
１．調査の目的

平成36年に国民体育大会を控えた滋賀県において、国体の成功はもとよりその後のス

ポーツ振興や地域の活性化に結びつけることは重要である。本調査では、国体を契機に

スポーツをまちに根付かせ、地域の活性化に結びつけた全国の事例を調べ、スポーツを

通じた人材育成やまちづくりに関する方策に役立てるための基礎資料の作成を目的とす

る。

２．調査概要

(1)調査委託

吉田政幸（びわこ成蹊スポーツ大学 競技スポーツ学科 准教授）

長積 仁（立命館大学 スポーツ健康科学部 教授）

(2) 1次アンケート調査（都道府県および各都道府県体育協会への調査）の実施

[調査対象] 滋賀県を除く全国46都道府県および各都道府県体育協会
[調査方法] アンケート調査（全国規模）

[調査目的] 国体を契機にスポーツが定着し、地域の活性化につながった市町村

および競技種目を把握

(3) 2次アンケート調査（市町村・競技団体への調査）の実施

[調査対象] 1次アンケート調査の結果から抽出した市町村および該当競技団体
[調査方法] アンケート調査（全国規模）

[調査内容] スポーツ施設の整備、指導者養成、地域内の連携、育成システム、住

民のスポーツ参加、開催競技種目の評判、若者の意識変化などが開

催地に形成されたかどうかを理解するともに、特にこれらの評価の高い

事例を特定

(4) 特徴的な市町村、競技団体へのインタビュー調査の実施

[調査対象] 国体種目が地元地域に定着し、スポーツ振興やまちの活性化につな

がったと判断される特徴的な5市町村および該当競技団体の関係者
[調査方法] 現地インタビュー調査

[調査目的] 国体誘致が決定してから開催までの準備状況、国体当時の様子、そ

の後のスポーツ振興やまちづくりにおける取組について聴取し、ス

ポーツを地域に普及・定着させるための具体的な取組、背景、課題な

どを把握する。

３．アンケート調査（第1次、第2次）の総括

(1)第1次アンケート調査の結果
○国体開催を通して、その後スポーツ振興および地域活性につながった競技

は、競技人口が比較的少ないホッケー、ボート、カヌー、ハンドボール、フェ

ンシングなどの種目が上位を占めた。

○国体レガシー（国体を通じて生み出されイベントの開催後も後世に継承され

るスポーツ関連の有形および無形の恩恵）として、以下の傾向が見られた。

①国体開催は開催競技種目の評判や若者の意識変化などの無形レガ

シーの形成に特に効果があること

②競技人口の比較的少ない競技種目において指導者養成や育成シス

テムの確立が進みやすいこと

③武道関連の種目は礼儀や躾を重んじることから教育機関と連携を取り

やすいこと

④施設の老朽化の影響を受けにくい室内競技（柔道、弓道、剣道、空手

道、体操、水球、バドミントンなど）において国体競技種目としての評判

が長続きすること

(2)第2次アンケート調査の結果
○競技人口の多い種目が大規模都市で開催される一方で、競技人口の少な

い種目は小規模な町で開催される傾向にある。

○１回目の調査（都道府県および県域体育協会への調査）の結果と同様に、

国体によって形成されやすいレガシーは開催競技種目の評判や若者の意

識変化などに関する無形レガシーであった。

○アンケート調査の結果を踏まえ、以下の5つの市町に対してヒアリング調査
を実施

＜個人種目＞ 加須市（山岳）、木曽町（相撲）、久美浜町（カヌー）

＜団体種目＞ 長門市（ラグビーフットボール）、香川町（ハンドボール）

わたしのまちのスポーツ調査成果報告書 概要版



４．インタビュー調査の結果

(1)埼玉県加須市（2004年埼玉国体、山岳競技）

○加須市は埼玉県の北東部に位置し、こいのぼりの生産量が日本一であり、加須うどんが有名である。 人口(2014年)は約11万5000人。
○加須市では国体での山岳競技開催が、次のようなレガシーの形成や二次的効果を生んでいる。
①クライミングウォールを市立体育館に整備し、国体後も常設として利用できる施設としたこと
②一般市民を対象にスポーツ教室開催やクライミング体験会を定期的に開催していること
③国体を足掛かりにジャパンカップやワールドカップなどの全国的・世界的な大会開催につなげていること
④加須市は「クライミングのまち」というイメージを形成したこと

＜国体を通じたスポーツレガシーが形成されるまでの流れ＞ ＜スポーツレガシーを継続的に残すことができた要因や背景＞

ハード整備

ソフト整備

国体がスポーツ振興の

はじまり

「楽しい」愛好者の集まり
から「達成感」、「町の誇
り」を感じる町の担い手へ

市スポーツ振興課が施設の建設だけでなく、大会の開催や日
常的なスポーツ教室に全面的に協力する。

市単位のスポーツクラブと競技団体を設立し、スポーツ振興の
「主体」を明確にする。行政が整備した施設に汗や手あかが染
み込むまで使う。

多様性
競技の規模を普及と強化の両面で拡大していくため、民間活
力を導入するとともに、市外の指導者や参加者を迎え入れる。

まちの看板との相乗効果
まちの看板（こいのぼりやうどん）を試合会場で宣伝することで、
まちとの親和性を高めていく。

国体終了と同時にプロジェクトが終了しないためにも、ポスト国
体のイベントを描くとともに、日常的に施設を利用する競技団
体を組織する。

最初は国体種目に興味のある人の集まりだったのが、民間人、
市外在住者、他種目の関係者、一般市民を巻き込んでいくこ
とで、国体の成功がまちレベルで感じられるようになる。

重要人物
加須市をクライミングのまちにした立役者は、国体当時のスポー
ツ振興課の課長、地元企業に勤める民間人、各機関と調整
するチャンネルを持つ元教育長。当時の市国体推進課課長

クライミングが趣味の会社員

（加須市の会社に勤務しているが隣町在住）
元宮代町教育長

（2002年）

加須市山岳連盟を設立
（2002年）

国体（2004年）

ジャパンカップ（2005年）

クライミング・ワールドカップ（2007年）

開催内定通知

（1999年7月）

加須スポーツクライミングクラブを設立

2000年

クライミングの壁を設置し、県大会、全国大会、
指導者養成会を開催

理事 会長

「クライミングのまち」へ

ボルダリング・ワールドカップ（2009年）

全国高校選抜クライミング選手権
（2010年）



(2)長野県木曽町（1978年やまびこ国体、相撲競技）

○木曽町は長野県木曽郡の中央部にある町である。1978年のやまびこ国体の相撲競技の会場は木曽福島町であるが、2005年に日義村、開田村、三岳村と
合併し、木曽町となった。 人口(2014年)は約12,000人。

○木曽町では国体での相撲競技開催が、次のようなレガシーの形成や二次的効果を生んでいる。
①県外の大学に進学した選手たちが、国体以降に選手・指導者として地元に戻ってくる循環が生まれたこと
②全小学生・中学生が参加する町民相撲大会を毎年、官民一体で開催していること
③「相撲は木曽」というイメージが県内全域に広がったこと

＜国体を通じたスポーツレガシーが形成されるまでの流れ＞ ＜スポーツレガシーを継続的に残すことができた要因や背景＞

国体の相撲競技が木曽で開催される
ことが決定（1974年）

国体（1978年）

中学生の中部9県の大会を開
催（1979年）。今年で35回目。

相撲競技の歴史

（明治13年に木曽町を訪れた明治
天皇が相撲好きだったことに由来し、
昭和6年に相撲大会を開催。これが
今日の町民相撲大会の前身。）

木曽福島町少年相撲クラブを発足
（1974年）

国体後、相撲場を取り壊してテニス
コートにする案が浮上（1979年）

毎年、町民相撲大会を開催（全
小学生・中学生が参加）※

木曽相撲連盟を設立し理事長に就任。
後に長野県相撲連盟会長代行になる。

相撲場の施設整備（用地確保や
建設費の捻出）のために全力で動く

当時の木曽福島町の教育長国体に5回出場経験のある国鉄職員

スポーツ団体の整備 施設整備

1999年に全国中学校相撲選
手権を開催

町内の全小学校の校庭に土俵が
完成。地元のケーブルテレビが大
会の様子を中継するまでに発展。

1985年に炊事場を備えた屋
内の稽古土俵が完成。

関東の大学の合宿を誘致

ハード整備

ソフト整備

国体後も相撲を継続させ
るための取り組み

共同体意識を形成する
まちの財産

国体会場となった相撲場に加え、町内の全小学校の校庭に
土俵を設置。体育の授業に相撲を取り入れる。

国体における相撲競技の開催が決定してすぐに、木曽相撲連
盟と木曽福島少年相撲クラブを設立。

マスコミとの連携
新聞各社が木曽福島の相撲に関する記事を多数掲載。地
元のケーブルテレビは町民相撲大会の様子を中継。

地場産業との連携
地方・全国レベルの大会や合宿で訪れた参加者に対して、街
道の町としての魅力（温泉旅館や特産物）をアピール。

国体後に町民相撲場を維持するために、中学生を対象とした
地方レベルの大会と、木曽福島の全小中学生を対象とした町
民相撲大会を毎年開催。

重要人物
木曽町を相撲のまちにした重要人物は、木曽相撲連盟を設
立した元国鉄職員と歴代の教育長たち。

木曽町の財産として未来に託せるものが相撲であり、一般市
民も含め、相撲によって共同体意識が形成されている。



(3)京都府久美浜町（1988年京都国体、カヌー）

○久美浜町は京都府の北部に位置し、兵庫県との県境にある。2004年の市町村合併で京丹後市となった。 人口(2014年)は約10,000人。
○久美浜町では国体でのカヌー競技開催が、次のようなレガシーの形成や二次的効果を生んでいる。
①国体以降も継続して活動する基盤となる艇庫（集う場所）、カヌー（用具）、大会時のコース（挑戦する環境）等が残ったこと
②国体で活躍した選手が大学進学・卒業後、地元に戻り、自身の競技活動を続けつつ、小中高校生の指導を行う一貫指導体制が築けたこと
③「カヌーの盛んなまち」であるというイメージを形成したこと
④地元の子どもたちの中に、「カヌーなら全国大会などへの出場のチャンスがある」「カヌーで町と全国や世界がつながっている」という意識を定着させられて
いること

＜国体を通じたスポーツレガシーが形成されるまでの流れ＞ ＜スポーツレガシーを継続的に残すことができた要因や背景＞

国体（1988年）

国体開催決定（1983年）

久美浜町教育委員会

1年生200人にカヌー実習を実施

1984年にカヌー同好会の立ち上げ、
翌年にカヌー部を創部。

地元関係者が
久美浜カヌークラ
ブを設立し、実
習サポート

町内の全小学校の
プールにカヌーを配置

久美浜高校に協力要請

久美浜中学校にカ
ヌー部を創設

小中学校での動き

小中高の普及に加え、
大人が参加できるドラ
ゴンカヌーの導入（1989
年からドラゴンカップを

開催）

国体後も漁業組合
と協議し、ルールを
決めて練習活動を

継続

全国ジュニア選手権（1997年）

まほろば国体（2009年）

インターハイ（2015年）

ハード整備

ソフト整備

国体後もカヌーを継続さ
せるための取り組み

久美浜から全国へ

強化の面では高校の艇庫を整備し、普及の面では全小学校
のプールにカヌーを配置した。

中学校と高校にカヌー部を創部し、さらに高校では必修のカ
ヌー実習を実施。これらの運営は久美浜カヌークラブが支援。

漁業組合の連携
国体後も漁業組合と協議し、ルールを決めて練習活動を継続。
清掃活動を行い漁業関係者の理解を得る活動に取り組む。

一般市民の参加を促進
させる取り組み

国体の翌年に大人が参加できるドラゴンカヌーの導入し、以後
毎年ドラゴンカップを開催している。

全国ジュニア選手権、まほろば国体、インターハイなどの全国
大会を次々に誘致。

重要人物
カヌーを町に根付かせた立役者は久美浜高校カヌー部を立ち
上げた教員とその同僚、さらに教員として戻ってきた教え子たち。

カヌーは町をほとんど出たことのない子供たちを全国の舞台に
連れて行く希望の光としての役割がある。



(4)山口県長門市（2011年山口国体、ラグビーフットボール）

○長門市は山口県北部に位置し、日本海に面している。市内に全国高校ラグビーの常連校の大津高校があったが、2012年に県立水産高校と県立日置農業
高校と統合し、県立大津緑洋高校へと再編された。 人口(2014年)は約3万5000人。

○長門市では国体でのラグビーフットボール開催が、次のようなレガシーの形成や二次的効果を生んでいる。
①ラグビーによるまちづくりがきっかけとなり、大会開催や合宿支援を通して、交流人口の増加、産業の活性化につなげていること
②地域を挙げて、応援すべきスポーツの１つとなったこと
③全国で活躍できる場に立つことができる競技として、児童や生徒に目を向けられ、競技をする子どもたちが増え始めたこと

＜国体を通じたスポーツレガシーが形成されるまでの流れ＞ ＜スポーツレガシーを継続的に残すことができた要因や背景＞

国体（2011年）

地元の強豪校（当時の大津高校）を中
心として周辺の高校を合宿に呼び込み
地域活性につなげる構想が始動

地元の俵山温泉との連携

国体強化選手による教室の開催

選手と子供たちが陶板焼きに挑戦

ラグビーの普及活動
地域活性化への方策

地元中学校の体育授業への導入

国体施設を活用した合宿誘
致奨励金の開始

市による我がまちスポーツ推進事業

ラグビー大会の開催

消費拡大による地元
への経済効果

交流人口の拡大
市外からの訪問者に観
光資源や特産物を発信

地元のNPOが俵山多目的交
流広場の指定管理者に

（2013年）

市ラグビーフットボール協会の設立

ハード改修

ソフト整備

国体後もラグビーを継続
させるための取り組み

行政主導型レガシー

既存の俵山多目的交流広場を改修し、現在は地元NPOによ
る指定管理者制度を導入している。

市のラグビーフットボール協会の設立するともに、国体強化選
手による子供たちへの普及活動を実施した。

地元温泉街との連携
地元の強豪校（当時の大津高校）を中心として周辺の高校を
合宿に呼び込む構想が俵山温泉とともにスタート。

ポスト国体事業の効果
合宿誘致奨励金により、交流人口の増加、経済効果の拡大、
地元の観光資源や特産物の情報発信などにつながっている。

市が取り組む我がまちスポーツ推進事業の中で、国体施設を
活用した合宿誘致奨励金を開始し、空手道やシーカヤックとと
もに、「我がまちスポーツ」としてラグビーを推進している。

重要人物
当時の市の国体局の職員で後のスポーツ振興課係長、社会
人クラブチームのメンバー、高校のラグビー関係者。

国体開催前の合宿地構想とポスト国体の「我がまちスポーツ
推進事業」の実施により、ラグビーのまちとして定着してきた。



(5)香川県香川町（1993年東四国国体、ハンドボール）

○香川県香川郡にあった町で、2006年に高松市と合併した。高松市のベッドタウンとして発展してきた。 高松市の人口(2014年)は約42万8000人。
○香川町では国体でのハンドボール開催が、次のようなレガシーの形成や二次的効果を生んでいる。
①小学校、中学校、高校、大学、社会人の各世代で競技をする受皿が整えられたこと
②国体時に、競技の強化を担うために赴任した教員が指導者として活躍していること
③ハンドボールで実績を上げることによって、進学や就職につながるというイメージが定着しつつあること

＜国体を通じたスポーツレガシーが形成されるまでの流れ＞ ＜スポーツレガシーを継続的に残すことができた要因や背景＞

国体開催決定

東四国国体（1993年）

香川中央高校にハ
ンドボール部が創部

香川総合体育館が
完成（1989年）

町の国体課が中心となっ
て小学生チームを結成

全国中学校ハンド
ボール大会を開催
（2006年）

女子実業団の香川銀行チームハン
ドとして活動開始（1997年）

香川銀行クラブ
結成（1992年）

香川中央高校ハンドボール部顧問が
香川銀行の監督へと転職（2005年）

1994年の選抜大会とインターハイで
香川中央高校（男子）が全国制覇

香川県ハンドボール協会を香川銀
行と教員を中心とした組織へ

ハンドボールの普及・強化活動の推進
（行政に頼り過ぎない体制の確立）

ハード整備

ソフト整備

国体後もハンドボールを
継続させるための仕組み

企業スポーツとの共生

香川総合体育館が国体開催の4年前に完成した。

国体を契機に香川中央高校が全国優勝をするほどの強豪校
へと成長するとともに、香川銀行が女子ハンドボール部を創部。

国体後のイベント
2006年に全国中学校ハンドボール大会を開催するなど、全国
規模の大会を誘致した。

香川県ハンドボール協会、香川銀行ハンドボール部、教員が
中心となって普及・強化活動を推進している。

重要人物
重要人物は香川中央高校ハンドボール部を立ち上げた教員、
香川銀行チームハンド関係者、国体当時の町の国体課職員。

ハンドボールに特化した普及・強化を推進していく中で、協会と
地元企業を中心とした体制へと洗練されていった。



5.調査結果のまとめ

(1)国体競技種目がまちに根付き、レガシーが形成された背景

①絶対的リーダーの参画

○国体競技種目を開催地に根付かせるためには、それを推し進める絶対

的リーダーの存在が最も重要である。

○以下の3種類のリーダーの存在が国体レガシーの形成に深く関与して

いる。

・国体の施設整備に関わる行政のスポーツ担当課の課長に相当す

る人物

・国体後も会場となった施設でスポーツ教室や大会を開催する競技

団体およびスポーツクラブの設立者

・地元に対して影響力のある指導者

②ポスト国体に向けた明確なビジョンの設定

○国体開催に向けて地元の関心が高いうちに、国体後の施設活用のビ

ジョンを示すことが非常に重要である。

○国体が終わってから国体施設の活用方法を検討し、推し進めようとする

と、周囲の関心が薄れているために協力が得られにくい。

○国体開催前から以下の3点に取り組む必要がある。

・国体後に誘致する別の大規模イベントを国体前から計画する。

・国体後も施設を日常的に利用するためのクラブ、スポーツ教室、大

会、学校部活動を国体前から整備する。

・元々地元にある地場産業と国体競技種目が連携することで、国体後

にどのような地域活性化が期待できるかという具体的な見通しを国

体前から提示する。

③多様な主体とのつながり

○国体種目を地元に定着させる際、国体関係者の力だけを頼りにしては

ならない。地域内外の多様な利害関係者との連携が大切である。

・開催地の外部から指導者を受け入れる体制を整備する。

・イベント運営に長けた民間人を競技団体やスポーツクラブに起用し、

また施設運営では民間のマネジメント力を活用する。

・国体種目の競技団体、スタッフ、選手たちが地元の体育祭、市民

祭などの運営に協力することで、国体種目に興味のない住民から

理解してもらえるようになる。

・国体種目という特殊競技を普及・強化する際、それを支援してくれる

企業の存在は大きい。

④学校と一体となった取り組み

○開催地の子どもたちが国体種目に参加することで人間的に成長し、さら

に競技との関わりを通して地元への愛着やアイデンティティを強めてい

くことが国体レガシーの形成において欠かすことができない。

○地方から大都市へと人が流れる中、国体による地域アイデンティティの

形成はその流出を食い止める１つの施策になり得る。

・国体開催が内定した直後に、国体種目を中学、高校の運動部活動

として立ち上げ、既存の部活動がある場合は強化を進める。

・国体種目をまちの看板スポーツとして小学校、中学校、高校の学

校体育に導入する。

・学校に指導者がいない場合は、競技団体から外部指導者を招き、

開かれた学校づくりの一環として取り組む。

・部活動や体育授業以外に、大規模な大会を催し、児童、生徒の参

加を地元の学校や教育委員会と協力して行う。



(2)スポーツレガシーの生み出す二次的効果

①日常的なスポーツ活動の拡充

○国体後、国体種目が住民にとって日常的に楽しむことができる「まちの

スポーツ」となり、様々な年代や競技レベルで普及すると、4種類の効果

を期待できる。

・年代や競技レベルの異なる会員同士が家族体のように結びついて

一体感のあるスポーツクラブが定着する。

・国体後も、学校の運動部において時間をかけて選手を育てることで、

全国大会で成果を出し、強豪校の仲間入りを果たす。

・体育祭、市民祭、地元の観光資源との連携が強化され、毎年恒例

のイベントとして定着する。

・国体時に活躍した子どもたちが指導者やスタッフとしてまちに戻り、

選手の育成に関わるようになる。また、将来その教え子たちが指導

者に加わる。

②スポーツ参加者の増加

○国体後も地元住民のモチベーションを高め、国体種目への参加を促す

ための原動力となる。

○特に、以下の参加者の間で普及している。

・スポーツクラブや学校部活動で国体種目を専門に活動する子ども

が増える。

・一般市民や中高運動部のOB、OGがレクリエーションとして競技を

行う機会が生まれ、住民の間で愛好者が増える。

・「国体種目のまち」として定着することで、そこで開催される試合

やイベントに、市（町）外からの参加者を期待できるようになる。

③大規模イベントの誘致

○「国体種目のまち」になることのできた開催地は、国体レガシーを生かす

ことで、国体後も次々に大規模イベントを誘致し、開催していくことが可

能となる。

（例） 全国中学校体育大会、インターハイ、全日本ジュニア選手権、

日本選手権、世界大会

④社会・心理的効果

○「国体種目のまち」に住む住民の地域アイデンティティは、国体の成功

によってさらに高められ、以下の効果を生み出している。

・国体の成功やその後の継続的な活動を通して、「国体種目のまち」

としてイメージが開催地の内外で形成される。

・国体に関わった選手や関係者だけでなく、一般市民も含め、共同体

意識が形成される。

・国体後も継続的に全国規模の大会や市民参加型イベントを地域が

一体となって開催することで、そこに暮らす人々の自尊感情が向上

する。

⑤経済効果

○経済効果を一時的な恩恵に終わらせないためにも、競技団体、行政、

地場産業が一体となって、大会、合宿、地元の恒例行事、スポーツ教室、

体験会などを国体後も継続して実施することが重要

・大会や合宿の開催時にまちの外部からの交流人口が増加すること

で、まちの中の消費支出が拡大する。

・大会や合宿が継続することで、特に観光業界で新たな雇用が創出

される。



6.提言

(1)開催地全体への提言

①住民の豊かなスポーツライフの実現に向けたプロジェクト
メンバーを結成する

②国体後も「まちのスポーツ」として定着させるための準備を
国体前から進める

国体種目をまちに根付かせようと尽力した絶対的なリーダーの
存在が重要。特に、市町のスポーツ振興課の課長に相当する
人物の存在は大きい。

教員や公的機関の職員にとらわれず、国体競技を一次的なイベ
ントに終わらせない長期的なビジョンをスポーツ振興やまちづ
くりの観点から描くことのできる人物に協力を要請する。

まちの外部の指導者の受け入れ、イベント運営に長けた民間人
の活用、近隣のまちの子どもたちや選手も参加できる大会の開
催、地域イベントとの連携、地元企業との協力などを進めるこ
とが、結果的に国体種目をまちに根付かせることへとつながる。

国体開催時の熱を国体後も持続させるためには、地元の関心が
高いうちに国体後の施設活用のビジョンを提示する必要がある。

まちの教育の柱の１つに国体種目を位置づけ、さらにその「ま
ちの看板種目」との関わりを強めていくことで、子供たちの地
元への愛着や地域アイデンティティが向上する。

国体は、子どもたちがまちに留まり、たとえ大学進学などで都
市部に流出しても、やがてまちに戻ってくるための心理的接着
剤を形成する１つの手法になり得る。

(2)人口の少ない小規模な市町への提言

①競技人口の少ない競技の強みを生かす

②まちのコンパクトな地理的長所を生かす

③地域のアイデンティティの形成に生かす

地方の小さな町の子どもたちであっても、競技人口の少ない競
技なら全国や世界を近く感じ、夢を追うことの素晴らしさを味
わうことができる。

競技人口の少ない競技は住民の間に模範となる競技スタイルが
まだ形成されていない分、自由な発想で新しいイベントや演出
に取り組むことができる。

行政、競技団体、学校など地域内連携を生み出しやすい。

小学校、中学校、高校の縦のつながり生み出しやすい。

国体を契機としたスポーツ振興は地域アイデンティティの再統
合という効果を生み出す可能性がある。

市町村合併を経験した市町村は、地域活性化という視点に加え、
地域アイデンティティの形成という視点からスポーツ政策を進
めていくことが大切である。



(3)人口の多い大規模都市への提言

①「みるスポーツ」を意識して施設を整備する

②ビジョンを持つリーダーと進める

③商業的・産業的側面での連携を図る

④まちに新たな刺激を与える

競技人口の多い種目は観覧席の設置など巨額の設備投資を必要
とするが、「するスポーツ」に加え、「みるスポーツ」の振興
において大きな可能性を秘めている。

特に、国体後に全国大会や世界大会を誘致し、市民により高い
レベルの競技を「見せる」計画がある場合、国体を契機とした
観戦型スポーツ施設の整備は有効である。

都市部には様々な利害関係者が存在している。彼らをまとめ、
まち全体で国体に向かっていくためには、スポーツ振興と全般
的に関わり、なおかつ影響力のある人物と進めていくが必要で
ある。

国体開催を契機に、スポーツ界と産業界の連携を強め、商業的、
観光的側面から経済効果を高めていく努力も、地域活性化には
欠かすことができない。

地元の経済界から大きな支援を得られることも都市部の利点で
ある。行政主導のスポーツ振興が市民の公益性に配慮しなけれ
ばならない一方で、地元の企業主導型のスポーツ振興は民間の
活力を引き出すことで国体種目のような特定競技に特化した普
及・強化が可能である。

まちの新たな特徴を打ち出し市民に刺激を与える「発端」に、
国体がなり得る。

「国体種目のまち」として定着することは明るく元気で健康的
なまちのイメージにつながり、心理的に幸福を求める人々に対
して魅力的に映る。

まちのイメージが形成され、全国的に評判になるには時間がか
かるが、国体種目がスポーツ界を超え、市民が全国に誇ること
のできる「まちの看板」になった時、そこはようやく「国体種
目のまち」になる。

（問い合わせ先）

第79回国民体育大会開催準備委員会事務局
（滋賀県総合政策部国体準備室内）

TEL:077-528-3321 FAX:077-528-4832
E-mail：kokutai@pref.shiga.lg.jp


