
1 
 

第22期 第 4回 滋賀県スポーツ推進審議会議事録 

 

１．日 時：  令和元年（2019年）7月 25日（木）14:00～16:00 

 

２．場 所：  大津合同庁舎3-A会議室 

 

３．出席委員： 太田 千惠子   大西 保    蔭山 孝夫   近藤 高代 

永浜 明子     橋爪 建治     山本 博一     山  秀錬 

横山 勝彦 

 

欠席委員： 小西 理    武田 哲子   田中 絢      中原 今日子       

橋本 孝子   藤村 一樹           （五十音順、敬称略） 

 

事務局 ： 金山理事、辻課長、南野室長、永井補佐、野瀬室長、西川補佐、 

藤居主幹、小山主査、柴原主任主事、長瀬主任主事、平山主任主事 

（オブザーバー）小田保健体育課参事 

 

４．次 第 
１ 開会                           

・県理事（スポーツ担当）あいさつ 
  ２ 議事  

・第 2期滋賀県スポーツ推進計画の進捗状況について 

     ・スポーツ実施率の向上に向けて 
３ その他 
４  閉会 

 

配布資料 

【会議資料】 
資料１ 第 22期滋賀県スポーツ推進審議会委員名簿（資1-1）・座席配置図（資1-2） 
資料２ 第 2期滋賀県スポーツ推進計画の進捗状況について 
資料３ 第 2期滋賀県スポーツ推進計画に基づく施策の実施状況（案）について 
資料４ 県民の運動・スポーツ実施率向上に向けた取組について 
 

【参考資料】 

   ・滋賀県スポーツ推進条例 
   ・滋賀県スポーツ推進審議会条例 

・第 3回審議会議事録 
                       

５．内 容 

（事務局） 
 ただいまより、第22期第4回滋賀県スポーツ推進審議会を開催させていただきます。本日の司会進行を

務めます、滋賀県文化スポーツ部スポーツ課の野瀬です。よろしくお願いいたします。 

本日の出席状況についてご報告申し上げます。本日の会議は、委員定数 15 名のうち出席者 9 名となっ

ています。定足数の過半数を満たしており、本審議会の条例第6条第2項の規定により、会議が有効に成
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立していることをご報告申し上げます。なお、小西委員、武田委員、田中委員、中原委員、橋本委員、藤

村委員の6名についてはご欠席の連絡をいただいております。 

本日の会議は、概ね2時間を予定しており、16時の閉会を目処に進めさせていただきますので、皆様の

ご協力をよろしくお願いします。 

本審議会は、「滋賀県スポーツ推進審議会会議公開指針」に従い、公開とすることで委員の皆様の了解

を得ております。本日の会議につきましては、傍聴定員10名に対し、傍聴者はございません。 

それでは本日の会議に先立ち、滋賀県文化スポーツ部理事 金山昭夫が挨拶申し上げます。 

 
（理事挨拶） 
滋賀県スポーツ推進審議会第4回の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。委員の皆様には、

平素より本県のスポーツ行政をはじめ、県政の推進にご支援ご協力をいただいておりますことに、御礼申

し上げます。また、本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきましたことに改めて御礼申し上げます。  

さて、本県では昨年3月に第2期スポーツ推進計画を策定し、早いもので2年目に突入しました。本日

は、この第2期計画の進捗状況等について、また、課題となっておりますスポーツ実施率の向上について

ご議論頂きたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

この 7 月から、来年の東京 2020 オリンピックに向けて聖火リレーのランナー募集が全国で始まってお

ります。ここ滋賀県におきましても、来年5月28・29日の2日間で、県内全市町を通るルートとしており、

現在、県実行委員会枠の聖火ランナーを募っているところです。24 日時点で 32 名の枠に対して 1,566 名

の応募があり、関心の高さを実感しております。 

また、7 月 17 日に開催されました公益財団法人日本スポーツ協会の理事会におきまして、2024 年に滋

賀県で国スポ・障スポを開催するという内定の承認をいただいたところです。 

ゴールデン・スポーツイヤーズに突入し、日本中がスポーツで熱く、元気になれるこの数年、滋賀県の

スポーツも皆様と共に盛り上げてまいりたいと思います。 

本日は、限られた時間ではありますが、本県のスポーツ振興についてご議論いただきたいと存じます。 

簡単ですが、開会にあたってのご挨拶に代えさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 
（事務局） 
審議会の配付資料の確認を行う。 

  
（事務局） 
 それでは、当審議会条例第６条第３項に基づき、「会長は会議の議長となる」こととされておりますので、

以降の議事進行は横山会長に議長をお願いしたいと思います。 
 
＜議事進行＞ 
（横山会長） 
 それでは、規程によりまして、ここから先は私が議長を務めさせていただきます。進行にあたりまして、

委員の皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 
 それでは早速、議事に移らせていただきます。議題の（１）「第 2 期滋賀県スポーツ推進計画の進捗状

況について」事務局より説明をお願いします。 

 
（事務局） 
それでは議題の（１）「第2期滋賀県スポーツ推進計画の進捗状況について」説明させていただきます。 
 
・資料２ 「第2期滋賀県スポーツ推進計画の進捗状況について」の説明 
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・資料３ 「第2期滋賀県スポーツ推進計画に基づく施策の実施状況（案）について」についての説明 

 
 

（横山会長） 
ただいま事務局から説明のありました内容について、ご意見などはございませんか。 
 

（太田委員） 
県障害者スポーツ大会の参加者数については、身障分野ではかなり高齢化が進んでいることや、荒天に

より大会が中止になり参加者が減ったということは聞いていますが、やはりどうしてもアクセスの部分に

問題があると思います。以前は市町から送迎のバスが出て、市役所に集まれば会場に行けるようになって

いました。現在も送迎（福祉）バスを運行されておられる市町もありますが、送迎バスの頻度も減ってい

ます。一人で会場に行けない方、見守りや声かけの必要な方も多いですし、市町の送迎バスの増加、ヘル

パー派遣制度や移動支援事業などの福祉分野での施策を施さないと参加者数は増えていかないと思います

し、そのためにも福祉分野との連携が必要だと思います。今参加してくれている人が引き続き参加できる

施策と、アスリート発掘事業の両方の施策を考えるべきだと思います。 
 
（事務局） 
参加してみたいという思いをもった方が、大会会場等へアクセスしやすい環境づくりが大切だと考えて

います。アクセスの点については、競技力向上対策本部会議でも出ておりまして、各市町の福祉部局や学

校現場等に課題について聞き取りをしているところです。 
 
（横山会長） 
 聞き取りを進められて、政策の実現可能性等はいかがでしょうか。 
 
（事務局） 
各市町においても限られた予算の中で福祉施策を進めておられる中で、以前よりはバスを提供してもら

える頻度が減っていると聞いています。整理したものはまだありませんが状況を把握して、競技力向上の

中でサポートできることがないか考えていきたいと思います。 
 
（蔭山委員） 
知的障害の部分はここには入ってないのでしょうか。 

 
（事務局） 
 スペシャルスポーツカーニバルのことかと思いますが、昨年度は荒天のため中止となったので、数字に

含まれておりません。 
 
（蔭山委員） 
アブダビで開催されたスペシャルオリンピックスに県から 2 名、バスケットボールとバドミントンで出

場し、銅メダルを獲得しました。21 日には栗東で報告会をし、募金が２００万集まったことも報告しまし

たし、かなりアスリートも指導者も増えてきています。湖南市・甲賀市を中心に理解が深まっておりまし

て、年々盛んになってきており、非常に喜んでいるところです。 
 

（山脇委員） 
公共スポーツ施設の利用者数にビワイチをしている人の人数は含まれているのでしょうか。 
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（事務局） 
ビワイチは、観光の側面もあるので、スポーツ・レクリエーションを目的とする観光入込客数の中に入

っております。 
 
（山本委員） 
子どもの 1 週間の運動・スポーツ実施時間について、平成 28 年と平成 30 年を比較したときに、県も下

がっているが国も下がっており、その差は縮まってきているという説明でしたが、おそらく時間だけの問

題ではなく、中身の問題として滋賀県では健やかタイムやチャレンジランキングなどに取り組んでいるな

ど、要因となりうるものは考えられますが、具体的にこの辺りの分析はされているのでしょうか。働き方

改革なども影響があるのでしょうか。 
 
（事務局） 
この調査では、体育の授業以外でどれだけ運動しているかという質問ですが、これまでも朝の時間や中

休みを使って積極的に運動するように各学校で進めてもらってきており、運動能力については、県単独で

の比較をしていくと伸びてきております。その上で学校によっては一定の成果があったということで、読

書などの違う活動に取り組むようになっていきているところもあります。そういった点で伸び悩んでいる

のもあると思います。働き方改革との関連性は今の時点ではまだあまりないと思っています。 
 
（太田委員） 
障害者の週１回以上のスポーツ実施率が 38.1％という数字はどのようにして出た数字なのでしょうか。 

 
（事務局） 
アンケート方式でとり、県の自立支援協議会を通じて直接アンケートを手渡しして、集めたものを集計

しています。後ほど詳しく説明させていただきます。 
 
（横山会長） 
アスリートと県内企業のマッチングについて、今後の展開はいかがでしょうか。 

 
（事務局） 
仕事をしながら競技を続けたいというアスリートと企業との繋ぎ合わせは以前からスポーツ協会と連

携して行っていましたが、今年度より無料職業紹介所として労働局に届け出をしまして、SHIGA アスリ

ートナビを作りました。この 4 月から企業訪問をしており、求人申込書を提出していただきたいというお

願いをしている一方で、選手の方からエントリーシートを提出してもらっているところです。SHIGA ア

スリートナビでのマッチングはまだこれからですが、実際問合せも多いですし、個別の面談を進めている

ところです。あとはやはり条件面で、選手側としてはどれだけ練習時間を確保してもらえるのか、企業側

にその点についてどれだけ協力していただけるのか、その辺りの間に入らせていただき、一人でも多くの

選手が安心して競技に取り組んでいただくことで競技力の向上につながるといった実例を作っていきたい

と思っています。 
 
（蔭山委員） 
以前アスリートでアーチェリーの選手を引き受けました。ただ個人競技でしたがプレッシャーに弱く、

その部分を我々もサポートしきれなかった部分はあります。甘やかしすぎたということもあるかと思いま

すが、良かれと思って早く仕事を終わらせていましたが、同僚との交流ができず孤独を呼んだのかなと。

友人が作れない、重要な仕事が任されない、また相談する人がいないなどがあったのではないかと思いま

すので、その辺りを今後の参考にしていただきたいと思います。 
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（横山会長） 
 アスリート側の事情の把握は、現在面談等で進められているかと思いますが、企業側の事情もお伺いし

て、ミスマッチが起こらないようにしていただければと思います。 
 
（事務局） 
アスリートを企業につなぐ前の面談をしっかりやっていきたいと思っています。マッチング後のフォロ

ーも進めたいと思っており、該当競技の担当の係員が、おせっかいなくらい関わっていきたいと思います。 
 

（横山会長） 

ありがとうございました。では、次に議題の（２）「スポーツ実施率の向上に向けて」事務局より説明

お願いします。 

 

（事務局） 

それでは議題の（２）「スポーツ実施率の向上に向けて」の話題提供として、説明させていただきます。 

 

・資料４ 「県民の運動スポーツ実施率向上に向けた取組について」の説明 

 

 

（横山会長） 

ありがとうございます。本日一番のテーマとして、ご意見・アイデアを委員の皆様からいただきたいと

ころです。それぞれのお立場から、積極的にご意見をお願いしたいと思います。 

 

（永浜委員） 

データの見方についてですが、国も県もスポーツができるであろう方々を母数としているのでしょうか。

例えば施設にいたり、入院していたり、そもそも運動ができない方もおられると思うので、実施率 100％

はあり得ないですよね。まずそもそも運動ができない方の数を算出し、その方々を除外した上で見ないと、

何を表している数値かがわからなくなりますよね。 

もしかしたら運動できない人を含んだ上で運動できる人が40％だったら、すでに良い数値かもしれない

ですよね。母集団を考えないとどこまで向上させればよいかという目標が設定できなくなると思います。 

 

（横山会長） 

但し書きとして調査方法を載せないとわからないということですね。 

厳密にいうと、可処分所得と可処分時間ですね。できない人ができない理由を考えた時に、お金がない、

時間がない、場がない、これが三大要素ですね。ただここまでを調査に反映させるのは難しいところもあ

ります。 

 

（事務局） 

回答される方がどういった環境にある方かということは、わからないところです。ただ、例えば国の調

査と同様に行った中で、国の数値と同等まで持っていくというのは、一定の目標として設定できるのかな

と思います。 

 

（永浜委員） 

 その点も結局、国の調査と中身が違えば比較できませんよね。 
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（事務局） 

 国の調査では「階段昇降」等が項目に入っていますが、県の調査ではもう少し項目を狭くしていますし、

今後その項目を合わせた中で比較することが大事だと思います。一方そうすると、経年比較ができなくな

るというジレンマもあります。この点は十分に検討していきたいと思います。 

 

（横山会長） 

一方で数値目標達成を求められているのもわかりますし、東京都はかなり大胆なことをしています。内

容を無視して実施率だけ上げるのでは意味がないですし、人間の運動をすべてスポーツと置き換えると、

実施率が上がるのは当たり前ですよね。農作業は労働ですからね。 

 

（橋爪委員） 

数値を単純に比較することは絶対にできませんが、これを県の施策にどうもっていくのか、何を調査し

て何をするのかという部分だと思います。例えばスポーツの概念では、これから流行りのeスポーツを入

れたら実施率は間違いなく上がります。ただそれをスポーツとして捉えて、数値が上がったから良しとす

るのではなく、体を動かして汗を流すのがそもそものスポーツだと私は捉えています。 

 

（横山会長） 

 もっと言うと、お腹にベルトを着けているのも運動と捉えれば、そういったことをされている方々も拾

えますから、数値は上がると思います。この点はスポーツの定義に立ち返る部分なので大変難しいとは思

います。 

 

（永浜委員） 

そこまで国と比較する必要があるのか、躍起になって全国に近付けるのではなく、滋賀県としてどうし

ていくかを考えるべきではないでしょうか。例えば農作業、階段昇降を入れないなど、滋賀県の中で定義

した身体活動をきちっと経年で見ていくことの方が大事ではないかと思います。数値だけを追ってしまう

と何を見ているのかもわからなくなるので、経年変化も見えてこないですよね。 

 

（横山会長） 

調査としても「運動・スポーツ」としているので、運動とスポーツを分けています。スポーツについて

は各種目でイメージできますが、運動について、身体活動はどう捉えるのかという点ですね。 

 

（事務局） 

 身体活動としてはウォーキングや軽い運動といった項目で挙げているが、聞き方については基本的には

国と同じような立てつけにしています。 

 

（蔭山委員） 

運動について、どこかで規定しておかないと、奈良県は散歩まで入れていますが、それで数値が上がる

では意味がないですよね。 

 

（山本委員） 

データの確認ですが、全国が平成28年から29年にかけて大幅に上がっています。ここについては何が

要因だったのでしょうか。 

 

（事務局） 

国の調査項目の中に、「階段昇降」等が新たに加わったことによると思います。 
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（山本委員） 

全国障害者スポーツ大会の認知度が平成 28 年は 21.2％から平成 30 年は 13.0％と大幅に下がっていま

す。ここについては何か理由があるのでしょうか。 

 

（事務局） 

平成 28 年は国体・全スポ両方を知っている、もしくはどちらかを知っているという質問にしていまし

たが、平成30年はそれぞれを知っているかという質問に変わっています。 

 

（山本委員） 

それではこの部分の比較については参考にならないですよね。 

 

（横山会長） 

調査方法が変わったのであれば、混乱を生むのでデータに載せない方がいいと思います。 

 

（蔭山委員） 

最近、野球をする人口が減っています。会社でも野球部を作りましたが、部員が入ってきません。甲子

園はにぎわっていますが、各中学に野球部がなくなって、私的な野球クラブへ行っている気がします。 

 

（横山会長） 

高野連は危機感を持っておられます。サッカーに取られていると。 

 

（事務局） 

滋賀県の現場におられる方の声を聴いていると、一時はサッカーに流れていきましたが、最近は野球の

人気も回復傾向にあるように感じます。ただ、単独ではチームが組めず合同で大会に出場している学校も

あります。 

 

（蔭山委員） 

８月に建設業の野球大会があります。多い時は62チーム程ありましたが、今は30チームない程です。 

 

（大西委員） 

野球チームについては、硬式・軟式のクラブチームが多くできています。学校でやるよりも、硬式を早

く始めたいという理由からクラブチームでやる子が多いです。部活動にも一応所属はしますが、登録の関

係でどちらの大会も出るということはできない。そういったことからクラブチームでやる子が増えてきて

いるのは確かです。 

 

（永浜委員） 

学校などでは、個人種目よりもチームの協調性ということでチームスポーツを重点的にやっておられま

す。しかしどこかで生涯スポーツを見据えると、結局最終的には個人競技になります。人が集まらないと

できないスポーツは結局続けられません。一人で体を動かすことが楽しい、楽しさを味わえる施策を県で

考えられないでしょうか。身体を動かすこと自体が楽しいと感じられれば、チームスポーツでプツッと途

切れないと思います。私は障害者に指導するときもチームスポーツも指導しますが、水泳やウォーキング

などの個人種目も必ず教えます。個人でスポーツができるような仕組みが必要だと思います。 

 

（横山会長） 

実施率向上が何のためにあるのかという部分ですね。実施率向上に向けて分析すると暗くなってしまい
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がちですが、例えば「なぜスポーツをしないのですか」だけでなく、「なぜスポーツをするのですか」と問

うことも大切ではないでしょうか。民間でも色々な取組をされていますし、ユニバーサルデザインの環境

にして、サポートをせずに自分たちでやってみようと思うような施設を作ったりと様々事例はあります。

やはり福祉の面での連携は非常に重要になると思います。ゆるスポーツも集団でやったり一人でやったり

とすごく増えている。民間レベルでやっているものを行政が取り入れたり、民間でしている人を発掘して

みるのもいいかもしれないです。スポーツの概念を増やすと実施率も上がるのではないかと思います。 

 

（永浜委員） 

 運動には色々な価値の側面があってもいいと思います。ただ最終的に運動を長く続けていこうと思うと、

運動そのものを楽しいと思えるようにならないと、他の理由はどこかで途切れてしまいます。例えば私の

行っているスポーツクラブでは、水泳という個人種目でありながら、ほとんどの人がチームを組んで練習

したり、誰かと喋りながらウォーキングをしたりしています。誰かと一緒にやることが楽しいという理由

もいいのですが、これは誰かが辞めると一気にみんな辞めてしまう危険性があります。しかし、水泳自体

を個人が楽しいと思っていれば、続くはずです。その身体活動自体が楽しいと思えるような何かをしてい

かないといけないとは思っています。 

 

（横山会長） 

運動をしない理由として、仕事が忙しい、機会がない、という理由と、したいと思わないという理由は

並列で考えてはいけないと思います。外的モチベーションだけで運動をさせようと思っても難しい。内的

な動機をどう考えるかで実施率は上がるのではないでしょうか。 

 

（近藤委員） 

高校の体育を見ていますが、女子は本当に運動嫌いが多いです。過度な運動ばかりしているわけではな

いですが、汗をかきたくない、しんどいことはしたくないというこの子たちは将来も運動しないのだろう

なと感じます。体を動かすことが楽しいと卒業するまでに思わせたいと思っています。運動が楽しいと思

わせる何かを根付かせることができないといけない。また３０代・４０代の子育てしている方・お仕事さ

れている方は本当に運動をする時間がないと思います。運動の好きな方はジムでも行こうかなと思うかも

しれませんが、近所の友達も汗かくし嫌、と言っていますし、そういった方を変えていくのは本当にパワ

ーのいることだと思いますし、難しいなと感じます。 

 

（横山会長） 

学生の中でしたくない理由として、下着の問題等もあるみたいですね。運動後にシャワーや化粧ができ

る環境がない、もしくはその労力が理由に運動するのをやめておこう、などの女性特有の悩みもあるよう

です。例えばワコールと提携するなど、運動するまでの問題を解決することも考えられます。共助の観点

で企業連携して、企業側としては社会貢献の一環と捉えていただけるようにできればいいと思います。 

 

（永浜委員） 

大学の授業でヨガやウォーキングを選択する学生はほとんどスポーツ経験がない子たちです。健康志向

は非常に強いので、義務のようにそれを自分に課して週一回の運動を体育の授業の中でまかなう。動機の

半分以上は健康維持です。彼らは授業終了後も継続していきます。ただそれは健康のために必要だと言わ

れているから、サプリを取るような感覚で、そういうある一定層の子たちは頭で思っているので一生続け

ていくと思います。 

 

（横山会長） 

ただそれは義務感から来るものですので、一般的に色んな政策という一つの手段ですよね。ナッジ理論
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と言って、知らないうちにやっているということがスポーツには大切だと思います。例えば臓器移植が日

本で進まないのは、日本ではやりたい人が手を挙げますが、進んでいる国ではやりたくない人が手を挙げ

ます。やりたくないとはなかなか言いづらいという心理ですね。日本は義務感でやらせることが多いので

実施率が上がらないのですね。発想を転換してアイデアを考えれば少しは上がるのではないかと思います。 

 

（山脇委員） 

スポーツ実施率については、国は階段昇降を入れているなら県でも入れるべきだと思います。例えば、

滋賀県では階段昇降をしている人だけをアンケートで抽出できないでしょうか。エレベーターではなく階

段を使っている人のことだと思いますが、滋賀県では階段昇降の入っているデータと入っていないデータ

とを分けて出せばどうでしょうか。そうすれば国の目標にも近づきつつ、滋賀県の経年変化も見ていける

のではないかと思います。 

また生涯スポーツについては、楽しみながらスポーツをしようということで、私たちは水辺のスポーツ

をやっておりまして、カヌーでしたら子どもからシニアまで楽しんでいます。みんなでやることもできま

すし、一人でやることもできます。ドラゴンボートについては、地域でチームをつくって大会に出ておら

れます。湖岸沿いに色々な大会があり、東近江や高島で開催されています。県下全体で祭りの一部でもあ

りますが、湖上スポーツに取り組んでおられますし、それも滋賀県らしいスポーツの取組の一つだと思う

ので、それを通じて水辺の楽しさがわかれば、みんなで漕ぐだけでなく一人でも漕ぎたいな、となったら

カヤックでもいいですし、最近ですとスタンドアップパドルなども流行っています。スタンドアップパド

ルは少しの時間でも相当な運動量があります。せっかくの滋賀県なので、スポーツの中に湖上スポーツが

入っていたらいいなと思います。アイドルグループがマイアミ浜から日吉大社までドラゴンボートに乗っ

たことが東京の番組で放送され、ネット上でヒットしているので、いい機会ではないかとも思います。 

 

(大西委員) 

運動が楽しくなければ続かない、体育の授業が好き・嫌いは一番大きな課題かなと思っています。これ

は中学生からではなく、小学生から２極化してきていますので、小さい時から運動に親しませることが大

事かと。体育の授業となると種目が限られてきますので、嫌いな種目が続くと体育嫌いになってしまいま

す。幅広く誰でも取り組めるような種目も取り入れるようにすることと、現在ある種目をいかに楽しく取

り組ませるかという指導力が必要だと思います。中学を卒業して社会人になる子も中にはいるので、最後

の機会になってしまいますので、それまでに楽しいものも見つけておかないと生涯スポーツに続かない。

自分が取り組みやすいものを中学生の間に身につけさせる・考えさせる機会を与える体育の授業が大切だ

と思います。ウォーキングやスイミングなど取り組みやすいものと、器械運動など取り組みにくいものが

ありますが、一般的に、将来続けやすい運動を学校の体育の中に取り入れて、続けていけるような仕組み

を作っていかなければいけないと思います。資料の中にあります、取り組めていない理由の中に「機会が

ない」ことが非常に大きいのではないかと思います。中学校では週3時間の体育の授業がありますが、そ

れだけでは身に付かないので、特に部活動で取り組んでいない子供たちに対して工夫、改善しなくてはい

けないのではないかと思います。 

 

（太田委員） 

障害者スポーツ実施率について、県や市町の自立支援協議会作業所等では、知的障害の方が多く、回答

する人は支援を受けている人が多くなると思います。例えば障害者スポーツ団体に調査に行けば数値は上

がりますが、市町の更生会（厚生会）などの障害者団体に調査をすれば数値は低くなると思います。まず

は経年比較ができるように母集団の対象の精査が必要だと思います。次回アンケートされる時は一緒に考

えたいと思います。 
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（橋爪委員） 

結局、実施率の向上が何につながるかと思うと、やはり健康だと思います。滋賀県スポーツ協会でも競

技スポーツはもちろん生涯スポーツにも力を入れています。例えばラジオ体操では地域によっては開始す

る時間もばらばらですが、ある施設では決まった時間にラジオ体操の映像を流されています。すると自然

とそこに人が集まり体操をされる。そういった小さな積み重ねですが、できることから始めていかないと

いけません。私は健康につながるには、ある程度のしんどさがないといけないと思っています。しんどい

ことを続けるためには、その運動が好きであることが必要ですし、健康になるという意識が必要です。例

えば自転車も一人で坂道を登っていくことは誰でも嫌がりますが、みんなで景色を見ながら行くと楽しさ

を感じます。継続すると逆に坂道の苦しさを味わいたいという人も出てきます。そういった苦しさを楽し

みたいといったことも一つの動機づけですし、どこの機会でもできるようなところを提供していかなけれ

ばいけないと思います。 

 

（横山会長） 

つまりターゲティングしてということですね。全て一緒にしてしまうのではなく、そういった層に注目

して少し工夫して持っていくということですね。 

 

（蔭山委員） 

先日、新宿へ行ったときに公園で100人くらい集まってラジオ体操をしておられました。聞くと毎日や

っていると仰られていました。中国へ行くと太極拳が広くされていますが、地方でも町内で広がればいい

ですが、なかなか日本では少ない。町内会でリーダーがいればみんなを引き付けるのですが。 

 

（横山会長） 

中国では公園に健康器具を点在させて、自然と器具でトレーニングができるようになっているところが

あります。滋賀県にもそういった場所があるといいですね。人間の心理で同世代の方がされていると自分

も、という気持ちになります。また、ゴミ拾いも運動に入れてみてはどうでしょうか。そういった活動も

多々ありますよね。 

 

（近藤委員） 

どこまでが運動・スポーツの定義かわかりませんが、希望が丘の芝のところに家族連れが非常に多く来

られており、そこで家族でテントを張って、子供とボールを蹴ったり、とされています。それも運動・ス

ポーツに入ると思います。どこかへ行ってスポーツをすることやジム等だけでなく、それも運動・スポー

ツなのかなと思います。 

 

（横山会長） 

ここで難しいのは安全管理の問題で、今は公園でキャッチボールもだめですよね。公園でキャッチボー

ルや走ったりすることは規制が多くてできなくなっています。規制を緩めれば運動する機会が身近にある

のではないかと思います。 

 

（近藤委員） 

近くの公園から久しぶりに子どもの声が聞こえたので覗いてみたら、ゲームをしている子どもの声でし

た。そのような現状もあるので、子供のころから体を動かすということが自然にできていないですし、汗

をかくことを非常に嫌がる子たちが多いので、改善していければと思います。 

 

（山本委員） 

スポーツ実施率の向上について、週1日未満の方が約3割おられます。このうち月に1回から3回運動
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をされている人については、あともう少し運動をしてもらえるようになれば、週1回に達するので数値が

上がることになります。ここの部分を上げられれば、とも思います。また「機会がない」という理由につ

いて、場所がないのかプログラムがないのかといったもう少し詳細に分析することも大事だと思います。

スポーツの定義は、国と同じレベルにしていくとするなら、それでよいかと思いますが、健康を目的とす

るなら農作業も重い肥料を持って撒いて歩いたり、草刈りをしたりと、ものすごい運動量となるのでスポ

ーツとも感じられます。ちなみに階段昇降は特別なものとしてやっておられるのでしょうか。 

 

（事務局） 

捉え方としては日常の階段の昇り降りです。エレベーターを使わずに階段を使うといったことだと思い

ます。 

 

（山本委員） 

それは楽しいのでしょうか。犬の散歩とウォーキングの違いも分かりにくい気がします。やはり運動・

スポーツの定義をより広義に捉えれば、データの数値ももう少し上がる気がします。 

 

（横山会長） 

国の調査では細分化されて出ているはずです。目的等は言葉で書かなければならないのですが、その言

葉の定義や概念を押さえておかないと理解は得られないと思います。健康は身体的なことばかりに感じま

すが、心の健康・社会的な健康の面でスポーツが果たせる役割もとても大きいと思います。「Well Being」

つまり「良い状態」というのが健康に変わる概念として押さえたほうがいいと思います。アンケートを取

る前提として、共通理解を押さえておかないと数値だけでは意味がなくなってしまいます。 

 

（蔭山委員） 

ユナイテッドですが、25～26歳で野球を引退した後、就職を援助する企業を増やしていきたいと思いま

す。セカンドキャリアの形成だけではなく、デュアルキャリア、現役でやっている時の職業訓練など、行

政として取り組むべきだと思います。 

 

（事務局） 

運動習慣化を何のためにやるのかという定義はしっかりもたないといけないと思っています。健康だけ

ではなく、やりがいや達成感など、健康とは別の部分もしっかりと押さえながら、今年度は運動習慣化に

向けたモデル事業にも取り組んでいきます。運動習慣を身につけてもらうにはチームスポーツも大事です

が、個人スポーツもアピールしていきたいと思います。また湖上スポーツについては、週末に来年度のオ

リンピックの事前合宿でニュージーランドのボートのジュニアチームが来ています。近江大橋の上からで

も観覧いただけますので、興味のある方は是非ご覧いただければと思います。またプロスポーツについて

も非常に重要だと考えておりまして、今年度から県庁内で毎週プロスポーツチームの試合日程等を放送で

お知らせしております。まずは県庁の中からですが、滋賀県全体にスポーツを盛り上げていきたいと思っ

ておりますので、引き続きご支援の程よろしくお願いします。 

 

（蔭山委員） 

 トライアスロンも年々盛り上がってきていると思いますし、企業チームも沢山出てきてくれるようにな

ってきましたので、こちらについても支援をよろしくお願いします。 

 

（横山会長） 

委員の皆さんありがとうございました。では本日の議事は全て終了いたしましたので、事務局に進行を

お返しします。 
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（事務局） 

横山会長ありがとうございました。皆様ありがとうございました。 
それでは閉会にあたりまして、滋賀県スポーツ担当理事の金山が挨拶申し上げます。 

 
（理事挨拶） 
本日は、第 2 期スポーツ推進計画の進捗状況等について、また、スポーツ実施率の向上について熱心に

ご議論いただき、誠にありがとうございました。皆様からいただきました貴重なご意見を踏まえまして、

第 2 期滋賀県スポーツ推進計画をしっかりと前に進めていけるよう、また、県民のスポーツ実施率向上に

向けてできることから施策に反映していきたいと思っております。 
委員の皆様には、引き続き本県のスポーツ振興施策の推進にご支援、ご協力いただきますことをお願い

申し上げます。 
本日は誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 
（事務局） 
以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 
 
 
※文中のゴシック文字には、割愛・省略があります。 


