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平成 22 年度第１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５月 26 日（水）午後３時 20 分開会 

午後４時 20 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） 

副会長 伊 藤 裕 子（広島県体育指導委員協議会副会長） 

植 木 文 子（筆の里スポーツクラブ副運営委員長） 

久保田 文 也（財団法人広島県体育協会専務理事） 

曾 根 幹 子（広島市立大学国際学部准教授） 

竹 下 正 彦（広島県町村会（北広島町長）） 

仁井谷 幸 治（広島県車いすテニス協会会長） 

万 治   功（広島県都市教育長会（江田島市教育委員会教育長）） 

 

２ 欠席委員 

稲 水   惇（医療法人和同会広島グリーンヒル病院副院長） 

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） 

髙 橋 雅 洋（広島県議会議員） 

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）） 

花 満 美 和（広島県ＰＴＡ連合会（母親代表）） 

松 林 博 文（広島県高等学校体育連盟会長） 

 

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） 

堀   健太郎（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１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５月 26 日（水）午後３時 20 分～ 

場所 県庁北館 2階 第一会議室 

 

 １ 開会 

 

 ２ 教育部長あいさつ 

 

 ３ 委員紹介 

 

４ 分科会会長・分科会副会長選任 

 

 ５ 分科会会長あいさつ 

 

 ６ 議題 

 

  ⑴ 体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付について 

 

⑵ 新広島県スポーツ振興計画の見直しの視点について 

 

７ その他 

 

 ８ 閉会 
 

 



企画調整担当主任企画員： 本日の会議を始めます前に，委員の皆様に御了解いただきたい事項が２点ございます。１点目でご

ざいますが，録音についてでございます。 

この会議の議事録を作成するため，本日の会議の模様を，録音をさせていただきたいと考えており

ます。 

２点目は，写真撮影についてでございます。この会議の状況を広島県教育委員会のホームページで

県民の皆様にお知らせするなどのため，適宜写真撮影をさせていただきたいと考えております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

スポーツ振興課課長代理： それでは議事に入ります前に，先に委員紹介をさせていただきたいと思います。お手元に委員名簿

を配らせていただいておりますが，本日御着席の順に紹介をさせていただきます。 

伊藤裕子委員，広島県体育指導委員協議会副会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。 

小西忠男委員，広島文教女子大学副学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准教授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。 

仁井谷委員につきましては，先日の教育委員会会議で多賀正昭委員に代わりまして，新たに任命さ

れました。 

万治功委員，江田島市教育委員会教育長でございます。 

なお，本日欠席されておりますが，稲水惇委員，河野裕二委員，新出博文委員，髙橋雅洋委員，田

島文治委員，花満美和委員，松林博文委員が委員として就任されています。松林委員につきましては先

日の教育委員会会議で，菅信博委員に代わりまして新たに任命されております。 

 それでは，事務局の紹介をさせていただきます。 

教育部長の堀野晶三でございます。 

スポーツ振興課長の森鳰勝也でございます。 

管理係長の杉本真一でございます。 

学校体育係長の堀健太郎でございます。 

スポーツ推進係長の宮津透でございます。 

企画調整担当主任企画員の村上誠二でございます。 

企画調整担当指導主事の岩井淳でございます。 

本日の進行役を務めさせていただいております課長代理の山本と申します。 

それでは，教育部長の堀野があいさつを申し上げます。 

教育部長： 教育部長の堀野と申します。本年 4 月に組織改編がありまして，これまで学校教育だけを担当して

おりましたが，スポーツについても教育部で担当することになりました。 

よろしくお願いいたします。 

本日は御多用中にもかかわらず御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

また，委員の皆様方には，本県スポーツの普及・振興につきまして，日ごろより格別の御理解と御協

力を賜り，厚くお礼を申し上げます。 

さて，スポーツは，人生をより豊かに，また，充実したものとするものであり，生涯にわたってスポ

ーツに親しむことは，明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や心身の健全な発達に極めて大きな意義を

有しております。 

本県においては，平成 18 年度に「新広島県スポーツ振興計画」を策定し，豊かなスポーツライフを



実現させるため，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の三つの視点か

ら様々な施策を展開しているところでございます。この計画が平成 22 年度で満了いたしますところか

ら，本年２月開催の審議会において「新広島県スポーツ振興計画の改訂について」諮問をさせていただ

いたところでございます。 

本日は，「新広島県スポーツ振興計画の見直しの視点について」と「体育・スポーツ関係団体に対す

る補助金の交付について」の二つの議題を御審議いただくこととしております。 

どうか充実した審議となりますよう御協力をお願い申し上げまして，簡単ではございますが，ごあい

さつとさせていただきます。 

 

（竹下正彦 北広島町長着席） 

 

分科会会長・副会長選任 

 

スポーツ振興課課長代理： ただいまから，平成 22 年度第 1回広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会を開催いたします。今

回は本年２月の審議会後，初めての分科会であり，会長がまだ選任されておりません。会長が選任され

るまでの間，私が進行をさせていただきます。 

なお，本日御出席の委員は８名でございますので，広島県生涯学習審議会条例第６条第２項及び第

７条第５項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，会長，副会長の選任に移らせていただきたいと思います。広島県生涯学習審議会条例第５

条第１項は，「審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によってこれを定める」としており，

また，第７条第５項では，前２条の規定は，分科会の運営について準用する」と規定しております。ど

なたか分科会の会長・副会長を御推薦いただけますでしょうか。 

万治委員： 会長につきましては小西委員に，副会長につきましては伊藤委員にお願いしたいと思います。 

スポーツ振興課課長代理： 会長に小西委員を，副会長に伊藤委員を御推薦いただきましたが，いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

スポーツ振興課課長代理： 皆様，御異議がないようでございますので，小西委員に会長を，また，伊藤委員に副会長をお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。小西委員は会長席に，伊藤副会長は副会長席に

お移りいただきたいと思います。 

 

（小西分科会会長は会長席に，伊藤分科会副会長は副会長席に移動） 

 

それでは，会長に御就任いただきました小西会長からごあいさつを頂戴したいと思います。 

小西会長： 前回から引き続きということになります。せん越ながら会長の任にあたらせていただくことになり

ます。どうかよろしくお願いいたします。前回のときとは違いまして，政権交代が起こり，新政権によ

る様々な改革と申しましょうか変更と申しましょうか，そういったことが起こっている状況がございま

すので，そのようなことを種々勘案しながら，様々な御審議をいただくことになろうかと思いますので，

どうかよろしくお願いいたします。以上でございます。 

スポーツ振興課課長代理： それでは，今後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： ただいまから議事に入らせていただきます。時間が限られており，皆様の御協力により，本分科会

の審議を円滑に進めていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

まず，本分科会の会議の公開について取決めを行いたいと思います。事務局から説明をしてくださ

い。 

 

会議の公開について 

 

企画調整担当主任企画員： ６ページの資料番号５を御覧いただければと思います。 

教育委員会では，所管する附属機関等の会議の審議過程等を公開することによって，透明性の向上

を図り，開かれた教育行政を推進するため，平成 13 年５月に「広島県教育委員会が所管する附属機関

等の会議の公開に関する規則」を制定いたしました。広島県生涯学習審議会は，この規則の第１条に規

定されている附属機関等に該当いたします。この規則の第２条第１項本文は，「会議は公開するものと

する」としております。したがいまして，この分科会の会議は，公開することが原則でございます。一

方，例外的に非公開とする場合がございます。この規則の第２条第１項ただし書は，「広島県情報公開

条例第 10 条に規定する不開示情報」，例えば，個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，若

しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが公にすることにより，なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの，「が含まれる事項を議事する会議」及び「公開することにより公

正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議」の「いずれかの会議は，その全部又

は一部を非公開とするものとする」としております。この規則の第２条第２項は，「会議の公開」は，

「傍聴」又は「議事録の閲覧」の「いずれかの方法により行うものとする」としておりますが，この分

科会では，これまで，「傍聴」と「議事録の閲覧」の両方により会議の公開を行っております。この規

則の第２条第３項は，「会議の公開の方法又は会議を非公開とすることの決定は当該附属機関等が行う

ものとする」，としております。 

なお，本日，傍聴希望の方はありませんので，念のため申し添えさせていただきます。以上でござ

います。 

小西会長： ただいま説明がありましたとおり，特段の御異存がなければ，この会議を公開することとし，その

方法は「傍聴」及び「議事録の閲覧」によることにしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

小西会長： それでは，そのようにさせていただきます。なお，先ほど説明がありましたように，傍聴希望者は

おられないということですので，このまま議事を進めてまいります。 

まず最初に，「体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付について」事務局から説明してくださ

い。 

 

体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付について 

 

スポーツ振興課長： スポーツ振興課長の森鳰でございます。１ページの資料番号１を御覧ください。 

新広島県スポーツ振興計画で目指しております，「豊かなスポーツライフの実現」のために取り組む

べき施策の三つの視点から，補助対象費として五つの項目について関係団体に補助を行っております。 



まず，補助対象費，一番左の団体運営費の欄でございますが，これは，体育・スポーツ関係団体の

運営費に対し補助するものでございます。平成 22 年度の欄を御覧ください。補助額は，広島県体育指

導委員協議会への 18 万円のほか４団体に対し，合計 79 万円でございます。次に，左から２列目の団体

事業費でございますが，これは，県体育協会の国体選手強化事業等に対して２億 6,144 万円余を補助す

るものでございます。この中には，昨年度から補助事業として実施しております，ジュニア選手の早期

発掘や全国トップレベルの選手やチームとの強化合宿などを支援するものも含んでおります。左から３

列目は，各種体育大会への派遣費でございます。全国的規模の各種体育大会に広島県代表として派遣さ

れる選手等への補助でございます。補助額は開催場所等によって毎年変わりますが，昨年同様，全国ス

ポーツ・レクリエーション祭，全国中学校体育大会，全国高等学校総合体育大会，国民体育大会の４大

会への派遣費で，合計 9,853 万円余となります。次に，左から４列目の大会開催費でございます。これ

は，県内で行う全県的規模以上の大会開催費の一部に対して補助するものでございます。合計額は

3,051万円となっております。広島県中学校体育連盟の大会開催費が1,961万円余となっておりますが，

これは，本年度全国中学校体育大会が中国ブロックで開催され，本県において，水泳，バスケットボー

ル，ハンドボール，ソフトボールの競技が行われるため，その運営・開催に係る経費でございます。 

最後の列にございますのは，財団法人広島県教育事業団への管理運営費でございます。これは，総

合グランド内に設置しております，スポーツ会館の管理運営に要する経費に対して補助するもので，125

万円となっております。これらを合計しますと，本年度の補助金は，11 団体に対し３億 9,253 万円と

なっており，昨年度と比較しまして，272 万円の減でございます。 

次のページの資料番号 2 につきましては，ただいま説明をさせていただきました補助金について，

各団体ごとに事業内容，事業費総額を示しておりますので，参考にしてください。なお，これら各事業

への補助金につきましては，これまでの実績や全国状況なども考慮して措置するとともに，支出にあた

りましては，事業内容，経費などを審査しているところでございます。本県財政は非常に厳しい状況に

ございますが，これらの補助を通じて，本県のスポーツ振興に努めてまいりたいと考えております。補

助金に関する説明は以上でございます。 

小西会長： ただいまの説明について，御意見，御質問がありましたら，御発言をお願いいたします。ございま

せんでしょうか。 

昨年度に比べ，予算が減額となっているものがありますが，その理由を説明してください。 

スポーツ振興課長： 減額の主なものとしては，国体に派遣する選手団に対する補助金がございます。国体は，昨年度は

新潟県で開催されましたが，本年度は千葉県で開催されることから，旅費を減額したものでございます。  

また，県体育協会に国体選手強化費として補助しております補助金につきまして，約 500 万円強を

減額しております。 

小西会長： 今，説明があった理由で少し減額があるという予算で，昨年とあまり変わってはいない。あと中学

校の全国大会が今年は中国ブロックであるということで，そこが少し膨らんだ予算になっているよう

でございます。よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

小西会長： それでは，この議題について同意することといたします。 

続きまして，議題２の「新広島県スポーツ振興計画の見直しの視点について」，事務局から説明をお

願いします。 

 



新広島県スポーツ振興計画の見直しの視点について 

 

スポーツ振興課長： ３ページの資料番号３を御覧ください。前回の審議会で，新広島県スポーツ振興計画の改訂につい

て諮問したところでございますが，本日の分科会では，現計画の見直しの視点について御審議をいただ

きたいと考えております。国では政権交代に伴い，スポーツ振興法の改正又は同法を廃止して新法を制

定する動きがあると伺っており，スポーツ振興基本計画の改訂がなされるかどうかについても未定でご

ざいます。そのため，前回の審議会において，県の計画は国の計画を参しゃくして定めることとされて

いることから，当面，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で御了承をいただいているところでございます。見直しにおけ

る視点としましては，例えば，小・中・高等学校の学習指導要領の改訂といった状況の変化を踏まえた

ものや，掲載しているデータを最新のものに更新する時点修正といったことがあろうかと思います。こ

のような視点により，７月には計画の主要な事柄である骨子について，また，平成 23 年１月には改定

案について御審議をいただき，そして，パブリックコメント実施後の平成 23 年２月には答申をいただ

ければと考えております。本日はこれらの内容につきまして，きたんのない御意見をいただきたいと思

いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

小西会長： この審議会の大きな仕事ということで，スポーツ振興計画の見直しについて審議することになりま

す。ただいまに説明につきまして御意見等がありましたら，よろしくお願いします。 

方針につきましては，以前にそういう話がありましたが，今回は，視点ということでございます。 

万治委員何かありますか。 

万治委員： 特にございません。 

久保田委員： 国の施策を広島の振興計画に反映するというのが，国の方針とは思いますが，あくまでも広島県の

振興計画でありますから，広島の実情といいますか，現状を見ながらそれを調整していくのがこの審

議会の役目だろうと考えます。それと私は県の体育協会でお世話をさせていただいておりまして，最

近ふと見ていて思うことがあります。今日は，学校の体育連盟の先生方がおいでになっておられませ

んから，一度聞いてみたいと思うのですが，体育ということとスポーツということ，これが今両極に

あるのですが，これをどう捕らえているのか。ともすれば，プロのある所は，子どもたちはジュニア

層から一貫してそこまでやっている。もうこれは体育ではない。一方，学校では体育と言われながら

体力を向上させるような教育をしている。また，それ以外に総合型地域スポーツクラブという，任意

的な地域のスポーツクラブがあるという仕組みの中で，この広島の現状をどうしていくのか，それを

見た上でどうしていくのかというのが大事な視点ではないかと思います。そうでないと，導いてやる

ことも指針を組み立てることも出来ない。それともう一点，前回の振興計画の審議にも委員として加

わりましたが，この計画を御存知のスポーツの指導者の方や競技者の方が非常に少ない。このような

現状があるということを認識しなければいけない。それをどう認識させていくかということが今後の

課題ではないかと思います。いろんなことを申し上げましたが，国の政策を待って広島県はそれを見

ながら，それまで準備をしないということではなくて，現状を把握していくことが大切ではないかと

考えます。以上でございます。 

小西会長： 大切な視点をいただきました。いわゆる体育とスポーツというような言い方をするわけですが，体

育という，特に学校体育というものと，全般的なスポーツと呼んでいるものは少し質が違うのではない

かと。ですから，同じスポーツ振興の中でも，学校体育の振興と，いわゆるスポーツの振興と少し分け

て考える必要がある。あるいは，その二つの融合というものを今後どう捕らえるのか，こういった視点

がいるのではないかという御意見が一つありました。それからもう一つは，振興計画をせっかく作った



のに，それが浸透していない。特に教える方のところに浸透していないのではないか。ですから広島県

の指導者，あるいは教育者が一体となって振興計画を進めていくような体制作りということが今度の視

点の中にいるのではないかと，このような御意見だったと思います。 

ほかに今のことに関連してでもよろしいですが，ございませんでしょうか。 

曾根委員： 一点確認の意味でお伺いしたいのですが，この新しく作る計画に関しては２年間程度延長したいと

いう，これは予算的な問題というものもあるのではないかと思うのですが，その辺はいかがですか。要

するに，国がどういうことに視点を，重点を置いて政策を作ってくるのかということに関して，予算配

分みたいなものも出てくるので，それを見ながらということもあるのですか。それはないですか。 

スポーツ振興課長： 現時点で予算的なものについて，国からこれは削るとかそのようなことは伺っておりません。 

曾根委員： もちろんそうだと思います。ただ，いろんな計画を推進していくときには，どこもそうだと思いま

すが，国がスポーツ振興を推進していくときの柱みたいなものがあって，これを重点的にやっていこう

ということが示されると，県もそれにならって目標を定めていくということが，予算配分もやっていか

なければならないということになってきますよね。そうであれば，国が出すのを待ってからやった方が

効率的だということもあるのではないかと思っております。広島市もそうです。広島市も，２年程度延

長ということになるのではないかと思っております。 

スポーツ振興課長： スポーツ振興の施策につきましては，国の進むべき方向を参しゃくして，本県でも定めているとい

う大きな流れとしては，そういったものがございます。そのため，前回の審議会において，国の動向を

踏まえながら本県の計画も検討していきたいということを提案させていただき，御意見をいただいたと

ころです。 

曾根委員： 先ほど久保田委員が言われたこととも少し関係するのですが，国の方向を見ながら作っていくとい

うのが今までのパターンだったわけです。そうすると，どこも一緒の横並びのようなものが出来て，広

島県独自のものがなかなか出来にくいということがある。しかし，広島県は，広島県の独自のものがあ

ってもいいのではないかと思うわけで，もちろんいろいろなことがあると思いますが，今から，ある程

度広島県独自のものは何だろうというので進めていっても私はいいような気もするんですが，どうなん

でしょうか。 

久保田委員： 私は，曽根委員のおっしゃるとおりだと思います。今から大都市圏集中型に，スポーツだって体育

だって，学校だってなります。国体の結果を見たらそうです。大都市圏，要は人口が 500 万人ぐらい

ないと国体の上位には入っていません。これはもう歴然としています。ということは，そういうとこ

ろがスポーツに対しても体育に対してもコストパフォーマンスを持っているということです。ですか

ら，そのために広島バージョンを出さないと絶対ダメです。国の施策を待ってられない。私はそう思

います。 

小西会長： 今とても良い意見が出ていると思いますが，前回の場合には一つの指標として，運動能力テストの

向上というものを用いた。それは，それなりの指標にはなり得ているわけですが，逆にそれで広島独自

のものが出せたかというと，それではなかなか，特に国体のような形だけではなかなかそういうものが

見えにくいということがあったという反省の元におっしゃった部分が大いにあるのだと思います。 

今回，体力テストをすべての小学校や中学校ではやらない，２割の抽出になったんですか。 

スポーツ振興課長： 抽出になりました。 

小西会長： 抽出調査ですね。そういう意味からすると，今までどおりの指標だけに頼って振興計画を評価する

ことができなくなる可能性もありますので，今，曾根委員がおっしゃいましたように，あるいは久保田

委員がおっしゃいましたように，広島独自のものも視点の中に一つ入れたらどうかという御意見であろ

うと思います。そこで２年間ではありますが，言ってみれば一つの芽を作るといいますか，広島独自の



なるほどなという芽を作ると，こういう視点でおっしゃったのではないかと思いますが，それでよろし

いでしょうか。 

教育部長： 御指摘のとおり広島県は広島県としての計画を作ればいいですので，私が言うのもなんですが，お

そらく文部科学省が作る振興計画というのは，たぶん総花的な，何もかも全部書いてある計画が出来る

でしょうから，それを待って広島県の目標が出来るということは，もともとそういうものでもないだろ

うと思います。今の計画の，広島県のジュニアスポーツが弱いから，上に行くとかそういうことを決め

ていけばいい話ですので，国の計画が何年後ということはあまり実際の議論の中では，参しゃくしなけ

ればならないというものではない，と思っております。 

万治委員： 先ほど久保田委員が，振興計画の啓発という部分で不足しているのではないかという意見がありま

した。私もまったくおっしゃるとおりで，一応作ったら作った側はいろいろな所に配布する。スポーツ

の指導者は，いわゆる戦術は一生懸命になるが，戦略というのはあまり手が回らないんです。振興計画

というのはいわゆる戦略ですから，ものすごく大切なところです。実は私どもの江田島市では，この４

月に，去年１年間かかって振興計画を策定しました。私はそのことがわかっていますから，各種会議が

ある度に持っていって，そして概要版を少し説明するんです。そういう場では，どうしてもいるんです。

だから，もし出来た場合には体育協会も指導者にそれを啓発していくし，県教委もいろいろな会があり

ますが，そういう時に概要版程度の説明をやっていかなければ同じだと思いました。２年間，国の動向

を見てというんですが，本市で振興計画作るときに，県の流れを参しゃくします。県も当然国の動向と

いうものを注視しないといけないので，この２年間というのは情報収集期間としているのだろうと思い

ます。そういった意味で，この２年間をそういう期間であるととらえ，振興計画が切れますから，その

ように思います。 

小西会長： ２年間という期間ですので，国の方の動向もなかなか見極めにくく，もしかしたらまた政権交代が

起こるかもわからないような情勢になりつつあるような感じもします。いろいろわかりにくい部分もあ

るかと思いますが，先ほど言われたように，広島独自の問題を広島県も抱えているように私も少し感じ

ます。それから，様々ないわゆる体育施設，スポーツ施設といいますかそういうものの偏在がよその県

に比べあるのかないのかなど，広島県はどういう特徴を持っているのか。それから，スポーツ団体もそ

うだろうと思いますが，広島独自のものというのが果たしてあるのかとか，他県と比べてその辺りが，

偏在して弱いのではないのかとか，いろいろな問題を広島独自のもので抱えている部分があろうかと思

います。是非それぞれの部署で代表の方が出て来ておられますので，そういった問題点も吸い上げなが

ら進めていっていただければ大変ありがたいと思います。 

曾根委員： 北広島町さんも今回スポーツ振興計画をお作りになられて，私も少しお手伝いをさせていただきま

したが，たぶんどこにもないような話もちらっちらっと入っています。私がかかわっていろいろな方の

お話を聞いているときに思ったんですが，現場でやっている人たちの危機感というものがそこにすごく

反映されています。要するに，普通は上からこう作っていって，下の具体的なものにもっていくのです

が，具体的なものから上に積み上げていっているみたいなところがあって，非常に面白いというか，私

に言わせると非常に具体的で，そしていろんな人に伝わりやすいような振興計画が作られている。例え

ば，全国で起きている子どもたちの問題というのは，広島県でも起きているし，北広島町でも起きてい

るわけです。一緒の問題もあれば，全く北広島町独自のものも入っています。それは何かと言うと，北

広島町はどんな子どもを作りたいのかというようなものがきちんと頭の中にあって，それにのっとって

具体的に作られているというところがすごいと思います。だから，ほかの人もすごくやる気になって，

指導者の方もいらっしゃる。全国で言えることと，県独自で言えること，やっていかないといけないこ

とがあって，これは二つあるのではないか。北広島町の振興計画を皆さん見ていただきたいと。ものす



ごく面白いものです。 

竹下委員： ３月に教育長が諮問して，出来ましたというのを私はもらいましたが，曾根委員にも委員に就任し

てもらって，大変御指導していただいたとは思いますが，計画が薄くて，しかも言っていただいたよう

にこれをやろうということがはっきりしている。これを基本にして，いろいろこれから考えていかなけ

ればならないと思っております。個々にこういうようにやるというようなものもあります。この７月の

上旬には，小学生の記録会を，全小学校の５年生と６年生を集めて１箇所でやる。参加する子どもたち

の運動能力や体力を測ると同時に，ずっとそのデータを北広島町が持とうという狙いがありますので，

そういうことも始まっているということです。突然，北広島町の話が出ましたが，先ほどの議論には結

びつかないかもしれませんが。 

小西会長： 今お二人の方からお話がありましたように，確かにいわゆる共通の課題，全国共通の課題もあれば，

広島県に共通の課題もあるし，それから地域独特の課題というものもある。それらをどういうふうに全

体として考えていくのかという大変難しい御提案だろうとは思いますが，そういう内容の御指摘もあり

ました。また，目的ということに関しましても，それぞれの御立場でスポーツ振興の目的というものを

おそらく個々の団体で持っておられると思います。それらを県全体で吸い上げて県全体の振興計画をま

とめ上げていくことも，中々難しい課題だろうとは思いますが，そこら辺りをどこまで話し合って，２

年間情報を集めながらある一定の結論を出していくということの作業をこれからしていくことになる

のだと思います。いろいろ御意見をいただきましたが，今の様々な御意見に関しまして，事務局の方で

是非整理をしていただきまして，これからのスポーツの振興に生かしていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

それでは，本日審議をしなければならない議事は以上で終了でございます。皆様の御協力大変あり

がとうございました。そのほか，その他として，もう一つ議事が出ております。これは審議事項ではご

ざいませんが，事務局から説明をお願いします。 

 

魅力ある運動活動のあり方，子どもの体力向上支援プログラム，ひろしまこども夢スポーツ応援事業について 

 

スポーツ振興課長： お手元に配布しております資料について，御説明させていただきます。まず最初に，「魅力ある運動

活動の在り方」という冊子があろうかと思いますが，御覧ください。この冊子は，平成 22 年３月に作

成し，県内すべての公立中学校及び高等学校に配布したものでございます。中学生・高校生の運動活動

は，体力の向上はもちろん，生涯にわたってスポーツに親しむための基礎づくり，豊かな人間性の育成

など，生徒の「生きる力」の育成に大きな意義を有するものでございます。各学校では，運動活動の意

義を再認識するとともに，顧問を務める教職員が，個々の生徒の個性を把握し，理解し，その願いにこ

たえられるよう努力していく必要がございます。一方では，運動活動中の生徒の事故や教職員による体

罰，セクシュアルハラスメントなどの不祥事が後を絶たない状況がございまして，早急な対応が求めら

れております。そうしたことから，安全で活発な運動活動が行われるようにとの願いを込めまして，運

動活動の指導上の留意点を取りまとめ，この冊子を作成したところでございます。校内研修に使いやす

い内容としており，生徒の事故防止や運動部顧問の指針として活用してもらえるものとなっています。 

 次に，もう一つの冊子でございますが，「子どもの体力向上支援プログラム」でございます。この冊

子を御覧ください。本県が毎年実施している「児童生徒の体力・運動能力調査」及び文部科学省が実施

しております「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」の結果をみますと，本県の児童生徒の体力・運

動能力は着実に向上してきているものととらえております。しかしながら，小学生では握力，中学生で

はボール投げなど，全国平均を下回っているものもあり，まだまだ課題があると認識しております。 



このことから，この冊子を作成したものでございます。このプログラムの中で，小学校低学年及び中

学年の児童が積極的に外遊びを行ったり，スポーツに親しんだりする習慣や基本的な動きを身に付け，

小学校高学年及び中学校の児童生徒が体力を高めることができるよう，運動や遊びを紹介しているもの

でございます。例えば握力を高める運動遊びとして，「力試しの運動遊び」や「Ｓケン」など，また，

ボール投げの力を付けるために「用具を操作する運動遊び」や「六むし」などを紹介しております。本

年度は，この冊子と併せ，具体的な動きをわかりやすくＤＶＤに収録したものを県内すべての公立小中

学校に配布し，活用を促すとともに，その取組の好事例を全県に発信することとしております。この二

つにつきましては，スポーツ振興課で昨年度取り組み，本日会長に御就任していただきました小西先生

にも御指導いただきながら作成したものでございます。 

 最後に，資料はございませんが，本年度新規事業としてプロ野球の金本知憲選手のふるさと納税を活

用し，「ひろしま子ども夢スポーツ応援事業」と題する事業を実施しております。この事業は，広島の

小中学生にスポーツの素晴らしさや楽しさを伝え，スポーツを通じて，夢や目標を持つことの大切さを

学んでもらい，社会全体で子どもの健全育成に取り組む機運の醸成を図っていくため実施するものです。 

３年間の事業で，本年度は「野球」をテーマとしたスポーツイベントや，トップス広島などによるス

ポーツ教室を開催することとしております。今後６月の県民だよりに記事を掲載し，リーフレットを小

中学校や市町に配布する予定としております。以上でございます。 

小西会長： 以上三つの事業等の説明がありましたが，御質問等がありましたらお願いいたします。ございませ

んでしょうか。よろしいですか。 

それでは，以上で本日予定していました議事すべてを終了することが出来ました。皆様の御協力ど

うもありがとうございました。そのほかございませんでしょうか。 

久保田委員： 今日，開会のときに御心配されていたようですが，15 名の委員がおられて８名しか御出席がない。 

本日学校の先生方は，ほとんど御欠席。日程の問題もあると思います。欠席が悪いとかいうことを

私は申し上げているわけではございません。それぞれ御予定があるのですから。ただ，それぞれの団体

の立場を背負って，出られておられているということをもう一度御認識をいただきたい。私も認識をし

ますが，そうでないとこの会議は成り立ちませんし，審議会でありますから，その辺りの重要性をもう

一度認識をいただきたいということを是非お伝えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

植木委員： 私は総合型地域スポーツクラブにかかわっておりますが，スポーツ振興計画は私も作成に加わった

メンバーです。 

総合型地域スポーツクラブは地道に活動しておりますが，行政からの補助金も５％カットが続き，会

費を集め運営しなければならなくなりました。受益者負担で運営したいと思っておりますが，高齢者が

多くなると，何とか費用が安くならないかと相談があります。でも，自分の健康管理は自己責任でやっ

てほしいと思うのですが，そういうことは高齢者の方にはなかなか耳を傾けていただけない。 

スポーツ教室で親子教室，ソフトバレーや体力テストなどを実施しておりますが，３歳から高校生ま

で親子で来られますから，ここでスポーツ嫌いにならないように，ほかのニュースポーツでも遊ばせる

ようにしております。やはりこの辺りがスポーツクラブの一応原点ではないかと思っております。 

陸上競技では，地域の方や監督さんが一生懸命頑張られて，ジュニアの大会に出る選手も出ておりま

す。 

熊野町の総合型地域スポーツクラブは，95 歳からそれこそ２，３歳の方まで三世代の方々に活動し

ていただいております。その中で，高齢者向けのスポーツは何がいいかと今日も考えたのですが，吹き

矢など，あまり体が動かなくていいような種目も考えておりますが，体を楽に動かすようなスポーツが

あれば教えていただきたい。90 歳の方はまだグラウンドゴルフをやっておられます。その方は２km 歩



いて来られます。本当に皆さんのお手本となるような方で，私たちはすごく敬愛しております。そのよ

うな方を大切にし，地道に，会員さんの気持ちをしっかり考えながらやっていきたいという気持ちでい

ます。 

曾根委員： レクリエーション協会の方に御相談なさったらいいのではないかと思いますが。 

スポーツ振興課長： 地域で設立されております総合型地域スポーツクラブを訪問しまして，いろいろなニュースポーツ

であるとか軽スポーツに取り組んでおられる好事例を，ひろしま広域スポーツセンターのホームページ

に載せて情報発信をさせていただいております。そういったものの中から御要望に合うようなスポーツ

がございましたら紹介をさせていただきたいと思います。 

植木委員： ３月にノルディックウォーキングの先生に来ていただいたのですが，1,000 人いる会員の中から結

構高齢の方ばかり 80 人の参加がありました。初めての方や，腰が痛い方もできて非常に良いスポーツ

だと思います。 

小西会長： 今，久保田先生からは，いわゆる審議会の原点ということを改めて認識させていただいたというこ

とと，植木先生からは，別の視点からのスポーツの振興があるという御意見も最後にありましたので，

付け加えてよろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 


