いろいろなところを見なけれ

ばならないようになっておりますが，基本的には２年間延長するに当たって，行動目標を変更してい

る部分がございます。また，先ほど説明がありましたように，目標のところまでは達してない項目も

あるということで，行動目標を変更しないものもあります。これらのことになど，全体的にどうでし

ょうか。御質問，御意見がありましたら，お願いいたします。 

髙橋委員： 大変計画はいいと思いますので，順次やっていただきたいのですが，１点，総合型地域スポーツク

ラブの設立についてお聞きします。最終的な目標は，全市町にクラブをつくるということで，現在，設

立準備中が五つあり，まだ，未着手は４町ありますが何か理由はあるのか。その点についてお聞きいた

します。 

森鳰課長： まず，準備中のクラブでございますが，９ページに下の段 32 番から 36 番が設立準備中でございま

す。その中にあって，三原市，府中市，広島市の三つについては，近々に設立の方向で準備が進んで

いるとお聞きしております。それから未着手の町でございますが，こちらの方につきましては，現時

点で既存のスポーツクラブが非常に活発に活動されており，総合型地域スポーツクラブの設立までの

必要性を感じられていないということを，アバウトな言い方になりますが，お聞きしております。当

該町に対しては，この総合型地域スポーツクラブを設置することで，子どもから高齢者までが自分の

好みやレベルに応じ，様々な形でスポーツに親しむことができる環境作りにつながるというようなこ

とから，設立の必要性について理解を深めていただき，設立の方向になればと考えているところです。 

髙橋委員： 総合型にすることによっていろいろな連携も取れますし，ある程度ベテランの方が子どもを教える

というケースも出てくるでしょう。また，一つの例で言うと，過去にいろいろなスポーツを経験した

方が指導できるような環境ができれば，もっとスポーツを楽しめるクラブになると思いますので，御

指導の方も，是非，よろしくお願いしたいと思います。それから，この中で特に注目をしたいと思い

ますのが，「未来のトップアスリートの育成」というのが追加になっていますが，「未来のトップアス

リート」というのは，オリンピックとか世界大会という意味でよろしいのでしょうか。 

森鳰課長： 日本の代表的な競技会であります国民体育大会での活躍をはじめ，日本を代表して世界で活躍する

選手が本県から育てば，県民に夢と元気を与えてもらえるのではないかということで，取り組んでい

る事業でございます。 

髙橋委員： 是非とも力を入れていただきたいと思います。県内の選手が世界で活躍するというのは，県民の元気

とか夢とか希望とか，そういった意味でも大事になると思いますので，是非お願いしたいと思います。 

それから最後ですが，この中に，私，前回いなかったので同じことを聞かれた方がいらっしゃったら

申し訳ないのですが，私が見た限りでは，障害者のスポーツ振興的なことがないのですが，この取組に

ついては，どのようにとらえられておられるのですか。 

森鳰課長： こちらの方も，総合型地域スポーツクラブの設立が進んでいければ，そういったハンディキャップ

を持たれた方もスポーツに親しめる環境整備が進むといった観点から，事業を進めているところでご

ざいます。 

髙橋委員： 是非とも，今，いろいろな形でテレビでも良く見ますし，誰もが楽しめるような環境をつくるのも，

行政としての役目だと思いますので，そういった意味では，総合型でも結構ですけど，違う観点から



も，いろいろな形で研究していただきたいと思います。以上です。 

小西会長： 今，貴重な御意見をいただきましたが，そのほか，御質問，御意見等，ございませんでしょうか。 

久保田委員： 私は学校の現場にいませんから良くわかりませんが，スポーツの体力テストについて，行動目標の

変更ということを掲げておいでになります。確かに結果として，17 年度から 21 年度まで，また 22 年

度に向かって，ポイントが数字的には現れてきているのかもわかりませんが，毎年，その子どもさん

方が成長していかれるので，子どもさん方は変わられるわけです。だから，同じ方であれば，可能性

はあるかもわかりませんが，まず維持をするということも，このレベルに来たら大切なのではないか

と思います。目標値を上げることばかりを考えるのではなくて，維持をすること，学校の現場の先生

方がどうお考えになるのかは別でありますが。 

なぜそれを申し上げるのかと言いますと，小学校，中学校の体力の全国平均との比較と，国体の少

年の成績等を比較するということがわかりやすく見えますが，そのギャップというのが，小体連，中

体連，高体連さん，それぞれいらっしゃいますが，その辺も併せて，数字的なことは，お考えになっ

た方が妥当ではないかなと思われます。以上です。 

小西会長： 今の点についてはいかがでしょうか。 

森鳰課長： 現在のこの行動目標ですが，全国の数値，平均値と比較して，同じか上回っているということで，

突出して高いという目標ではなくて，全国の平均レベルに全部が達すれば 100 パーセントということ

になります。その上に立って，それぞれの得意分野，競技性を追求していくといったような活動があ

れば，さらに好成績が上げられると考えておりまして，85 パーセントは高いということも考えたので

すが，全国平均に目標を掲げて，今後とも取り組んでいこうと考えております。委員おっしゃるよう

に，子どもは毎年変わりますので，子どもの追跡という観点ではなくて，どの子が学校に行っても，

体力・運動能力を全国平均並みに養えるような学校の取組，授業はもちろんですが，そういったもの

の目標となればということで，考えているところです。 

小西会長： 85 パーセントというのは，平均で 100 パーセントということなので，それほど高くないということ

でしたが，この辺り，河野委員，いかがでしょうか。 

河野委員： 中学校として，85 パーセントが高いのか低いのかちょうど良い目標なのかというのは，私の方では

即答は出来かねますが，中学校として，私も体育の教員でございますので，子どもたちに体力をつけ

てやりたいということは，一番の願いでもあります。そういう意味では，将来的にはやはり，「同じか

上回っている種目の割合」の 100 パーセントという数字は当然，最終的には目標にしなくてはならな

い数字だと思いますし，それ以降はそれを継続しながら，種目によっては上回っていく種目が出てく

るということが願いでもあると思いますので，そういった見通しを持ちながらの数字であれば良いの

ではないかと思います。 

中学校の場合，体力向上ということになりますと，一番大事なのが授業。すべての子どもたちが参

加する必修の授業になると思いますので，その中でいかに個々の子どもたちの特性や個性を見抜きな

がら，体力をレベルアップしてあげられるかというところにいくのではないかと思います。少し視点

が定まりませんでしたが，そのように思います。 

小西会長： 小学校の方はどうでしょうか。新出委員。 

新出委員： 体力向上と言いますと，小学校で言えば，今，河野先生がおっしゃったように，授業のレベルアッ

プがその中心になると思います。しかし，御承知のように，いろいろとやることが増えていく中で，

これまで年間105時間の体育の時間がございましたが，現在の指導要領では90時間になっております。

しかも，その 90 時間の中で，７領域にわたるいろんな種目，あるいは保健に関する領域についても，

やらない領域はあってはならないということがあります。 

ただ，学校での体育の授業の範囲の中でしか運動しない子も現実にはおります。そうした中で，そ

の子たちに最大限の働きかけや努力はしているのですが，実際，現場で見ると，あまり運動を好まな



くて，体を動かして遊ぶという子どもがどんどん増えているという状況にはございません。室内で，

暑いから「コンピューターゲームでもやってる方が楽しい。よっぽど楽しいよ。」という子どもが増え

ています。そういう精神的な問題に対する対処というのも非常に大きな要因を占めています。もちろ

ん，学校での体育の授業は選手を育てるためにだけやっているわけではありません。健康とか体力へ

の意識付けとか，体を動かして運動したりすることの楽しさ，そういうものを味わっていただくこと，

体が元気になったり，あるいは，生涯体育に結びついたりというようなものの基礎になるような形で

の指導はいいと思います。 

そしてもう一つは，クラブチームとか，小学校でもずいぶん活発で，今現在，小体連が管轄してい

る競技での実習がありますが，スキーから陸上に至るまで，親もトップを目指すという形で，コーチ

も専属してやっているものもあります。御承知のように，中体連，高体連というのは，高等学校ある

いは中学校体育連盟です。しかし小体連は，小学校と付けていません。それは，小体連には，地域の

方が指導しておられるスポーツ組織もあるし，子ども会の方が指導しておられる組織もありますし，

学校が主体となってバックアップ，指導している組織もあるわけです。 

そういう雑多なもので，「ここまでです」と言って切ったら円滑にいくような気がしますが，実際は

非常に難しい問題も出てくるということで，小学生，年齢がここからここまでであれば，という形で

受け入れようということを，先輩諸氏からも指示を受けましたので，現在それを実行しております。 

 スポーツテストに関して言えば，本校の場合は，普通以上ぐらいですが，そんな飛び抜けてという

ことではございません。全国並みです。ただ，二極化というのは，何とはなしに感じております。や

る子はやるのですが，やらない子はもうやらない。はっきりしております。 

小西会長： 今，二極化というのが一つの大きな提言だろうと思います。全体の統計的な数字でやりますと，現

実が本当に反映されているのかわからなくなるという問題もありますので，85 パーセントというもの

が全体を本当に反映したものなのか，あるいは河野委員のように 100 パーセントを目指すという方向

でいくのか，それとも二極化を解消してよりスポーツに親しむことが出来にくい環境あるいは出来て

いない，場所といいますか学校といいますか，そういったところにもう少しそういう施策をうまく打

ってあげていくか。そのようないろいろな観点が今の中にあろうかと思いますので，是非その辺りを

盛り込みながら，この 85 パーセントも考えていただければと思います。 

ほかにありませんでしょうか。 

曾根委員： 先ほどの子どもの体力，運動能力にもかかわってきますが，大学生の女子学生や男子学生を見てみ

ますと，非常に体力がなくなっていると感じるわけです。小中高と一生懸命やっていらっしゃるし，

結果的にも少し上がってきているにもかかわらず，なぜ大学生でこんなに体力のない子が増えてきて

いるのか私にはわからないところがあります。そういうことを考えたときに，21 年度の体力・運動能

力調査報告書の 26 ページを見て思ったのですが，生涯にわたってスポーツをしていくということから

考えますと，運動部への所属というのが習慣化ということで非常に重要になってくると思います。 

そういう意味で言えば，広島県の女子の運動部への所属というところのポイントが，全国に比べて

低くなっております。男子はそうでもないのですが，それでも全国より低い。運動部への所属という

のを奨励してもいいのではないか。それは，学校の運動部活動だけではなくて，地域のスポーツクラ

ブへの所属も含めて，もう少しその辺に力を入れるといいますか，それで習慣化させていくというこ

とが非常に重要になってくるのではないかと思います。ただ単に学校だけの体力・運動能力の測定だ

けではなく，習慣化ということで，クラブへの所属というものにももっと力を入れていってもいいの

ではないかと思います。 

小西会長： クラブへの所属というのは大学生あるいは一般の方と言うことですか。 

曾根委員： それもありますが，こちらの 25 ページを見ますと，中学校２年生に対してアンケートを行ってみた

ら，全国平均に比べて，広島はスポーツクラブへの所属が女子では低くなっております。そういう意



味では，中学校，高校も含めて，もう少しその辺を後押ししていく，また地域のスポーツクラブへの

所属というのも後押ししていくというような施策も組み込んでいかないといけないと思います。 

植木委員： 私も小学生を見ておりますが，保護者の方の意識づけというのがすごく大事だと思います。 

子どもさんの中には週に三つぐらい，スポーツに関するものに親がついて回っておられますが，そ

ういう気持ちになる保護者の方がたくさんいれば体力も向上するのではないかと，陰ながら見ており

ます。 

小西会長： 保護者といいますと PTA ということになるかもわかりませんが，田坂委員どうでしょうか。 

田坂委員： 確かに普段見ていて，いろんな面で保護者の考え方というのが子どもに影響することがあるような

気がします。 

いろんな地域の活動にしても，保護者が積極的に出て行こうと働きかける家庭の子どもは，どんな

ところにも出て行くし，保護者が知り合ってスポーツをしているような子どもは運動が好きだし，環

境的にも整っていくのかなというのを感じています。 

私は運動が得意ではないんですが，子どもと一緒にソフトの練習に付き合ったり，剣道に行ったり

していると，子どもたちのやる気が違ってくると感じています。 

小西会長： 松林委員，高等学校の現場では女子のクラブへの参加といいますか，その率というのは変動がある

んでしょうか。 

松林委員： どの学校も文武両道と言います。文武両道以外にあるべき教育の姿というのはないんです。基本的

にはそうやっておりますが，少なくとも 80 パーセント以上の部活動の参加率というものを目指してい

たというのがあります。勉強だけでは得られないものもありますし，逆に言うと部活動だけではだめ

ですが，80 パーセント以上になるように何とかしないといけない。例えば，新入生でまだクラブに入

っていない生徒を調査して，入っていなかったら何か勧めて，入れよというようなことをしないとい

けないと思います。 

小西会長： 今はまだそういう取組が各学校であるということではなくて，これからですか。 

松林委員： 各学校ではやっていないです。 

小西会長： 一応そういう指導の方向には動いていると，こういうことでございますか。 

松林委員： 学校には実情がありますから，参加しにくい学校というのがあります。部活動が盛んであるという

のが，一つの学校が正常であるかどうかということの目安であるということは間違いない。 

小西会長： そういう方向では動いているけれども，現実にはなかなかそうなっていないということでしょうか，

曾根先生。 

曾根委員： 経済的な問題もかかわってきます。いろいろな用具を買ったりしなければならない。 

例えば，地域のクラブに入るのでしたらわずかでも参加費を払わないといけないとか，各家庭での

経済的な問題というのもそこにはかかわってきますので，その辺難しいところがあります。 

他県では，地域のクラブでやる場合はその辺の補助とかあるところもあったりします。県も，お金

がかかるので，その辺どこまで施策の中に組み込むかというのもあると思います。総合型クラブ，無

理やりつくっても全然良くないんですよね。かえって地域を二分したりして，つくることが本当にい

いことかというと，私が今まで見てきていて，必ずしも無理やりつくることがいいとは思わないんで

す。しかし，地域がクラブを必要とするような状況に持っていけば，クラブをつくらなければいけな

いとその辺の地域の住民の人たちも思うんですね。そうしたときにどうしたらいいかというと，学校

の運動部では十分に出来ないような種目とか競技をクラブでまかなうと言うか補填するとか，少しフ

ォローしていく。そのような仕組みが何か作れれば，一番いいですが。どちらかというと，無理やり

つくるのではなくて，そういう地域の人たちのニーズの中から総合型なども出来ていけばいいわけで

す。その中でどうするかといったときに，クラブへの所属，地域のクラブへの所属というものに教育

的，金銭的フォローをしてやれるようなことがあればいいと思うのですが。難しいかもわかりません



が。 

小西会長： 県も地域のクラブ設立に向けて，補助等されておられると思うのですが，私も大学におりますけれ

ども，大学が積極的に地域のスポーツクラブを支援するような活動というのは実際問題やっていない

というのが現実でして，学生に向けても，そういうところに入っていくように積極的に誘導していく

というようなことも実はやっていません。 

違う言い方をしますと，高等学校で大変スポーツをやってきて大学に入ってきますと，大学のクラ

ブに何とか入れて，大学のクラブを強化しようというような方向に働いて，その子が大学ではなくて

地域でやりたいと言ったら，むしろ地域から引っこ抜いてくるようなことをもしかしたらやっている

のかもしれません。 

しかしながら，先ほどおっしゃいましたように，大学にもすべてのクラブが存在しているわけでも

ありませんし，そういう活動を呼びかければ地域のクラブへ誘導できるかもしれません。 

もっと違う言い方をしますと，大学生は他県の方から来ますと，大学のある近くのいろんな地域に

住むわけですが，その地域の人たちに総合型地域スポーツクラブに受け入れていただければ，学生た

ちも多分活動をしていくのではないかと思います。ですから，そういった連携を地域から大学のほう

に申し込んでいただければ，大学も動けるのではないかと思います。 

そういったもう少しきめ細かい連携の仕方というものを模索していくような，そういう呼びかけと

いうものも県の方でやっていただければ，大学の方も動くかもわかりませんので，その辺りも一つ考

えてみてください。お願いいたします。 

曾根委員： 今のことで一番問題になるのは，例えば大学と地域のスポーツクラブを結ぶ人がいないんですよね。 

ここが問題なんです。実際，個別にはやっているんです。学生も地域のスポーツクラブと一緒にな

っていろいろな教室をやったりしています。しかし，それをたまたま私がいるからやるだけで，私が

いなかったら出来ない。何かそういう，人と学生とクラブ，地域と学生を結ぶような人材の養成が非

常に重要になってきます。人がいないんです，コーディネートする人が。 

小西会長： 久保田委員，この辺りはどうですか。体協としては，そのような人ということになりますと，体協

の方に何かベースがあるのではないかと思うのですが。 

久保田委員： 体育協会も，日本体育協会の推進で総合型地域スポーツクラブの推進をやってまいりましたが，曾

根先生がおっしゃったように，これは必然的に出てくるのではなくて，自然的に発生するものだと思

います。この場に筆の里さんがいらっしゃいますが。 

それから言うと，体育協会がどうこう言っても，自主的財源がなければ運営も出来ませんし，人が

いなければ成り立っていかない。では，人材がいるかというと，その人材にかけるだけのコストとい

うのは，まだ日本の社会には出てきていない。それを地域が，社会が認めてそれに補助金を突っ込ん

ででも，又は皆さんが金を出してでも，今，曾根先生がおっしゃったような人間を養成していくとい

うことがシステム的に出来れば，これは可能性があると思います。しかし，まだまだだと思います。 

小西会長： 目標としては，そういうようなものを持った方がいいということですね。 

久保田委員： その方が地域にとってもいいと思いますし，それに携わる皆さん方もいろんな観点から楽しむこと

が出来る。今の現状では多分それぞれのクラブさんは現状の打破が出来なくて，たくさんつくればい

いんですが，コスト面から言うと運営が出来ていないのが現実だと思います。それを今からつくった

のはいいがどうフォローしていくんだというのが，社会として，人として，地域としての課題だろう

と思います。体育協会は，学校や競技団体など，いろんな面から見ておりますが，そういう人たちや

クラブというのも活性化していこうと思えば，当然そこには人やもの，特にお金という問題が必然的

に発生することになります。 

小西会長： そのマンパワーということになると，体育指導委員協議会が持っておられると思うのですが。 

伊藤副会長： 合併によって人数等も減ってきている部分がかなりありまして，そうなると今度は体指そのものの



あり方と言うんですか，今の総合型に対して協力ということで出ているのですが，人材的なものもそ

うですけれども難しい部分というのがより増えてきたような，私個人の考えですけれどもあるような

気がしています。いろいろな意見が体指の間でも出ているんですが，現実問題としては難しい部分が

いっぱい出てきているような気がしております。 

小西会長： 今，形よりも「人」というところに少し観点が出てきたようでございますが，その辺りも今後の広

島県のスポーツ振興の中で光が少しずつ当たっていくというようなところが出てくればいいのかなと

いう感じがします。一つ次期振興計画の中でよろしくお願いいたします。 

ほかにありませんでしょうか。 

稲水委員： 私は，主に中高齢者の健康ということで，運動療法あるいはリハビリなどにかかわっております。

そこで感じていますのは，運動習慣を持っている人は問題はないのですが，ない人がなぜやらないの

かということを考えると，運動するのが嫌いだと。それをもっとさかのぼっていくと，小学生とかも

っと低学年，そのときに運動が嫌いになったと。 

したがって，将来の生涯教育という面から考えれば，幼いときに運動嫌いをつくらないということ

が非常に大事ではないか。運動嫌いになるということは，先ほどから出ておりますクラブの加入率が

悪いとか，あるいは学生の運動能力が二極化しているということですので，教育というのはなかなか

難しいのですが，学校教育だけではなくて，先ほどから地域でのいろいろな施設を使ってでも結構で

すから，そういったところで活動すること，まったく総論的なことで申し訳ございませんけれども，

それが大切なような感じがいたします。 

また，体力あるいは運動能力が一つの指標になっておりますが，逆に運動能力が低いから嫌になっ

たというお年寄りもいるわけです。したがって，体力運動能力だけにあまりにも焦点を置きすぎるの

も，長い目で見た場合問題があるのかなという気がしております。臨床の現場ですが。 

小西会長： 今の御指摘はおそらく体育スポーツというようなことをする場合，あるいは教える場合，そのとき

に，今回，小学校あたりでも楽しく運動が出来るようなといいますか，運動学習するようなプログラ

ムというものを県の方で考えられたという部分もあると思いますが，この辺りについてはどうでしょ

うか。 

森鳰課長： 本県の児童生徒の体力運動能力につきまして，これまでの県調査，全国調査等を踏まえて，握力・

立ち幅跳び・ボール投げといったようなところに課題があるということが明らかになりました。 

これらの課題については，小学校の低学年中学年に運動経験の不足，しっかりと運動経験をさせれ

ばこういった動きが身について，そういったテスト項目で好成績というか結果上がるのではないかと

いうことで，昨年度になりますが，子どもの体力向上支援プログラムを策定いたしまして，冊子と合

わせて動きが見れる DVD をセットで公立の小中学校全校に配布させていただいております。 

こういったようなものを活用して，苦手な種目，記録の低い種目の課題克服に取り組んでいただく

というような取組みを現在しております。 

小西会長： プログラムの策定には私もかかわったんですが，どちらかというと楽しんでスポーツに接する，遊

びからというところがずいぶんたくさん入っております。昔だったら，昔遊びという言い方をします

が，広島県にもいろんな特徴的なものもありましたけれども，最近，子どもたちがそういうことを積

極的にやるという機会が少なくなっていて，もう少し学校の先生方が主導して，そうした遊びの中か

ら運動に親しむというようなことをやっていこうという取組について，今年から始まるということで

すか。 

森鳰課長： どのように活用していただいているかということを，今，検証中でございます。 

小西会長： はい。少しそういう目から始まったということもあるようでございます。ほかにありませんでしょ

うか。 

曾根委員： 私，前回の新広島県スポーツ振興計画をざっと見て，そして今回の改訂のところを見て一つだけ抜



け落ちているところがあるんではないかと思います。 

それは何かというと，項目として障害者の方のスポーツ，スポーツ振興といいますか，それが項目

としてどこかに組み込まれてはいるけれども，項目としてきちんと出すべきではないかと思います。 

小西会長： これは，先ほども高橋委員から御意見がありましたが，この辺りはどうでしょうか。 

森鳰課長： 皆さんの御意見をお聞きしながら，新しい計画を練れればと思っております。 

久保田委員： 確かに先生方が先ほどおっしゃったように，障害者スポーツということはわかるのですが，教育委

員会さんは縦割り行政のところもあるので難しいのかとも思います。 

ただ，それは当然スポーツ全般ですから，意識をしてどこかに入れていかなければいけないという

ことではないかと思います。それをどう取り入れられるかということは検討していただかなければい

けないことかもしれません。 

小西会長： そういう御意見，結構たくさんありましたので，この辺りをどう基本理念，目標の中に盛り込むの

かについては，どうですか。 

久保田委員： そういう意味で言えば，高齢者のスポーツ，先ほど話がありましたが，それもここの中に出てきま

せんか。 

それも含めての生涯スポーツと思います。 

植木委員： 私たちのスポーツクラブは，運動療法士っていう資格を持っている方がおられまして，障害者の方

を月に２回，これは会費を取って健康に留意するようなストレッチとかたくさんのことをしていただ

いております。障害者だからというようなことはなくて取り上げております。 

小西会長： リハビリテーションなどのものもあるし，いわゆる本当にスポーツへいくものもあるし，いろんな

方面がこの場合あろうかと思いますが，少しでもそういった幅広く皆さんがスポーツに接するという

機会をうまく作っていくという意味で，先ほどの障害のある方，あるいは高齢者の方がスポーツをす

る機会というようなものを増やしていこうというような形での目標になろうかと思います。そういう

ものを，なんらかここの中に入れていただければというようなお話だったと思います。 

例えば，地域におけるスポーツ振興・普及の中にでも入れていただくとか，いろいろな方向性はあ

ろうかと思います。次期計画では，その点の検討をよろしくお願いいたします。ほかにありませんで

しょうか。 

新出委員： 直接かかわりあいがあるかどうかわかりませんが，個人的に思うことをいくつか。 

振興普及のためには使いやすい施設・場所がいると思います。良い例は思い浮かびませんが，例え

ば，子どもが近隣の公園で野球でもしようものなら，たちどころに電話がかかる。学校はすべて出動

してお詫びをして回らなければならない。日常茶飯事なんです。サッカーもそうです。小さいお子さ

んが遊んでおられる，危ないと。私も実は先日行ってきたんですが，小さい子供が楽しく遊んでいる

ところに何で小学校，中学校の子どもが走り回るんだ。常識で考えてください。まあ確かに配慮がな

いですから，子どもたちは。実際，けががなかったので良かったんですが，もう少しでけがになると

ころでした。誰が責任取るんですかとえらい怒られました。頭下げました。広島市内は，旧市内を含

めて公園はそういう状態です。 

ただ運動公園はあります。私のいる祇園地区にも運動公園はありますが，そこは大丈夫です。しか

し，好き勝手に使うわけにはいきません。きちんとしたルールがあるので，そのルールは当然教える

んですが，本校のグラウンド辺りは昼も夜も体育館，校庭も含めて四六時中 24 時間使っております。

そこに子どもたちが来て，自由に遊ぶことはできません。空いている時間はいいんですが，大人の人

も来て，いろんなスポーツを楽しんでいます。ゲートボールをしているところに，走り回ってボール

を蹴るとかいうこともあります。ケンカをして，いがみあっているわけではないんです。そういう点

で非常に使いやすい施設と場所が欲しいというのが一つ。 

保護者の中から出た意見ですが，スポーツをするときにお金ということもあります。スポーツクラ



ブにおいても，公共施設の有料化など，活動運営費の負担が少しは増えていると思うのですが，当然，

クラブに属していても個人においても，その点で会費というか参加費を納めるわけですから，全くタ

ダではない。金額はいくらか知りません。そういう中で，受益者負担の原則というのは，十二分に理

解しておりますが，お金は子どもが出すのではなく親が出すんです。その辺で，どうでしょうかねえ

というような話を伺います。もちろん安い方がいいわけですが，これは全般的な中の状況もある。行

っても順番待ちであるとか，お金が非常に高くつくとか，行くまでのアクセスはどうのこうのとか。

これは苦情というよりは，こんなことが解決できたらいいですねという茶飲み話の中で話が出てきた

ものをお伝えしました。 

それと，これは私どもの悩みですけど，強化にしても普及にしても，チーム数や競技人口の数とい

うのは，指導者の数に比例します。これはやりたい人がいても指導者がいない限りは，リーダーシッ

プをとって，その中で中心になる方がいない限りは，なかなか活発に活動するわけにはいきません。 

現在，すべてのいろいろな競技に属している指導者の数をチェックしていますが，決して増えてお

りません。しかも高齢化をしております。そして忙しくなっておられます。そうしている中で，社会

情勢をはじめとしていろいろと理由のあることは当然承知をしておりますが，そういう指導者が段々

と増えていくような，ものすごいプロでなくてもいいので，皆さんをサポートできて，手助けしてあ

げられるようなこうした指導者の方を，増やしていかなければいけないということを，この間話しま

した。 

例えば，日体協の公認スポーツ指導者制度は，それを取得するのに 3 日も 4 日も行かないといけな

いわけですから，これを今の時代に，あなたやってください，ぜひ来てくださいとは年配の方になか

なか言えません。 

そのシステムは確かにきちんはとしているんですが，もう少し何とかならないものか。仕事休んで

４日間行って研修してきてください。いくら好きな人でも，暇な人というわけではないですが。そこ

は何とかしてもらいたい。しないのがいいとは言いません。しかし，そう簡単なことではない。 

運動できる子がどんどん減ってきているというわけではないんです。バランスよく運動できる子が

減っているんだと思います。走らせたら速いですよ。でも鉄棒で逆上がりができない。指導者が付け

ばできるようになります。やったことがないのですから。子どもはプロじゃないので。 

先ほども教育委員会の方がおっしゃったように，いろんなスポーツについて，楽しむスポーツです

か遊びですか，楽しんでやれるような状況をつくっていかなくてはいけない。 

親はすぐプロを目指します。剣道について行く，はい６時からはバレーやバスケット。明日はピア

ノのレッスン。結構忙しいですよ。これ，ジュニア，高校に行くぐらいまでずっとそれですよ。それ

はもう大変だろうと思います。金がかからなくても私なんか連れて行く気にならないですよ。その辺

どうかなあと思うのですが，事故の問題とか指導者の立場であるとか，しょうがないと思っています。

これはどうこうというわけではないんですが，今頭に思い浮かんだことを言わせていただきました。 

小西会長： 最近の情勢を踏まえながらのお話がありましたが，一番最初は，要するに子どもたちが遊ぶ場所の

問題で，特に十数年前ぐらいから，いわゆる地域の公園でキャッチボールをしてはいけない，その次

が今度はサッカーボールを蹴ってはいけないというような禁止項目がパタッパタッと貼られてきて，

実際に誰もいない公園になっている。 

私は，北部の高陽町の団地に住んでおりますので，公園だけは本当にたくさんありますが，朝方は

小さなお子さんを連れて行かれる方もおられるんでしょうけれども，夕方に行きますと，以前は小学

校から帰った子どもたちがキャッチボールしたりボール蹴ったりして遊んでいたのが，誰もいない状

況です。そういう公園がいくつかあるような気がして，いつももったいないと思って見ているんです

が，一度何か事故があれば，一律に使用を禁止にしてしまって，もうそのままになっている場所とい

うのが結構あるのではないかと思います。こういったところは，私はいつも時間を分けて，４時から



は小学生たちがボール遊びをしてもいいように，４時まではそういう幼稚園までの子どもたちの遊び

場とかいうように分ければいいと思って見てたんですが，なにか工夫が出来るのではという感じを今，

新出先生からの御意見から受けました。 

それからお金の面とか，その辺りはなかなか厳しい部分がありまして，一朝一夕に行かないと思い

ますが，将来的な課題という感じで今聞いてました。 

いわゆるマンパワーの問題も，小学生のスポーツの現場からもあるということのようでございます。 

今，私もそうなんですが，もうすぐリタイヤという，いわゆる団塊の世代がたくさんおりまして，

その人たちが意識調査によると，なんらか社会貢献をしたいとか，地域の活動に参加したいとかいう

ようなことを，本当にするかどうかは別にして言っておられる方が多いようでございます。そういっ

た方々の中には，結構スポーツをしておられる方もたくさんおられて，もしそういう方との橋渡しが

出来るような場所あるいはそういう機関があれば，申し込んだら，そこで，こういうところをお願い

しますというようなことになれば，多少活用できるのかと思います。リタイヤ組が増えますので，活

用の仕方もあるのかなと今話を伺いながら思いました。 

それから，バランスよく運動ができる子が少ないというのは，なかなかこれは今の，それこそ時世

を反映していて，何かのプロになるといいますか，一芸に秀でるといいますか，そっちを奨励しすぎ

ているような部分，これは教育全体の問題かも分かりません。そこらを今日参加してくださっている

皆様方全員が知恵を絞りながら，バランスのいい子どもを育てていくためにはどうしたらいいのかと

いうことは，この次の課題として将来考えなくてはいけないことだと思いました。 

そのような貴重な御指摘を今いただきました。 

ほかにございませんでしょうか。かなりいろいろな御指摘もいただきましたが，本日は以上のよう

なことでよろしいでしょうか。 

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。 

本日の議題以外で何か御意見などはありませんでしょうか。ないようでしたら以上で分科会を終了

させていただきます。委員の皆様には議事進行に御協力をいただきましてありがとうございました。 


