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亀井委員 

 まずは、児童・青年の体育、スポーツ、健康教育の充実というところで、部

活動について何点かお聞きしたいと思います。 

 まず、現在実施している部活動を推進するための取組について伺います。 

保健体育課長 

 本県では、平成 19 年度に設定いたしますかながわ部活ドリームプラン 21、こ

ういったプランがございまして、それに基づいて取組を進めているところでご

ざいます。平成 23 年にこのプランを改定してございますけれども、このプラン

の中では三つの柱を中心に取り組んでございまして、一つ目の柱が競技力・表

現力の向上、二つ目は地域、企業等との連携、三つは参加促進といった柱を設

けて具体的に取り組んでいるところでございます。 

亀井委員 

 今説明がありましたプランでは、入部率の目標値を設定しているんでしょう

か。また、中学校及び高等学校の運動部、文化部の入部率について確認させて

いただきます。 

保健体育課長 

 このプランでは、県立高校の入部率の目標値を掲げておりまして、運動部の

入部率につきましては 50％、文化部の入部率につきましては 33％という目標を

設定してございます。それに対しまして、資料にもございますように平成 25 年

度の高等学校の入部率につきましては、運動部が 44.1％、それから文化部につ

きましては29.1％でございまして、併せて73.2％となっております。ですから、

残念ながら目標はまだ達成できていないという状況でございます。 

 また、公立の中学校につきましては特に目標値を掲げてございませんけれど

も、中体連の調査によりますと、公立の中学校の運動部は 63.3％の入部率、そ

れから文化部が 22.9％ということで、併せて 86.2％ということで、高等学校よ

りも中学の方が高い率になっているといったところでございます。 

亀井委員 

 そうすると、中学校の運動部と高校の運動部の入部率を比較すると、激減し

てしまうような気もしますけれども、その理由は何だと思いますか。 

保健体育課長 

 私どもで平成 19 年度と 25 年度に、中学生、高校生を対象に調査をしてござ

います。その中で、運動部に所属しない生徒について理由を聞いてございます

けれども、高校生では、自由に遊べる時間が欲しいというのが一番多い回答で

ございます。それに次いで、文化部や地域の文化的サークルにもう既に参加し

ていると、それから、得意なスポーツなどがないと、こういったような理由で

ございます。 

 それに対しまして、中学生になぜ入部しないのかという問いにつきましては、

やりたい内容の部がないというのが、これは高校生の回答では４番目の回答だ

ったんですけれども、中学生の場合はそれが一番多い理由として挙げられてご

ざいます。 



亀井委員 

 全国と比較した本県の運動部の入部率、また過去と比較したときにどのよう

になっているか分かりますか。 

保健体育課長 

 全国の入部率につきましては、これは私立も含めての高校生の運動部の入部

率ですけれども、平均が 43.1％となってございます。本県は、私立と併せます

と 40.9％でございますので、全国の平均を若干下回っているといったような状

況でございます。また、全体の特徴いたしましては、どの都道府県も女子の入

部率が低くなってございます。 

 それから、入部率の推移につきましては、昭和 60 年代にはおおむね 30％台で

ございまして、それから比べますと、今は 10％ぐらい上昇しているといったよ

うなところでございます。 

亀井委員 

 女子の入部率が低いという話ですけれども、その理由は何だと思いますか。 

保健体育課長 

 これは、これからの大きな課題として認識してございます。やはり、女子に

つきましては運動部の種類としてもなかなか、特に高校生の女子が入りたくな

るような部活が余りないのではないかというふうに考えてございます。中学ま

ではバスケットボールとか、あるいはソフトテニスとか、そういった部活動に

盛んに男子も女子も入っておるようですけれども、高校になりますとソフトテ

ニスがほとんどなく、硬式のテニスになってしまいますので、そういったよう

なこともありまして、女子がなかなか入りづらいのかなというふうに考えてお

ります。 

亀井委員 

 そうですね。私が高校生のときにはソフトテニスも硬式テニスも、両方とも

非常に盛んにやっていた記憶があるので、その辺のところで女子の生徒が入り

やすいような工夫もこれから必要なのかなというふうに思います。 

 それで、部活に入部している生徒と部活に入部していない生徒ではどのよう

な差があるのか、分かる範囲で教えていただけますか。 

保健体育課長 

 これもスポーツ活動に関する調査というのを行ってございまして、運動部活

動を行うことで得られたことは何ですかというのを生徒本人に聞いてございま

して、その中では、やはり体力が向上したとか、スポーツそのものを楽しめた

とか、あるいはクラスや学年を超えた友人・友達ができたというふうにお答え

しております。 

 確かに入部していた生徒というのは、入部していない生徒と比べまして体力

が向上するということはもちろんでございますけれども、やはりスポーツその

ものを楽しめたという回答からは、将来にわたってスポーツに親しんでいくと

いった、その基礎ができたのかなと思いますし、また、友達ができたというと

ころでは、仲間との連帯感、これを育むことで社会性も身に付いているのかな

と。そういったところが、やはり部活に入部している生徒のプラスになってい

るところかなというふうに思っております。 



亀井委員 

 多分、分からないかなと思うんですけれども、学業面では何か差があります

か。 

保健体育課長 

 明解なお答えはできませんけれども、やはり学業に対して前向きに取り組む、

意欲的に取り組むという生徒については、やはり運動についても同じような精

神的な部分では非常に前向きなところを持っているのではないかなと思ってお

ります。ですから、一概には言えませんけれども、私学に進んでいるような生

徒も、やはり学業と両立している子が非常にたくさんおりますし、そういった

ところでもプラスになっているところはあるのではないのかなと思っています。 

亀井委員 

 ちょっと話を変えて、この夏インターハイが神奈川で開催されまして、イン

ターハイは運動部活動に取り組む生徒の日頃の成果を発揮する、高校生最大の

スポーツの祭典であります。私の地元の横須賀ではレスリング競技が開催され

て、個人で４種目もメダルを獲得したと聞いています。他の競技でも今回は好

成績で、特に公立高校が頑張っていたんですが、この結果を分析して今後の取

組についてどのように考えますか。 

保健体育課長 

 今の委員のお話にありましたように非常に好成績でございまして、この理由

といたしましては、地元開催ということもありまして競技ごとに若干強化した

というところはございますけれども、やはり地元開催で選手のコンディショニ

ングの調整がうまくいったこととか、あるいは開催県として上位進出を目指す

という、そういった機運が高まりまして、県民の方々も日に日に観客も多くな

っていったような部分もございます。いろんな友達の応援も励みになったとい

うこと、いろんな要因によってこういう好成績が出たのかなと思ってございま

す。 

 こういった好成績を今後も持続していくためには、やはり選手を育てる環境、

これが非常に大事でございます。学校内の部活動においてはやはり指導者が大

変重要でございますので、顧問の指導力向上、それから外部指導者の派遣、こ

ういったようなことで選手強化に取り組んでまいりたいと。また、強化を行う

環境といった点では、中学校体育連盟あるいは高体連、こういったところでの

支援、これも大切なことだなと思っているところでございます。 

亀井委員 

 レスリングの話の中で、レスリングのアジア大会でも金メダルを取った吉田

沙保里選手などが横須賀のインターハイの会場にも来られたということで、私

はお会いできなくて非常に残念だったんですけれども、吉田沙保里選手とか女

子レスリングのオリンピックで活躍する選手というのは、部活動ではなくて地

元のスポーツクラブとかで育ってきたというふうに聞いているんですね。レス

リングの選手の多くがスポーツクラブ出身のようなんですが、部活動を推進す

る立場として、このことをどのように考えますか。 

保健体育課長 

 今お話がありましたレスリングは、青森の八戸のクラブが非常に強くて、そ



こを出ている選手が今日本でも活躍しております。こういうレスリングとか、

あるいは神奈川県の白井君をはじめとする器械体操とか、こういった種目につ

きまして、やはり特別な施設が必要でございますので、なかなか学校の運動部

活動では対応し切れない点がございます。また、サッカーなんかにつきまして

も、今は部活動と地域のクラブチーム、これは両方ともにやっている生徒がた

くさん、ともにサッカーの環境としてはございます。 

 こういったところで、私ども部活動を積極的に推進していきたいと思います

けれども、生徒にとりましてはスポーツを行う場所とか機会、これが保証され

ることが最も大切だと思っておりますので、部活動であれ地域のスポーツクラ

ブであれ、双方の特徴を生かしながら連携していくのが好ましい、このように

考えております。 

亀井委員 

 最後に、教育的効果も高いというふうに先ほどのお話でもありましたけれど

も、入部率を向上させて部活動を活性化することが今後も必要と考えますが、

これからどのように取り組んでいくか伺います。 

保健体育課長 

 部活動の本来の姿は、やはり生徒が自発的に取り組む活動でございますので、

そういった部活動を目指しまして、やはり顧問の指導力、指導者の指導力向上、

今後これをまず図ってまいりたいと思っております。それから、先ほどお話に

出ました女子の入部率が低いという、この点がございますので、例えばダンス

とかエアロビクスとかヨガとか、そういう自分のペースで取り組むことができ

る健康志向のような部活動も、生徒が参加しやすくなるような部活動もモデル

的にいろいろつくってみて、様子を見ていきたい、そんなふうに思っていると

ころでございます。 

亀井委員 

 最後に要望ですが、今課長がおっしゃったように、生徒のニーズを把握しな

がら地域の指導者と地域の設備とも連携しながら、関係をお互いに生かしなが

ら生徒が積極的に育つように取り組んでいけるように、これからの推進をお願

いしたいと思います。 

 次の質問なんですが、これは 3033 運動の取組について、私からも何点かお聞

きしたいと思います。 

 これまでに、もう 13 年ぐらいこの 3033 運動に取り組んできているというふ

うにお聞きしておるんですけれども、この 3033 運動によってどのような効果が

あったのか、お聞きします。 

スポーツ課長 

 13 年間行ってきて、先ほどもちょっとあったんですが、3033 運動に取り組ん

でこれだけ浸透していますというような数値的なものはないんですけれども、

県民のスポーツに関する調査の中で、少しずつですが大人の運動の１週間当た

りの１日ですけれども、運動の割合が少しずつ高まっているということもあり

ますので、少しずつ効果は出ているのかなというふうに思っております。 

 あと、実際に普及啓発の取組の中でやはり一番大事なのは地域の中で浸透し

ていくというのが大事ですので、そういったことを地道に、例えばスポーツ推



進員ですとか、そういった方々の取組の下でやっていくという中で、例えば 3033

運動普及員が 1,600 人ということがありまして、そういった普及員の活動をも

っと増やしていくために普及員をもっと増やしていくということも必要である

というふうに思っております。 

亀井委員 

 この 3033 運動が普及することによって、医療費が非常に削減できたとかいう

ぐらいの効果があれば非常にいいんでしょうけれども、なかなかそういうふう

な因果関係がつかめないので難しいところだと思います。この 3033 運動は、話

を聞きましたら、幼少期から高齢になるまで、運動のタイプは違うでしょうけ

れども、することができるということで、特に高齢化がこれから進む中にあっ

ては、そのような医療的な効果につながるようなこともやっぱり進めていかな

ければいけないかなと思うので、是非そういうところにも着眼をして普及をさ

せていただければというふうに思います。 

 次ですけれども、高齢社会を迎えるに当たって、特に高齢者に対してはその

人に適した運動を行うことが重要だと思うんですけれども、そこで高齢者に対

しての 3033 運動は、どういうふうなことが一番望ましいのか、お聞きしたいと

思います。 

スポーツ課長 

 3033 運動につきましては子供も含めて年代を問わずやってもらっておりまし

て、高齢者に向けては、かんたん元気運動プログラムというのを開発しまして、

リーフレットなどを作成しましてキャンペーンを進めているところであります。 

 具体的には、それぞれの体の機能などの状況に応じて、無理をしない範囲で

体操ですとか運動ができるようにというようなもので、運動プログラムをつく

るというようなことなんですけれども、体力や健康に不安がある方、それから

日頃運動していてますます元気になろうという方、高齢者の方でもやはり元気

な方もいらっしゃいますので、そういった方々の４段階のグループをつくりま

して、それで自分に適したレベルを選んで家の中でできる手軽な運動又はウォ

ーキングなどの際の注意点などを紹介しているところであります。 

 また、各地域で開催されます高齢者の体力づくり等の教室ですとか、また幼

稚園、保育園における世代間の交流教室などもございますので、レクリエーシ

ョン指導者を派遣する事業などを行いながら高齢者の運動やスポーツへの参加

促進、まずは一緒にやっていただくとか、そういったことを少しずつ進めてい

く必要があるというふうに考えております。 

亀井委員 

 話は変わるんですけれども、高齢者にとっては介護予防の観点からも、先ほ

ども御答弁にありましたけれども、運動が有効であると認識しておりますが、

保健福祉局における介護予防事業ではどのような取組を行っているか、確認し

ます。 

高齢社会課長 

 介護予防事業でございますけれども、市町村が主体となりまして運動器具の

機能向上ですとか体操教室などに取り組んでおりますけれども、保健福祉局と

いたしましては、認知症のことに着眼いたしまして、市町村のモデル事業とし



て運動による認知症予防プログラムを８月からスタートしたところでございま

す。 

 具体的には、県西地域にお住まいの方で、介護認定を受けていない方で、も

の忘れが気になる方、６箇月間程度のプログラムでございますので、こちらに

継続して参加できる方のいずれにも該当する方ということで、おおむね 150 名

程度なんですけれども参加していただきまして、県の足柄上合同庁舎などの５

会場で有酸素運動と同時に計算や会話を行っていただくという、そんなプログ

ラムを来年の２月まで、合計で各会場 16 回実施するということをやってござい

ます。 

 この他、今月の 19 日には小田原市内で、小田原市のイベントでございます、

生きがいふれあいフェスティバルというのがあるんですけれども、これと併せ

て介護予防キャンペーンということで、カラダ、動かそうよ、カナガワという

形で銘打ちまして、フィットネスクラブの知見を生かしながら、握力ですとか

片足立ちですとか、そんなこともやってございます。 

 こうした取組によりまして、高齢者の方に介護予防のため参加していただい

たりとか、体を動かすきっかけというふうなことでやっていただきまして、健

康寿命日本一につなげられるようにしてまいりたいと思っております。 

亀井委員 

 それは大体神奈川の西部の方でという話ですよね。では東部の方、私が住ん

でいる三浦半島の高齢化率は神奈川県でもトップクラスなんですけれども、こ

れはどういう形でやるんですか。 

高齢社会課長 

 実はこの事業につきましては、実際に具体的にやるのは県西部で開催するわ

けですけれども、市町村の方々に対しましては研修会をもう既に実施したんで

すけれども、実施しておりまして、こういう事業がありますので、今年は県西

部の方でやりますというアナウンスをさせていただいて、これを開発した国立

長寿医療研究センターから講師を招きまして、有酸素運動とともに体を動かす

ことがこんなに効果がありますと、そういう研修をさせていただいて、それは

県内各市町村に御参加をいただいたところでございます。 

亀井委員 

 それでは、そうやって研修を受けた後に、各 33 市町村の中でどのような取組

をするかという、これからの方針というのは把握されているんですか。 

高齢社会課長 

 実は今、介護保険の関係では市町村の単位で、これからも介護予防事業など

について３年間の計画を立てることになってございまして、それをちょうど今

つくっているところなんですけれども、その中では介護保険制度が様々変わっ

てまいりますので、そういった中でこういった介護保険事業も拡充していくこ

とになってございますので、まだ具体的に何をするというところまでの把握は

してございませんけれども、これから計画をつくっていく中でいろいろ調整を

していきたいというふうに思っています。 

亀井委員 

これ神奈川西部で限定して150名で６箇月間の期間を設けてやるということで、



更に各市町村に関しては研修を行うということで、非常に力を入れていますよ

ね。私の住んでいる三浦半島などでも是非やってもらいたいと思っているぐら

いなので、他の地域でも是非、取組をお願いしたいというふうに思います。 

 今おっしゃっていた介護予防、あとは知事がいつも言っている健康寿命日本

一というふうなことですね。介護予防と健康寿命日本一は似ている部分もある

んですけれども、これと 3033 運動はしっかりとリンクしていかないともったい

ないと思っているんです。今はどのようにリンクをさせているのか、更にこれ

からどのようにリンクをさせていきますか。 

スポーツ課長 

 今ありました介護予防事業も 3033 運動も、健康寿命日本一を目指すという取

組に向けて同じでございますし、運動と社会参加から未病を治すという取組を

進めていく以上は、しっかりと取り組んでいかなくてはいけないと思います。 

 基本的にはそういうことで、我々スポーツ課としては、まず運動・スポーツ

ということを重点に置いて、高齢者の方々がそれぞれの状況に応じて運動を楽

しむ、またニュースポーツなどみんなで一緒に楽しむチームプレーだとかのグ

ラウンドゴルフ、そういったものを楽しむというような視点、また、介護予防

という観点から行っているところもありますので、今まで余りしっかりとやっ

てない部分はきちっと使いやすくして、我々は先ほど申し上げましたようにイ

ベントとかもやっていますので、同じ視点でしっかりと普及を図っていくため

のイベントとかも一緒に広報していくというようなことをやっていかないとい

けないと思います。 

 そういったことで、しっかりと連携を取りながら未病を治していく、また健

康寿命日本一を目指すと。そういうことで、なるべく元気に運動をして毎日楽

しく過ごしていけるようにということを、しっかりと取り組みたいというふう

に考えております。 

亀井委員 

 健康寿命日本一とか、あとは未病を治すということと、あと 3033 運動という

のは目的と手段みたいなものだと思うんです。ですから、是非その目的達成の

ために手段を有効に使っていただくことを要望して、私の質問を終わります。 


