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開 会 

 

（小林 眞 市長） 

本日は、平成30年度第２回目の会議になります。第１回目の会議では、総合保健センター移

設に伴うこども支援センターの役割について協議し、情報共有や良い意見交換ができたと思い

ます。今回も皆さんで忌憚のない意見を出し合い、市長部局と教育委員会が連携し、より良い

教育環境の整備に取り組むことができれば良いと考えています。 

早速ですが、本日の会議を進めてまいります。本日のテーマ１つ目は、「市内小学校スポーツ

活動及び中学校部活動の充実に向けて」です。この件については、平成28年度、29年度に引き

続き、３回目の意見交換となります。これまで学校現場の現状、問題などを協議し、子どもた

ちのスポーツ環境の充実に向け、取り組んでまいりました。 

まずは、政策公約である「外部指導者へのスポーツ保険料の支援」の平成30年度の実施状況

について、及び今年度策定予定としている｢八戸市小学校スポーツ活動･中学校運動部活動指針」

の策定状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

 

テーマ ⑴市内小学校スポーツ活動及び中学校部活動の充実に向けて 

  ①平成30年度外部指導者へのスポーツ保険料支援の実施状況について 

  ②八戸市小学校スポーツ活動・中学校運動部活動指針の策定について 

 

（教育委員会 学校教育課 中村課長  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございます。活動指針の策定、大変ご苦労様でした。私から少し質問がありますが、

年度途中に外部指導者に変更があった場合は、新しい方には保険が適用にならない感じですか。ま

た、４月当初からの保険適用が難しいとのことでしたが、手続きの関係で遅れるということですか。 

 

（学校教育課 中村 課長） 

  年度途中からの変更には、対応できないとのことでした。また、保険会社に確認したところ、４

月当初からの保険適用のためには、４月 10日までに申し込む必要があるとのことです。 

 

（小林 眞 市長） 

  分かりました。ありがとうございます。それでは、事務局から外部指導者へのスポーツ保険料の

支援、八戸市小学校スポーツ活動・中学校運動部活動指針の策定について説明をいただきました。

委員の皆様から、ご意見、ご感想、今後の課題等について、お伺いしたいと思います。順次、発言
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をお願いします。油川委員からお願いします。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

  今までの説明にもありましたが、部活動は心身を鍛え、人間関係を醸成してくれるものであり、

義務教育の質を維持する上でも、学校教育になくてはならないものだと思います。昨今、教員の働

き方改革が叫ばれている一方で、学習指導要領の改訂に伴い、教員はこれまで以上に教材研究にか

ける時間が必要になってくるという相反する状況において、このような指針を作成していただいき

ましたことは、大変意義深いことだと思いました。 

  まずは、感想を３つほど述べさせていただきます。外部指導者への保険料支援が実施され、この

恩恵は多岐にわたると思っております。各小・中学校において、外部指導者が増加傾向にあるとい

うことからも成果を実感しており、この事業をさらに周知することによって、外部指導者の確保の

一助になることと期待しているところです。今後は相談窓口や指導者バンクの設置も必要になるか

と思いました。 

次に、スポーツ活動・運動部活動指針についてです。内容を見ますと、スポーツ庁のガイドライ

ンと県の運動部活動の指針との整合性がバランスよく図られていると思いました。特に休養日と活

動時間の設定や女子のスポーツ障害の注意喚起など、健康管理にも配慮されていると思います。一

方で、八戸市の独自性もあり、スケート部についての記載などは「氷都八戸」にふさわしいものと

感じました。 

  最後に、朝練習についてです。朝練習を行わないことが明記されたことは、働き方改革の面にお

いて望ましいことと思います。ただし、夏の部活動においては、熱中症対策という点を考えまして

も、将来的には比較的気温の低い朝に行うといった柔軟な対応が必要かと思います。 

  たくさんの時間をかけて丁寧に作成された素晴らしい指針について、各学校の先生方と共通理解

を持っていただきながら、遵守していただけたらと思います。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

  ありがとうございました。続きまして、大庭委員お願いします。 

 

（大庭委員） 

１点目は、スポーツ保険料の支援についてです。この保険料支援が、今後も継続されていくこと

に大賛成です。小・中学校における継続した指導者の確保が非常に困難になっておりますので、外

部指導者の環境整備のためにも、ぜひこの保険料支援事業は継続していただきたいと思います。 

  次に、スポーツ活動に関する指針についてです。指針の基本的な考え方、方向性については異論

ありません。よく体系的にまとめられていると思います。その中で、４点ほど感想を述べさせてい

ただきます。指針の小学校編、中学校編ともに、運動部活動の現状と課題として、継続して専門的

な技術指導のできる人材の確保が課題であると指摘しております。好きなスポーツに取り組みたい

子どもたちにとって、継続して指導が受けられるということは安心であり、その後の成長にも関係

してくると思われます。そういう状況の中で、小学校における運動部活動の方向性の中で、段階的

ではありますが、教員主体型から保護者主体型への移行を進めると明示したことは、私は良かった
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と思います。 

また、前回の総合教育会議でも話をしましたが、外部指導者への謝礼について述べさせていただ

きます。特に小学校の場合が多いかと思いますが、保護者が外部指導者になる場合は、基本的には

ボランティアでやっていただいていると思います。保護者会の了承を得る必要はありますが、年額

１万円位でも良いかと思いますが、学校によって謝礼支給の有無が異なっていたり、あるいは同一

校でありながら、部活動ごとで金額が異ならないように、外部指導者に統一した金額で謝礼を支払

うことができればと思います。また、外部指導者の委嘱については、顧問同士で進めず、必ず校長

が委嘱し、場合によっては、新任式等の機会に外部指導者も含め紹介し、懇談会でも情報交換をす

るなど、外部指導者の教育的意識も高める取組についても検討していただければと思います。 

  あと２つほど簡単に。１つ目は、活動の休養日の設定、部活動時間の設定が適切に明記されたこ

とは大変良かったと思います。また、時間等についても妥当であると考えます。 

  ２つ目は、部員数が少なく、単独チームを編成できない部活動の場合は、小・中学校ともに合同

チームの取組を検討するとありましたが、これもまた重要であると考えます。部員が減ることで、

子どもたちがやりたいスポーツがなくなることも考えられ、子どもや保護者にとっても「やらされ

ている」という気持ちになってしまいます。あくまでも、子どもたちが取り組みたいスポーツを保

護者と一緒に支えていけるような環境を作っていきたいと考えております。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

  はい、ありがとうございます。簗瀬委員お願いします。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

  スポーツ保険料の支援への意見は、省かせていただきます。 

昨年２月の総合教育会議において、指針策定の方向性が示され、何度も私見を述べてまいりまし

た。指針策定においては、国や県に倣うのはもちろんですが、八戸らしいスポーツ活動・部活動の

在り方になればと考えます。市小・中学校長会での申し合わせ事項を始め、八戸市は少し国・県と

違う立場をとっていますので、まったく同じにするのではなく、地域密着型教育のような「八戸ス

タイル」を持ってほしいと考えています。そういった意味でも、今回の提案された指針は、八戸市

の実情を詳細に分析して、変えるべきところは変える、段階的にやるべきところは段階的にやる、

慎重にすべきところは慎重にやる、というように、各学校現場に配慮されており、「八戸スタイル」

であると感じました。その点は評価したいと思います。 

  ２つ目は、昨年も話した内容になりますが、学校から完全に切り離されたスポーツクラブ、スポ

ーツ活動に対して、この指針がどこまで浸透するか懸念されます。学校が関与していれば、この指

針は徹底されますので中学校は大丈夫かと思いますが、徐々に小学校からスポーツ活動が切り離さ

れていることで、スポーツクラブから「この指針はうちのクラブには関係ありません」となる可能

性もありますので、そういう部分は考えていかなければなりません。そういうことも含めて、文言

の中に「教育的価値」や「教育的配慮」といった教育的な観点から進めていくことが強調されてお

り、小学校における運動部活動の重要性を考慮し、一方的に悪者にされていないことから、今回の

指針が非常に配慮されていると評価します。また、常に言われていますが、「勝利至上主義に陥らな
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い」や「児童生徒の発達の段階や個人差に配慮する」といった文言が吟味され、指針の中に追加さ

れている点も評価したいと思います。 

最後に、もう２点ほど私見を述べて終わりにしたいと思います。１点目では、先ほど大庭委員か

らは、教員主体型から保護者主体型に移行することは賛成との意見がありました。私は全面的に賛

成という立場ではありません。その学校の教員構成、学校規模、地域の実情、そういうものに応じ

て、柔軟に考えるべきだというのが私の考えです。教員主体であっても、指導する教員に対して勤

務の軽減や様々な協力・配慮が得られるといった状況にあればやっていいのではないかと。この指

針案について反対している訳ではありません。先ほども言いましたが、仮に保護者主体型に移行す

るにしても、「学校・教員は関係ありません」という立場をとるべきではないと思っています。 

生徒指導上のこともありますので、外部指導者や保護者、学校との間で綿密に連絡を取り、「今日

は何々君がちょっと落ち込んでいるので、励ましてあげてください」とか、「今日はこういうことが

あったので、ちょっと配慮していただきたい」などといった情報交換が必要であると思います。指

針案の中に「施設開放や情報共有等を行う」との記載がありますので、「情報共有」という文言が、

そういう意味を指していると感じていますので、この点についても十分に浸透させていただければ

ありがたいです。 

最後に、休養日と活動時間の設定についてです。個人的には、小学校での活動時間の延長を認め

ても良いと思っています。教員主体型や保護者主体型のいずれであっても、勤務の都合があります

ので、どうしても行くことができず、指導できないという期間が発生すると思いますので、そのよ

うな部分を配慮してあげる必要があると思います。中学校のように３週間とは言いませんが、事情

がある場合は、柔軟に対応しても良いのではないかと思っています。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

  ありがとうございます。最後に武輪委員からお願いします。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員） 

  最初に、外部指導者へのスポーツ保険料支援事業についてですが、私もこの支援について大変良

い取組だと感じております。指導者の方が安心して指導できるよう、これからも引き続きお願いし

たいと思います。また、アンケート結果からの改善点などの対応についてよろしくお願いします。 

次に、小学校、中学校の部活動についてです。私もこの指針をこのような形で出していただいた

ことを感謝しております。このような指針ができたことで、これから教員主体型から保護者主体型

へ移行する小学校・保護者にとっても、具体的な例を基にガイドラインのように活用いただくこと

で、円滑に移行を進められると感じております。ただし、保護者からすると、保護者主体型という

のは本意でないかもしれません。先ほど簗瀬委員からありましたが、保護者主体型や地域主体型だ

としても、八戸市の指針に則り、それぞれ連携しながら活動していただきたいと思います。 

  中学校についても、様々な課題もあるかと思いますので、それを具体的に解決していく必要があ

ります。先ほどもありましたが、団体競技において、単独校でチームを編成できず、小学校から継

続して部活動ができない、入学する中学校に希望する部活動がないといった問題があるかと思いま

す。先生方の配置によって部活数を減らす必要があるかもしれませんが、いずれにしましても、子
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どもたちのために関わってくださる外部指導者の方々、そして先生方、保護者を始めとする大人た

ちがそれぞれ歩み寄って、学校生活の一部となる部活動を今までと同じように、また、より良い環

境になるように作っていただきたいと思います。 

ここにおられる皆様が出席されたことがあると思いますが、市中体の開会式を思い出していただ

ければと思います。県内１を誇る選手団の入場行進、吹奏楽、合唱、各校の応援団、あの開会式か

ら２日間、３日間にわたり開催され、毎年大変感動をしております。あの様子を拝見すると、やは

り八戸市の中学校部活動がよりよい形で行われており、それにより培われた良さを伺える場面だと

思います。少子化によって児童生徒数が減少するとともに、学校に関わっていく保護者も減ってい

きます。保護者にも小学校の見守りなど様々な負担があるかと思いますが、子どもたちのために保

護者、外部指導者、先生方が一つになってやっていただきたいと感じています。 

最後ですが、平成 32 年度以降、平成 32 年はないのでしょうけれども、今後の取組の中で、部活

動指導員配置促進事業を活用した支援体制を検討するというのが出ました。これに対して大変期待

するところでございますが、この支援事業が子どもたちのためにより良い形であることを期待して

おります。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。それでは最後に、伊藤教育長からご発言をお願いします。 

 

（伊藤 博章 教育長） 

  ４人の委員さんがお話しされ、共通する部分もたくさんありましたが、ポイントだけ申し上げた

いと思います。まず、今年度から始まった「外部指導者へのスポーツ保険料の支援」によって、外

部指導者が安心して指導できる環境が整備されたと思っています。私自身も中学校現場で部活動に

関わってきた立場ですが、これまではスポーツ保険料を PTA 会費、あるいはクラブ、部活動の保護

者会から払っていました。また、聞くところによると、地域に移行した団体では、外部指導者自身

が払っているということもあるそうです。そのような中、行政から外部指導者へのスポーツ保険料

の支援が実現できたことは、外部指導者の導入に大きな支援、後押しになっていると思います。外

部指導者全員の安全とが担保されたということは、安心して指導できる環境整備につながり、これ

は大変大きいことだと思います。特に運動部活動においては、指導者の怪我がまったく無いとは言

い切れませんので、安心して児童生徒を指導できるという点で非常に大きな意味があります。 

先ほどのスポーツ保険料支援の説明資料の中に、アンケート結果が記載されていました。年度途

中における外部指導者の変更があった場合は、保険加入を検討して欲しいという項目がありました。

これは、多くの外部指導者において、現役の保護者が務めていることが多いからだと思います。中

学校であれば、３年生の６月の中体連や県大会が終わりますと、一般的には次の保護者にバトンタ

ッチをします。バトンタッチ後の保険料については、学校側で掛けているというのが一般的だと思

います。たくさんの事案があるわけではないと思いますので、後期の外部指導者にも対応できるよ

う、早めに考えた方が良いと思います。 

４月当初からの保険加入という点は、難しい問題があります。４月は校長先生や顧問の先生の人

事異動、PTA役員の異動があります。４月 10日までの申込期限となると、すでに前年度の体制の時
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には外部指導者が確定していなければなりません。４月 20 日までに申込みをすると 21 日から適用

になるそうです。中学校の春季大会が 4 月末であることを考えますと、その春季大会には保険が掛

かっていた方が良いと思いますので、是非この点は早めの検討をお願いします。 

  次に、スポーツ活動・運動部活動指針についてです。私も大変熟読をさせていただきました。平

成 28 年度、29 年度の総合教育会議においても、スポーツ活動や部活動の現状について意見交換を

行いました。その際に、スポーツ活動や運動部活動のあり方について、一定の方向性を示す必要が

あるのではないかとなり、今回の市独自の指針策定に至りました。私もこの指針を２～３回繰り返

し読み、大変良い指針を示すことができたと思っています。先ほど、簗瀬委員が「八戸スタイル」

と言いましたけれども、八戸市独自の視点で作られている点です。国や県の指針もありますが、あ

くまでも一般的なものになるので、この地域に見合っているかどうかが大切になります。そういう

意味では、市内の小学校、中学校の置かれた現状を良く把握し、保護者や地域の関係を熟知した上

で、この指針を策定しているという思いを強くしました。今後１番の課題は、これをいかに周知し

て活用を図っていけるか、という点だと考えていますので、外部指導者への研修会のあり方等も含

め、市教委として再び検討しなければなりません。 

そして、学校、保護者、地域が一緒になり、学校づくりや地域づくり、そしてまちづくりをする

という発想をもとに、地域密着型教育を進めてきましたので、子どもたちのスポーツ環境の整備に

ついても、学校のみならず、保護者や地域の方々と情報を共有していくことが大切であると感じて

おります。私も大変良い指針を作っていただいたと思います。ありがとうございます。 

 

（小林 眞 市長） 

  ありがとうございました。それぞれ貴重なご意見をいただきました。このような素晴らしい指針

をまとめていただきました。まずもって、この指針をまとめてくださった、アドバイザーの皆様、

小学校、中学校部会の皆様、そして事務局の皆様に対し、議長として心から敬意と感謝申し上げま

す。 

  ただ今の委員の皆さんのご発言の中で、文言の修正等はありませんでしたので、総合教育会議と

しても、この方向でまとめることを了解したということで進めさせていただきます。本日いただい

たご意見を踏まえながら、実態に即して「八戸スタイル」として、柔軟な形で運用していければと

思っております。その中で、現場からの意見や質問等が出てきた際には、相談に応じて適切なアド

バイスができるような体制を構築していただければと思います。 

  また、教員主体型から保護者主体型へ指導体制を移行するとの話もありましたが、教員の仕事が

忙しいから移行するのではなく、保護者が参加者として関われる環境を整備するということが、よ

り充実したスポーツ環境の形になっていくということを、関係者で協議しながら進めていただけれ

ばと思います。そこだけ、気になったところでした。 

この前、苫小牧に行った時の話になりますが、以前はアイスホッケーの環境を作るため、保護者

が一緒になって、校庭に氷を張っていたそうですが、最近は保護者もきつくなってきたとのことで、

さすがにやれなくなったと話していました。その辺も応援していただければという私の感想です。 

  それでは、了承するということでよろしいでしょうか。それでは次に参りたいと思います。 
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テーマ ⑵八戸市スポーツ推進計画について 

 

ここまで、子どもたちのスポーツ活動・部活動の環境の充実について話をしてきましたが、今年

度、当市ではスポーツを核としたまちづくりを推進するため、八戸市スポーツ推進計画を策定する

予定としています。 

スポーツは、青少年の健全育成などの教育的価値はもちろんのこと、スポーツを通じた観光振興

や新たな産業の創出など、八戸市の活性化に資するものであると考えています。策定にあたっては、

各専門分野の委員の方から意見を頂戴するとともに、学校教育・生涯教育等の教育的観点からも意

見を伺いながら、当市のスポーツ環境の充実、推進に努めてまいりたいと考えております。 

それでは、八戸市スポーツ推進計画について、スポーツ振興課から説明をお願いします。 

 

（まちづくり文化スポーツ部 スポーツ振興課 下村課長  資料に基づき説明） 

 

 

（小林 眞 市長） 

 ありがとうございました。ただ今、説明のあったスポーツ推進計画について、委員の皆様さんから、

今後のスポーツ振興に対するご意見、ご感想などをお伺いしたいと思います。それでは今度は武輪委

員からお願いします。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員） 

  第６次総合計画の「地域スポーツの活性化」、「氷都八戸の再生」という中で、この八戸市スポー

ツ推進計画の策定に向けた資料や様々なデータを拝見し、八戸市のスポーツに関する実情を知るこ

とができ、大変意義深いと感じております。資料の中に、活動状況や市民の意識調査等のデータが

ありますが、勉強不足で八戸市にウェイトリフティング協会があることを存じ上げませんでした。

また、健康上、運動不足と感じつつもスポーツをしていない市民が大半であることも分かりました

し、本当はスポーツを楽しみたいと思っても、なかなかできていないということだと感じました。 

少子化や人口減少に伴い、それぞれのスポーツ協会や連盟において、競技人口の確保のために努

力されており、努力をせざるを得ない現状もあるかと思います。私自身のことを申し上げますと、

私は子どもの頃、実は大変に運動が苦手でした。走るのも遅い、体は硬い、逆上がりもできない、

跳び箱が跳べない、二重飛びができない、本当に今から考えますと、特に小学校３～４年生の時の

体育の時間は苦痛でした。人前で出来ないということは恥ずかしいということに繋がって、苦手意

識を非常に強く持ってしまいますので、そういった気持ちは非常に良く分かります。それでも今は、

スポーツは楽しいと感じておりますので、うみねこマラソンにもエントリーしており、下手でも遅

くても楽しむことができています。何かのきっかけで楽しいと感じられれば、次へのステップに繋

がるのではないかと思います。 

今年度、小学校の図書館を使った調べる学習コンクールに入選した作品の中に、西園小学校４年

生の蛯名さんという方が、「スポーツが教えてくれた感動のストーリー」と題して、スポーツについ
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て図書館で調べ、まとめたものを読ませていただきました。蛯名さん自身も運動が苦手だったけれ

ども、八戸市にある様々なスポーツを体験して、こんなことを述べております。「剣道やフィギュア

スケート、柔道、レスリング、馬術など、ある一定期間の中でいろいろなスポーツを体験して、そ

の中で優しい先生に出会った。友達とも出会って、家族の支えや援助があって」と述べ、、最後には

「スポーツの楽しさを教えてくれた今回の経験を他の人にも伝えたい。」という形で締めくくってお

ります。メダリストたちの関連の本を調べて、色々なことを書いておりましたが、とても興味深く

読ませていただきました。スポーツの楽しさが分かれば楽しむことができるということを、彼女も

知ってくれたのだと思います。 

  私なりに「氷都八戸の再生」ということを考えましたので、お話しさせていただきたいと思いま

す。「氷都八戸の再生」という部分では、市民の多くが、これからできる長根屋内スケート場の活用

に注目し、期待していると思います。資料を見ますと、八戸市スポーツ協会全体の競技人口の中で、

スケート協会の競技人口がわずか 0.5％である点は、ちょっと懸念されるところではありますが、

まずは八戸市民に新しくできる屋内スケート場に来ていただき、スケートを楽しむということを前

面に出していただきたいと思います。そのＰＲの一つとして、屋内スケート場のリンクでヴァンラ

ーレ八戸や青森ワッツの選手たちにもスケート靴を履いていただいて、トレーニングの一つとして

スケートを取り入れてもらうことができないでしょうか。また、引き続き、岡崎選手などのメダリ

ストやスケートで活躍した選手から、直接子どもたち、大人たちに指導していただくような環境が

大切だと思います。イベント会場としての利用はもちろんですが、八戸らしく「八戸市民は全員ス

ケートが滑れます」というような意気込みで、市民にスケートを楽しんで滑ってもらうことや、休

憩所は「本のまち八戸」らしくブックカフェとして活用するなどといった部分も検討していただけ

ればと思います。また、「スポーツをする・観る・支える」という観点からも、大会の時には大小に

関わらず、多くの方で盛り上げられるような継続性のある施策が求められます。資料にもあります

が、市民アンケートの中で、年代別の実施しているスポーツを見ますと、ジョギング等はあります

が、スケートがありませんでした。「氷都八戸の再生」という意味で、競技人口だけではなく、八戸

市の楽しむスケート人口を増やす試みが出来たら良いと思いました。「スケートが日本一好きなまち

八戸」と言えるような形になればと思います。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

 具体的な提案、ありがとうございます。簗瀬委員お願いします。 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

  今回の策定作業、ご苦労様です。今回このような計画が策定されていることを詳細に知ることが

でき、教育関係者として関われることに、改めて責任を感じました。 

  私の経験と教育という観点を踏まえて、少しお話ししたいと思います。資料の別紙２－２「スポ

ーツ推進施策体系」の中に、八戸市の既存事業が記載されています。その中に、スポーツ少年団の

運営事業というものがあります。些細なことかもしれませんが、この事業は、先ほどから議論され

ている教員主体型から保護者主体型、地域主体型に移行する際に、かなりのポイントを占め、重要

な位置付けになると思います。教員時代には、私もスポーツ少年団の理事や副本部長などをやらせ

ていただきました。そういった経験から、今まで学校と教員がスポーツ少年団の中核を担ってきま
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したので、切り離せないと感じている理由の一つです。スポーツ少年団は「八戸スタイル」として

やってきた経緯があり、伝統的に事務局を行政が務めてきています。以前は、保健体育課やスポー

ツ健康課など、現在は市長部局のスポーツ振興課で行っていることから、横の連携を繋ぐといいま

すか、行政の在り方からも今後残していきたいスタイルだと思っています。 

また、このスポーツ少年団の大会については、平成 26年度までは小学校長会がずっと共催してき

ており、主催者側として活動しています。平成 27年度からは後援という立場に変わっているようで

すが、それでも小学校長会がスポーツ少年団の大会を後援していますので、その点については大事

にしていく必要があるので、今後も学校と切り離すことは難しいと考えています。 

最後になりますが、氷都八戸という点から言うと小学校の体育科研究会がずっと伝統的に八戸市

内小学校スピードスケート競技会を今年も開催してきました。子どもは減少してきているのですが、

氷都八戸を守るために先生方が教科体育としてずっと運営してきているということも忘れられない

ことだと思います。ですから学校と切り離せない、八戸市はそういったスタイルが必要だというふ

うに私は思っています。 

  それからスポーツ少年団としても、栃木県や岩手県などとスケート交流会も開催している訳です

ので、氷都八戸の基盤づくりという点からも大事にしていっていただければありがたいなあと思っ

ております。ありがとうございます。 

 

（小林 眞 市長） 

 ありがとうございます。それでは大庭委員お願いします。 

 

（大庭委員） 

  先ほど今後の運動部活動の方針の中で、私が段階的に保護者主導型にするのは賛成だと言いまし

たが、学校から切り離すことと捉えられたかもしれませんので、少し補足いたします。これについ

ては、あくまでも先生が介在し、できない部分を外部指導者あるいは保護者が行うという意味合い

で考えております。根幹となる地域密着型という所については、それも地域密着型だという思いが

ありますので、ちょっと付け加えさせていただきます。 

 周りから聞いたことがあるのですが、もしも保護者主導型に移行した場合に、保護者が協力でき

ない場合は、自分の子どもを小学校の部活動に参加できなくなり、子どもの居場所がなくなるので

はと、お話しされていた方がいます。いろいろな課題があると思いますので、段階的に調整しなが

ら、地域に合ったものを作っていければと思います。 

  それでは、スポーツ推進計画についてです。初めてこのような計画を拝見し、今後のスポーツの

推進に必要な方向性であると感じております。屋内スケート場が建設されます。学校としてもスケ

ート教室の開催などを通して、スピードスケートに係わる子どもを増やすといった裾野を広げてこ

とが課題かと思います。それがやがてはアスリートの育成にも繋がっていくと思いますので、どの

ような連携、協力体制を作る必要があると思います。 

次にプロスポーツ関連で感じていることをお話しします。八戸市では主に３つのプロスポーツが

開催されています。特にその中でもヴァンラーレ八戸と東北フリーブレイズの二つについてです。

私もよく足を運び、応援させていただいているのですが、東北フリーブレイズの会場では、休憩時
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間になると、女性がトイレに行列になり試合が始まっても、中に入れないことがあります。観客が

多いことはた大変嬉しいことです。プロスポーツを見る子どもたちが増え、お父さんだけでなく、

お母さんも一緒に家族で来場されますので、受入側の態勢整備についても検討する必要があると思

います。また、選手のベンチ側の観客席は埋まりますが、反対側はあまり埋まらないように感じて

いますので、今以上に集客力を上げていく必要であると考えています。 

ヴァンラーレ八戸については、海が近いので風が強いのはしょうがありませんが、雨が降ると逃

げ場所がありません。一般の人は建物の中に入って雨宿りができませんので、そういい部分が不便

かと思います。もう一つは、会場までの交通手段をどう確保するか。Ｊ３への昇格関係の試合では、

バスも運行したと記憶しています。案内表示がなかったり、気付きにくかったりと、初めて行く人

は会場までたどり着くのが難しいのですよ。資料の中には、スポーツ観戦のリピーターが増えてい

るとあります。しかし、８割の人はスポーツ観戦にいかないとの数字もありました。そのギャップ

ですよね。一回でも興味を持って足を運んでくれれば、また見たいとの状況が生まれてくると思う

ので、まず１回でも足を運んでもらえるような工夫を関係機関が行っていくことが必要だろうと感

じています。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

 ありがとうございます。では、油川委員お願いします。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

 素案を拝見させていただき、八戸市の独自性を活かした大変素晴らしい計画となっており、八戸市

は常に成長していることを実感いたしました。１点に絞りまして感想を述べさせていただきます。 

 資料の 47 ページ、「2-5 本市のスポーツの取り巻く現状、取り組み状況から見る課題」の「⑴子ど

もから大人・高齢者の健康増進・体力向上」についてです。施策内容に「歩くこと」と明記されてい

ました。以前に私が得たデータになりますが、幼児の一日の歩数について、過去の調査では 12,000歩

だったのに対し、現在は 5,000 歩に突入し、幼児に必要な運動量は激減しているとなっています。４

ページの「⑤第２次健康はちのへ２１」の概要の中に、「本市では、子どもの頃から肥満傾向の割合が

高く、日常の生活に身体活動を取り入れる必要がある」と書かれていることから、八戸市スポーツ推

進計画と合わせて、八戸の地域を活かした特色のある運動の推進事業として、２つほど提案させてい

ただきたいと思います。 

 まず１点です。八戸市ウォーキングコースを紹介する冊子を作成してはいかがかと思いました。よ

ちよち歩きの赤ちゃんから高齢者まで、また障がいをお持ちの方など、あらゆる方が自分の体力に合

ったコースを楽しめるよう、年齢や距離、勾配、景色や季節感、車両の往来に考慮した史跡文化財巡

りコース、山巡りコース、海巡りコース、中心街巡りコース、スポーツシティコースなど目的を持っ

て楽しむことのできるウォーキングコースを設定し、紹介冊子を作成すると様々な年代の人が費用を

掛ける必要もなく、気軽に身体活動ができるとともに、八戸の良さを知ることができる機会になるの

ではないかと思いました。また、このような取組を八戸圏域全体で進めることで、８市町村の交流の

機会にも繋がるのではないかと思いました。 

 ２点目のご提案です。例えば、八戸市が運営するパークゴルフ場を子どもの国の中に設ける、もし
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くは八戸市内にすでにあるパークゴルフ場を官民連携で運営し、費用面で利用しやすい環境を作るこ

とはいかがでしょうか。例として、基本方針で示されている「誰もが健康で輝く」を実現するための

施策を２点提案させていただきました。以上となりますが、スポーツ推進計画は本紙の特徴を十分に

活かして作成されており、実現に向けて「する、見る、支える」を「見える化」する新しい取り組み

に大いに対応しているところです。お疲れ様でした。 

 

（小林 眞 市長） 

 ありがとうございました。最後に教育長からお願いします。 

 

（伊藤 博章 教育長） 

皆さんが言い尽しましたが、今後、市を挙げてスポーツ振興策が進行される中で、教育委員会とし

てもその一翼を担えるよう、さらに教育施策の充実が必要であると感じています。ご承知のように、

教員の多忙化や専門的指導者不足といった課題もありますけれども、今年の秋にはＹＳアリーナがで

き、来年の春にはフラットアリーナといった待望の施設が完成いたします。このような施設を子ども

たちに大いに活用いただき、スポーツの楽しさを感じて欲しいと願っています。氷都八戸に特化し課

題を考えますと、中学校では行っていませんが、小・中学生のスケート教室などの体験学習をいかに

充実させていくか、あるいは復活させるという点かと思います。また、教育という観点から、競技指

導者の育成や専門的指導を受けられる人的な環境整備という点も、非常に大切だろうと考えています。 

 岡崎選手の話が出ましたが、指導者によってスポーツへの意欲、技術力や競技力の向上にもつなが

るものと感じておりますので、この辺りも市長部局と教育委員会と一緒に様々な取組を考え低期待と

思います。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

 ありがとうございます。皆様から貴重なご意見をいただきました。八戸市スポーツ推進計画策定を

進めるにあたりまして、本日いただいたご意見を踏まえて策定を進めて参りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 八戸市の積極的なスポーツ振興とまちづくりを推進するため、第６次総合計画や製作公約に「スポ

ーツ推進計画の策定」を掲げ、今後の具体的な施策を検討しております。 

ここ 10年を振り返りますと、八戸市のスポーツ環境が大きく変わってきたと思います。東北フリー

ブレイズ、ヴァンラーレ八戸、青森ワッツというプロスポーツチームができました。青森ワッツの本

社は青森市になりますが、試合の数は八戸が一番多いことから、八戸市はバスケットボールが盛んな

地域と言えると思います。また、その他のスポーツチームに関しても、非常に盛り上がってきていま

す。そして、今年新たに３
ｽ ﾘ ｰ

×
ﾊ ﾞ ｲ

３
スリー

のチーム「八戸ダイム」が加わります。こちらは去年 12 月に会社が

設立され、現在選手選びをしておりますので、間もなくチームが立ち上がると思います。こちらは若

い人に大変人気のあるスポーツで、東京オリンピックの正式種目にもなっておりますので、八戸のチ

ームからオリンピック選手が生まれることに期待しているところです。 

 教育長からもお話がありましたが、ＹＳアリーナとかフラットアリーナといった環境も整ってきま

すので、これをフル活用して氷都八戸と言われるようなスポーツ環境を目指していきたいと思ってお
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ります。今後一層スポーツ施策を推進し、スポーツのまち八戸の実現に向けて全力で取り組んでいき

たいと考えております。それでは、議題につきましては終わらせていただきます。 

 その他、何かありかありましたら、お願いします。 

 以上で、平成 30年度第 2回八戸市総合教育会議を終わらせていただきます。大変ご協力いただきま

してありがとうございました。 

 

（午後2時55分 閉会） 


