
平成 27年度第 4回競技力向上対策委員会議事録 

            平成 28 年 3 月 24 日（木） 

（司会：上地班長） 

ただ今より平成 27年度第 4回競技力向上対策委員会を開催いたします。 

はじめに議長であります大城委員長より挨拶をお願いいたします。 

 

（大城委員長） 

あいさつ 

 

（司会：上地班長） 

ありがとうございました。それでは競技力向上対策委員会規則第 8 条に基づき

議事の進行を議長の大城委員長にお願いいたします。 

 

（大城委員長） 

本日の委員会では報告事項が 2 件、審議事項が 3 件あります。あと次年度の年

間予定等の報告１件をもちまして進行していきますので宜しくお願いいたしま

す。 

はじめに報告事項の方からお願いしたいと思います。事務局お願いいたします。

（事務局：外間） 

平成 27年度事業報告についての説明 

次第付き冊子 P１～３ 

（1）委員会開催についての説明 

（2）国民体育大会等への選手激励についての説明 

（3）企画提案型競技力向上対策事業についての説明 

（4）第 35回九州ブロック大会及び第 70回国民体育大会報告会についての説明 

（5）競技力向上対策研修会についての説明 

 

（大城委員長） 

ありがとうございます。ただ今の説明に関して委員の皆さんからご意見、質問等

ございましたらお願いします。 

（一同承認） 

 

(大城委員長) 

ないようですので引き続き報告事項についての説明をお願いいたします。 



 

（事務局：外間） 

平成 28年度沖縄県競技力向上対策基本方針についての説明 

次第冊子 P４～７ 

平成 28年度の基本方針については去った第 3回競技力向上対策委員会で改定案

が決定しており今回は確認の為に説明をします。 

平成 28年度沖縄県競技力向上対策基本方針、目標・方針・対策についての説明。 

 

（大城委員長） 

ありがとうございました。ただ今の報告説明につきまして何かご意見、ご質問等

ありますでしょうか。 

 

Q：国体の成績に関連する選手強化に対してはもう少しかみ砕いた具体的策を検

討していく必要もあるのかなと思うところです。毎年 30位台を目標に掲げてい

ますがそこにいけるような対策というのも資料内に文言として追加してもいい

のではないか。（宮本委員） 

Q：私からも同意見です。国体が終る度に反省と課題が出てくるがそれを実際に

克服するような対策が取られているのかと思います。ここで出る意見も参考に

しながら各競技団体が課題克服の為の取り組みを実施しているのか？とも思う

ところです。（川上委員） 

Q：目標は 30 位台ということですが、目標には掲げるけれども結果達成できな

くてもおとがめ無しという現状もあるかと思われます。沖縄県の競技獲得点も

見直しながら、本当に 30位台に入れるようなパフォーマンスができる状況なの

かそれとも手が届かないけれども目標設定として掲げているのかそのあたり

我々も知りたいところです（佐藤委員） 

A：今年度の本国体で監督から聞き取った得点予想では 386,5点で、実際結果は

243点でした。30位台に入るための得点 410点というのは近年の沖縄県の国体

競技結果からすれば高い状況ではあります。ただ、各競技とも最高のパフォーマ

ンスを出せば獲れるという予想得点、前年度は 400 点以上出ていました。従っ

て全ての競技でうまくいけば 30位台を狙える位置にはいると考えています。今

年度の場合は九州ブロック大会突破競技数が少なかったということもあります。

予想値としては 400 前後の数値を目指せる位置にあるので 30 位台目指せる可

能性はあると思っております。（事務局：外間） 

 

Q：今日は高体連、中体連からの先生方もお見えですが高体連や中体連の各会議

の中でもこの委員会での内容を伝えてもらう、もしくは議題として言及しても



らえれば国体少年の結果も少し良くなるのではないかなと思います。また指導

者のモチベーションも上げていくような取り組みも必要かなと思います。 

（宮本委員） 

A：各先生方たくさんの意見がおありだと思います。私も多々ありますがここは

まず報告事項と審議事項を終らせて、その他の中で意見を出し合ってみてはい

かかですか。（上地委員） 

（一同承認） 

 

（大城委員長） 

それでは会を進めさせていただきます。昨日、企画提案型の選定委員会を行ない

ましたがそれについての結果報告についてです。事務局お願いいたします。 

 

（事務局：大嶺） 

説明 

次第冊子 P8 

別添資料 P1～P2 

 

（大城委員長） 

ありがとうございます。ただ今説明にありました本事業に関しては事業計画を

つることに関して承認を得たいと思いますがいかがでしょうか。 

（一同承認） 

 

（大城委員長） 

ありがとうございます。事業計画に関しましてはご了解を頂きましたので原案

通り承認したいと思います。宜しくお願いいたします。 

次の審議事項はスポーツ医・科学サポートプログラム実施対象団体(案)について

事務局から説明お願いいたします。 

(事務局：外間) 

説明 次第冊子 P9 

別添資料 P7～14 

 

(大城委員長) 

ありがとうございます。実施団体、読谷高校男子ソフトボール部、知念高校なぎ

なた部、興南高校男子ハンドボール部の 3チームに対しての実施(案)がでました

ので審議お願いしたく思います。何かご意見等ございましたら宜しくお願いい

たします。 



(一同承認) 

審議事項 2つめについてもご了解と言う事でよろしいでしょうか。 

(一同承認) 

ありがとうございます。 

では、最後の審議事項であります平成 28 年度競技力向上対策事業費(案)につい

て事務局から説明お願いします。 

(事務局：外間) 

説明 次第冊子 P10～11 

 

(大城委員長) 

ありがとうございます。ただ今の説明に加え審議していきたいと思います。 

委員の皆様ご意見、ご質問等あれば宜しくお願いいたします。 

 

Q：別添資料 P19 にある県外チーム強化はどのようにして決めているのでしょ

うか。(瑞慶覧副委員長) 

A：別添資料内 P21 に県外チーム強化輪番表というものがあります。平成 34年

度までの計画があります。団体競技がメインになってきますが、プラス強化選手

が50名前後になるように年度毎に計画して県外での試合数を増やして強化して

いこうという取り組みが選ぶ根拠となっております。平成 28年度はバレーボー

ル、ソフトボール、ラグビーフットボールの 3競技団体の 51名が対象となって

おります。 

Q：そこで提案ですが、年間 3競技に限られた総予算約 1600万円内の 350万円

を執行し10年先まで計画として決まっている中で本当に強化が出来るのかと言

う事が微妙なので、この輪番表を廃止して 2 年目意向は継続で実施するか他の

方法に持って行く様な形はいかがでしょうか。輪番表については 10年間拘束と

いう事になっていますがこの方法はあまり良い方法ではないと思うので、2年目

以降は白紙に戻すと言う事を私としては提案したいと思います。 

 

(大城委員長) 

ただ今の瑞慶覧委員からの提案についていかがでしょうか。 

 

Q：年度毎に委員会で競技団体を決めていくという事でしょうか。(大城委員長) 

A：そのようにした方が良いと思います。この制度の中で予算額が偏りすぎてい

るとも思えますし、前に決まったからと言って 10年後まで実施競技団体が決ま

っている事も時代に合ってないような気がします。もっと違う形での予算執行

もできるのではないかと思います。(瑞慶覧副委員長) 



Q：輪番表はこの委員会に於いて決まったものですか。(大城委員長) 

A：平成 25年度の委員会時に決まったと聞いています。(事務局：外間) 

Q：その時は主旨、意図があって決まった事だと思うのですがいかがですか。 

(大城委員長) 

A：組み辛いという部分があって、また機会を平等に団体チームに与えたいとい

う主旨で組みました。と言う事で伺っています。(事務局：外間) 

Q：この件に関してはこの場で今すぐに決められるものでしょうか、平成 28 年

度はそのままでいくとしてもそれ以降は継続審議した方がいいのでしょうか 

(大城委員長) 

A：まずは輪番表を白紙に戻す方向で進めてもらわないとそれ以降も決められな

いと思います(瑞慶覧副委員長) 

(大城委員長) 

では、輪番表についてはこの場で決定していきましょう。 

別の意見等ございましたらお願いします。無いようでしたら、瑞慶覧委員からの

提案を承認して行きたいと思いますがいかがでしょうか。 

Q：意義はありません。前に決まったからといって継続していくことも大事です

が何かを変えて新しいことをするのも成功する方法のひとつだと思います。 

(上地委員) 

A：ありがとうございます。ひとつの事を変えて何もしないわけではありません。

この部分の予算を例えばコーチ招聘等に移したりする事も可能だと思います。 

(瑞慶覧副委員長) 

 

(大城委員長) 

では、平成 25年度に決まった輪番票を廃止して、350万円という予算を別の人

に使えるような仕組み作りにする事を検討し継続審議したいと思いますが、特

に反対意見がなければ提案を了承したいと思いますがいかがでしょうか。 

(一同承認) 

(瑞慶覧副委員長) 

ありがとうございます。 

(大城委員長) 

それでは事務局の方で引き続き今の審議を整理して見直しをお願いしたいと思

います。 

Q：事業費(案)５の特別強化事業(駅伝競技強化)とあるのですが、毎年予算が付

けられても特別と呼べるのでしょうか。 

駅伝に関しては心情的に毎年悔しい思いをしながらテレビ等で見てますが一度

ゼロにしてみてもいいのかなと思うところもあります。(宮本委員) 



A：予算がついたきっかけとしてはテレビ露出でも沖縄の駅伝チームはいつもビ

リという印象から何らかの支援が必要だろうと言う事から予算がついたと聞い

ております。宮本委員がおっしゃったように 1 度 0 にするというアイディア私

もよぎったのですが、ビリだからこそ支援が必要だという声もありそうで何ら

かの手立ても必要だと思っているところです。 

A：28 年度の部分は決まっていますので、今から変更修正等は出来無いのです

が、宮本委員の意見を参考に次の委員会への検討事項として出していくと言う

事で宮本委員には理解してもらうことはできないですか(瑞慶覧副委員長) 

 

(大城委員長) 

28 年度に関しては決まっている事ですから、ただ今の意見は課題として引き続

き次の委員会でも継続するという事でよろしいでしょうか。 

(一同承認) 

 

(大城委員長) 

審議報告事項は以上になります。ありがとうございました。 

最後にその他次年度の計画等について事務局よりお願いいたします。 

 

(事務局：外間) 

説明 次第付冊子 P12～13 

(大城委員長) 

ありがとうございました。 

平成 29 年度の基本方針の改正は 9 月予定の第 2 回委員会で行なっていくとい

うことになります。ただ今の説明に関しましてご意見や質問等ございますでし

ょうか。 

 

Q：先ほど、宮本委員や川上委員からありました話の内容については 9月の委員

会の中に取り入れて欲しいと思います。少しずつ改善されていますがまた新た

に改善が必要な部分があれば取り入れていってほしいと思います。また、国体

30 位台を目指すにあたっては事務局だけでの案ではなくて、各委員の皆さんか

らもアイディアを持ち込んでもらって意見を出し合う場が作れたらいいと思い

ますがいかかですか。(瑞慶覧副委員長) 

A：そうですね。事務局案に対しての意見だけではなくて、委員の皆さんの経験

を基にアイディアを持って委員会に参加して頂けたらもっと盛り上がるのでは

無いかと思います。年 4 回の競技力向上対策委員会プラスそういった話し合い

の場が持てるような会を年間スケジュール等調整していきながら検討していき



たいと思います。(事務局：外間) 

Q：集まる場を 1回多くするのか、委員会の中で討論する時間を設けるのかは検

討願います。(瑞慶覧副委員長) 

 

(大城委員長) 

審議事項、報告事項等は以上になりますが、また他に意見や質問等ございますか。 

 

Q：私は、今回 2カ年間委員をして、6年程前にも 2カ年間勤めさせてもらいま

したが同じ様な事を審議し同じ様な内容を質問しています。実際根本的に課題

解決についてどうしようかと言う話まで行ったことがないのが現状です。委員

の任期は 2 カ年という短い期間なので前委員から次委員への継続審議が困難な

状況です。 

(上地委員) 

A：委員会資料の中に前回の議事録も参考資料として配布するようにしましょう。

全員が集まるのが厳しい場合は部会を持ち3～4名集まってもらって話し合いの

場を設け委員会に向けて活用していきたいと思います。何かの形で話し合いを

継続していくという事は改善していく必要があると思います。(瑞慶覧副委員長) 

Q：議事録がなければ引き継ぎは難しいですね。人事の件もありますがもう少し

お互いの全体的ビジョンを明確に意識しながらディスカッションして早い段階

でより具体的な策を出していく事が大事だと思います。継続して出来無かった

というよりやらなかったという事が大きいのかなとも思ったりします。その反

省を活かしてやっていきましょう。(川上委員) 

Q：委員会開催の前に委員の皆さんには前回の議事録を読んでもらいましょう。

また、委員改選に関しては委員の中から少なくとも 3 分の 1 は継続委員として

残ってもらえるように検討していこうと思います。(瑞慶覧副委員長) 

A：委員の改選は 6月になりますので 28年度の第 1回委員会までは皆さん参加

してもらいますので宜しくお願いいたします。(事務局：外間) 

Q：委員が継続して残るとことは可能でしょうか。(和宇慶委員) 

A：半分とまではいかなくても 3分の１程度残ってもらう事は可能です。 

(瑞慶覧副委員長) 

Q：継続して審議していけるような体制を作っていくことが強化以前の 1番大事

な部分だと思います。(和宇慶委員) 

A：少なくとも 3～4 名は残ってもらえる様な形で出来ますのでやっていきまし

ょう。(瑞慶覧副委員長) 

Q：同じ強化費を出すにしても委員の皆さんから手渡しで渡す等渡し方も工夫し

てみてはどうか。(和宇慶委員) 



A：委員の方々から代表して、分担しながら渡す事も可能だと思います。 

(瑞慶覧副委員長) 

A：そうすることによってお互い身が引き締まりますよね(和宇慶委員) 

Q：競技力向上対策委員会での内容をまとめて理事会資料として配付してはどう

か。(川上委員) 

A：理事全員に内容を共有する事は大事なことだと思います。今日話したなかで、

委員数名は継続で残す、強化費は委員が分担して手渡しで渡す、理事会で内容を

伝える。事はすぐ出来ることだと思います。 

Q：他の会議では会議内容を理事会に資料として配付等しているのですか。 

(大城委員長) 

A：やってないとおもいます。全ての会議内容を簡易な議事録と共にまとめて資

料として提出する事はやった方がいいと思います。(瑞慶覧副委員長) 

A：理事会に各委員会の情報を流すことは大変良いことだと思います。そこで新

たに理事会でやらなければいけないこと、競技団体で行なう事、委員会でやらな

ければ行けないことが見えてくると思います。(川上委員) 

 

(大城委員長) 

時間となりましたので、ここで委員会を終了したいと思います。 

司会の方よりお願いいたします。 

 

(司会：上地班長) 

長時間に渡っての慎重審議ありがとうございました。 

これをもちまして第 4回競技力向上対策委員会を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 
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