パブリックコメントの結果について
募集期間：令和元年６月１５日～令和元年７月１６日
応募件数：９４件

７名の方から延べ９４件の意見をいただきました。その反映状況は次のとおりです。
文章修正等
５３件

記述済み
０件

検討
５件

【文章修正等】･･･本文の修正、記述の追加等意見を反映させるもの。
【記述済み】･･･既に記述済みのもの。
【検討】･･･計画の実施段階で検討または対応すべきもの。
【反映困難】･･･反映が困難なもの。
【その他】･･･質問や感想。施策の体系外への意見。

反映困難

その他

３５件

１件

合計
９４件

提出された意見等の詳細及び回答
注）ページ数を本文下部記載のものに訂正していますのでご了承ください。
番号
１

応募方法
メールに
よる投稿

募集要件
１．市内に
住所を有
する人
３．市内に
勤務する
人
５．市に対
して納税
義務があ
る人、また
は寄附を
行う人

意見等

回

答

１．目次
P8見出し「1 スポーツ活動の現状と課題」
P20「2 現状から見た今後の課題」
意見 ： 1、2ともに「課題」であり、表現が重なるため、重複しないように
整理してはいかがでしょうか。
現行 ：見出し「1 スポーツ活動の現状と課題」
「2 現状から見た今後の課題」
変更案：見出し「1 （弘前市における）スポーツ活動の現状」
「2 （弘前市における）今後の課題」

【文章修正等】
ご意見の通り表現が重なることから、
文言を修正します。
また、P8の1～3段落は、これからスポ
ーツ活動の現状及び課題を述べていく
うえでの前置き部分となるため、標題の
位置も修正します。

２．P1「１ 計画策定の背景及び趣旨」1行目
「～スポーツの意義・効果等について定める～」について
意見： スポーツ基本法及び関係資料において、
「意義」
「効果」を明示的には
使用していないこと、また「スポーツの効果」ということまで踏み込ん
で記載するのは、効果が明確であることを当該スポーツに求めることに
なることから、条文やリーフレットにある語句を用い、以下のように変
更してはいかがでしょうか。
現行：スポーツの意義・効果等について定める
変更：スポーツの理念・役割等について定める
参考：以下のリーフレットP3の黒字部分
http：//www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/
_icsFiles/afieldfile/2011/08/24/1310250_01.pdf

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、スポーツ基本法で使
用している文言に修正します。

３．P1「1 計画策定の背景及び趣旨」5行目
「～地域の実情に応じたスポーツ～」について
意見：法律の条文の引用のため、もとの表現に変更をお願いします。
現行：地域の実情に応じたスポーツ

【文章修正等】
ご意見のとおり、スポーツ基本法第10
条に即した表現に文言を修正します。

変更案：地方の実情に即したスポーツ
４．P1「１ 計画策定の背景及び趣旨」最下行から2行目
「～2019年度に策定となる～」について
意見 ： 本修飾語が「弘前市総合計画」にかかるのか、「スポーツ振興に
関する施策」にかかるのか不分明です。
「スポーツ振興に関する施策」にかかるのであれば案１のように、
「弘前市総合計画」にかかるのであれば案２のようにしてはいかがで
しょうか。
現行 ： ～2019年度に策定となる「弘前市総合計画」のスポーツ振興に関
する施策を、～
変更案1： ～「弘前市総合計画」に基づき2019年度に策定するスポーツ振興
に関する施策を、～
変更案2： ～2019年3月に決定された「弘前市総合計画」のスポーツ振興に
関する施策を、～

【文章修正等】
本修飾語は、「弘前市総合計画」にか
かるものであるため、ご指摘を参考に文
言を修正します。

５．P1「1 計画策定の背景及び趣旨」最下行及び2行目の文章について
意見 ： 最下行とその2行目の「～スポーツ振興に関する施策を～スポー
ツ推進施策の方向性を示すものとして策定するもの～」について、
「施策の方向性を示す」のか、「施策を策定する」のかあいまいな
ため、以下の2案をご検討ください。
（第1章が「～策定にあたって」
のため、案１がのぞましい）
現行 ： 2019年度に策定となる「弘前市総合計画」のスポーツ振興に関す
る施策を、より実効性の高いものとするため、国や県の計画を踏ま
え、当市のスポーツ推進施策の方向性を示すものとして策定するも
のです。
変更案1： 2019年度に策定となる「弘前市総合計画」のスポーツ振興に関
する施策を、より実効性の高いものとするため、国や県の計画を
踏まえ策定するものです。
変更案2： 2019年度に策定となる「弘前市総合計画」のスポーツ振興に関
する施策を、より実効性の高いものとするため、国や県の計画を踏

【反映困難】
当計画は、今後の当市のスポーツ推進
施策の方向性を示すものとして策定す
るものであるため、修正しないこととし
ます。

まえ、当市のスポーツ推進施策の方向性を示すものです。
６．P2「3 計画の役割」
（3）
意見 ： 「推進」が２回記載されているので、以下のようにしてはいかが
でしょうか。
現行 ： ～スポーツ推進事業に係る各施策の実現に向けた取り組みを推進
します。
変更案： ～スポーツ振興に関する施策の実現に向けた取り組みを推進しま
す。
参考：P1の最下行から2行目の表現を利用。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、
「弘前市総合計画」の
文言に合わせて修正します。

７．P3「3つの柱と基本施策」
意見 ： 次ページより各柱の内容が記載されていますが、いずれも『「○
○」スポーツ参画人口の拡大』と表題となっているものの、「人口
の拡大」に対応した記述がなく、また、この表題に対応する「２」
冒頭での説明がない状態です。
「人口の拡大」にこだわりがあるようであれば、「人口の拡大」
に相当する本文及び冒頭文との連続性が確保できませんので、表現
の見直しをお願いします。
現行 ：冒頭文 ～より効果的な計画の推進を図ります。
柱Ⅰの本文 ～環境整備に取り組むことで、
柱Ⅱの本文 ～もらうことで、市民のスポーツに対する関心の向上
を目指します。
柱Ⅲの本文 ～ボランティアの育成・確保に取り組んでいきます。
変更案：冒頭文
～より効果的な計画の推進を図り、それぞれのスポーツ参画人口
の拡大を推進します。
柱Ⅰの本文
～環境整備に取り組み、
「する」スポーツ参画人口の拡大を図る
ことで、～
柱Ⅱの本文

【反映困難】
ご意見を踏まえ、p3の冒頭文において
は、各柱の「参画人口の拡大」という文
言を盛り込みますが、p4～5については、
本文から、各柱の標題となる「参画人口
の拡大」につながることが読み取れると
判断することから、修正しないこととし
ます。

～もらうことで、市民のスポーツに対する関心の向上と「みる」
スポーツ参画人口の拡大を目指します。
柱Ⅲの本文
～ボランティアの育成・確保に取り組み、「ささえる」スポーツ
参画人口の拡大を推進していきます。
８．P4～5 柱Ⅰ～Ⅲ見出し
意見 ： それぞれ「参画人口の拡大」となっていますが、人口減少社会に
あって、きわめて高いハードルの柱に見えます。青森県は人口減少
が年率１％以上であり、それ以上の拡大は相当な困難を伴い、掛け
声倒れになってしまうのではないでしょうか。
このため、例えば、
「参画社会の実現」や「参画率の向上」「市民
総スポーツ社会の実現」とすることはできないのでしょうか。

【反映困難】
人口減少が年々進んでいる現状では
ありますが、スポーツを「する」
「みる」
「ささえる」ことは何歳からでも始めら
れるものであり、年齢制限もありませ
ん。
よって、現在、スポーツに関心のない
人が、スポーツを「する」
「みる」
「ささ
える」側になるだけでも、人口減少に関
わらず、十分、参画人口の拡大となるこ
とが期待されることから、本文は修正し
ないことします。

９．P4柱Ⅰの1～2行目
意見 ： 冒頭の1～2行目は、柱Ⅰの事実でしかなく、ここで触れるよりは、
P1の趣旨に該当する内容ではないでしょうか。このため、この2行
の記載を削除し、P1のほうで触れてはいかがでしょうか。
現行 ：P1第2段落2行目
～予防など、健康の保持増進に大きな役割を果たします。
P4柱Ⅰ1～2行目
スポーツをする習慣を定着させ、生活の一部に取り入れることで
健康寿命が延伸し、人生を楽しく生き生きしたものにすることがで
きます。
変更案 ：P1第2段落2行目
～予防、健康寿命が延伸など、健康の保持増進に大きな役割を果

【反映困難】
冒頭の１～２行目は、次の文に記載の
「スポーツが持つ価値」の説明に当たる
ことから、修正しないこととします。

たします。
P4柱Ⅰ1～2行目 （削除）
１０．P4柱Ⅰ「基本施策1」
意見
： 表題の「ライフステージに応じた」に対し、本文は「ライフス
テージや性別、障害の有無に関わらず」であり、表現が一致しな
いように見えます。
本文中の「ライフステージ」は「年齢」とするか、
「性別、障害
の有無」は削除して別に施策を立てるか、してはいかがでしょう
か。
現行
： 全ての市民がそれぞれのライフステージや性別、障害の有無に
関わらず～
変更案1：全ての市民がそれぞれの年齢や性別、障害の有無に関わらず～
変更案2：全ての市民がそれぞれのライフステージに応じた～

【文章修正等】
当市では、年齢や性別、障がいの有無
に関係なく、全ての人にスポーツ活動に
親しんでいただくことを目指している
ことから、ご意見を踏まえ、文言を修正
します。

１１．P4柱Ⅰ「基本施策2」
意見
： 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京
オリンピック・パラリンピック」という。
）の略も長いので、以下
のようにさらに短縮してはいかがでしょうか。「国民スポーツ大
会」を「国スポ」としているものに合わせるものです。
現行 ：（以下「東京オリンピック・パラリンピック」という。
）
変更案 ：（以下「東京オリパラ」という。）

【反映困難】
「東京オリンピック・パラリンピッ
ク」という文言は、本文の内容だけでな
く、標題として使用している箇所もある
ことから、修正しないこととします。

１２．P4柱Ⅱ本文2～3行目
意見 ： 「みる」をとおして実現するのは、
「市民のスポーツに対する関
心の向上」
「障害に対する理解を深める」などに取り組み、最終的
に「共生社会の実現を目指す」のではないでしょうか。最後の抽
象的な理念が抜けているように見えます。
現行 ： また、パラリンピアンとの交流を通じて、障がいに対する理解
を深めるなど、心のバリアフリーを推進していきます。
変更案 ： また、パラリンピアンとの交流を通じて、障がいに対する理解

【文章修正等】
ご意見を踏まえ文言を修正します。

を深めるなど、心のバリアフリーを推進し、共生社会の実現を目
指します。
１３．P5柱Ⅲ本文2～5行目
意見 ： 「ささえる」をとおして実現するのは、
「ボランティアの育成・
確保に取り組み」、最終的に「地域の発展や活性化を目指す」ので
はないでしょうか。最後の抽象的な理念が抜けているように見え
ます。
現行
： ～スポーツを「ささえる」ボランティアの育成・確保に取り組
んでいきます。
～スポーツ・ツーリズムの推進に取り組んでいきます。
変更案 ： スポーツを「ささえる」ボランティアの育成・確保に取り組み、
地域の活性化を目指します。
～スポーツ・ツーリズムの推進に取り組み、地域の発展を目指
します。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

１４．P5柱Ⅲ基本施策Ⅰの1～2行目
意見
： 保護者とボランティアの人材の使われ方が判然としないように
思うので、以下のようにしてはいかがでしょうか。また、
「ささえ
る」人材がボランティアだけとは限らないので、
「など」を追加し
てはいかがでしょうか。
現行 ： ～保護者をはじめとした、ボランティアの「ささえる」人材の
協力が～
変更案1：～保護者をはじめ、
「ささえる」人材となるボランティアなどの協
力が～
変更案2： ～保護者をはじめ、スポーツを「ささえる」ボランティアなど
の協力が～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

１５．P5柱Ⅲ基本施策1の2行目
意見
： 「市民」はボランティアに係るのか、スポーツに参画すること
に係るのか、いずれでしょうか。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、市民のボランティア
などへの参画が、スポーツをしやすい環

現行

： 市民がボランティアなどを通してスポーツに参画しやすい環境
づくり～
変更案1： 市民がボランティアに参画することで、スポーツしやすい環境
づくり～
変更案2： ボランティアの育成・確保により、市民がスポーツに参画しや
すい環境づくり～

境づくりにつながることを表現するた
め、文言を修正します。

１６．P5柱Ⅲ基本施策2の3行目
意見 ： 目的がチームの応援か、スポーツの支援かの違いがあるので、以
下のようにしてはいかがでしょうか。
また、
「ささえる」はチームなのか、スポーツなのか、いずれでし
ょうか。
現行 ： ～ともに成長する喜びを分かち合うことにより、
「ささえる」こ
との楽しさや、スポーツの素晴らしさを～
変更案1： ～チームとともに成長する喜びを分かち合うことにより、スポー
ツを「ささえる」ことの楽しさや素晴らしさを～
変更案2： ～チームとともに成長する喜びを分かち合うことにより、チーム
を「ささえる」ことの楽しさや、スポーツの素晴らしさを～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、市民がチームととと
もに成長する喜びを分かち合うことに
より、スポーツを支えることの楽しさな
どを感じてもらうことを表現するため、
文言を修正します。

１７．P5柱Ⅲ基本施策3の見出し
意見 ： 本文が「情報発信を支援する」なので、以下のようにしてはいか
がでしょうか。
現行 ：各種スポーツ団体の情報発信
変更案：各種スポーツ団体の情報発信の支援
１８．P5柱Ⅲ基本施策3の2行目
意見 ： 「マッチング」はいわゆる「売ります」「買います」のような掲
示板の取組かと思います。その場合「マッチングを促進する」とま
ではいえないように思えるため、以下のようにしてはいかがでしょ
うか。
現行 ：～市民や団体とのマッチングを促進する～
変更案：～スポーツ団体への市民の参加を促進する～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、標題及び本文ととも
に、わかりやすく修正します。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

１９．P5柱Ⅲ基本施策4の1行目
意見 ： 「観光客」はこの時点でまだ「観光」を主目的としていないため、
以下のようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：～当市を訪れる観光客へ、～
変更案：～当市の訪問客に（対して）、～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

２０．P5柱Ⅲ基本施策4の「地域経済の活性化」
意見 ： ここまで「地域の発展と活性化」はあるものの、
「経済」ではな
く、「参画人口・交流人口の拡大」を方針としてきているため、見
出し及び4行目は以下のとおりと考えてはいかがでしょうか。
現行 ：基本施策4
～の推進による地域経済の活性化
（4行目）
～スポーツを核とした地域経済の活性化に向けて取り組みます。
変更案：基本施策4
～の推進
（4行目）
～スポーツを核とした地域の発展と活性化に向けて取り組みま
す。

【反映困難】
「地域スポーツコミッション」の設立
は、地域全体の発展・活性化に寄与しま
すが、中でも、地域経済の部分で大きな
効果をもたらすものと考えられるため、
本文は修正しないこととします。

２１．Ｐ6の2～3行目、Ｐ24の1～2行目
意見 ： 「基本施策」と「重点的な取り組み」との間をつなぐ文脈が判然
とせず、重点的な取り組みが「どの部分・文章で」定められたのか
がわかりにくいものとなっています。
また、第2章の課題と基本施策や重点的な取り組みの項目の数が
一致せず、課題と施策の対応があいまいに見えます。とりあえず、
基本施策と重点的な取り組みをつなぐものとして以下のように考
えましたがいかがでしょうか。
なお、Ｐ6での「推進計画」の記載を全面的に削除しているのは、
P6の図に「推進計画（具体的な事業）」の記載がないためです。
現行 ：P6の2～3行目

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言をわかりやすく
修正します。

「第3章における現状と課題を踏まえて、3つの柱と基本施策ごと
に重点的な取り組みを定め、それらの取り組みを相互に連携しなが
ら対応していくための推進計画（具体的な事業）を第4章で示して
います。」
P24の1～2行目
「第3章における現状と課題を踏まえ、3つの柱と基本施策ごとに
定めた重点的な取り組みについて展開を図るための推進計画（具体
的な事業）を以下に示します。
」
変更案：P6の2～3行目
「重点的な取り組みは、第３章における現状と課題を踏まえて第4
章で示しています。
」
P24の1～2行目
「第4章では、第3章における現状と課題を踏まえ、3つの柱と基本
施策ごとに定めた【重点的な取り組み】と、それらの取組を相互に
連携しながら展開を図るための「推進計画（具体的な事業）
」を示し
ます。
２２．P7の「期待できる効果」
意見 ： 効果という、行政施策上の実施結果である「アウトプット」と、
実施した成果である「アウトカム」の違いが分かれておらず、何の
「成果」を期待したのかが計画段階で煮詰まっていない印象です。
このため、第３章の課題から、以下のようにしてはいかがでしょ
うか。
現行 ：「つながる」の成果
「・生涯スポーツの振興」「・スポーツ競技人口の拡大」「・トッ
プ選手の育成」
「ウィンタースポーツの活性化」「・健康の維持・
促進」
「みる」の成果
「・人的、経済的、文化的な相互交流の拡大」「・共生社会の実現
に向けた機運の醸成」「・スポーツへの関心の向上」
「ささえる」の成果

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言をわかりやすく
修正します。

「・スポーツを支えるための協働意識の醸成と地域づくり」
「・交
流人口の増加」
「・地域の発展、活性化」
変更案：「つながる」の成果
「・ライフステージに応じたスポーツ参加」
「・スポーツ競技人口
の拡大」
「トップ選手の輩出」
「・ウィンタースポーツへの参加」
「・
市民の健康増進」
「みる」の成果
「・東京オリパラへの機運の醸成」
「・障がい者スポーツへの認知
と理解の深化」
「・スポーツへの関心の向上」
「ささえる」の成果
「・スポーツを支える人材や組織の充実」
「・交流人口の拡大」
「・
地域の発展・活性化」
２３．一軍公式戦
P8「1 スポーツ活動の現状と課題」第2段落1行目
P20（12）第2段落1行目
一軍戦
P4柱Ⅱ基本施策1の１行目
P14（5）第2段落1、2行目
P27（1）推進計画表2か所
P29（1）表題、1、3、5行目、推進計画表2か所
意見 ： 表現が「一軍公式戦」と「一軍戦」の2種類となっているので、統
一をお願いします。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、
「一軍公式戦」と「一
軍戦」が混在しているため、表現を統一
します。

２４．P8「1 スポーツ活動の現状と課題」第2段落2～3行目
意見
： 対象が判然としないため、以下のように明確化してはいかがで
しょうか。
現行 ：～健康で生涯にわたってスポーツに親しむとともに、～
変更案1：～健康で生涯にわたってスポーツに親しむ環境を整備するととも
に～
変更案2：～健康で生涯にわたってスポーツに親しめるようにするとともに

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を明確化するよ
う、修正します。

２５．P8「1 スポーツ活動の現状と課題」第3段落1行目
意見 ： 「児童の～調査」が次に記載されている概略のものとなるため、
次の表現を加えてはいかがでしょうか。
現行 ：～把握するため、
「児童の～調査」を実施する～
変更案：～把握するため、次のような「児童の～調査」を実施する～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

２６．P8「1 スポーツ活動の現状と課題」第3段落3行目
意見 ： 「今後の課題」はP20の「2」の表題の表現であり、ここは現状を
まとめる項目であること、また第3章の表題の表現を利用したほう
が良いことから、以下のようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：～市のスポーツ活動における現状と今後の課題をまとめました。
変更案：～市におけるスポーツ活動の現状は以下のとおりと考えられます。

【反映困難】
ご意見１において、標題の位置を修正
したことから、本文は修正しないことと
します。

２７． P8アンケート調査枠囲み内の（1）の本文
意見
： 表現が重複して見えるので、次のようにしてはいかがでしょう
か。
現行 ：主に、スポーツ少年団の活動状況等を把握するため実施
変更案1：主に、スポーツ少年団の活動状況を把握するため実施
変更案2：スポーツ少年団の活動状況等を把握するため実施

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

２８．P8（1）第1段落1行目
意見 ： 弘前市地域アンケートの「月1回以上軽スポーツ、競技スポーツ、
レクリエーションをしている市民の割合」の省略表現が、この後の
文章でまちまちなので統一をお願いします。
現行
：P8（1）第1段落1行目
「月１回以上軽スポーツ、競技スポーツ、レクリエーションをし
ている市民の割合」
P9（1）グラフの表題
「月1回以上スポーツ活動をしている市民の割合」
P20課題2第1段落1行目「軽スポーツ等をしている市民の割合」
P21課題3第1段落4行目「軽スポーツ等をしている市民の割合」

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、省略表現を統一しま
す。

P25（2）第1段落1行目「スポーツ・レクリエーションをする割合」
P25（3）第1段落1行目「スポーツ・レクリエーションをする割合」
２９．P8～9（1）第3・4段落の分析
意見 ： 児童のスポーツ活動の分析は（3）に記載しているので、
（1）で
は不要ではないでしょうか。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、第４段落及び第５段
落の内容は、（３）と重複することから
削除します。

３０．P9（1）第4段落1行目Ｐ２８
P28（3）表題及び第１段落１行目
意見 : P9では「児童数減少」
、P28では「少子化」となっているので、い
ずれかで統一してはいかがでしょうか。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を「少子化」で
統一します。
※P9（1）第4段落1行目は、ご意見30
を踏まえ削除
【文章修正等】
ご意見を踏まえ、経済面での保護者負
担についても追記します。

３１．P12下から2行目、P13図9
意見 ： 「過度な練習・試合が多く休みが少ない」に対応する図9「適正
な活動日数及び活動時間である」以上に、「経済面での保護者の負
担が少ない」ことを求めており、こちらに言及する必要があるので
はないでしょうか。
３２．P13の3～4行目・図8
意見 ： 「指導者の資質の向上」に対応する「指導者の指導方法に疑問が
ある」は少ないこと、前ページの「活動の種目が制限されたり」
していることから、どちらかというと、
「様々なスポーツに対応す
る指導者を多数養成し、活動の種目が制限されないようにするこ
と」が求められているのではないでしょうか。
（指導者の質ではな
く、機会の提供の問題）
現行 ：～指導者の資質の向上が必要となっています。
変更案 ：～様々なスポーツに対応する指導者を多数養成することが必要とな
っています。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、
「指導者の資質向上」
という文言を削除のうえ、修正します。

３３．P13（4）第1段落3行目

【反映困難】

意見

： 残念ながら「Specialプロジェクト2020」は、弘前大学の付属特
別支援学校の単独事業ではないため、以下のように修正が必要と
考えます。
参考文献：http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fuyo/@link.pdf/
h29_special2020.pdf#search=%27Special＋Project＋
2020＋%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27
現行 ：～柱とした「Ｓpecialプロジェクト2020」が～
変更案 ：～柱としたスポーツ庁委託事業「Ｓpecialプロジェクト2020」が～

本文の記載で、当事業の説明が足りる
と判断したことから、修正しないことと
します。

３４．P13（4）第2段落1行目
意見
： 弘前市の取組は、スポーツ庁や弘前大学に「対応し」あるいは
「対抗し」て実施しているものではないため、接続詞を見直して
はいかがでしょうか。
現行 ：これに対し、市では
変更案1：この他、市では
変更案2：一方、市では～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

３５．P13（4）
、P14（図10）
意見 ： 図10の分析がないため、
「一方で、障がい者の利用者数は減少傾
向にあります」などの追記が必要ではないでしょうか。

【文章修正等】
ご意見のとおり、図10についての記述
がないため、文言を修正します。

３６．P14（5）第2段落3～4行目
意見 ： 図11では増加傾向にあるので、その表現を盛り込んではいかがで
しょうか。
現行 ：親しむ場として多くの方々に利用されています。
変更案 ：親しむ場として利用され、利用者数は増加傾向となっています。

【反映困難】
H28年の利用者数は、はるか夢球場の
改修工事により、前年より減少している
ため、本文は修正しないこととします。

３７．P18（8）第1段落1～3行目
意見 ： スポーツ推進委員の業務は、注釈3に記載されているため、本文
内に記載する必要はないと思われますので、以下のように短縮し
てはいかがでしょうか。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、本文ではなく注釈の
中で、本文と内容が重複している部分は
削除します。

現行

： 当市のスポーツ推進委員の人数は～となっており、市内各地に
おいて開催されるスポーツイベントや教室の実施に係る連絡調整
のほか、スポーツの実技指導や助言を行うなど、当市のスポーツ
の推進に重要な役割を担っていますが、60代以上の委員が～
変更案 ： 当市のスポーツ推進委員の人数は～となっており、当市のスポ
ーツの推進に重要な役割を担っていますが、60代以上の委員が～
３８．P18（8）第2段落1行目
意見 ： 配置しているスポーツ指導員は各施設1名と思われますがいかが
でしょうか。明確になるように以下の案を考えました。
現行 ：～各社会体育施設に8名のスポーツ指導員を配置しており、～
変更案 ：～各社会体育施設に各1名、合計8名のスポーツ指導員を配置してお
り、～

【文章修正等】
スポーツ指導員は、現在、一部の施設
に各1名配置されているため、わかりや
すい表現に修正します。

３９．P18（8）第2段落3行目
意見
： スポーツ指導員制度は、指導員を市民団体等が実施するスポー
ツ活動に派遣する制度と考えられます。
その場合、教室の開催する主体は、市ではなく市民団体のため、
以下のようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：～指導員それぞれの個性を活かした教室を年間多数開催するなど、
～
変更案 ：～指導員それぞれの個性を活かした教室が年間多数開催されるな
ど、～

【反映困難】
スポーツ指導員は、市民団体主体のス
ポーツ活動への派遣のほか、市主体で教
室も開催しております。
ただし、よりわかりやすい表現とする
ため、文言を修正します。

４０．P18（8）の注釈
意見 ： ４【スポーツ指導員】の注釈について、
「～を行う者」
「～の非
常勤職員」などの表現がなく、スポーツ指導員の活動を現した表
現となっているため、以下のようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：～スポーツ活動への派遣や教室を開催している。
変更案 ：～スポーツ活動を支援したり、スポーツ教室を開催したりする非常
勤職員。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、スポーツ推進員の注
釈に合わせて文言を修正します。
ただし、本文と内容が重複している部
分は、削除します。

４１．P19（9）表題
意見 ： P7では「トップ」選手の育成とあるため、この表題もそろえて
はいかがでしょうか。
現行 ：選手の育成・強化について
変更案：トップ選手の育成・強化について

【反映困難】
本項目では、「トップ選手」に限定し
た記述ではないため、修正しないことと
します。

４２．P19（9）本文
意見 ： 競技人口の量的拡大なのか、トップ選手の輩出なのか、どちらが
この項目の目的でしょうか。第1段落は中立、第2・4・5段落は後者、
第3段落は前者のように見えるため整理が必要です。トップ選手の輩
出が目的であれば、第3段落は削除してはいかがでしょうか。

【文章修正等】
この項目では、競技人口の量的拡大
と、トップ選手の輩出の両方を目的とし
ています。
ただし、現状と課題が混在しているこ
とから、わかりやすいよう段落を整理し
ます。

４３．P19（9）第5段落
意見 ： 表題が「選手の育成・強化」に対し、第5段落は「総合的な競技
力向上対策の推進」という、かなり抽象的な表現となっており、表
題の表現がどこにも出ない状態となっています。このため、以下の
ようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：～総合的な競争力向上対策の推進が必要～
変更案 ：～トップ選手の育成・強化～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、第5段落の文言を修
正します。

４４．P19（10）最終行
意見
： 「～参画を促し、～支援が必要となっている」の目的と理由
が逆転しているように見えるので、以下のようにしてはいかが
でしょうか。
現行
： 今後は、市民によるチームへの参画を促し、チームとしても
更なる活躍をしていくための支援が必要となっています。
変更案1-1： 両チームの更なる活躍に向けた支援として、今後は、市民の
チームへの参画を促していくことが必要となっています。
変更案1-2： 両チームがさらに活躍していくために、今後は、市民のチー

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言をわかりやすく
修正します。

ムへの参画を促していくことが必要となっています。
変更案2-1： 両チームの更なる活躍に向けた支援が必要となっており、今
後は、市民のチームへの参画を促していくことが課題となって
います。
変更案2-2： 両チームがさらに活躍するには市民の支援が必要となってお
り、今後は、チームへの参画を促していくことが課題となって
います。
４５．P19（11）第2段落2行目
意見 ： 実施したのは各団体のため、以下のように変更してはいかがでし
ょうか。
現行 ：～の合宿を実施しました。
変更案1：～の合宿を受け入れました。
変更案2：～の合宿が実施されました。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

４６．P19（11）第3段落1～2行目
意見 ： 「～たり、～たり」文として修正をお願いします。併せて「開催」
が2回連続するので、以下のようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：～を開催して交流したり、～開催するなど、
変更案 ：～で交流したり、～開催したりするなど、～

【反映困難】
ご意見を踏まえ、「～たり、～たり」
の部分については、文言を修正します。
ただし、ご意見のあった「開催」が2
回連続することについては、本文の意味
を明確に表現するために必要であるこ
とから、修正しないこととします。

４７．P20（12）第2段落
意見 ： プロ野球公式戦という「事例」と、「スポーツイベントの開催」
という「枠組み」とが混在しているため、以下のように整理しては
いかがでしょうか。
現行 ： また、平成29年6月に開催されたプロ野球一軍公式戦は、経済効
果に換算すると、市の試算で約6,500万円となり、県内外から多く
の参加者、観戦者が訪れる大規模なスポーツイベントの開催によっ
ても、地域に多くの効果をもたらしました。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言をわかりやすく
修正します。

変更案 ： これは、県内外から多くの参加者、観戦者が訪れる大規模なスポ
ーツイベントの開催によっても、地域に多くの経済効果をもたら
すことができます。例えば、平成29年6月に開催されたプロ野球一
軍公式戦は、経済効果に換算すると、市の試算で約6,500万円とな
りました。
４８．P20（12）第3段落2行目
意見 ： 「効率的に」推進する理由が不明なため、何をもって「効率的に」
行う必要があるのか説明が必要ではないでしょうか。おそらく経
済効果や財政支出の問題からの発想かと思いますが、判然としな
いので、例えば、以下のように変更してはいかがでしょうか。
現行 ：～を効率的に推進していく必要があります。
変更案 ：～を推進し、経済効果を高めていく必要があります。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、
「効率的に」という文
言が不明瞭なため、削除します。

４９．P20課題1
意見 ： 第1・2段落は、P9（2）～P13図9までの引用なので、削除しては
いかがでしょうか。

【反映困難】
重複する表現はあるものの、当該課題
を整理するうえで、再掲することが必要
と判断したため、修正しないこととしま
す。

５０．P20課題2第1段落2～3行目
意見 ： 20～29歳の年代での軽スポーツ等をしている市民の割合がなぜ減
少したのかがわかる資料がないため、
「身近」であればよいのか、
「親
子や家族で参加できない」からなのか、
「働く世代や子育て世代」に
運動習慣がないのかが判然としませんので、以下のようにしてはい
かがでしょうか。
現行 ：課題2 働く世代の運動習慣の形成
弘前市～減少が顕著に見られることからも、身近でスポーツ・運
動ができる仕組みづくりや、親子や家族で参加できるスポーツ機
会の拡充など、働く世代や子育て世代が比較的軽い運動を中心と
した、運動習慣を身につける意識を開発していく必要があります。

【反映困難】
結果を確認したところ、20～29歳の年
代だけでなく、30～60歳代においても低
い傾向が見られることから、本文を修正
することとします。
なお、本文に記載の「身近でスポー
ツ・運動ができる仕組みづくり」や、
「親
子や家族で参加できるスポーツ機会の
拡充」は、「運動習慣を身につける」こ
との例示としての記載であるため、修正
しないこととします。

変更案 ：課題2 20代の運動習慣の形成
弘前市～減少が顕著に見られることから、これらの世代の運動習
慣を身につける意識を開発していく必要があります。
５１．P20課題2第2段落
意見 ：施設利用の話であるため、P21課題7に移動してはいかがでしょうか。

【文章修正等】
ご意見のとおり、学校開放を含めた施
設利用についての記載であることから、
課題7に転記します。

５２．P20課題3第1段落
意見 ： 現状を述べた段落のため、P9～10（1）の第2段落と第3段落の後
に移動してはいかがでしょうか。

【反映困難】
重複する表現はあるものの、当該課題
を整理するうえで、再掲することが必要
と判断したため、修正しないこととしま
す。

５３．P21課題3第2段落2行目
意見 ： 表題の「体力の維持、向上」の表現がないため、以下のように追
加してはいかがでしょうか。
現行 ：～高齢者が健康で生き生きと～
変更案 ：～高齢者の体力を維持・向上させ、高齢者が健康で生き生きと～

【反映困難】
表題に対し、本文の説明内容が適当
であることから、修正しないこととしま
す。

５４．P21課題4表題・第2段落4行目
意見 ： 「普及啓発」には理解を進める意味があるため、端的に以下のよ
うにしてはいかがでしょうか。また、第2段落は、「障がい者のス
ポーツ参加」ではなく「普及啓発」のため、表題の変更も必要と
思われます。
現行 ：課題4 障がい者のスポーツ参加
障がい者スポーツに対する市民の理解促進のための普及啓発も
必要です。
変更案 ：課題4 障がい者のスポーツ参加、市民への普及啓発
障がい者スポーツに対する市民への普及啓発も必要です。

【反映困難】
ご意見を踏まえ、表題については内容
を修正します。
ただし、「普及啓発」を端的に表現す
るため、「理解促進のための」という文
言を削除するというご意見については、
市民の理解を進めて普及啓発を図ると
いうことを丁寧に説明したいことから、
修正しないこととします。

５５．P21課題5第1段落1行目
P22課題8第1段落1行目
意見 ：調査名に誤りがあるので修正をお願いします。
現行 ：児童のスポーツ環境に関するアンケート調査では、～
修正 ：児童のスポーツ活動に関するアンケート調査では、～

【文章修正等】
ご意見のとおり調査名に誤りがある
ため、修正します。

５６．P21課題5第1・2段落
意見 ： 現状を述べた段落のため、P12（3）の第3段落と第4段落の後に移
動してはいかがでしょうか。

【反映困難】
重複する表現はあるものの、当該課題
を整理するうえで、再掲することが必要
と判断したため、修正しないこととしま
す。

５７．P21課題5第3段落
意見 ： 「身近な地域」での話は課題7になることもあり、
「家庭・学校・地
域が連携すること」そのものの課題があいまいです。P18（8）の現
状の記載を受けた「スポーツ推進委員の育成」や、P17（6）を受け
た「地域に根差したクラブとして定着させるための工夫」が課題に
見えますので、第3段落の課題を記載するのであれば、「連携が不十
分な現状」
「連携が必要となっている現状」を記載していただけない
でしょうか。

【反映困難】
当課題は、課題7に記載されている「施
設」というハード面だけでなく、ソフト
な面も含む「家庭・学校・地域との連携」
の必要性を記載しています。
また、児童のスポーツ活動についての
現状を述べているP12においては、学校
単位でのスポーツ少年団活動ができな
くなっていることや、活動・経済面での
保護者の負担が大きいこと、低年齢層か
ら楽しくスポーツを体験できる場の提
供が必要であることなどが挙げられて
おります。
このことから、
「学校」や「地域」、
「家
庭」との連携が不十分であるということ
が読みとれることから、修正しないこと
とします。

５８．P21課題6第1段落

【反映困難】

意見

： この段落は「指導者の資質向上」であり、表題の「交流」に結び
つかないことから、課題8に移動してはいかがでしょうか。

トップアスリートなどからの指導者
への指導方法の助言や実技指導は、指導
者の資質向上につながることから、修正
しないこととします。

５９.P22課題7第2段落2行目
意見 ： 民間体育施設の利用の検討を課題で言い切ってしまうのは問題か
と思いますので、言い回しを以下のように変更してはいかがでしょ
うか。
現行 ：～施設利用等の検討も必要となってきます。
変更案1：～施設利用等の検討も必要となってきています。
変更案2：～施設利用等の検討が課題となってきています。
変更案3：～施設利用等が課題となっています。

【反映困難】
ここでは、民間体育施設の利用方法を
検討することを記載しているわけでは
なく、市が民間体育施設と連携した施設
利用の検討が必要であることを説明し
ているため、修正しないこととします。

６０．Ｐ22課題9
意見 ： 第1段落は施設利用の話、第2段落は応援の話であり、第1段落は
課題7の内容となってしまっているように見えます。なぜチームの
活動を支援するのかに該当する現状がないと、活動を盛り上げねば
ならないことがあいまいなため、当該課題は必要でしょうか。検討
をお願いします。

【反映困難】
課題9は、地元スポーツチームに特化
させた内容としているため、地元スポー
ツチームの応援に必要なことの一つと
して、第1段落に施設利用の話を記載し
ております。
また、P19「（10）市民球団の活動につ
いて」では、今後、地元のスポーツチー
ムの更なる活躍を支援するため、多くの
市民にチームへの参画を促すような取
組が必要となっている現状を記載して
いることから、当該課題は必要であると
考えます。

６１．P22課題10第3段落
意見 ： 「ともに」が2回連続すること、本計画の実施についての評価は
課題に含めるべき内容に見えないので、以下のようにしてはいかが

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

でしょうか。
現行 ： ～日頃から行うとともに、本計画の実施について評価するととも
に、発信していく～
変更案 ：～日頃から行うとともに発信していく～
６２．P23課題12第2・3段落
意見 : 「岩木山」などへの観光は当然のことなので、第2・3段落は以下
のようにまとめてはいかがでしょうか。
現行 ： 当市には、「岩木山」や～観光資源が豊富にあり、全国から多く
の人々が訪れていますが、スポーツイベントを目的としても多く訪
れています。
スポーツと観光を組み合わせたスポーツ・ツーリズムを推進し、
観光分野への波及効果による地域活性化を図る必要があります。
変更案 ： 当市には、「岩木山」や～観光資源が豊富にあるため、スポーツ
イベントを目的として訪れる人々に向けて、スポーツと観光を組み
合わせたスポーツ・ツーリズムを推進し、観光分野への波及効果に
よる地域活性化を図ることが課題となっています。

【文章修正等】
第2段落の2行目で、
「～訪れています」
という文言が2回続いているため、ご意
見を踏まえ、文言を修正します。

６３．P24（1）の推進計画表の「弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助」
意見 ：記載漏れかと思いますので修正をお願いします。
現行 ：スポーツ認定員講習会受講料
変更案 ：スポーツ少年団認定員養成講習会受講料
参考 ：https://www.japan-sports.or.jp/club/tabid274.html

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

６４．P25（1）の推進計画表の「児童のスポーツ活動のガイドラインの作成・
周知」
意見 ： 項目と内容とで「ガイドライン」「手引き」と異なるため、統一
してはいかがでしょうか。
現行 ：～児童のスポーツ活動の手引きを作成し、～
変更案 ：～児童のスポーツ活動のガイドラインを作成し、～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を統一します。

６５．P25（2）の第1段落1行目
意見 ： 地域経営アンケートでの現状は、ここで記載する意味はない（減
少・増加のいずれでもスポーツ活動の推進が必要）のため、以下の
ように削ってはいかがでしょうか。
現行 ： 地域経営アンケート調査では、～傾向にありますが、国の体力・
運動調査では、～
変更案 ：国の体力・運動調査では、～

【反映困難】
当市で月1回以上軽スポーツ等をして
いる市民の割合が減少傾向であること
に対し、スポーツ活動の推進が必要であ
ることへの説明として記載しているた
め、修正しないこととします。

６６．P25（2）の第2段落3行目、第3段落2行目
意見 ： P21課題4第2段落4行目では「普及啓発」、ここでは「普及・啓発」
としているので、統一してはいかがでしょうか（あるいは逆に課題
4に「・」を入れるかどうか）
現行 ：～定着と普及・啓発に対する～
～運動の普及・啓発を図ります～
変更案 ：～定着と普及啓発に対する～
～運動の普及啓発を図ります。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を統一します。

６７．P25（3）の推進計画表の見出し「高齢者トレーニング教室（健康福祉部）」
意見 ：その上の見出しの表現と統一してはいかがでしょうか。
現行 ：「高齢者健康トレーニング教室（健康福祉部）
」
変更案 ：「高齢者健康トレーニング教室の開催（健康福祉部）」

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を統一します。
また、当市の平成31年4月1日付の組織
改正により、
「健康福祉部」が「福祉部」
に変更となりましたので、その文言も修
正します。

６８．P26（4）の推進計画表の「社会体育施設のバリアフリー化の推進」
意見 ： バリアフリー化は、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（平成18年法律第91号）」に基づいて実施されている
と思いますので、同法第1条から、
「安全性」も追加してはいかがで
しょうか。
現行 ： ・障がい者の利便性が向上するよう、社会体育施設のバリアフリ
ー化推進を図ります。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を追記します。

変更案 ： ・障がい者の利便性及び安全性が向上するよう、社会体育施設の
バリアフリー化を推進します。
６９．P26（4）の推進計画表の「社会体育施設のバリアフリー化の推進」
意見 ： 「・」2つ目について、「検討」と「図る」が重複しているので、
まとめてはいかがでしょうか。
現行 ：・～施設整備について検討を図ります。
変更案 ：・～施設整備について検討します。

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

７０．P26・27（5）推進計画表
意見 ： P12図6のとおり、女子のスポーツ活動は、小学校高学年で低下し、
中学校で上昇するため、中学校（生徒）対策が必要となります。
一方で、推進計画表では、
「児童」「幼児」といった、幼稚園・
保育園児、小学生を対象としており、直結した施策がない状況で
す。
また、
「○子どもたちのスポーツ体験・運動遊びの場づくり」そ
のものも「女性」
「女子」のための施策にみえず、練り直しが必要
ではないでしょうか。
さらに、後半では男女共同参画社会の実現に向けて～とあります
が、第3章の現状と課題の中で指導的地位への女性の参画が必要な
内容がなく、表題の「スポーツ活動の推進」とあっていない状況で
す。例えば、「女子競技において、女性の指導者の登用が求められ
る」などの背景があって記載するのであればわかりますので、第3
章に現状や課題となるものを記載し、表題も見直してはいかがでし
ょうか。

【反映困難】
本計画の「児童」とは、18歳までの者
をさしております。
また、
「子どもたちのスポーツ体験・
運動遊びの場づくり」事業は、ご意見の
とおり「女子」に限られたものではあり
ませんが、当該事業により、「女子」が
低年齢層からスポーツに親しむことで、
スポーツ嫌いの解消につながるものと
考えております。
なお、女性指導者や役員の登用促進の
件につては、ご意見を踏まえ、第3章の
課題に追記します。

７１．P28（3）
意見 ： 「少子化」対策となっており、P24「
（1）子どもたちのスポーツ
活動への参加促進」と目標が共通化しているように見えます。競技
力低下であればP31「
（1）指導者・スポーツ推進委員の育成と資質
向上」になることもあり、本項目の背景の分析や実施目的が十分と

【反映困難】
市では、単一校での団体スポーツのチ
ーム結成が、少子化により困難となって
いることを、重要課題の一つとして考え
ていることから、修正しないこととしま

はいえず、独立した取り組みとすることが難しいように見えます
が、いかがでしょうか。

す。

７２．P28（4）
意見 ： 第3章「現状と課題」にウィンタースポーツの記載がないまま、
重点的に取り組む必要性が不明です。
例えば、「雪国として優位な地理的条件があるにもかかわらず、
ウィンタースポーツの競技での成績が振るわない」などの現状があ
りませんか？もし何もないようなら「重点的に」取り組む必要はな
くなりますので、施策から削除してはいかがでしょうか（厳しいよ
うですが、有限の財源を有効に振り分けるためにも）

【反映困難】
P19「（9）選手の育成・強化について」
では、当市が雪国であることから、ウィ
ンタースポーツが盛んに行われ、幅広い
種目の大会が開催されている現状が記
載されております。
冬期間中のスポーツ活動の推進も必
要であることから、施策としては削除し
ないものの、具体的な事業については、
見直しすることとします。

７３．P29（1）の推進計画表の「利用されやすい施設の配置・サービス」
意見 ： 「利用されやすい施設の配置・サービス」は、
「利用されやすい施
設を配置する」と「利用されやすい場所に施設を配置する」の2通
りが考えられ、特に前者は新設するかのようなイメージを与えま
す。
一方で、具体的な方向性はファシリティマネジメントの観点から
の集約化、適正配置のため、より端的に以下のようにしてはいかが
でしょうか。
現行 ：〈検討〉利用されやすい施設の配置・サービス
変更案 ：〈検討〉社会体育施設のファシリティマネジメント

【反映困難】
ファシリティマネジメントとは、土地・
建物・設備といったファシリティを、総
合的かつ長期的に企画・管理・活用する
経営活動であり、効率の良い住民サービ
スの提供を図るうえで、施設の新設を除
外するものではありません。
ただし、市では、施設の集約化や長寿
命化等を検討していくうえで、今後、個
別施設計画を策定することとしている
ことから、当該事業名を「〈検討〉個別
施設計画の策定」に修正することとしま
す。

７４．P29（1）の推進計画表の「社会体育施設のバリアフリー・ユニバーサル
デザイン化の推進」
意見 ： バリアフリー化は、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を追記します。

に関する法律（平成18年法律第91号）」に基づいて実施されている
と思いますので、同法第1条から「安全性」も追加してはいかがで
しょうか。
（こういった施設は「安全性向上のため」が主目的にな
ると思われます）
現行 ：・社会体育施設の利便性の向上を図るため～
変更案 ：・社会体育施設の利便性及び安全性の向上を図るため～
７５．P29（1）第1段落1行目
意見 ： 「－」が記号としてとらえられた結果、
「、」と重複してしまって
いるので、表示位置の調整をお願いします。
現行 ：当市では、四半世紀以上、プロ野球一軍戦が～
変更案 ：当市では、四半世紀以上、－プロ野球一軍戦が～

【文章修正等】
本文中の「－」は記載誤りであるため、
削除いたします。

７６．P29柱Ⅱ基本施策1（1）第1段落1行目
意見 ： 観戦できていないのは一軍戦であり、単なる試合ではないため、
表現の工夫をお願いします。
現行 ：～多くの市民が実際に試合を観戦する機会が～
変更案 ： ～多くの市民が実際に一軍公式戦（一軍戦、公式戦など）を観戦
する機会が～

【反映困難】
前述の「当市では、四半世紀以上、プ
ロ野球一軍公式戦が開催されておらず」
という本文内容から、当該「試合」は前
述の「プロ野球一軍公式戦」に係る試合
であると読み取れることから、修正しな
いこととします。

７７．P30（1）推進計画表「弘前地方創生パートナー企業」
意見 ： 「～企業」だけでは何を行うのかがわからないので、本文の記載
を活かし、以下のようにしてはいかがでしょうか。
現行 ：弘前地方創生パートナー企業
変更案 ：弘前地方創生パートナー企業との連携・強化

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を追記します。

７８．P30（2）推進計画表「全国大会の開催への支援」
意見 ： （2）では全国大会「等」としていることから、合わせてはいか
がでしょうか。
現行 ：○全国大会の開催への支援

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を追記します。

変更案 ：○全国大会等の開催への支援
７９．P31柱Ⅲ基本施策1（1）推進計画表内の見出し
意見 ： （1）見出し及び推進計画表内で、指導者や委員の「確保」の関係
が不明なため、項目名の変更をご検討ください。
現行 ：○スポーツ指導者、スポーツ推進委員の育成・確保
変更案 ：○スポーツ指導者、スポーツ推進委員の育成と資質向上

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

８０．P32基本施策3（1）第2段落2行目
意見 ： 「や」が連続するので、以下の表現としてはいかがでしょうか。
現行 ： 団体同士の連携強化やスポーツ指導員や、スポーツ推進委員を含
めた団体の活動情報を広く市民に発信するなど、
変更案 ： 団体同士の連携を強化したり、スポーツ指導員や、スポーツ推進
委員を含めた団体の活動情報を広く市民に発信したりするなど、

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

８１．P33基本施策4（1）
意見 ： 第3章「現状と課題」に友好都市とのスポーツ交流の記載がない
まま、重点的に取り組む必要性が不明です。
例えば、「友好都市との交流を拡大していく一環としてスポーツ
による交流が不足している」などの現状がありませんか？もし何も
ないようなら「重点的に」取り組む必要はなくなりますので、施策
から削除してはいかがでしょうか。
（厳しいようですが、有限の財
源を有効に振り分けるためにも）

【反映困難】
市ではこれまで、友好都市との交流
は、スポーツに限らず、様々な分野にお
いて取り組んできたことであり、スポー
ツの分野においても推進していきたい
ことから、修正しないこととします。

８２．P33基本施策4（2）1行目
意見 ： ほかの部分では、「交流人口」は「拡大」でしたので、表現を統
一してはいかがでしょうか。
現行 ：～交流人口の増大による～
変更案 ：～交流人口の拡大による～

【文章修正等】
ご意見を踏まえ、文言を修正します。

８３．P34「1 数値目標の設定」

【反映困難】

意見

： これらの数値目標当該年度のみならず、漸進的な取り組みが求め
られ、当該年度のみ目標値以上となっていればよいというものでは
ないと思います。
また、これらの取組への参加市民数は、年度によってばらつきが
生じるのは当然なので、全体として平均化する必要があるのではな
いでしょうか。このため、例えば、2019年度から2022年度までの各
年度の数値目標を定め、目標値としてはこれらの累計値とすること
はできないでしょうか。

当該数値目標は、2019年度からスター
トした「弘前市総合計画」の「前期基本
計画 政策②文化・スポーツ」に定めら
れている「政策課題指標」を使用してい
ることから、修正しないこととします。
ただし、当該計画期間中も、弘前市ス
ポーツ推進審議会において報告し、必要
に応じて修正を行うこととします。

８４．P34「数値目標の設定」の「数値目標4」
意見 ： 東京オリンピック・パラリンピックの開催年度の2020年度は大幅
に増加すると思いますが、目標年度の2022年度は下火になることが
予想されます。
また、第4章の柱Ⅰの基本施策1（5）及び2、4（1）など、目標が
東京オリンピック・パラリンピックに焦点化され、2022年度相当の
計画は少ないことから、この数値目標だけは目標値の基準年度を
2020年度としてはいかがでしょうか。
どうしても2022年度にするのであれば、東京オリンピック・パラ
リンピックに左右されない計画にすべきかと愚考します。

【反映困難】
当該数値目標は、2019年度からスター
トした「弘前市総合計画」の「前期基本
計画 政策②文化・スポーツ」に定めら
れている「政策課題指標」を使用してい
ることから、修正しないこととします。
ただし、当該計画期間中も、弘前市ス
ポーツ推進審議会において報告し、必要
に応じて修正を行うこととします。

８５．全体
意見 ： 推進計画の初年度を2019年度にされているようですが、すでに当
該年度は開始から3か月半経過しており、年度後半に計画を実行す
るのは無理があります。
この計画のために、すでに各部局の対応人員の増員・予算の確保
などをされており、すでに計画的に各部局対応人員が着手されて
いるのであれば大丈夫かと思いますが、計画発効まで実効できな
い、連絡や依頼などがストップしている事業が複数あるようなら、
開始年度を2020年度とすべき（終了年度も遅らせるべき）ではな
いでしょうか。
「未来を担う人材の育成」を行う計画を含んでいることから、1

【反映困難】
P24から記載されている「推進計画（具
体的な事業）」は、多くの事業が既に実
施中又は検討中となっていることから、
当初の予定どおり、2019年度からの策定
を予定しております。

年程度の計画の遅れは誤差なので、無理のない、着実な実行がで
きる、実現性の高い計画期間と人員配置により、実施していただ
けますようお願いします。

２

メールに
よる投稿

１．市内に
住所を有
する人
５．市に対
して納税
義務があ
る人、また
は寄附を
行う人

８６．その他
意見 ： 弘前市HPの例規集内の弘前市行政組織規則（平成18年2月27日弘
前市規則第2号）は、最終改正が平成30年9月28日なのですが、本パ
ブリックコメントの宛名である「文化スポーツ課」ではなく、
「文
化スポーツ振興課」になっていたため、最新の情報で更新いただ
ければ幸いです。

【その他】
「文化スポーツ課」に更新しました。

１．P14第3章（5）社会体育施設
P28第4章基本施策3（1）社会体育施設の整備・検討
意見 ： 昭和53年設置の弘前市運動公園について、野球場はプロ野球が開
催されるほどのすばらしい施設に改修され、その隣にある球技場も
人工芝が敷設され立派な施設になりました。
一方、陸上競技場について、トラックはそこそこ新しいものの、1
階の控室等も含めたスタンドは老朽化が進み、グラウンドの芝生部
分もサッカーのＪリーグの規格には足りない大きさとなっていま
す。
19ページで触れられているとおり、ブランテュー弘前FCは2018年
に全国地域サッカーチャンピオンズリーグに出場しましたが、この
大会を開催するにも芝生部分が規定の広さに達しないために、青森
県での開催があったとしても弘前市では開催できません。
サッカーではスタジアム等の規格に厳しく、八戸市にあるヴァン
ラーレ八戸は2015年、成績面では結果がよかったもののスタジアム
が規格を満たしておらず(現在のダイハツスタジアムが未完成だっ
たため）Ｊリーグ昇格を逃しています。
弘前は新設ではなく陸上競技場の改修で対応できるため、芝生部
分の拡張とスタンド部分の改修が必要であると考えます。
将来的なＪリーグ参入を目指しているのであれば、このタイミン

【検討】
現在、市では、陸上競技場だけでなく
全施設において、ファシリティマネジメ
ントの観点から、周辺市町村の状況にも
配慮しつつ、施設の更新や集約化、長寿
命化などを総合的に検討しております。
施設整備については、サッカーに限ら
ず、その他のスポーツにおいても、「す
る」
「みる」
「ささえる」参画人口の拡大
につながるよう、検討を進めて参りま
す。

グで規格を満たすようにするべきです。また、ラグビーも開催でき
ることになり、トップリーグや大学などの合宿や練習試合で使って
もらえるようにもなることで、市内のラグビー人口の増加や児童生
徒が国内トップクラスの試合観戦ができるというメリットも生ま
れます。
運動公園のほぼ敷地内に駅（弘南鉄道運動公園前駅）があり、こ
れほどアクセスのいい競技場はほかにはほとんどないように思い
ますので、地元市民だけでなく市外からも観客・選手として訪れる
人が多くなる陸上競技場になることを望みます。

３

書類で提
出

１．市内に
住所を有
する人
２．市内に
事務所等
を有する

２．P32柱Ⅲ基本施策2（1）地元スポーツチームの支援活動
P34第5章数値目標の設定
意見 ： この素案中に市民球団として何度か出てくる「弘前アレッズ」
「ブ
ランデュー弘前ＦＣ」ですが、市民に対する知名度はどれほどなの
でしょうか。
都市対抗野球出場やＪリーグ昇格などを市としての目標に掲げ
てもいいのですが、いかんせん相手のあることですので、数値目標
として市民知名度（現在の知名度がわからないのでどの程度が適切
な目標値になるかわかりませんが）を設定してはどうでしょうか。

【反映困難】
市では、市民球団である「弘前アレッ
ズ」や「ブランデュー弘前ＦＣ」の、
「都
市対抗野球出場」や「Ｊリーグ昇格」を
市の目標としている訳ではありません。
また、本計画においては、両チームの
活動支援を取り組みの一つとしており
ますが、本計画により、全てのスポーツ
において、市民の「みる」
「する」
「ささ
える」参画人口が拡大することを基本施
策としておりますので、ご意見のあっ
た、特定のチームの知名度を数値目標と
することについては、設定しないことと
します。

１．P4柱Ⅱ 基本施策1 プロスポーツなどの観戦機会の拡大
意見 ： 「弘前アレッズ」や「ブランデュー弘前ＦＣ」をしっかりプロ球
団として成長させることにより、「自分たちの街のチーム」が全国
大会での活躍を見ることが出来ます。
特にサッカーに関して言及すれば、一つ上のカテゴリーにあがる
ことでアマチュア全国レベルをまた、その上一つにあがればＪリー

【検討】
現在、市では、陸上競技場だけでなく
全施設において、ファシリティマネジメ
ントの観点から、周辺市町村の状況にも
配慮しつつ、施設の更新や集約化、長寿
命化などを総合的に検討しております。

人
５．市に対
して納税
義務があ
る人、また
は寄附を
行う人
６．本計画
（素案）に
利害関係
を有する
人

グの試合が17試合弘前で観戦することが出来ます。
つまり、日本全国からアウェイツアーで人が集まります。P20に
プロ野球一軍戦の経済効果について書かれていますが、Ｊ1松本山
雅（長野県松本市）の例にとって言うと町に及ぼす経済波及効果
は54億円。そのうち、アウェイサポーターが松本市における消費
が5億円と言われています。これが「自分たちの街のチーム」だと
すれば、そのまま弘前市の経済として回ることになります。
Ｊリーグに行くことが街の元気に直結すると言っても過言では
ないでしょう。そのためにはスタジアム整備が不可欠です。まず
は陸上競技場の改修からでも問題ないと思います。市を上げて機
運を高めていくというのであれば、中期的にいつＪリーグへの参
入が実現しても大丈夫なように、スタジアム規格をしっかりと踏
まえて計画に盛り込むこと大切だと考えます。ブランデュー弘前
はＪリーグのライセンス取得のために2020年度より動き始めま
す。

４

メールに
よる投稿

１．市内に
住所を有
する人

意見 ： 弘前市で大きいサッカーの試合ができる場所を整備してもらいた
い。

５

書類で提
出

１．市内に
住所を有
する人

意見 ： 弘前市のサッカー環境を改善していただきたいです。
現在、弘前市内でしっかりした公式戦のできるグラウンは弘前運動
公園の陸上競技場・人工芝球技場・岩木運動公園多目的グラウンドく
らいで、子供たちは土のグラウンドでやってる子も多いです。
弘前の今のサッカーの状況は「津軽より南部がサッカーが盛ん」と
いう時代は終わり、少年サッカーはリベロ津軽をはじめ確実に強くな
っています。
そしてU－17日本代表、青森山田高校で大活躍した逸材も現れまし
た。弘前からＪリーグを目指すブランデュー弘前も頑張っています
が、今のままだと弘前市でＪ3の試合をすることも出来ません（スタ
ジアムが基準を満たしていないため）

３．市内に
勤務する
人
５．市に対
して納税
義務があ

施設整備については、サッカーに限ら
ず、その他のスポーツにおいても、「す
る」
「みる」
「ささえる」参画人口の拡大
につながるよう、検討を進めて参りま
す。

る人、また
は寄附を
行う人

６

７

メールに
よる投稿

メールに
よる投稿

３．市内に
勤務する
人

１．市内に
住所を有
する人

是非
・競技用のグラウンド（天然芝・人工芝問わず）
・競技用のＪ３仕様への改修
をお願いします。
提案
理由

： 弘前運動公園陸上競技場の芝生部分をＪ3規格へ改修をしてほし
いです。
： 弘前市にあるサッカークラブ「ブランデュー弘前」は将来Ｊリー
グ入りを目指しているのですが、Ｊリーグ参入するためにはスタジ
アムの条件など色々クリアしなければならない事があり、現在ホー
ムスタジアムに登録している陸上競技場では条件を満たしていま
せん。
また、Ｊ3に昇格するにはホーム戦観客動員数平均2000人が必要
です。全国的に見てもスタジアム横に駅があるのは珍しく、その
事をもっと広めていき、観客が増えるという事は電車を利用する
人も増え、アウェーチームのサポーター（他県の人）が観光つい
でに訪れ、街にも人が増えて活性化していくのではないかと思い
ます。
ご検討宜しくお願い致します。

１．弘前城の運動場改造
意見 ： リレーマラソンに参加しましたが、埃が大変です。参加している
子供達がかなり多いので、子供達の健康には心配しています。
もしよろしければ、ちょっと改造・改善できませんかね。
宜しくお願いします。

【反映困難】
弘前公園は、国の指定史跡であり、園
路散策される歩行者、車イス等の方々の
円滑な移動の支障にならないよう、必要
最小限の範囲で文化庁より許可を頂い
ているものです。
このことから、園内の景観と調和に配
慮しながら、維持管理しております。

２．りんご公園のバスケハーフコート

【反映困難】

意見

： バスケが好きな大人、子供達が多いですが、外のバスケハーフ
コートは2、3個しかない。休みになっても、体育館の予約が出来な
い、待たないとダメ。家の前でバスケをやっている子供達がいます
が、道路に近くて、危ないと思います。
現在りんご公園が改造中で、もしバスケハーフコートが2、3個が
できればいいなあと思います。
（ボードがりんごの形）
りんご公園でバーべキュー・子供を連れて遊びにいく人達がい
っぱいいますよね。もしバスケハーフコートが出来れば、利用す
る人達がいっぱいいると思います。
ちなみに、費用高くないし、冬に雪捨てる場所にもなるし。
宜しくお願いします。

現段階では、りんご公園にバスケのハ
ーフコートを設置する計画はありませ
んが、今後も、りんご公園の利活用や、
にぎわいづくりに取り組んでまいりま
す。

