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■令和元年度第 2回和歌山県スポーツ推進審議会 議事録 

・日時：令和 2年 2月 17日(月)10:00～11:50 

・場所：ホテルアバローム紀の国 4階 羽衣の間 

 

◆出席者：◎山下 郁夫（県体育協会副会長） 

     〇橋爪 静夫（学識経験者） 

      石本 倫章（県小学校体育連絡協議会会長） 

      鴻池 清司（学識経験者） 

小畑 晶子（学識経験者） 

雜賀 敏浩（県高等学校体育連盟会長） 

阪本 憲二（障害者スポーツ代表） 

      島本 久仁（県テニス協会副理事長） 

筋師 光博（県スポーツ推進委員協議会会長） 

      田村 光穂（和歌山県スポーツ振興財団常務理事） 

西脇 仁（県中学校体育連盟会長） 

      南 由佳（学識経験者） 

      室 みどり（学識経験者） 

     ※◎会長、○副会長 

 

◆事務局： 宮﨑教育長                          

松本生涯学習局長           

      橘参事兼プロジェクト推進室長事務取扱 

      高橋スポーツ課長 

川口スポーツ課副課長     

上野スポーツ課副課長       

      岡本スポーツ課企画振興班長  

      阪部スポーツ課プロジェクト推進室専門員 

      安井スポーツ課生涯スポーツ班長 

      安野スポーツ課競技力向上推進班長 

森健康体育課長   

      坂口健康体育課学校体育班長 

      中野ねんりんピック推進課長     

      前田ねんりんピック推進課総務企画班主査 

      新解障害福祉課主幹 
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 ◆概要                                   

１ 開会 

 

２ 教育長あいさつ  

  

３ 議題 

（１）令和２年度におけるスポーツ団体に対する補助（案）について 

   ～資料第１－１、２号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等〕 

 

（委員） 

競技力向上に関する項目の予算が減額になっているが、どのようにお考えか。 

 

（事務局） 

財政当局と原課で予算の必要性について議論を積み重ねたが、財源的な問題や他府県の

状況を見て、少し減少ということになった。 

減少したものの、県としては予算の効率化も考えていきたいと思っている。例えば、現

在行っている指導者に対する研修会も参加人数を増やして、回数や講師を厳選したりして

いきたい。また、強化合宿についても効果的な行き先を探していくというようなことをよ

り強くやっていきたいと考えている。今後も、競技団体と十分連携して競技力については

不都合のないようにしていきたい。 

 

（委員） 

他府県と比較して減額したとあるが、今は他府県と比較してたくさんの予算がついてい

るという理解でいいか。 

 

（事務局） 

他府県と比べれば、割と高いレベルにある。 

 

（委員） 

予算については、検討をする時間を確保するため、できれば一週間前に資料をいただき

たい。 

 

 

（２）令和２年度における本県スポーツ振興の取組について 

・令和２年度和歌山県生涯スポーツ振興事業方針（案）について  
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～資料第２－１号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等〕 

        

（委員） 

総合型地域スポーツクラブの推進育成事業の推進の説明で、登録認証の説明があったが、

登録認証は育成の推進ではなく、今あるクラブが登録するか否かの問題だと把握している。

県は、登録数を増やしていくという立ち位置なのか、それとも今あるクラブをもっと大き

くしていくとか、参加者を増やしていくという考えなのか。 

 

（事務局） 

まだ未設置の市町に呼びかけて新規開拓の働きかけをすると同時に、登録認証制度につ

いては登録に向けて、要件をクリアできるように指導していくという立場である。 

ただ、国の方針としても、量的拡大というよりも質的進化というふうに舵取りをされて

いるのでその辺も鑑みながら県としては未設置のところにも働きかけ、従来のクラブにも

従事させるような形で指導していきたいと考えている。 

 

（委員） 

要望だが、総合型クラブはまだまだ歴史が浅く、外から見て事業内容がわかりにくいと

感じている。他の事業と同様にわかりやすいものになればありがたい。 

 

（委員） 

総合型クラブは、人口の減少の問題などもあり、全国的に見ればちょっと力が弱まって

きたという感じがする。 

ただ、総合型クラブはスポーツの要素以外に町おこしのような要素もたくさんあると考

えている。例えば、災害が起こったときの連絡網として働いてくれる要素もある。そうい

う意味で、やはり和歌山県としては、そういうことでもリーダーになれるように総合型地

域スポーツクラブを作っていただければ大変嬉しい。 

また、モデル事業でやられるところについては、発表していただいて皆さんに広報してい

くということも非常に大事だと思う。 

 

（２）令和２年度における本県スポーツ振興の取組について 

・令和２年度和歌山県競技力向上対策基本方針（案）について 

    （令和元年度国民体育大会等本県関係選手成績等の報告含む） 

～資料第２－２、３号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等〕 
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（委員） 

国体についてだが、他府県も含めて開催県は開催後は強化選手が他府県に移り、どんど

ん順位が落ちてくるというのが通例である中、本県は 20位台をキープしている。やはり体

育協会の会長、仁坂知事が 20位台を目標とされており、その中で各競技団体及び県の皆さ

ん方、全員が一致協力してこの 20 位台を目指そうという気運になっているからだと思う。

やっぱり目標と言うのが非常に大事なので、努力すれば何とかなるというふうな目標設定

をしながら、全員がその目標に向かって進んでいってほしいと思うので今後ともよろしく

お願いしたい。 

 

（委員） 

ハイスクール強化校指定事業は具体的にどういう方向に進めていくか決まっているか。 

 

（事務局） 

現在、ハイスクール強化校指定事業については 2 年おきに指定をしており、ちょうど来

年度がまた新たに指定をする年になっている。現在は各学校から希望を募っているところ

である。どこの高校を指定していくかという部分については、事務局でも調整していると

ころである。予算が減少したこともあり、強化校については、見直しながらより適正なと

ころを強化していきたいと考えている。 

 

（事務局） 

もう少し具体的に説明すると、今年度は 28 校で 83 運動部を指定している。その指定の

おおよその基準として、前年に県の大会でベスト 4 以上になった学校が申請するような形

になっている。平成 30年度は 28校で 84部、平成 29年度は 27校で 78部、大体そのぐら

いを指定している。 

 

（阪本委員） 

1年単位で学校種目は変わっていくのか。できれば、継続していく方が成果が上がると考

えている。 

 

（事務局） 

基本的には 2年の事業っていう部分継続の事業という形で進んでいる。 

 

（委員） 

競技力向上対策事業について、和歌山県は他府県に誇れる成果を上げていると思う。和

歌山県の国体の成績は大体、定着して 40位台だった。国体が始まる直近でも全国最下位の

47 位になったという年もある。大体、和歌山県程度の人口規模の少ないところは 3 年から
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4 年経つと元の定位置に戻ってしまうのが通例であるが、4 年たって 22 位という結果を残

せた。こういった状況を見ると、国体が内々定した 10年前にゴールデンキッズプロジェク

トや、国体に向けての競技団体ごとのきめ細かな競技力向上対策事業の積み上げが国体の

成果として和歌山県にずっと根づいていると思う。これは和歌山が他府県に誇るべきとこ

ろだと思う。こういった競技スポーツの成果が生涯スポーツに非常に大きい役割を果たし

ている。そういう意味でいえば、事業の効率的効果的な実施ができるように、予算減少し

ても競技力が落ちないように体協の各競技団体との協力を得て進めていっていただけたら

ありがたい。 

国体の成績を今後にどうつなげていくかということが私たちの仕事だと思っている。体

協事務局、いろいろな関係者に敬意を表しながらお礼を申し上げたい。 

 

（委員） 

昨日のジュニア駅伝で田辺が優勝したように、今、田辺地区は、陸上が非常に強くなっ

ている。やはり指導者の非常に大きな役割があると考えている。中学高校生ぐらいの若い

人達はちょっと指導者が教えることによって、非常に成長が早くなると思う。働き方改革

ということで、一般の各高等学校で部活を担当される先生方が非常に少なくなっており、

何々部辞めるというふうなところが大変増えてきている。生徒の人口が減っていることも

あるが、指導者がいない状況にあるというのが現実だろうと思う。そのような資源を確保

することは非常に大事である。先生の補助、或いは技術の指導ができるような人たちを発

掘して、それぞれの学校で一つでも二つでも部活を復活させていただければなというふう

に考えている。そのへんについての予算もある程度つけるような検討をして部活動の維持

をご検討願いたい。 

 

（委員） 

今、言及があったとおり、生徒は何かしたいんだけれども指導者がないということが、

高等学校、中学校の部活動でかなり起こっている。体育の先生方も各校に数名となってき

ている。その中で人事異動も含めて、非常に運営が難しいというふうに高体連にも上がっ

てきている。いろんな人材を活用するとともに、国体で教員になった方々が学校で指導を

十分できているかという問題も含めて、これは全体でのお話になるが適正配置をしていた

だきたい。また、他府県から来ていただいた指導者、選手の力を十分お借りして、クラブ

活動を活性化したり、或いはエクセレントコーチに来ていただいてということで指導力を

上げていきたい。また、ここで問題になっている競技力の向上ですが、近畿ブロックを勝

ち抜いて国体までいくんやという、指導者はそう多くないように思う。そういう意思の持

った教員を同時にやっぱり育てていく必要があるかと思う。ここに挙げていただいたイン

ターハイは 50種目達成できるように頑張っているが、それと同時に、国体まで目指す指導

者という二段階で、各競技で戦略的に養成していく必要がある。そういうこともご一考い
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ただきたい。 

 

（委員） 

今の件について何か具体的な例はあるか。いわゆるエクセレントコーチの中で退職され

た方を指導者としてやっている学校はあるか。 

 

（事務局） 

毎年退職をされる先生方を調査して、実績のある先生にはお願いしている。再任用の方

で引き続き学校で指導されている先生も多い状況である。 

 

（委員） 

今、桐蔭中学校の外部指導員をしているが、中学生の体力のなさに大変驚いている。 

中学校では、競技種目の技術指導が専門でない先生らが配置されていたり、先生の人数

が少ないこともあって、平日はほとんど部活動を見ることができていない現状である。 

技術指導の部分と、体力の部分を分けて考えると効率的に人材を活用していけると思う。 

実際、和歌山信愛高校と田辺高校そして市立和歌山高校の女子のバスケットボール部と、

北高のバスケットボール部にトレーニングとランニングの指導に行っているが、週 7 日、

技術練習をしていたとろ、週 2 日トレーニングにあてる形をとったところ、競技力は向上

している。仕事を分離して、体力を上げる人、技術指導をする人と分けて考えれば、もっ

といろんな学校の競技力向上につながると思う。 

 

４報告事項 

（１）東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連について 

・活躍が期待される本県関係選手状況 

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレー 

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック事前キャンプ 

～資料第３－１、２号、資料第３－３、４号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等〕 

 

（委員） 

聖火リレーについて、事前に沿道で応援するような広報システムはもう出来上がってい

るか。 

 

（事務局） 

一昨日、東京の方でリハーサルがあり、視察をしたものによると、状況的にはスムーズ

にいけていない現状。今後、組織委員会と詰める中で、成功できるよる努力をしていきた
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い。周知については、例えば教育長会や校長会で広報して、各学校からもできるだけ多く

の生徒に見に来て欲しいという依頼を出しているところである。 

 

（委員） 

子供たちにとっては一生に一回の機会であり、それをできるだけ見るということも大切

なことだと思う。よろしくお願いしたい。 

 

（２）ワールドマスターズゲームズ２０２１関西について 

～資料第４号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等〕 

 

（委員） 

2月 1日から募集が始まっているが、申し込みはどれくらいあるか。 

 

（事務局） 

本県で開催する競技種目については、約 3,000名に申し込みしていただいてる。 

ただ、ライフル射撃については、銃器の持ち込み等の調整でまだ募集をしていない。 

これとあわせてダンススポーツについても、カテゴリーの調整で若干遅れており、でき

れば、今月中に何とか固めてということで要綱を出せるようにということで考えている。 

 

（委員） 

はい。和歌山県で何人ぐらいの目標ですか。 

 

（事務局） 

目標は 1 万 5,000 人。ただ、陸上でハーフマラソンの方ですね、上富田町で行うハーフ

マラソンについて、2日間で 1万人という計算になりますので、何とか近い数字には持って

いきたいと思っている。 

また、現在ハーフマラソンで 2,300名の申し込みがもうすでにある。 

 

（委員） 

外国からは何人ぐらい参加があるか。 

 

（事務局） 

外国からは 50名ぐらいである。 

 

（委員） 
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マスターズゲームズでは陸上競技の記録は公認記録にならないため、外国の方を呼びづ

らい状況がある。京都の陸上競技関係の募集人数がすでに上限に達している。今後も和歌

山の生涯スポーツの振興のために頑張ろうと思う。 

 

（３）第３２回全国健康福祉祭和歌山大会 

   （ねんりんピック紀の国わかやま２０１９）について 

～資料第５号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等〕 

 

（委員） 

ねんりんピックは大成功だったが、付き添いを入れたら何人ぐらい来県したのか。 

 

（事務局） 

大会関係者を含めて総勢 9,700名である。 

 

（４）児童生徒の体力向上に向けた取組等について 

・令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

   ・全国高等学校総合体育大会及びヨット競技大会について 

～資料第６－１、２、３、４号により事務局が説明～ 

〔質疑応答等なし〕 

 

（５）第１９回全国障害者スポーツ大会について 

～事務局が台風の影響により開催中止になった旨を口頭にて説明～ 

〔質疑応答等なし〕 

 

５ 意見交換 

（委員） 

前から比べると国民体育大会の、国内に対する知名度がぐんと下がって、新聞に出され

るのは、開催県だけという現状がある。 

韓国や中国は、非常にトップレベルを育成するのがうまい。トップ選手は国体よりも世

界を目指すように育成すべきだと思う。今の体育協会、或いはスポーツ庁は、国内だけで

とどまって、世界は目指していないように思う。国体の予算を世界に向けてはどうかと思

う。 

日本選手権、或いは世界選手権で誰がどのように優勝しているか、入賞しているかを一

覧表に出来たら良いと思う。 

47 都道府県の中で和歌山が全国に比べ、どのように予算が大きいのか、小さいのかまと
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めてほしい。 

 

（委員） 

高校生の甲子園へ出る選手は、甲子園へ出場したことが一生の中で、皆にも称えられる

し、また自信にもなっている。国体選手も実はそういうところがあると思う。そういう意

味ではもっと称えてあげたらどうだろうと思う。少なくとも和歌山版の新聞でもうちょっ

と大きな枠で、やっぱり称えてやって欲しいと思う。やはり、アスリートは国体へ出ると

いうことを一つの目標にして頑張っているから、新聞、或いはテレビのニュースなんかに

出れば大変励みになると思う。 

 

（事務局） 

成績優秀、3位以上の者は知事等に挨拶に行く機会があり、その時に新聞記者を呼んでい

る。今のところは地方紙程度になっているが、もっと一生懸命宣伝をしていきたい。 

 

６ 閉会 


