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はじめに 

今から 9 年後の平成 36 年に第 79 回国民体育大会（以下国体と略す）を控える滋賀県にとって、

国体を契機としたスポーツ振興とまちづくりの推進は重要な課題です。公益財団法人日本体育協

会が定める国体の開催基準要項によると、その目的は（1）広く国民の間にスポーツを普及させ

ること、（2）スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力向上を図ること、（3）地方スポーツ

の振興と地方文化の発展に寄与すること、（4）国民生活を明るく豊かにすることの 4 つに集約さ

れます。滋賀県がこれらの目的を達成するためには、過去の国体の成功事例を調べ、その結果を

手掛かりとして、国体によるスポーツ振興、地域活性化、まちづくりに取り組んでいくことが重

要です。特に国体のような大型イベントの場合、開催年度に加え、大会準備期間と大会終了後の

ポスト国体期間のそれぞれの段階において、「誰が、何に、どのように取り組むと開催地のスポ

ーツ振興や地元文化の発展につながるのか」という問題は多くの人々の関心を集めてきました。

「わたしのまちのスポーツ調査」は、この問題に対する一定の結論と解決の方向性を示すために

実施されました。 

調査ではまず各都道府県および都道府県体育協会に 1 次アンケート調査を依頼し、過去の国体

においてスポーツ振興や地域活性化の観点から成功したと思われる種目と開催地をそれぞれ回

答していただきました。次に抽出した種目を統括する競技団体とその種目が行われた開催地に対

して 2 次アンケート調査を実施し、国体が契機となってその後のスポーツ振興やまちづくりが発

展的に展開されたかどうかを評価していただきました。最後に、アンケート調査の評価が高かっ

た競技とその開催地を対象にインタビュー調査を行い、国体種目がまちに根付き、スポーツ振興

や地域の活性化へとつながった背景・理由、課題を質的に深く探究しました。本報告書はこれら

の結果に加え、最後に調査の総括と提言を収め、国体をとおしたスポーツ振興とまちづくりの可

能性について、多くの方々と知識を共有するためにまとめられました。 

 「わたしのまちのスポーツ調査」を進めるにあたり、公益財団法人日本体育協会から調査対象

者への依頼文書を作成いただきました。アンケート調査では過去に国体を開催した都道府県およ

び市町村のスポーツ振興課の課長に相当する方々と、各県体育協会および各県競技団体の事務局

長に相当する方々からご協力いただきました。さらに、インタビュー調査にご協力いただいた埼
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玉県加須市、長野県木曽町、京都府カヌー協会、山口県長門市、香川県高松市の方々から多大な

ご支援をいただきました。本報告書が国体に関わる方々の参考資料として役立ち、我が国のスポ

ーツと地域の発展の一助になれば幸いです。 

 最後に、本報告書の作成にご協力いただいたすべての方々に厚くお礼申し上げます。 

 

 

びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部准教授 

調査代表者 吉田政幸 

立命館大学スポーツ健康科学部教授 

調査分担者 長積 仁 
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巻頭特集 

 

1. 埼玉県加須市 

2004 年埼玉国体のクライミング競技が埼玉県加須市で開催された時の様子（写真上）と国体後

に同施設においてジャパンカップおよびワールドカップを開催した時の関連資料（写真下） 

 

2004 埼玉国体（写真提供：埼玉県山岳連盟） 

 

 

2005 ジャパンカップ               2007 ワールドカップ 

（写真提供：埼玉県山岳連盟）   （写真提供：埼玉県山岳連盟） 
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2. 長野県木曽町（旧木曽福島町） 

1978 年やまびこ国体の相撲競技を伝える当時の地元広報誌（写真左）、現在もレガシースタジア

ムとして使用され続けている木曽町民相撲場（写真右） 

 

 

 

 

 

 

国体当時の広報誌（提供：木曽町教育委員会） 木曽町民相撲場（調査員撮影）  
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Ⅰ. 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した。 
 
Ⅱ. 調査概要 

次に掲げる調査を行い、スポーツを通じた人材育成やまちづくりによってスポーツを地域に

根付かせるための考え方、条件、方策などを体系的に整理する。 
 

(1) 調査委託 

[調査代表者] 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） 
[調査分担者] 長積 仁（立命館大学 スポーツ健康科学部 教授） 

 
(2) 委託期間 

[委託期間] 2014年6月25日から2015年3月31日まで 
 

(3) 調査支援 

[依頼文書] 公益財団法人 日本体育協会（巻末資料5） 
 

(4) 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] 都道府県および各都道府県体育協会の視点から、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する。 
 

(5) 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（都道府県および各都道府県体育協会への調査）の結果か

ら抽出した市町村（n = 150）および該当競技団体（n = 150） 
[調査方法] アンケート調査（全国規模） 
[調査内容] 国体の開催地となった市町およびその開催種目となった競技団体の視点から、

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する。併せて、

開催地が国体で意図した期待や取り組んだ工夫（巻末資料1）についてもまと

める。 
 

(6)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] 市町村・競技団体への調査の結果において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

当競技団体の各関係者 
[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り組みについて聴取し、スポーツを地域に普

及・定着させるための具体的な取り組み、背景、課題などを把握する。 
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Ⅲ. 1 次アンケート調査の結果 
 

1. 1 次アンケート調査の回収率 

 滋賀県を除く都道府県および県域の体育協会に対して、郵送法を用いて 1 次アンケート調査を

実施した。その結果、40 の都道府県と 35 の協会から回答が得られ、有効回答率はそれぞれ 87.0%、

76.1%であった。 
表 3-1：1 次アンケートの回収率 

回答者 配布数 回答数 未回答数 回答率（%） 

都道府県（自治体） 46 40 6 87.0 
都道府県体育協会 46 35 11 76.1 

 
2. スポーツ振興や地域の活性化の点から、最も成功したと思われる競技種目 

各都道府県および県域体育協会に、過去の国体において成功したと思われる競技について最大

4 つまで回答してもらったところ、198 競技の名前が寄せられた（図 3-1）。その結果、いわゆる

マイナー競技と言われるホッケー、ボート、カヌー、ハンドボール、フェンシングなどが上位を

占めた。競技人口の多いメジャー競技の中で最も回答が多かったのは陸上競技（5.1%）であった。 
ただし、ここで注意すべきは、回答数の多い種目ほど成功する可能性が高いと単純に断言でき

ない点である。本報告書の後半部で、国体競技種目がまちに根付いた特徴的な事例をいくつか紹

介するが、そこで対象となった山岳（0.5%）、ラグビーフットボール（1.5%）、相撲（2.5%）は全

国的に共通してスポーツ振興や地域活性につながった訳ではない。ある特定の地域において突出

した成果を上げた種目も存在する。 
 

図 3-1：スポーツ振興や地域の活性化の点から、最も成功したと思われる競技種目 

 
※成功したと思われる競技について各都道府県および県域体育協会に最大 4 つまで回答してもらった（n = 198） 
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3. 国体が開催地に残したスポーツレガシー（遺産）の評価 

 スポーツイベントが開催都市に残すことのできる遺産は有形レガシーと無形レガシーの二つ

に分かれる。有形レガシーはスタジアムなどのスポーツ施設、選手村などの宿泊施設、鉄道や高

速道路などの交通インフラであり、一方無形レガシーには開催都市としてのイメージ形成、アス

リートの競技意識の向上、開催地で暮らす人々の自尊感情の向上などが含まれる。したがって、

スポーツイベントの招致では本大会の成功に加え、これらのレガシーをいかに残すかが問われる。 
 スポーツレガシーに関する研究はオリンピックやサッカーワールドカップの隆盛に伴い、特に

スポーツマネジメントやスポーツツーリズム領域において盛んに取り組まれてきた。これらの研

究群によると、「スポーツレガシーとはスポーツ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」と定義される（表 3-2：Gratton & Preuss, 2008）。
さらに宿泊施設や交通インフラなどを除き、スポーツ自体のレガシーに限って言うと、有形レガ

シーにはスポーツ施設に加え、指導者、育成システム、地域内連携などによって構築されるスポ

ーツプログラムが含まれ（Gratton & Preuss, 2008; Kaplanidou & Karadakis, 2010）、無形レガシーに

は開催競技種目の評判や地元住民の意識改革などが該当する（Kaplanidou & Karadakis, 2010; 
Misener et al., 2013）。 
 

表 3-2：スポーツレガシーの定義 
定義 

スポーツレガシーとはスポーツ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のことである（Gratton & Preuss，2008)。 
構成要素 

有形レガシー：スポーツ施設、スポーツプログラム（指導者、育成システム、地域内連携、

住民のスポーツ参加など）（Gratton & Preuss, 2008; Kaplanidou & Karadakis, 2010) 
無形レガシー：スポーツの評判、スポーツによる意識改革 （Kaplanidou & Karadakis, 2010; 
Misener et al., 2013) 
【引用参考文献】 
Gratton, C., & Preuss, H. (2008). Maximizing Olympic impacts by building up legacies. The International Journal of the 

History of Sport, 25(14), 1922-1938. 
Kaplanidou, K., & Karadakis, K. (2010). Understanding the legacies of a host Olympic city: The case of the 2010 Vancouver 

Olympic Games. Sport Marketing Quarterly, 19(2), 110-117. 
Misener, L., Darcy, S., Legg, D., & Gilbert, K. (2013). Beyond Olympic legacy: Understanding Paralympic legacy through a 

thematic analysis. Journal of Sport Management, 27(4), 329-341. 
 
 本調査において国体が生み出すスポーツレガシーを測定するためには、その評価ポイントを特定す

る必要がある。表 3-2 に示す概念規定に加え、さらに競技に直接的に関係するレガシーとそうでない

非競技関連のレガシーに分け、計 4 つの区分を導出した（図 3-2）。 
 

図 3-2：スポーツレガシーの区分 

 

有形（物質的・身体的）

無形（社会的・心理的）

スポーツ
インフラストラクチャ―

スポーツ
インスピレーション

スポーツ
レピュテーション

非競技関連
（周辺・環境的）

スポーツ
プログラム

・スポーツ施設整備

・スポーツによる若者の
意識変化

・開催競技種目の評判

・スポーツ指導者
・地域内連携
・育成システム
・一般市民のスポーツ参加

競技関連
（中核的）
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類型の結果、競技関連としてスポーツプログラム（スポーツ指導者、地域内連携、育成システム、

一般市民のスポーツ参加など）とスポーツインスピレーション（イベント開催によって若いアスリー

トの間で生じる意識変化）が、また非競技関連ではスポーツインフラストラクチャー（スポーツ施設

整備）とスポーツレピュテーション（開催競技種目の評判）が特定された。これらのうち、スポーツ

プログラムがスポーツ指導者、地域内連携、育成システム、一般市民のスポーツ参加などの複数の評

価ポイントを含むことから、他のレガシーと併せ、計 7 要因（①スポーツインフラ、②スポーツ指導

者、③地域内連携、④育成システム、⑤一般市民のスポーツ参加、⑥開催競技種目の評判、⑦若者の

意識変化）によってスポーツレガシーの構成要因を設定した。1 次アンケート調査で用いた項目は巻

末資料 2 に示すとおりである。 
 図 3-3 は国体が開催地に残したスポーツレガシーを「まったくあてはまらない（1）」から「おおい

にあてはまる（7）」までの 7 段階評価で回答してもらった結果である。各都道府県および県域体育協

会がレガシーを残した競技として 2～3 種目（最大 4 つまで）を上げ、それらについて評価したことか

ら、全体のサンプル数は 184 種目となった。 
 成功を収めた競技についての回答であったことから、どの質問も中央値（4）を超えているが、特に

高い評価に至ったのは開催競技種目の評判（6．地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良

くなった）と若者の意識変化（7．地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識や目標）

を持つようになった）などの無形レガシーであった。一方、住民のスポーツ参加（5．地元住民がスポ

ーツを行う機会が増えた）については他の要因よりも若干低い評価となった。 
 これらの評価を全体、都道府県、県域体育協会に分けて集計したが、7 要因の評価にグループ間で

大きな違いは見られなかった。 
 

図 3-3：国体が開催地に残したスポーツレガシーの評価 

 
※7 段階評価（まったくあてはまらない[1]～おおいにあてはまる[7]） 
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(1) 国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるよう

なスポーツ施設が整備された

(2) 優秀な選手を育成する指導者が増えた

(3) 国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携

が強まった

(4) 国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応

じて段階的に育成するシステムが構築された

(5) 地元住民がスポーツを行う機会が増えた

(6) 地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが

良くなった

(7) 地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高

い意識や目標）を持つようになった

国体が開催地に残したスポーツレガシー（遺産）の評価：7段階評価

全体

(n = 184)

都道府県
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県体協
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4. 国体が開催地に残したスポーツレガシーの評価：種目別の結果 

 表 3-3 はスポーツレガシーを構成する 7 要因の評価を、競技種目別に集計した結果である。ス

ポーツインフラ（質問：「国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるようなスポーツ施設が

整備された」）では上位に競技人口の多い種目（例：水泳、陸上など）と少ない種目（例：体操、

山岳、弓道など）の両方の名前が挙がった。一方、スポーツ指導者（質問：「優秀な選手を育成

する指導者が増えた」）については、卓球を除くと、その多くが競技人口の比較的少ない種目（例：

体操競技、セーリング、弓道、ウエイトリフティング、水球、馬術）であることが分かる。 
 

表 3-3：競技別のスポーツレガシーの評価 
スポーツインフラ  スポーツ指導者 

競技種目 種目別平均  競技種目 種目別平均 
体操（競技）（n = 2） 7.00  体操（競技）（n = 2） 7.00 
軟式野球（n = 1） 7.00  セーリング（n = 5） 6.20 
山岳（n = 1） 7.00  弓道（n = 3） 6.00 
スキー（n = 1） 7.00  卓球（n = 1） 6.00 
弓道（n = 3） 6.67  ウエイトリフティング（n = 3） 6.00 
水泳（競泳）（n = 3） 6.67  水泳（水球）（n = 3） 6.00 
ラグビーフットボール（n = 3） 6.33  馬術（n = 2） 6.00 
ライフル射撃（n = 4） 6.25  レスリング（n = 8） 5.88 
陸上競技（n = 10） 6.10  ハンドボール（n = 15） 5.87 
セーリング（n = 5） 6.00  相撲（n = 5） 5.80 
アーチェリー（n = 1） 6.00  ホッケー（n = 31） 5.74 
スケート（n = 1） 6.00  陸上競技（n = 9） 5.67 
ホッケー（n = 32） 5.75  バレーボール（n = 3） 5.67 
ハンドボール（n = 15） 5.73  ソフトテニス（n = 2） 5.50 
バレーボール（n = 3） 5.67  カヌー（n = 17） 5.41 
ソフトテニス（n = 3） 5.67  なぎなた（n = 5） 5.40 
サッカー（n = 4） 5.50  剣道（n = 3） 5.33 
バスケットボール（n = 5） 5.40  バドミントン（n = 7） 5.29 
剣道（n = 3） 5.33  ボート（n = 17） 5.29 
バドミントン（n = 7） 5.00  軟式野球（n = 1） 5.00 
相撲（n = 5） 5.00  水泳（競泳）（n = 3） 5.00 
卓球（n = 1） 5.00  ラグビーフットボール（n = 3） 5.00 
空手道（n = 1） 5.00  サッカー（n = 4） 5.00 
カヌー（n = 18） 4.78  柔道（n = 1） 5.00 
ボート（n = 18） 4.67  フェンシング（n = 11） 4.82 
ソフトボール（n = 7） 4.57  ライフル射撃（n = 4） 4.75 
ウエイトリフティング（n = 3） 4.33  ソフトボール（n = 7） 4.71 
水泳（水球）（n = 3） 4.33  バスケットボール（n = 5） 4.20 
フェンシング（n = 11） 4.09  山岳（n = 1） 4.00 
柔道（n = 2） 4.00  スケート（n = 1） 4.00 
レスリング（n = 8） 3.75  自転車（n = 3） 4.00 
自転車（n = 3） 3.67  スキー（n = 1） 3.00 
馬術（n = 2） 3.50  アーチェリー（n = 1） 3.00 
なぎなた（n = 5） 3.00  空手道（n = 1） 3.00 
全体平均 5.18  全体平均 5.40 
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 次に地域内連携（質問：「国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携が強まった」）の評

価は、弓道、剣道、相撲、柔道などの武道が上位を占める結果となった。礼儀や躾を重んじる武

道が教育機関と連携しやすい特性を備えているものと考えられる。その他の競技では、競技人口

の少ない種目の名前が目立った。 
 育成システム（質問：「国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応じて段階的に育成

するシステムが構築された」）に関しては、体操、卓球、ウエイトリフティング、水泳、レスリ

ングなどの個人種目を含む競技が上位を占めたが、団体種目のラグビーフットボール、ハンドボ

ール、サッカーなどの評価も高かった。 
 

表 3-3（続き） 
地域内連携  育成システム 

競技種目 種目別平均  競技種目 種目別平均 
体操（競技）（n = 2） 7.00  体操（競技）（n = 2） 7.00 
スケート（n = 1） 7.00  スキー（n = 1） 6.00 
軟式野球（n = 1） 6.00  卓球（n = 1） 6.00 
山岳（n = 1） 6.00  ウエイトリフティング（n = 2） 6.00 
スキー（n = 1） 6.00  水泳（水球）（n = 3） 6.00 
弓道（n = 2） 6.00  レスリング（n = 8） 5.75 
剣道（n = 3） 6.00  セーリング（n = 5） 5.60 
相撲（n = 5） 6.00  なぎなた（n = 5） 5.60 
水泳（水球）（n = 3） 6.00  ホッケー（n = 31） 5.55 
柔道（n = 1） 6.00  ラグビーフットボール（n = 2） 5.50 
ホッケー（n = 31） 5.81  ソフトテニス（n = 2） 5.50 
なぎなた（n = 5） 5.80  ハンドボール（n = 15） 5.33 
バドミントン（n = 7） 5.71  バドミントン（n = 7） 5.29 
カヌー（n = 17） 5.71  サッカー（n = 4） 5.25 
セーリング（n = 5） 5.60  カヌー（n = 17） 5.24 
ハンドボール（n = 15） 5.60  陸上競技（n = 9） 5.22 
ボート（n = 17） 5.59  ボート（n = 17） 5.18 
フェンシング（n = 11） 5.55  フェンシング（n = 11） 5.18 
ラグビーフットボール（n = 2） 5.50  軟式野球（n = 1） 5.00 
サッカー（n = 4） 5.50  弓道（n = 2） 5.00 
ソフトボール（n = 6） 5.33  水泳（競泳）（n = 3） 5.00 
レスリング（n = 8） 5.13  スケート（n = 1） 5.00 
陸上競技（n = 9） 5.11  剣道（n = 3） 5.00 
水泳（競泳）（n = 3） 5.00  馬術（n = 2） 5.00 
バレーボール（n = 3） 5.00  相撲（n = 5） 4.80 
ソフトテニス（n = 2） 5.00  ライフル射撃（n = 4） 4.75 
卓球（n = 1） 5.00  ソフトボール（n = 6） 4.50 
ウエイトリフティング（n = 2） 5.00  バスケットボール（n = 5） 4.40 
馬術（n = 2） 5.00  バレーボール（n = 3） 4.33 
自転車（n = 3） 4.67  自転車（n = 3） 4.33 
ライフル射撃（n = 4） 4.50  山岳（n = 1） 4.00 
バスケットボール（n = 5） 4.40  アーチェリー（n = 1） 4.00 
アーチェリー（n = 1） 4.00  空手道（n = 1） 4.00 
空手道（n = 1） 2.00  柔道（n = 1） 4.00 
全体平均 5.51  全体平均 5.24 
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 住民のスポーツ参加（質問：「地元住民がスポーツを行う機会が増えた」）は 7 要因の中で最も

平均値が低く（平均＝4.78）、この結果は国体開催をとおして一般市民のレクリエーション・スポ

ーツを促進させることに関して一定の課題が残っていることを示唆している。こうした中、生涯

に渡って取り組むことのできるスポーツとして代表的なスキーや水泳が高得点を得たことは、妥

当な結果といえよう。 
 無形レガシーに関する 2 要因の評価は他の要因の評価よりも高得点を示した。このうち、開催

種目の評判（質問：「地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良くなった」）は柔道、

弓道、剣道、空手道などの武道に加え、体操、水泳（水球）、バドミントン、などの室内競技も

上位に名を連ねた。これらの種目の共通点はもともと競技人口の少ない競技であることと、武道

種目を含めすべて室内競技であることである。室内競技は屋外競技に比べ施設の老朽化が進みに

くく、存続させやすい特徴がある。国体種目の競技的成功に加え、こうした施設の持続性や武道

種目が持つ教育的効果がその種目のイメージの向上につながっているものと推察される。 
 

表 3-3（続き） 
住民のスポーツ参加  開催種目の評判 

競技種目 種目別平均  競技種目 種目別平均 
軟式野球（n = 1） 6.00  柔道（n = 1） 7.00 
スキー（n = 1） 6.00  体操（競技）（n = 2） 6.50 
弓道（n = 2） 6.00  水泳（水球）（n = 3） 6.33 
水泳（競泳）（n = 3） 6.00  バドミントン（n = 7） 6.29 
水泳（水球）（n = 3） 5.67  カヌー（n = 17） 6.18 
バドミントン（n = 7） 5.43  山岳（n = 1） 6.00 
ハンドボール（n = 15） 5.33  弓道（n = 3） 6.00 
陸上競技（n = 9） 5.11  スケート（n = 1） 6.00 
体操（競技）（n = 2） 5.00  ソフトテニス（n = 2） 6.00 
山岳（n = 1） 5.00  剣道（n = 3） 6.00 
スケート（n = 1） 5.00  空手道（n = 1） 6.00 
バレーボール（n = 3） 5.00  ホッケー（n = 31） 5.97 
バスケットボール（n = 5） 5.00  ハンドボール（n = 15） 5.87 
剣道（n = 3） 5.00  ボート（n = 17） 5.76 
卓球（n = 1） 5.00  ラグビーフットボール（n = 3） 5.67 
空手道（n = 1） 5.00  バレーボール（n = 3） 5.67 
カヌー（n = 17） 4.88  ウエイトリフティング（n = 2） 5.67 
フェンシング（n = 11） 4.82  フェンシング（n = 11） 5.64 
セーリング（n = 5） 4.80  なぎなた（n = 5） 5.60 
ホッケー（n = 31） 4.77  ソフトボール（n = 7） 5.57 
サッカー（n = 4） 4.75  セーリング（n = 5） 5.40 
ラグビーフットボール（n = 2） 4.50  バスケットボール（n = 5） 5.40 
ソフトテニス（n = 2） 4.50  レスリング（n = 8） 5.38 
ソフトボール（n = 6） 4.50  陸上競技（n = 9） 5.33 
ボート（n = 17） 4.47  相撲（n = 5） 5.20 
相撲（n = 5） 4.40  軟式野球（n = 1） 5.00 
レスリング（n = 8） 4.38  スキー（n = 1） 5.00 
ウエイトリフティング（n = 2） 4.33  水泳（競泳）（n = 3） 5.00 
ライフル射撃（n = 4） 4.00  ライフル射撃（n = 4） 5.00 
柔道（n = 1） 4.00  アーチェリー（n = 1） 5.00 
なぎなた（n = 5） 4.00  サッカー（n = 4） 5.00 
自転車（n = 3） 3.67  卓球（n = 1） 5.00 
馬術（n = 2） 2.50  自転車（n = 3） 4.67 
アーチェリー（n = 1） 2.00  馬術（n = 2） 4.50 
全体平均 4.78  全体平均 5.71 

 

  



10 
 

 最後に、若者の意識変化（質問：「地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識

や目標）を持つようになった」）については、その平均値が 5.65 と非常に高く、全種目を通じて

国体によって形成されやすいレガシーであると理解できる。この要因においても、先ほどの国体

種目の評判の結果と同様に、室内競技（体操、バレーボール、卓球、ウエイトリフティング、水

球、バドミントン）や武道種目（弓道、柔道）が上位に並ぶ結果となった。スキー、スケートな

どの冬季種目に加え、バレーボールなどのメジャー競技が高い評価を得たことも特筆すべき点で

ある。 
 

表 3-3（続き） 
若者の意識変化 

競技種目 種目別平均 
スキー（n = 1） 7.00 
スケート（n = 1） 7.00 
体操（競技）（n = 2） 6.50 
バレーボール（n = 3） 6.33 
軟式野球（n = 1） 6.00 
弓道（n = 2） 6.00 
卓球（n = 1） 6.00 
ウエイトリフティング（n = 2） 6.00 
水泳（水球）（n = 3） 6.00 
柔道（n = 1） 6.00 
バドミントン（n = 7） 5.86 
ホッケー（n = 31） 5.81 
セーリング（n = 5） 5.80 
ハンドボール（n = 15） 5.80 
カヌー（n = 17） 5.76 
ライフル射撃（n = 4） 5.75 
水泳（競泳）（n = 3） 5.67 
ソフトボール（n = 6） 5.67 
フェンシング（n = 11） 5.64 
なぎなた（n = 5） 5.60 
陸上競技（n = 9） 5.56 
ラグビーフットボール（n = 2） 5.50 
ソフトテニス（n = 2） 5.50 
サッカー（n = 4） 5.50 
レスリング（n = 8） 5.50 
バスケットボール（n = 5） 5.40 
相撲（n = 5） 5.40 
剣道（n = 3） 5.33 
自転車（n = 3） 5.33 
ボート（n = 17） 5.18 
山岳（n = 1） 5.00 
アーチェリー（n = 1） 5.00 
空手道（n = 1） 4.00 
馬術（n = 2） 4.00 
全体平均 5.65 
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Ⅳ. 2 次アンケート調査の結果 

1. 2 次アンケート調査の回収率 

 1 次アンケート調査においてスポーツレガシーが創出された市町および競技種目について、都

道府県および県体協からそれぞれ最大 4 つまで回答してもらった。この結果を受け、抽出された

151 市町および 148 競技団体に対して 2 次アンケート調査を郵送した。その結果、市町と競技団

体でそれぞれ 87 票と 83 票を回収した（表 4-1）。表 4-2 は回答のあった種目の内訳を示している。 
表 4-1：2 回目のアンケートの回収率 

回答者 配布数 回答数 未回答数 回答率（%） 
市町 151 87 64 57.6 
県域競技団体 148 83 65 56.1 
※1 次アンケート調査でスポーツレガシーが生み出された競技種目数（n = 198）と 2 次アンケート調査の競技団体数（n 
= 148）が一致しないのは、市町と県体協が重複して回答した競技種目を一つとしてカウントしたためである。 
 

表 4-2：2 次アンケートで回答の得られた競技種目 
競技種目 n % 
ホッケー 20 11.8 
カヌー 16 9.5 
ボート 15 8.9 
陸上競技 13 7.7 
フェンシング 10 5.9 
レスリング 9 5.3 
ハンドボール 9 5.3 
ソフトボール 7 4.1 
バドミントン 7 4.1 
ライフル射撃 7 4.1 
バスケットボール 6 3.6 
自転車 5 3.0 
バレーボール 4 2.4 
ウエイトリフティング 4 2.4 
ソフトテニス 4 2.4 
弓道 4 2.4 
なぎなた 4 2.4 
剣道 3 1.8 
水泳（競泳） 3 1.8 
水泳（水球） 3 1.8 
サッカー 2 1.2 
セーリング 2 1.2 
ラグビーフットボール 2 1.2 
山岳 2 1.2 
スキー 2 1.2 
卓球 1 0.6 
軟式野球 1 0.6 
相撲 1 0.6 
馬術 1 0.6 
柔道 1 0.6 
空手道 1 0.6 
合計 169 100 

 
 
2. 開催地域で生み出されたスポーツレガシーの評価：人口規模別の集計 

 1 回目の調査と同様に、2 回目の調査においてもスポーツレガシーに関する 7 要因について「ま
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ったくあてはまらない（1）」から「おおいにあてはまる（7）」までの 7 段階評価で回答してもらった。

ただし、2 次アンケート調査ではスポーツレガシーをより詳細かつ正確に測定するため、各要因につ

き 3 項目から 5 項目の質問を設定し、これらを合成（平均値化）することでレガシー得点を算出した。

使用した質問項目は巻末資料 3 に示したとおりである。 
 図 4-1 はスポーツレガシーの評価を、開催地の人口規模に応じて集計した結果である（人口規

模は調査を実施した 2014 年時点のものを使用し、①3 万人未満、②3 万人以上 8 万人未満、③8
万人以上の 3 グループに分割した。この分類基準は回答のあった 142 サンプルを三等分すること

が根拠となっている）。まず全体（n = 142）を対象とした場合、無形レガシーに相当する開催競

技種目の評判（4.92）および若者の意識変化（4.99）の得点が他の要因よりも高く、この結果は 1
次アンケート調査と一致する。一方、スポーツインフラおよび育成システムは 1 次アンケートに

おいてどちらも 5.0 以上の評価（スポーツインフラ＝5.18、育成システム＝5.24）だったのに対し、

2 次アンケートではそれぞれ 3.98、3.73 と評価が低くなった。このことは、実際に種目を誘致し

た開催地とその種目の普及・強化を担当する競技団体の評価が、都道府県や県域競技団体の評価

よりも厳しいことを示している。さらに、住民のスポーツ参加につては、1 次アンケートと同様

に評価が低く、特にその傾向は人口 3 万人未満の市町に強い結果となった。その他の人口規模別

の集計では、それほど大きな違いが見られなかったものの、地域内連携や開催競技種目の評判は

人口の少ない市町になるほど評価が高い傾向が見られた。 
 

図 4-1：スポーツレガシーの評価 

 
※7 段階評価（まったくあてはまらない[1]～おおいにあてはまる[7]） 
※人口は 2014 年 10 月時点のものである。 

3. 開催地の人口規模と競技種目のクロス集計 

 表 4-3 は開催地の人口規模と国体の競技種目のクロス集計を行った結果である。それによると、
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人口 3 万人未満の市町で特に多かったのがホッケー（23.2%）、ボート（16.1%）、フェンシング

（10.7%）などであった。一方、人口 8 万人以上の大規模都市で多かったのが陸上競技（15.3%）

であり、これは開閉会式の主会場となるスタジアムの施設整備が関係しているものと考えられる。

水泳（競泳）についても、回答数が少ないものの（5.1%）、人口 8 万人以上の大規模都市でしか

開催されていないことが明らかとなった。人口が 3 万人以上 8 万人未満の中規模都市では、レス

リング（11.1%）の割合が 10%を超え、その他にもハンドボール（9.3%）、カヌー（9.3%）、ソフ

トボール（7.4%）、弓道（7.4%）などの回答も目立った。 
 

表 4-3：開催地の人口規模と競技種目のクロス集計 

競技種目 
3 万人未満 
（n = 56） 

3 万人以上 
8 万人未満 
（n = 54） 

8 万人以上 
（n = 59） 

合計 
（n = 169） 

陸上競技 3.6% 3.7% 15.3% 7.7% 
サッカー 1.8% 0.0% 1.7% 1.2% 
ボート 16.1% 3.7% 6.8% 8.9% 
ホッケー 23.2% 5.6% 6.8% 11.8% 
バレーボール 1.8% 3.7% 1.7% 2.4% 
バスケットボール 1.8% 3.7% 5.1% 3.6% 
レスリング 5.4% 11.1% 0.0% 5.3% 
セーリング 0.0% 3.7% 0.0% 1.2% 
ウエイトリフティング 3.6% 0.0% 3.4% 2.4% 
ハンドボール 0.0% 9.3% 6.8% 5.3% 
自転車 3.6% 5.6% 0.0% 3.0% 
ソフトテニス 1.8% 0.0% 5.1% 2.4% 
卓球 0.0% 0.0% 1.7% 0.6% 
軟式野球 0.0% 1.9% 0.0% 0.6% 
相撲 1.8% 0.0% 0.0% 0.6% 
馬術 0.0% 1.9% 0.0% 0.6% 
フェンシング 10.7% 1.9% 5.1% 5.9% 
柔道 0.0% 1.9% 0.0% 0.6% 
ソフトボール 0.0% 7.4% 5.1% 4.1% 
バドミントン 0.0% 3.7% 8.5% 4.1% 
弓道 0.0% 7.4% 0.0% 2.4% 
ライフル射撃 3.6% 5.6% 3.4% 4.1% 
剣道 1.8% 0.0% 3.4% 1.8% 
ラグビーフットボール 0.0% 1.9% 1.7% 1.2% 
山岳 0.0% 0.0% 3.4% 1.2% 
カヌー 16.1% 9.3% 3.4% 9.5% 
空手道 0.0% 0.0% 1.7% 0.6% 
なぎなた 3.6% 1.9% 1.7% 2.4% 
水泳（競泳） 0.0% 0.0% 5.1% 1.8% 
水泳（水球） 0.0% 1.9% 3.4% 1.8% 
スキー 0.0% 3.7% 0.0% 1.2% 
合計 100% 100% 100% 100% 
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4. アンケート調査（1 次、2 次）の総括 

 1 次アンケート調査の目的は、都道府県（n = 40）および各都道府県体育協会（n = 35）の視点

から、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

することであった。国体開催をとおして、その後スポーツ振興および地域活性につながった競技

を最大で 4 種目まで回答してもらったところ、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。競技人口の多いメジャー競技の中

で最も回答が多かったのは陸上競技（5.1%）であった。 
 次に、国体競技種目が国体後もまちに定着し、スポーツ振興および地域活性につながったとす

る根拠資料を得るため、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）に関する 7 要因（①スポーツインフラ、②スポー

ツ指導者、③地域内連携、④育成システム、⑤一般市民のスポーツ参加、⑥開催競技種目の評判、

⑦若者の意識変化）について「まったくあてはまらない（1）」から「おおいにあてはまる（7）」
までの 7 段階評価で質問したところ、以下の結果が得られた： 
 
 7 要因の中で特に評価が高かったのは、無形レガシーに関連する 2 要因（開催競技種目の評

判[5.71]と若者の意識変化[5.65]）であった。 
 スポーツインフラ（施設整備）では上位に競技人口の多い種目（例：水泳、陸上など）と少

ない種目（例：体操、山岳、弓道など）の両方の名前が挙がった。 
 スポーツ指導者については、水泳と卓球を除くと、その多くが競技人口の比較的少ない種目

（例：体操競技、セーリング、弓道、ウエイトリフティング、水球、馬術）であった。 
 地域内連携の評価は、弓道、剣道、相撲、柔道などの武道が上位を占めた。 
 育成システムに関しては、体操、卓球、ウエイトリフティング、水泳、レスリングなどの個

人種目を含む競技が上位を占めた。また、団体種目のラグビーフットボール、ハンドボール、

サッカーなどの評価も高かった。 
 住民のスポーツ参加は 7 要因の中で最も平均値が低かった（4.78）。国体開催をとおして一般

市民のレクリエーション・スポーツを促進させることが容易ではないことがわかる。 
 国体競技種目の評判は柔道、弓道、剣道、空手道などの武道に加え、体操、水球、バドミン

トンなどの室内競技が上位に並んだ。 
 若者の意識変化の平均値は全種目を通じて非常に高く、国体開催によって形成されやすいレ

ガシーである。 
 
 これらをまとめると、（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

などの傾向が明らかとなった。 
 
 2 次アンケート調査では、国体の開催地となった市町およびその開催種目となった競技団体の

視点から、1 次アンケートと同様に国体レガシーが形成されたかどうかを調査し、特に地元に根

付き、多くの恩恵をもたらした 5 つの事例を特定することが目的であった。その結果、以下のこ

とが明らかとなった： 
 
 まず、国体開催種目と開催地の人口規模のクロス集計を行ったところ、陸上競技（15.3%）

の多くが人口 8 万人以上の大規模都市での開催であった。 
 水泳（競泳；5.1%）も人口 8 万人以上の大規模都市でしか開催されていない。 
 人口 3 万人未満の市町で特に多かったのがホッケー（23.2%）、ボート（16.1%）、フェンシン

グ（10.7%）などの競技人口の少ないマイナー種目であった。 
 国体レガシーに関する質問では、1 次アンケートと同様に、市町および競技団体の間でも無

形レガシーに関連した要因（開催競技種目の評判[4.92]、若者の意識変化[4.99]）の評価が他

の要因よりも高かった。 
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 地域内連携や開催競技種目の評判は人口の少ない市町になるほど評価が高かった。 
 
 これらの結果は、（1）競技人口の多い種目が大規模都市で開催される一方で、（2）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ことを意味する。さらに、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。 
 次に、レガシー得点の高かった競技種目を抽出したところ、以下の 5 つの市町が特定された（表

4-4）。個人種目の中で特にレガシー得点が高かった市町（および競技）は、加須市（山岳）、木曽

町（相撲）、久美浜町（カヌー）であった。一方、団体種目の中でレガシー得点が高かった市町

（および競技）は長門市（ラグビー）と香川町（ハンドボール）であった。個人種目の方が団体

種目よりも国体レガシーが創出されやすいようである。チーム単位でないと体験会や大会を開催

できない団体種目と、個人単位から活動できる個人種目の違いが、国体レガシーの得点差に表れ

ているものと考えられる。ここで特定した 5 つの市町を対象に実施するインタビュー調査では、

国体レガシーが生み出された背景、経緯、理由を探求し、それらを詳細に記述する。 
 

表 4-4：特にレガシー得点の高かった市町（個人種目と団体種目） 

市町村名 種目 インフラ 指導者 連携 育成 
住民 

参加 
評判 

意識 

変化 
総合 

加須市 山岳 
（個人種目） 

6.5 6.0 5.0 5.9 6.3 6.5 6.5 42.6 

木曽町 相撲 
（個人種目） 

5.4 6.3 6.3 5.3 5.5 6.5 6.0 41.2 

久美浜町 カヌー 
（個人種目） 

6.0 7.0 6.0 5.8 4.0 5.8 6.0 40.5 

長門市 ラグビー 
（団体種目） 

4.8 4.0 3.3 4.8 5.3 5.3 6.3 33.6 

香川町 ハンドボール 
（団体種目） 

4.0 6.3 4.8 3.8 4.0 5.0 5.5 33.3 

※142 市町村のレガシー得点の平均：29.7（49 点満点） 
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Ⅴ. 特徴的な市町へのインタビュー調査の結果 
 

1. インタビュー調査の対象市町のリスト 

 市町および競技団体を対象に実施した 2 次アンケート調査において、特に高いレガシー得点を

示した事例を抽出し、①国体開催競技種目をどのようにしてまちに根付かせていったのか、②ス

ポーツレガシーの形成にはどのような背景があったのかを調べることがインタビュー調査の目

的であった。 
 1 次、2 次アンケート調査において、スポーツレガシーが競技人口の少ない個人種目において

顕著に生まれやすいことが明らかとなったが、ここでは団体競技も含めて事例研究を行った。サ

ンプリングでは人口規模（①3 万人未満、②3 万人以上 8 万人未満、③8 万院以上）と種目特性（①

個人種目、②団体種目）の二つの基準を考慮し、表 5-1 に示す市町とそこで開催された競技種目

を特定した。 
表 5-1：インタビュー調査の対象市町のリスト 

市町 種目 
個人／ 

団体種目 

開催 

年度 
人口 

人口 

規模 

レガシー 

得点(総合) 

加須市 山岳 個人 2004 115,159 大規模 44.4 
木曽町 相撲 個人 1978 12,167 小規模 41.2 
久美浜町（現京丹後市） カヌー 個人 1988 58,600 中規模 40.5 
長門市 ラグビー 団体 2011 35,746 中規模 33.6 
香川町（現高松市） ハンドボール 団体 1993 428,942 大規模 33.3 
※142 市町村のレガシー得点の平均：29.7（49 点満点） 
※久美浜町の人口は現在の京丹後市のデータである。 
※香川町の人口は現在の高松市のデータである。 
 
2. 埼玉県加須市（2004 年埼玉国体、山岳競技） 

（1）加須市の概要 
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。調査を実施した 2014
年の人口は約 11 万 5000 人であった。 
 市町村・競技団体を対象に実施したアンケートの結果、加須

市のレガシー得点は総合で 44.4 点となった。その内訳は、7
段階評価でスポーツインフラが 6.5 点、スポーツ指導者が 6.0
点、地域内連携が 5.0 点、育成システムが 5.9 点、住民のスポ

ーツ参加が 6.3 点、国体種目の評判が 6.5 点、若者の意識変化

が 6.5 点であった。全体的に非常に高いレガシー得点となって

いる。 
 

図 5-1：加須市（クライミング）のレガシー得点 

 

Yahoo!地図 
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（2）インタビュー調査の対象者の特性 
 

回答者 1 

 1999 年から 2004 年まで加須市国体推進課課長。特にクライミング施設の整備と加須市山岳連

盟の立ち上げに尽力した。加須市をクライミングの町にした二人の立役者に最初に声をかけた。 
回答者 2 

 加須市国体推進課課長からの要請で 2001 年から埼玉国体のクライミング競技の条件整備に関

わり、2002 年に加須市山岳連盟を設立し会長に就任。平成 16 年の埼玉国体でアーチェリーの会

場を整備した経験や宮代町教育長としての経験を生かし、スポーツ施設と競技団体の両方の準備

に貢献。日本山岳協会、埼玉県教育委員会、埼玉県体育協会、埼玉県山岳連盟、加須市国体推進

課、加須市山岳連盟のパイプ役としてなくてはならない存在であった。 
回答者 3 

 加須市国体推進課課長からの要請で 2000 年に加須スポーツクライミングクラブを立ち上げ、

翌 2002 年には加須市山岳連盟を設立、理事に就任。2004 年の埼玉国体に向け、教室や体験会な

どの普及活動、加須カップをはじめとした各種大会、協賛企業を募った広報活動などを実施し、

さらに国体後は加須市でジャパンカップとワールドカップの誘致に成功し、大会を成功させた。 
 

表 5-2：加須市のインタビュー対象者の特性 
対象 役職 

回答者 1 国体当時の加須市国体推進課課長（現在、加須市シルバー人材センター常務理事

兼事務局長） 

回答者 2 加須市山岳連盟会長（元埼玉県教育局体育課主幹・元埼玉県宮代町教育長・前埼

玉県山岳連盟副会長） 
回答者 3 埼玉県山岳連盟副会長（会社員） 

 
（3）インタビュー調査の結果：開催競技種目の誘致について 

① 開催競技種目の誘致が決まったのはいつ頃だったのか（When） 

■1999 年 7 月 13 日に開催の内定通知が日本体育協会と文部大臣より届いた。誘致活動はその前

から行っており、誘致委員会が設置されたのは 1994 年のこと。 
 

② 開催競技種目を誘致した理由は何だったのか（Why） 

■昭和 42 年の 1 回目の埼玉国体の時に加須市は種目がなかった。2 回目は何とか種目を誘致した

いという思いがあった（市国体推進課課長）。 
■この地域は当時北埼玉という行政区で、行田、羽生、加須という 3 市がある。昭和 42 年の国

体では行田が剣道、羽生がウエイトリフティングだった。加須だけ種目がなかった。そこで、

競技種目がないことは残念だということで、第二回目の時は山岳を取り入れる条件の中で最終

的に決まったという背景がある（市山岳連盟会長）。 
 

③ 数ある種目の中から、開催競技種目をどのように選んだのか（How） 

■当時はもっとメジャーなバレーボールや卓球を考えていたが、なかなか施設の問題や他の使途

との関係でメジャーな競技を誘致できなかった。最後に残った自転車競技と山岳との中で、今

後のスポーツを考えた時に山岳が選ばれた。自転車は各都市を通り過ぎていくロードが中心で

あるが、クライミングは室内でできる。それまでの国体は屋外に仮設の施設を設けて行うのが

主流だったが、そうではなくて、室内競技でスポーツ振興に関われる点が決め手となった（市

国体推進課課長）。 
■国体を誘致する条件は種目によって違うが、観覧席として最低 3000 から 5000 席はあることな

どの条件を加須市の体育館は満たしていなかった。そこで、加須市の体育館の条件に見合うも

のとして山岳競技が浮上した（市山岳連盟会長）。 
■大規模な工事をしないで済む競技を考えた時、マイナーだが山岳の中のクライミングという考

えは当時に形成されていた。体育館の人工壁でできる種目ということで、山がなくてもできる

ことから誘致を決めた（県山岳連盟副会長）。 
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④ 開催競技種目は具体的にどの地域のどの施設を使って大会を行ったのか（Where） 

その地域と施設を選んだのは何故か 

■秩父と小鹿野も元々山岳競技を誘致したいという思いがあった。誰もが秩父になると思ってい

たが、クライミングは室内施設を使うことになり、仕方ないという雰囲気になった。最終的に

二市一町（加須市、秩父市、小鹿野町）で集まって本部をどこにするかという話し合いの結果、

加須になった（市国体推進課課長）。 
 

⑤ 開催競技種目をまちの中にどのように取り込み、どのように根付かせていったのか（How） 

■国体やワールドカップなどの一時的なイベントではなく、クラブの運営、教室の開催、毎年恒

例の試合や行事をずっと続けないといけない（県山岳連盟副会長）。 
■2002 年に設立した加須市山岳連盟の存在が大きい。連盟には 4 つの部門がある。加須スポーツ

クライミングクラブはクライミング経験者が集まる同好会。その後、初心者の方もいるという

ことで「びな」という初心者中心のクラブを作った。また、クライミングというのはリードと

ボルダリングがあるので、ボルダリング中心の「ボルシチ」というクラブを作った。さらにジ

ュニアスポーツクライミングクラブというのを作った。この 4 つで加須市山岳連盟を立ち上げ、

普及活動を行っていった（県山岳連盟副会長）。 
■体験会で入ってくる小学生や年齢が上の中学生、高校生、大人が一緒に所属するクラブにして

いった。大人が子どもを教えたりして、一つの家族帯のような感じになった。子どもが成長し

て中学校に行って授業が忙しくなると、曜日を変えて練習をするようにした。そういう循環の

中、組織体で曜日を決めて行っているが、重要なのは一つのクラブを作るということである（市

国体推進課課長）。 
■施設は国体のために作ることができるが、その後維持して有効に使うことの方が課題である。

そのためにはまず地元の人に受け入れてもらうことが最も重要である。そのためには各方面に

チャンネルを持った人を組織の中に入れる必要があった。今の山岳連盟の会長は連盟内の統率

はもとより、行政側や上部団体との連携を密にしている。もう一つは、地元でやっていること

に対して我々が理解を示すことだ。例えば体育祭や市民祭りなどのいろいろなイベントがある

ので、そういうものに協力していく。市民祭りは協力する代わりに一般を対象にクライミング

の体験会をやらせてもらっている。一日百数十名は集まる。クライミングを理解して頂く人を

増やすことと、加須市を理解して私たちが協力することの二つを徹底的にやっている。特に気

を付けなくてはいけないのが、マナー。体育館を使用する時にクライミングが汚していると絶

対に言われないようにした（県山岳連盟副会長）。 
■加須市はこいのぼりの町。毎年 5 月 3 日にジャンボこいのぼりを上げる。以前、サッカーW 杯

ドイツ大会の時に市を挙げてジャンボこいのぼりを現地に出向いて上げた。その時市長が、ヨ

ーロッパでは各体育館にクライミングの壁があると教えてくれた。この時から市長がうどんと

こいのぼりにクライミングを加えたいと言い始めた（市国体推進課課長）。 
■国体が終わってワールドカップが始まる前に市長が「加須はクライミングのまち」と言い始め

た。2007 年頃である。広く社会の認知を上げるために、これから山関係以外のスポンサーも集

めないといけないということで取り組んだ。八海山や岩崎電気に協賛を頂いた。チャネルを持

った人がいたのがきっかけだが、クライミング競技の普及に理解を頂けるよう広報活動に力を

入れ結果に繋がった（県山岳連盟副会長）。 
■スポーツに国境がないという考え方が重要である。加須で 2007 年と 2009 年にワールドカップ

を開催したが、地元の外の人間を大勢受け入れた。一方で、特に各市町村レベルでは、「俺た

ちが金を出した体育館だ」ということで、市内在住在勤でなくてはダメだという人がいる。それ

には理由があるので当然だと思うが、私たちはあくまでも市内市外に関係なく、市外から来た

人であっても、誰もが活動できるクラブとして行っている。加須市に限らず、栃木、群馬から

来てクライミングをやっている人がいる。包容力をもってスポーツはやらないといけないと思

う（市山岳連盟会長）。 
 

⑥ あなたの町で開催競技種目を誘致するこということは何だったのか（What） 

■国体後にこの体育館で見ることができたのがワールドカップだった。そういう世界的なスポー

ツを、クライミングがなかったら市民は見ることができなかった。市民に地元でワールドカッ
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プを体験してもらうための最初の足掛かりが国体だった（市国体推進課課長）。 
■山岳連盟の立場からすると、クライミングというスポーツ競技を体験できる機会を与えられて、

より多くの市民がそういう場に身を置けるようになった。これは国体をやった時には、山岳連

盟の人たちだけではなく、国体に関わった他競技の人や体育協会の人たちもみんな協力してく

れた。こうした協力体制を作るきっかけが国体におけるクライミング競技だった（市山岳連盟

会長）。 
■地元への影響としては、まちに刺激を与えたこと。市の特徴として、他の町から差別化して住

みやすい町を目指してやっているが、そのような中、クライミングは一つの刺激として成果を

上げた（県山岳連盟副会長）。 
 

以上のインタビュー結果をまとめると、加須市のクライミングが国体を経て、その後ジャパン

カップやワールドカップの開催へとつながっていた流れを図 5-2 のように示すことができる。 
 

 

 

図 5-2：加須市において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 
 

 

 
 
 

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）
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（4）インタビュー調査の結果：スポーツレガシーを残すことのできた理由 

① スポーツインフラ 

 施設などの形のあるものとして何が残ったか（What） 

■壁を存続してくれたのが一番の有形のスポーツインフラだと思っている。施設をクライミング

専門のアリーナにしていけばハードの部分でもっと展開していけるが、いろいろな競技の中に

作らせて頂いたものなので、そういうことはしないだろう。驚きなのが、剣道場に練習用のク

ライミングの壁を設置してくれた。これを剣道関係者がよく許してくれたと思う。普段は使わ

ないようにしてあるが、大会の時にウォームアップエリアとして使えるようにボルダリングの

壁がある。協力して頂いて頭が上がらない（県山岳連盟副会長）。 
■壁は市が市立体育館に整備し、国体後も加須市が体育館の維持管理を続けてくれている（県山

岳連盟副会長）。 
 

 何故、そのようなものを残すことができたのか（Why） 

■加須市の施設はもう半世紀経つ。その施設を有効活用していこうというのが始まりだった。古

い建物だけどその分先人たちの汗と涙がしみ込んでいる。新しい体育館を作るという考えは素

晴らしいが、今あるものを最大限生かしていこうというのは大事なことだ。国体会場の中には、

屋外に作ったクライミングの壁が壊されてしまったところもある。高額な予算（経費）かけて

設置した壁を壊すと、「何のための国体なのだ」ということになってしまう。国体後も施設を

有効活用するとともに、国体に乗じてその他のスポーツも向上させるというのが本来のあるべ

き姿である。本市の壁は設置以来 16 年を経過しているので、使用頻度も多く、壁の張り替え

等改修を予定している（市山岳連盟会長）。 
 

 どのように、そのようなものを残すことができたのか（How） 

■施設を常設にするか仮設にするかによって違ったと思う。常設だとそれを使わないといけなく

なるが、仮設だと国体だけで終わってしまう。常設にしたのは大きいと思う。行政の方が常設

にしたいと言った。更に税金を使って建てたのだから、使っているというのを目に見える形で

市民に対して示さないといけない。そのためには回転率を上げなくてはいけないという考えに

なった（県山岳連盟副会長）。 
 

② スポーツ指導者 

 大会後も継続的に指導を行う者は誰だったのか（Who） 

■現在の県山岳連盟の副会長。行政というのはマニュアルを尊重して動く。マニュアルは安定し

たもので素晴らしいものだが、彼は常に斬新なアイデアを取り入れる人である。例えば、多く

の種目がそうだが、開催式のセレモニー一つにしてもすぐに競技から始まる。そうではなくて、

多くの人に興味をもってもらい、観てもらうために、新たなイベントや演出を他の競技から学

び取って実践している。県山岳連盟の副会長はこうした斬新な試みを次々と導入することがで

きる。これまでに加須市で開催した全国高校選手権は 5 回目を迎えるほどである（市国体推進

課課長）。 
■（私は）現在、埼玉県山岳連盟の副会長でクライミングを担当している。あと兼任で企画員も

している。そもそも企画員というのはなかったが、加須市山岳連盟を立ち上げて埼玉県山岳連

盟の一員として入って行った時に、色々なことを今までの組織で取り組めなかった部分があっ

た。そこで、企画員というものを作って国体競技に向かっていった（県山岳連盟副会長）。 
■当時の市国体推進課課長が全面的に協力してくれた。縁の下の力持ちは加須市山岳連盟の中に

おり、設備管理などを担当してくれる人がたくさんいた（県山岳連盟副会長）。 
■県山岳連盟の副会長は市内の代表的な人で、その上にもう一人重要な人がいる。それは当時の

埼玉県山岳連盟の会長で、日本山岳協会の副会長だった。後に日本山岳協会の会長にもなって

いる。加須市でいろんなイベントをやるときに、その日本山岳協会の会長が必ず来てくれて、

国レベルで意見をくれた（市国体推進課課長）。 
 

 何故、そのような指導者を残すことができたのか（Why） 

■いろんな人が集まった。理念とかコンセプトを立ち上げるとみんなそれに向かって責任を持っ
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て動く人たちがたまたま集まった。大会運営が凄くやりやすかった（県山岳連盟副会長）。 
 

 どのように、そのような指導者を残すことができたのか（How） 

■最初は自分達が登るのが楽しい愛好者の集まりだった。ところが、国体が終わった時に単に楽

しいだけでなく、愛好家の間で達成感があった。見る人が誰もいない状態から始めて、国体で

は選手たちに満足してもらおう、お客さんにも満足してもらおうということで取り組んだ。国

体後は次の達成感を得たいということで高校生の全国大会を始め、今年で 5 回目になる（県山

岳連盟副会長）。 
 

③ 地域内連携 

 種目を普及・強化していくための地域内連携の形はどのような内容だったのか（What） 

■国体を行う場合、行政、各スポーツ活動を展開している団体、選手個人などの連携が必要であ

る。私たちがいくら叫んでも行政サイドが理解してくれなければ、協力や指導は不可能である。

こうした一体感の中で常に連絡調整を密にしてきた。例えば会議など。今回のような市に対す

るインタビューの依頼でも、私のような民間の関係者に声がかかる。行政と競技に関わった

様々な人とのコミュニケーションを大事にしながら、日々活動している。多くの人たちの協力

に支えられたスポーツ教室から発展していったクラブで、ほとんど毎日教室を開催している

（市山岳連盟会長）。 
 

 何故、そのような連携を残すことができたのか（Why） 

■一番良いのは行政の力と連盟の指導者の力が循環できる施設があることである。国体が根付か

なかったところは、施設を崩してしまう。国体種目を上手く継続的な活動にするには行政の力

が必要だった（市山岳連盟会長）。 
■一つのポイントは国体前から加須市の目玉の大会を作ること。その代表的なのが 2002 年に始

めた加須カップだった。今年は加須カップの参加者の中に広島や北海道の方もいた。YouTube
にもアップされており、それなりの地位は築けたと思う。加須カップが国体以降もクライミン

グを残すことのできた一つの要因である。他にも、加須カップほどではないが、小さい大会や

県レベルの大会もある。それは他のジムでもできるが、加須カップは地元の冠をつけた全国区

の大会である（県山岳連盟副会長）。 
 

 どのように、そのような連携を残すことができたのか（How） 

■地域内で連携するためには多くの人を引き付けるオリジナルなものを作る必要がある。競技の

クオリティを上げ、他の大会から差別化するために、大会のポスターやデザインを独自のもの

にした。加須カップの位置づけは地方大会だが、北海道や九州からも参加いただいている。そ

こで優勝した人たちが日本のトップ選手の一端を担っており、一つの目玉大会となってきた

（県山岳連盟副会長）。 
 

④ 育成システム 

 大会後も若い選手を育成する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■スポーツ教室がベースである。これは現在もそうだが、スポーツ教室では子どもと大人の二本

立てでやっている。部活動だと加須市内の学校になってしまうが、スポーツ教室の場合はオー

プンにすることで市外の参加者も獲得できる。でも子供たちは加須市が多い。子どもの場合は

学校の授業がある時間帯に開催できないため、土曜日が多い（市山岳連盟会長）。 
 

 何故、そのような育成システムを残すことができたのか（Why） 

■キーパーソンは行政とつながりがある山岳連盟の会長である。教室を行う時も、行政には指導

する能力がないので、講師の方がちゃんと指導を考えてくれるのはとても良いことである。行

政は講師の方たちの謝金とか予算をつけて山岳連盟に伝えると、山岳連盟の方が親身になって

この部分はこうしたらなど、いろいろなアドバイスをくれる。講師の方がいないと行政は何も

できない。子どもたちや成人の方がクライミングをする機会につながれば良いと思っている。

子どもが自分で上りたいと言ってやってくれると一番伸びる。無理やりやらせるとかそういう

ことをしないのが重要である。そのためには良い指導者が必要である（市国体推進課課長）。 
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■選手育成で重要なのはジュニアスポーツクライミングクラブを充実させることである。最近の

大会は大人よりも中高生が増えた。さらに自然の流れの中で子供たちが増え低年齢化が顕著に

なってきている。クライミングは普通下からロープをセットするが、それができなくてもトッ

プロープ部門という初心者からでも大会に出場できるカテゴリーを作った。2、3 ヶ月の人も大

会に出られるようにすることで、興味が湧くようにした（県山岳連盟副会長）。 
 

 どのように、そのような育成システムを残すことができたのか（How） 

■マイナーなスポーツだったからこういうクラブができた。マイナーでなかったら学校の力を頼

ってしまう。マイナーな種目だからこそ、新しく作っていける要素が沢山あり、いろいろなこ

とを試すことができた。そういうところが良かった（市国体推進課課長）。 
 

⑤ 住民のスポーツ参加 

 国体がきっかけとなり、地元住民がスポーツに参加する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■加須市は平地だから山のクライミングではない。スポーツクライミング。そういう点で、市民

はクライミングに親しみやすい（市山岳連盟会長）。 
■スポーツ教室は定期的にやっている。年 4 回。スポーツ教室以外にクライミング体験会をやっ

ている。これは一般市民の方が対象である。認定養成講習会を開催しており、認定を受けた人

でないと登れない仕組みになっている（市国体推進課課長）。 
 

 何故、そのような仕組みを残すことができたのか（Why） 

■子どもを使って親に来させる。逆に、親だけじゃだめだからそれに子どもをつける。本来、山

岳連盟は自然の山に親しみ、自然との関わりを企画の中に位置づけて活動を行っている。例え

ば、ハイキングであれば県の山岳連盟の企画の中で山開きを行い、ゴミ拾いなども実施する。

スポーツクライミングだから、体育館でクライミングだけを行うのではなくて、山岳本来のあ

るべき姿を考えてその中にクライミングがあるという考え方が大事である（市山岳連盟会長）。 
 

 どのように、そのような仕組みを残すことができたのか（How） 

■市民祭りの時もクライミング教室をやっており、家族連れに体験してもらえる。市長も登る。

素人に体験会をとおしてクライミングを紹介したり、山岳連盟のクラブを紹介したり、山岳連

盟の PR をしたりしている。体験にやってくる素人を支える活動を毎年続けている（市山岳連

盟会長）。 
■スポーツ教室は定期的に行っている。年 4 回。スポーツ教室以外にね、クライミング体験会を

やっている。これは一般市民の方が対象である（市山岳連盟会長）。 
 

6. 開催競技種目の評判 

 国体種目となった競技が地元に残したイメージや印象はどのような内容だったのか（What） 

■「クライミングのまち」というイメージを形成できた（県山岳連盟副会長）。 
 

 何故、そのようなイメージを残すことができたのか（Why） 

■最初はみんな興味が湧かなかったと思う。国体の場合は選手がホテルに泊まり、駅前で「国体

やりますよ」と宣伝して少しずつ地元の興味が湧いてきたと思う（県山岳連盟副会長）。 
 

 どのように、そのようなイメージを残すことができたのか（How） 

■独自に地元パンフレットを 3000 部作った。内容は山岳競技の説明から、世界の状態などの紹

介だった。地元協賛で一口 1 万円から 2 万円を集め、それで冊子を作った。最高は 10 万円だ

った。50 社ぐらい集まった。その冊子を競技会場や協賛社の店舗に置いた。スポンサーについ

ては、登山用具のメーカーは別だが、加須市内の会社がメインで地元のうどん屋、花屋、印刷

屋などから協賛していただいた（県山岳連盟副会長）。 
■大会ではいろんな演出をやってきた。例えば決勝に残った人は自分が好きな音楽で登れる。撮

った写真を持って帰って頂く。観客席から撮れないシーンをスタッフが撮ると子供の顔を見る

ことができ非常に喜んでもらえる。そういう取り組みをたくさんやってクラブを続けていった。

目指すは世界大会と国体前から言っていた（県山岳連盟副会長）。 
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■クライミングの成功はいろいろなものが上手く絡み合った結果だった。クライミングだけでは

なくて、うどんやこいのぼりもそうだ。こいのぼりの春のイベントでは 10 万人が見に来るが、

クライミングの時にこいのぼりの宣伝をするし、うどんのお店も出してもらっている。こうし

た地元の力を結集した結果、ワールドカップの運営においてエクセレントの評価をもらった。

加須の大会の運営について評価が高く、市に対しては貢献できたと思う（県山岳連盟副会長）。 
 

⑦ 若者の意識変化 

 国体種目となった競技が若い選手に与えた新たな意識や考え方はどのような内容だったのか（What） 

■2007 年に加須で開催されたワールドカップを小学生の頃に見てクライミングを始めた高校生

と大学生が多い。選手でやっている人もいるし、運営側に回っている人もいる（県山岳連盟副

会長）。 
 

 何故、そのような意識や考え方を残すことができたのか（Why） 

■結局クライミングの子どもたちが増えるということは、国体に行った子どもが増えてきている

ことが原因となっている。クライミングはまだ発展途上の競技だから我々山岳連盟も、これか

らもっと選手を増やすことでもっと大きな活動にしていきたい。現在は、じわじわという感じ

がする（市国体推進課課長）。 
 

 どのように、そのような意識や考え方を残すことができたのか（How） 

■日頃、我々は山岳競技が子どもたちにどれだけ影響があったのかというイメージを明確に持っ

ていない。それよりは、むしろ今から登ろうとしている子どもたちに少しでも連盟としてサポ

ートしていこうと思っている。例えば体験教室を行って今回はこれだけ登れたとか、子どもが

こうなりましたとかを漠然と期待するのであって、子どもの可能性を決めたりはしない。今年

の体験会も 160 人から 170 人の参加があった（市山岳連盟会長）。 
 

 加須市に国体開催後もクライミングによってスポーツレガシーを継続的に残すことができた

要因や背景をまとめると、以下の図のようになる。 
 

図 5-3：加須市がクライミングをとおしてレガシーを形成した背景（まとめ） 

 

  

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。
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3. 長野県木曽町（1978 年やまびこ国体、相撲競技） 

（1）木曽町の概要 

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。調査を実施した 2014 年

の人口は約 12,000 人であった。 
 市町村・競技団体へのアンケートの結果、木曽町

のレガシー得点は総合で 41.2 点であった。その内訳

は、スポーツインフラが 5.4 点、スポーツ指導者が

6.3 点、地域内連携が 6.3 点、育成システムが 5.3 点、

住民のスポーツ参加が 5.5 点、国体種目の評判が 6.5
点、若者の意識変化が 6.0 点であった。埼玉県加須

市のクライミングと同様に、非常に高いレガシー得

点となった。 

図 5-4：木曽町（相撲競技）のレガシー得点 

 

 

（2）インタビュー調査の対象者の特性 

 

回答者 1 

 元国鉄職員で相撲競技において国体に5度出場した経験がある。1978年のやまびこ国体に向け、

木曽相撲連盟を設立し理事長に就任。以後、木曽福島を相撲のまちにするために選手育成、大会

開催、施設整備、地元との連携に全力で取り組んできた。 

回答者 2 

 1972 年に町職員となり、1978 年の国体では教育委員会の立場から相撲場の整備に関わった。

その後、町民相撲大会の開催や町内小学校への土俵の設置を支援し、相撲で人を育てる環境整備

に大きく貢献してきた。 
回答者 3 

 長野県内で唯一相撲部のある福島中学校で 13 年間相撲の指導に関わり、他の中学校での指導

歴を含めると 22 年になる。1999 年に木曽福島で開催された全国中学校大会では事務局を務め、

中体連、相撲連盟、木曽町の三者をまとめ、大会を大成功へと導いた。 
表 5-3：木曽町のインタビュー対象者の特性 

対象 役職 

回答者 1 長野県相撲連盟会長代行（木曽相撲連盟の設立者） 
回答者 2 木曽町教育委員会教育長 
回答者 3 長野県相撲連盟事務局長・木曽町立福島小学校教頭 

Yahoo!地図 
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（3）インタビュー調査の結果：開催競技種目の誘致について 

① 開催競技種目の誘致が決まったのはいつ頃だったのか（When） 

■開催の 4 年前の 1974 年だったと記憶している（県相撲連盟会長代行）。 
 

② 開催競技種目を誘致した理由は何だったのか（Why） 

■木曽にどうしても実施競技が欲しかった。いろいろ検討する中で、歴史と伝統を踏まえ、相撲

しかないという結論に至った（県相撲連盟事務局長）。 
■木曽福島には、国体よりもずっと以前から競技相撲大会の歴史がある。相撲好きだった明治天

皇が木曽福島を訪れたことに由来し、昭和初期から町民相撲大会が開催されるようになった。

私が小学生だった昭和 20 年代の話だが、夜の相撲は芸者さんが花を投げたくらいで、大勢の

観客が集まっていた。当時は馬市があって、そこに集まった人たちが相撲大会に来た。そうい

う歴史的背景があるのだと思う（県相撲連盟会長代行）。 
■相撲大会に町民が皆こぞって参加し応援する土壌が昔からあったことが国体誘致につながっ

ている（県相撲連盟事務局長）。 
 

③ 数ある種目の中から、開催競技種目をどのように選んだのか（How） 

■地元が盛り上がる前から、当時の町長と教育長が盛んにアピールし、相撲を木曽へという動き

を強烈に推し進めていった記憶がある。日本相撲連盟が木曽を視察した際も、相撲場の場所が

決まる前に、まだ田んぼだった建設予定地を紹介した。その後、農家の皆さんと話をつめ、会

場づくりに向かっていった（町教育長）。 
 

④ 開催競技種目は具体的にどの地域のどの施設を使って大会を行ったのか（Where） 

その地域と施設を選んだのは何故か 

■国道に近くて空いている土地は今の場所しかなかった。用地確保では苦労したと思うが、あの

場所であったから今日まで残ることができたと思う（県相撲連盟会長代行）。 
 

⑤ 開催競技種目をまちの中にどのように取り込み、どのように根付かせていったのか（How） 

■当時の教育委員会職員で後に教育長をした方が、相撲場の用地確保を命懸けで行った。住民の

協力を得るために土地や農地を借り上げ、会場設営を進めた。他県の視察にも熱心で、施設を

作ったことでその地域がどのように発展したかも徹底的に調べていた（町教育長）。 
■一番は町民相撲大会。明治天皇の記念の大会である（県相撲連盟会長代行）。 
■町民相撲大会には町内の全小学生が参加する。開田小学校、三岳小学校、日義小学校、福島小

学校が一堂に会するのは町民相撲大会だけである（県相撲連盟会長代行）。 
■最初は各小学校に出場のお願いに何回も回った。怪我をした時の責任の所在や引率方法などで

問題を指摘され、参加者の確保では何年も苦労した。そのうち、出場した子どもやその保護者

が熱くなってくると、徐々に参加者は増えたが、それよりも少子化の影響の方が強かった。そ

んな時、新聞社が記事にして助けてくれた（県相撲連盟会長代行）。 
■現在では町内の全小学校の校庭に土俵がある。木曽福島の子どもたちは小学校の時から相撲を

するのが当然だと思っている。6 月になると授業が相撲ばかりになる。女の子だって相撲を取

るのが当たり前になっている。礼儀から躾から連盟の人たちが教えてくれるからここの子ども

たちは生活スタイルがピシっとしている（町教育長）。 
■相撲が一番わかりやすくて、お祖父ちゃんもお祖母ちゃん手を叩いて喜んで観戦する（県相撲

連盟会長代行）。 
■地元のケーブルテレビが町民相撲大会を生放送するほどである（町教育長）。 
 

⑥ あなたの町で開催競技種目を誘致するこということは何だったのか（What） 

■相撲は小学校から中学校までの間に精神面から肉体面から鍛え上げてくれる。これは町にとっ

て、ずっと未来に渡って続けていかなければならない大切な財産である（町教育長）。 
■マイナーなスポーツだが、しっかりとした心技体を作っていける種目である。観光的にも、外

部から選手や保護者が来てくれると旅館を中心に町が活性化する。相撲は子どもたちのために

5 年 10 年先に託せるものであり、その内容が極めて濃い（県相撲連盟会長代行）。 
■相撲はまちづくりに貢献している。町に元気を与えるもの。相撲は木曽町の明るい光である（県
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相撲連盟事務局長）。 
 

 インタビュー結果を踏まえ、図 5-5 は木曽福島でやまびこ国体の相撲競技が開催された歴史的

背景と、国体後から今日に至るまでの流れを示している。 
 

図 5-5：木曽町において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 
 

 
※ 町民相撲大会には福島小学校と福島中学校の全児童・生徒が参加してきたが、平成 25 年（2013 年）から木曽

町にある他の小学校（開田小学校、三岳小学校、日義小学校）の全児童も参加するようになった。福島小学校

以外の小学校（開田小学校、三岳小学校、日義小学校）の土俵は、2005 年に木曽福島町、開田村、三岳村、

日義村が合併して木曽町となった後に、木曽町教育委員会が中心となって整備した。現在では木曽町の全小学

生（女子児童を含む）が町民相撲大会に参加している。 
 

（4）インタビュー調査の結果：スポーツレガシーを残すことのできた理由 

① スポーツインフラ 

 施設などの形のあるものとして何が残ったか（What） 

■国体会場となった町民相撲場と町内の全小学校の校庭に設置された土俵である（町教育長）。 
 

 何故、そのようなものを残すことができたのか（Why） 

■国体後に町民相撲場を取り壊してテニスコートにする案が浮上したが、相撲を絶やさないため

に青少年の健全育成のための大会を次々に開催した（県相撲連盟事務局長）。 
 

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
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 どのように、そのようなものを残すことができたのか（How） 

■国体の翌年には中学生の中部 9 県の大会を開催し、この大会は今年で 36 回目だった。1999 年

には全中を開催し、これらがきっかけで長野県から選手が大勢育った。さらに今年で 12 回目

になる小中学生相撲木曽大会というクラブ対抗の試合を毎年 4 月に開催している。相撲場を使

い続けることが重要である（県相撲連盟事務局長）。 
■業者に見積もりを出してもらって完全に任せ切った土俵は後々残らない。連盟の人とその地域

の人たち、保護者、子どもが立ち会い、一緒に汗を流して作った土俵はその後ずっと大事にし

てもらえる（県相撲連盟会長代行）。 
 

② スポーツ指導者 

 大会後も継続的に指導を行う者は誰だったのか（Who） 

■徐々に大学に進学した選手が長野県に戻り教壇に立つようになってきた（県相撲連盟会長代

行）。 
■国体以降に選手・指導者として育ち、教員として戻ってきた者は 7 名いる（県相撲連盟事務局

長）。 
 

 何故、そのような指導者を残すことができたのか（Why） 

■私が福島中に努めた際、複数の優秀な選手がいた。時間はかかりましたが、彼らが教員として

戻ってきてくれましたし、また彼らの生徒がまた大学に沢山行っている。こうした循環が生ま

れている（県相撲連盟事務局長）。 
 

 どのように、そのような指導者を残すことができたのか（How） 

■相撲だけでなく、本人たちの成績が優秀だった。町のために林業を学び、相撲でも頑張り、基

礎作りがしっかりとしていた（県相撲連盟会長代行）。 
 

③ 地域内連携 

 種目を普及・強化していくための地域内連携の形はどのような内容だったのか（What） 

■一言でいうと官民一体という感じである（町教育長）。 
■町民相撲大会が軸となっている。大人も参加するが、大会の参加者の中心は町内の小中学生で

あり、観客は子どもたちの保護者である。学校から相撲場までの送迎のため、教育委員会がバ

スを手配している。相撲大会の様子を地元のケーブルテレビが中継しており、新聞社も記事に

してくれる（県相撲連盟会長代行、町教育長）。 
■町の職員が大会運営を担当し、競技運営は相撲連盟が行っている。選手強化は部活動のある中

学校が担っており、こうした連携によって一つ一つの大会が成り立っている（県相撲連盟事務

局長）。 
 

 何故、そのような連携を残すことができたのか（Why） 

■真面目だった。町は真面目だし、相撲連盟も真面目だった（県相撲連盟会長代行）。 
■相撲を教育の一環として行っている（町教育長）。 
 

 どのように、そのような連携を残すことができたのか（How） 

■皆でちゃんこ鍋を食べている。合宿や普段の練習の後もそうだが、年始の稽古始では小中高が

一緒に同じちゃんこ鍋を食べる。JA 長野がスポンサーとして 300 キロのお米を毎年提供してく

れる。あとりんごジュースもくれる。炊事場ではお母さんたちが料理の手伝いをしてくれる。

試合ではお父さんが勝敗を巡って熱くなる。こういうつながりが、大きな絆になっていると思

う（県相撲連盟会長代行）。 
■小学校の授業に外部指導者が入っている。地域連携のような形だ。開かれた学校作りにも役立

っている。相撲の外部指導者のおかげで、木曽福島の子供たちは挨拶が良と地域で評判である

（県相撲連盟事務局長）。 
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④ 育成システム 

 大会後も若い選手を育成する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■少年相撲クラブである。木曽福島だけでなく、他の町でも小学生や中学生の子どもたちを集め

て活動している（県相撲連盟会長代行）。 
■さらに、福島中は県内で唯一相撲部がある（県相撲連盟事務局長）。 
 

 何故、そのような育成システムを残すことができたのか（Why） 

■指導者も小学校のうちに結果を求めるのではなく、小中高、さらに大学まで続けてもらうこと

を意識している。 
■以前、中学までしっかりと育てた選手をよそから 3 人も取られたことがあった。その時の苦い

思いがあって、高校までは地元でしっかりと育てる方針になっている。 
 どのように、そのような育成システムを残すことができたのか（How） 

■木曽福島出身で現在学生横綱の大道選手の応援ツアーに木曽少年相撲クラブで行った。小中高

は木曽で育ち、大学に行ってまた指導者として福島に戻ってくる循環が大きい（県相撲連盟事

務局長）。 
 

⑤ 住民のスポーツ参加 

 国体がきっかけとなり、地元住民がスポーツに参加する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■町民相撲大会に参加する子どもたちを見に来るのが一番多い（県相撲連盟事務局長）。 
■大会会場に行けない人も結構ケーブルテレビで見ている（町教育長）。 
 

 何故、そのような仕組みを残すことができたのか（Why） 

■子どもたちが土俵の上で一生懸命になっていて、しかも挨拶や礼儀がしっかりできていると、

保護者から相撲を始めて良かったという声が多く聞かれた（県相撲連盟事務局長）。 
 

 どのように、そのような仕組みを残すことができたのか（How） 

■連盟による競技運営、町職員による大会運営、学校による児童・生徒の引率の連携がしっかり

と構築されている。相撲の教育的効果が保護者や地域関係者に理解されているから、こうした

連携へとつながる（県相撲連盟事務局長、町教育長）。 
 

⑥ 開催競技種目の評判 

 国体種目となった競技が地元に残したイメージや印象はどのような内容だったのか（What） 

■「相撲は木曽」というイメージが県内全域に広がっている（県相撲連盟会長代行）。 
 

 何故、そのようなイメージを残すことができたのか（Why） 

■木曽が相撲に一生懸命取り組んでいるからである。よそから木曽の小学校や福島中学に入りた

いという話が度々あるほどである（県相撲連盟会長代行）。 
 

 どのように、そのようなイメージを残すことができたのか（How） 

■木曽で毎年中部 9 県のような大きな大会を開いていると良い選手が出てくる。毎年ではないが

全国大会で優勝することもある。このような成績をマスコミが取り上げてくれるので、「相撲

は木曽」という言葉も定着してくるのだと思う（県相撲連盟会長代行）。 
 

⑦ 若者の意識変化 

 国体種目となった競技が若い選手に与えた新たな意識や考え方はどのような内容だったのか

（What） 

■女の子を含め、木曽福島の子どもたちは小学校の時から相撲をするのが当たり前になっている

（町教育長）。 
 

 何故、そのような意識や考え方を残すことができたのか（Why） 

■市町村合併した直後に、PTA 総会で「何百人の前で、一対一で相撲を取らせたら、うちの子は

上る前から泣いちゃうよ」と言われたが、「そうならないために相撲を取らせるんだ」という

ことで始まっている。相撲は子どもたちの精神面と肉体面の両方を鍛えてくれる（町教育長）。 
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 どのように、そのような意識や考え方を残すことができたのか（How） 

■「ローマは一日にして成らず」と言われるが、「木曽の相撲」も長年に渡る多くの関係者の熱

意と地道な努力があり、現在に至っている（県相撲連盟事務局長）。 
 
 以上を踏まえると、「木曽は相撲どころ」と言われるようになった背景は、図 5-6 のようにまと

められる。 
 

図 5-6：木曽町が相撲競技をとおしてレガシーを形成した背景（まとめ） 

 
 
 
 
  

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。
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4. 京都府久美浜町（1988 年京都国体、カヌー） 

（1）久美浜町の概要 
 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。調査を実施した 2014 年の京丹後市の

人口は約 10,000 人であった。 
市町村・競技団体へのアンケートの結果、久

美浜町のレガシー得点は総合で 40.5 点であった。

要因別では、住民のスポーツ参加（4.0 点）を除

き、すべての要因で高い結果となった：スポー

ツインフラ（6.0 点）、スポーツ指導者（7.0 点）、

地域内連携（6.0 点）、育成システム（5.8 点）、

国体種目の評判（5.8 点）、若者の意識変化（6.0
点）。埼玉県加須市のクライミングと同様に、非

常に高いレガシー得点となった。 
 

図 5-7：久美浜町（カヌー）のレガシー得点 

 
 

（2）インタビュー調査の対象者の特性 
 

回答者 1 

 大学時代にカヌー競技でインカレ優勝を果たし、その後、国体強化を手掛ける京都府の教員採

用試験に合格し、最初の赴任地が京都府立久美浜高等学校であった。国体競技の開催地となる久

美浜町におけるカヌー競技の普及と強化に 26 年間携わるとともに、府協会の運営にも尽力した。 
 

表 5-4：久美浜町のインタビュー対象者の特性 
対象 役職 

回答者 1 国体当時の久美浜高校カヌー部顧問／京都府教育庁指導部保健体育課スポーツ

振興担当・京都府カヌー協会理事 
 

（3）インタビュー調査の結果：開催競技種目の誘致について 

① 開催競技種目の誘致が決まったのはいつ頃だったのか（When） 

■1981 年か 1982 年頃。 
 

② 開催競技種目を誘致した理由は何だったのか（Why） 

■久美浜町としては、国体後のスポーツ振興を意識し、以前から地域で盛んであったソフトボー

ルやバレーボールなどを誘致し、グラウンドや体育館が新設されてほしいという思惑があった

ようである。結果的には、京都でカヌー競技ができるような環境を備えている、つまり、競技

Yahoo!地図 
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に必要な距離が取れる水域がある地域は限定されており、久美浜町以外の選択肢がなかったの

だと思う。 
 

③ 多くのまちの中から、開催地をどのように選んだのか（How） 

■競技環境、競技に必要な距離が確保できる「湾」が久美浜町にはあるということ。 
 

④ 開催競技種目は具体的にどの地域のどの施設を使って大会を行ったのか（Where） 

その地域と施設を選んだのは何故か 

■1983 年冬、京都府カヌー協会役員が、久美浜町を視察し、競技環境が適切であるかどうかを確

認した。競技としては、各市町村が積極的に開催するには、あまりにも認知度等のないカヌー

競技を受け入れてくれる場所を探し求めている京都府カヌー協会とメジャー競技を開催する

ことができずに「何かの競技を受入れよう」とする久美浜町の両者のニーズが一致した形とな

る。競技環境を鑑みて、久美浜湾を選定したが、京都府はカヌー競技不毛の地であったので、

会場整備はおろか、選手もほとんどが、他府県から来た学生のみという状況であった。久美浜

町役場からは、競技会場の整備や競技運営のノウハウを吸収するため、京都国体の 2 年前に開

催される鳥取県の会場へ視察し、協会関係者から話などを伺った。競技会場としては、特別な

施設整備が必要であるため、その整備も必要であるが、何より、競技の普及が必要と考えた役

場職員及びその友人等の有志で活動用のカヌー2 艇を準備し、旧久美浜中学校仮校舎を艇庫と

して使用することとした。久美浜中学校は火災のため全焼したことがあり、その仮校舎を競技

会場である「浜公園」に設置していた。校舎の新築とともに、仮校舎が空き、それをカヌー艇

庫として使用し、現在も増築等を重ね、使用している。国体開催にかかわる施設・設備は、久

美浜町教育委員会が整備･設置し、その後の管理も直轄で行われ、市町村合併後は京丹後市が

保有・管理している。 
 

⑤ 開催競技種目をまちの中にどのように取り込み、どのように根付かせていったのか（How） 

■競技力の向上は、久美浜高校を拠点に進めようと考えたが、まず、カヌー競技そのものに対す

る認知度を上げるため、普及活動として、久美浜高校で「カヌー実習」の実施を手掛けた。カ

ヌー不毛の地であったが、当時の体育主任が、以前、地域で普及していなかったスキーの実習

を久美浜高校で取り組んだ経験と知恵を授けてくれ、カヌー実習の実施に協力してくれたおか

げで、1984 年から久美浜高校で実習がスタートし、このカヌー実習は、現在でも実施されてい

る。1984 年、久美浜高校に 5 名で同好会が立ち上げられた。翌年、1985 年には部に昇格し、

本格的な競技力向上への取り組みが始まった。 
■国体の開催、久美浜高校のカヌー部創部を応援するために、町内の有志が集い「久美浜カヌー

クラブ」が創設された。町内のスポーツ活動を盛んにするために、スキーやバレーボール、バ

スケットボールなどの普及に御尽力いただいていたメンバーが、カヌークラブ創部に関わり、

町内のイベント等でボランティアとして湾に足を運んでくださった。この久美浜カヌークラブ

は、国体開催後は、久美浜高校カヌー部卒業生たちで運営するようになり、現在も、カヌー大

会審判やカヌー教室開催、カヌー以外でも町内駅伝大会の補助員などの活動を続けている。 
■また久美浜高校にカヌー部が創設した 2 年後に、久美浜町の 2 中学校でもカヌー部が創設され

た。カヌー部の活動に理解、支援をしてもらうために、町内のイベントの手伝いや久美浜湾の

清掃活動にカヌー部が精力的に取り組み、徐々に地域にカヌー競技が浸透し始めた。その後、

全小学校で 6 艇ずつのカヌーを購入し、小学校でも授業でカヌー体験実習を実施している。 
■久美浜湾でのカヌー競技の実施には、漁業権を持つ漁業協同組合との交渉が重要であったが、

何度も説明会と交渉を続けて関係構築を築き、漁の妨げにならない時間帯での活動の実施やル

ールとマナーの徹底で、国体競技の開催、また国体後のカヌー競技の活動の継続にも理解を示

してくれたとのことである。 
■さらに、国体で活躍した久美浜高校の選手が大学卒業後、地元に戻り、久美浜カヌークラブに

所属し、社会人の活動の場を築き上げるとともに、小中高校生などの後進の指導に携わり、普

及と強化の一貫体制が整った。国体後、全国インターハイの開催だけでなく、地元住民が参加

できるようなイベントにも手掛け、国体だけに留まらない仕掛けが施された。 
■上記久美浜カヌークラブの活動から平成 20 年？には、「久美浜ジュニアカヌーチーム」が誕生
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し、小学生の指導を中心に活動している。カヌー教室開催から、定期的に小学生指導の活動を

広げようと久美浜高校カヌー部５期生を中心にチームが結成された。これにより、小学校、中

学校、高等学校が同一の場所で競技に取組むヨーロッパ式のクラブ体制のような形になった。

また、小・中・高の一貫指導が可能になるということで、京都府競技力向上対策本部からは、

「強化拠点クラブ」として指定されている。 
 

⑥ あなたの競技種目を国体が開催されたまちで行うということは何だったのか（What） 

■地域が一体となり、町民の拠り所となるものを国体、カヌー競技を通じて築き上げるというこ

とができたこと。それは、カヌーの普及と強化の仕組みづくりができたということに留まるだ

けでなく、何か物事を地域で進めるときに地域住民が結束することの大切さや、連携や協力を

図るために地道な理解や支援を得ることの大切さなどを知るきっかけとなった。 
 

1988 年の京都国体に向け、久美浜町でカヌー競技の準備が進み、その後も根付いていった過程

は図 5-8 にように示すことができる。 
 

図 5-8：久美浜町において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 

 
 

（4）インタビュー調査の結果：スポーツレガシーを残すことのできた理由 

① スポーツインフラ 

 施設などの形のあるものとして何が残ったか（What） 

■競技自体は、湾内を利用するが、艇庫（集う場所）、カヌー（用具）、大会時のコース（挑戦す

る環境）等が残ったことが、以後、継続して活動する基盤となった。 
 

 何故、そのようなものを残すことができたのか（Why） 

■中学校の仮設校舎を艇庫として活用した。艇は、指導者の徹底努力で耐用年数を大幅に上回る

保存状態で、いつ、だれがその場所に来ても、乗る艇がある。活動の過程で初心者用、競技用、

レジャー用を少しずつ集めた。 
 

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）
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 どのように、そのようなものを残すことができたのか（How） 

■国体後もカヌー競技の普及や強化が続けられたため、少なからず、カヌーを収納する艇庫とカ

ヌーは絶対的に必要であった。 
 

② スポーツ指導者 

 大会後も継続的に指導を行う者は誰だったのか（Who） 

■中学・高校の教員、久美浜町役場の職員、大学卒業後、地元企業に就職した国体選手、卒業生

を含む保護者 
 

 何故、そのような指導者を残すことができたのか（Why） 

■教員や役場の職員はともかく、国体で活躍し、大学進学・卒業後、地元にそれらの選手が戻っ

てきたこと。久美浜高校カヌー部の競技力は、以前、高いままで、大学でも競技者として活躍

した後、何人かが地元に戻り、その受け皿として、久美浜ジュニアカヌーチームがあり、自身

の競技活動だけでなく、小中高校生の面倒を見るという一貫指導体制が整っていた。 
 

 どのように、そのような指導者を残すことができたのか（How） 

■小学校から社会人まで、カヌー競技をする受け皿があり、一貫指導体制が築けている。 
■地元の建設会社の社長が、卒業生をサポートし、「チーム SEIRYU」でドラゴンカヌー大会に

参加している。ドラゴンに乗るために艇庫に足を運ぶ卒業生も多い。 
■また、自分の勤め先でドラゴンチームを組み、夏には、湾でカヌー関係者が集合するようにな

り、一度離れていた卒業生なども顔を出すようになるパターンも出てきた。 
 
③ 地域内連携 

 種目を普及・強化していくための地域内連携の形はどのような内容だったのか（What） 

■小学校、中学校、高校、社会人クラブという一貫指導体制があり、それぞれの指導者が連携し

合っている。普及は、大人も楽しめるようにドラゴンカヌーの大会などを開催している。競技

や活動を進める上で、漁協との関係構築も重要であった。 
 

 何故、そのような連携を残すことができたのか（Why） 

■普及と強化は、育成した選手の活躍と大学卒業後の地元での就職。輩出した選手全てが戻って

くることができなくても、何名かが各々の年代で、地元に戻るだけで、縦のパイプがつながる。

漁協との連携は、理解を得るための粘り強い説明に尽きる。 
 

 どのように、そのような連携を残すことができたのか（How） 

■学校での実習、部活動、全国大会の実施、普及イベントの開催など、ある一定のニーズがあっ

たことと、継続的な仕掛け、そしてある程度の競技成績を残せていること。 
 

④ 育成システム 

 大会後も若い選手を育成する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■部活動だけでなく、小学校から社会人までが競技に取り組める受け皿がある。 
 

 何故、そのような育成システムを残すことができたのか（Why） 

■久美浜町一帯がカヌーに慣れ親しむとともに、小中高校といった教育機関だけでなく、社会人

の受け皿としてクラブが設立されたこと、またかつて活躍した選手が地元に戻ってきたこと。 
 

 どのように、そのような育成システムを残すことができたのか（How） 

■地元で活躍した何人かの選手が、大学卒業後に地元に戻り、カヌーの強化と普及に携わってく

れている。 
 

⑤ 住民のスポーツ参加 

 国体がきっかけとなり、地元住民がスポーツに参加する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■小学校や高校におけるカヌー実習。また市民が参加できるカヌー体験教室やドラゴンカヌーの

大会の開催。 
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 何故、そのような仕組みを残すことができたのか（Why） 

■カヌー競技が地元に根づいているため、実習や部活動は現在でも盛んに行われている。市民向

けのカヌー教室やドラゴンカヌー大会の開催は、行政との協力によって進められている。ただ、

平成 16 年に久美浜町が市町村合併した後、予算の関係上、大会規模などは縮小されている。 
 

 どのように、そのような仕組みを残すことができたのか（How） 

■育成した選手が指導者として地元で活躍・貢献していること。 
 

⑥ 開催競技種目の評判 

 国体種目となった競技が地元に残したイメージや印象はどのような内容だったのか（What） 

■カヌーの盛んなまちであること。はじめは、何をしているのだろうかと首をかしげられること

が多く、競技が不毛の地でも時間をかけて、地道な普及活動をみんなで協力してやればできる

という手応えを地域の人は感じていると思う。 
 

 何故、そのようなイメージを残すことができたのか（Why） 

■学校での実習、国体での活躍、活躍した選手が地元に戻ってくるなど、普及と強化がうまくか

み合った。保護者会（久美浜高校カヌー部親の会）の存在も大きい。 
 

 どのように、そのようなイメージを残すことができたのか（How） 

■全国規模の大会や市民参加型のイベントなどを地域が一体となって開催したこと、またカヌー

のまちと呼ぶに相応しい取り組みや受け皿が整備されたこと。 
■昭和 62 年から 15 年連続で日本代表選手を輩出し、その後も継続して日本代表が生まれ、「久

美浜町から世界に出る」というインパクトを与えることができたことが背景にあると思われる。 
 

⑦ 若者の意識変化 

 国体種目となった競技が若い選手に与えた新たな意識や考え方はどのような内容だったのか（What） 

■マイナー競技が故に実現できたことかも知れないが、他府県の子どもたちが京都を憧れるよう

に、久美浜では、地元の子どもたちが京都で活躍するだけでなく、全国、そして世界へと羽ば

たいていく姿が実現できた。このように、未知が世界へと広がり、つながっているイメージを

子どもたちに持たせることができ、そしてそれが実際可能となっているで、子どもに夢を与え

ることができたと思っている。 
 

 何故、そのような意識や考え方を残すことができたのか（Why） 

■地元選手の活躍。 
 

 どのように、そのような意識や考え方を残すことができたのか（How） 

■子どもたちの憧れとなるような選手が自分たちの住むまちに身近に存在し、実際に指導しても

らえるところ。 
 

⑧その他の補足事項 

■合宿：地元の寺で雑魚寝から始め、現在は、公民館を利用することもある。地域の応援を受け

やすい。 
 

■地元体育協会：久美浜町体育協会（現在は、京丹後市体育協会に吸収）は、カヌー競技が未普

及種目でありながら、他の競技と同等に扱い、大会開催等で絶大な協力を行った。現在は、卒

業生が体協の役員も務め、彼らはそれを恩返しだと思っている。 
 

■公民館：特に一区（艇庫の一帯を一区という）公民館の協力は大きい（インターハイ開催時な

どの理解等）。 
 

■京都府：未普及のカヌー競技が、インターハイ種目として参加できていない時から、全国に先

駆けて「インターハイに準ずる大会」として、全国カヌー選手権大会に出場する選手に「イン

ターハイユニフォーム」を配付した。京都府のバックアップを受けて、京都のカヌー（久美浜
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高校のカヌー）は、全国の先駆者的存在として位置付けられたことも、地元で指導者たちが頑

張り続けられた要因である。 
 

 国体が契機となり、久美浜町にカヌー競技がレガシーとして定着していった背景として重要な

要因をまとめたものが図 5-9 である。 
 

図 5-9：久美浜町がカヌーをとおしてレガシーを形成した背景（まとめ） 

 
 
 
 
 
 
  

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。
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5. 山口県長門市（2011 年山口国体、ラグビーフットボール） 

（1）長門市の概要 
 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。調査を行った 2014 年の市の人口は約 3 万 5000 人であった。 
 市町村・競技団体へのアンケートの結果、長門市のレガシー得点は総合で 33.6 点であった。そ

の内訳は、スポーツインフラが 4.8 点、スポーツ指導者が 4.0 点、地域内連携が 3.3 点、育成シス

テムが 4.8 点、住民のスポーツ参加が 5.3 点、国体種目の評判が 6.5 点、若者の意識変化が 6.3 点

であった。住民のスポーツ参加、国体種目の評判、若者の意識変化などの要因で高い評価となっ

た。 
図 5-10：長門市（ラグビー）のレガシー得点 

 
 

（2）インタビュー調査の対象者の特性 
 

回答者 1 

 長門市におけるラグビー競技の開催に尽力し、国体開催後、国体のレガシーを長門市に残すた

め、スポーツ振興の担当者として、業務に携わる。同時に、ラグビー経験者であり、国体開催後、

山口県ラグビーフットボール協会書記長も勤めている。 
 

表 5-5：長門市のインタビュー対象者の特性 
対象 役職 

回答者 1 国体当時の長門市国体局職員／現長門市教育委員会生涯スポーツ振興課スポー

ツ振興係長 
 

（3）インタビュー調査の結果：開催競技種目の誘致について 

① 開催競技種目の誘致が決まったのはいつ頃だったのか（When） 

■平成 14 年 3 月 19 日に会場地開催希望調査書を提出。卓球と剣道は従来から長門市で盛んな競

技種目であったため、①卓球、②剣道、③ラグビーフットボールの順で希望調査書を提出した。 
■平成 15 年 1 月 22 日に競技会場地市町村 1 次分でラグビーフットボール（少年男子）の会場に

選定される。 
 

② 開催競技種目を誘致した理由は何だったのか（Why） 

■市としては、従来から盛んな競技種目であった卓球か剣道を誘致したかったが、第３希望のラ

グビーフットボールになった。ただ、古くからラグビー強豪校があり、会場に適切な施設もあ

ったため、競技団体との思惑が一致した。 
③ 数ある種目の中から、開催競技種目をどのように選んだのか（How） 

■当時の担当者が退職しており、詳細は不明だが、会場地市町村と競技団体と別々に会場希望調

査が実施され、「自治体と競技団体の開催希望が合致した地域」「既存施設の活用を前提に、会

場地として適当な競技会場が存在するところ」という条件を優先し、会場地は決定されたとの

Yahoo!地図 
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ことである。 
 

④ 開催競技種目は具体的にどの地域のどの施設を使って大会を行ったのか（Where） 

その地域と施設を選んだのは何故か 

■長門市は、古くからラグビー強豪高校を有した地盤があり、また都市部との人口交流を目的と

する「俵山多目的交流広場」というラグビー場があり、以前から地元高校ラグビー部を中心に

ラグビー合宿が盛んに行われていたため。 
 

⑤ 開催競技種目をまちの中にどのように取り込み、どのように根付かせていったのか（How） 

■国体の競技開催決定を受け、有志により、「長門市ラグビーフットボール協会」が創設され、

協会と協力し、タグラグビーを中心とした競技の普及活動が行われてきた。設立当時、小学 4
年生だった子どもたちが、2 年後にタグラグビー全国大会でベスト 8 に進出し、国体終了後、2
年後の高校 3 年時には、地元高校を 12 年ぶりに全国大会へと導いた。 

 

⑥ あなたの町で開催競技種目を誘致するこということは何だったのか（What） 

■ラグビーによるまちづくりのきっかけとなり、産業の活性化、交流人口の増加、そして今度は、

「ラグビーワールドカップ 2019」及び「2020 東京オリンピック」のキャンプ地の招致に乗り

出している。 
 

 長門市における国体前後の動きは、図 5-11 のようにまとめることができる。 
 

図 5-11：長門市において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 

 
（4）インタビュー調査の結果：スポーツレガシーを残すことのできた理由 

① スポーツインフラ 

 施設などの形のあるものとして何が残ったか（What） 

■国体の開催は、既存施設の有効活用が基本路線であった。ラグビー競技の会場となった俵山多

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
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目的交流広場は、国体開催時に新設された施設ではなく、既存施設である。 
 

 何故、そのようなものを残すことができたのか（Why） 

■中央競技団体から指摘があった芝生の全面張り替え以外、大規模な施設整備はしなかった。 
 

 どのように、そのようなものを残すことができたのか（How） 

■国体後に取り組んでいる「我がまちスポーツ推進事業」は、国体施設を活用し、事業を進める

ことが条件であったため、制度に則り、俵山多目的交流広場を有効に活用している。 
 

② スポーツ指導者 

 大会後も継続的に指導を行う者は誰だったのか（Who） 

■競技団体。学校の教師や指導者が、国体を契機に「長門市ラグビーフットボール協会」を設立

した。 
 

 何故、そのような指導者を残すことができたのか（Why） 

■長門市ラグビーフットボール協会の存在が大きく、国体開催時に、主に競技団体を中心に指導

者や審判員を養成し、国体後の競技の普及・強化を視野に入れていた。特に国体開催時に中央

競技団体との人脈を築くことができたのが大きく、指導者や審判員の講習会などに中央競技団

体から指導者やトップアスリートを講師として派遣してもらうことが可能になった。 
 

 どのように、そのような指導者を残すことができたのか（How） 

■従来から全国大会に出場していた高校のチームは、自助努力によって競技力の向上を図っても

らい、競技力向上よりもむしろ、小学生を中心にタグラグビーを手がかりに、競技の普及に力

を注いだ。また国体後で手掛けた「我がまちスポーツ推進事業」が、国体の成果を継承するこ

とを目的としているため、施設や指導者の有効活用が事業を受ける条件であったことも、結果

的に指導者の育成につながった。 
 

③ 地域内連携 

 種目を普及・強化していくための地域内連携の形はどのような内容だったのか（What） 

■ラグビー競技は、競技会場が長門市で開催された「少年男子」と、山口市で開催された「成年

男子」と異なる地域で開催されたため、国体開催を契機に設立された長門市ラグビーフットボ

ール協会と山口県ラグビーフットボール協会との連携が不可欠であったため、両者の結びつき

が強くなったことが、競技の普及と強化に強く影響したと考えられる。また国体開催後、国体

会場となった俵山地域において、都市部との交流人口の増大を図るために設立された NPO 法

人が俵山多目的交流広場の指定管理者になったこともあり、俵山多目的交流広場を利用した競

技の普及イベントなどを一緒に手掛けるようになった。 
 

 何故、そのような連携を残すことができたのか（Why） 

■長門市自体が「ラグビーによるまちづくり」を推進しようとしたこと、また国体会場となった

俵山地域でも交流人口の増大を図ろうと考えていたため、両者が友好的な関係を築くことが双

方にとって意味があるという思惑が合致した。実際、山口県における国体後のレガシープログ

ラム「我がまちスポーツ推進事業」において、県の補助を得て、長門市が取り組んでいる「合

宿奨励金（市内で 2 泊以上の宿泊をともなうスポーツ合宿に対する補助金制度）」を活用し、

俵山多目的交流広場で合宿を行うチームや選手は、そのほとんどが施設から近い俵山温泉街の

旅館に宿泊している。 
 

 どのように、そのような連携を残すことができたのか（How） 

■国体後に取り組んでいる「我がまちスポーツ推進事業」の存在が大きく、互いに相談し合って

事業を進めている。またラグビーワールドカップ 2019 のキャンプ誘致という目標を共有して

いることも大きい。 
 
④ 育成システム 

 大会後も若い選手を育成する仕組みはどのような内容だったのか（What） 
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■国体開催を契機に、競技団体中心に競技力向上を図ろうとしたが、「ラグビーは危険なスポー

ツである」という認識をなかなか払拭できず、小学生を中心としたタグラグビーを中心に推し

進めてきた。国体後、「我がまちスポーツ推進事業」に手掛けたことによって、「タグラグビー」

から「ラグビー」への移行をテーマに、「中学生ラグビーの普及」に取り組んでいる。 
 

 何故、そのような育成システムを残すことができたのか（Why） 

■地域のラグビー関係者を長門市ラグビーフットボール協会に集約し、エネルギーを結集させた

こと。また長門市教育委員会と長門市ラグビーフットボール協会との連携が図られた（教育委

員会担当者が協会の役員を担ったことも大きいものと思われる）。 
 

 どのように、そのような育成システムを残すことができたのか（How） 

■長門市内全小中学校へタグラグビーの用具を整備したこと、また学校から依頼があった場合、

長門市ラグビーフットボール協会や高校のラグビー部員が出向いてタグラグビーの指導を行

った。中学校には、ラグビー部が存在しなかったため、次に、平日の放課後に中学生がラグビ

ーをできるように、週 1 回、試験的に活動ができる環境を整備した。その後、中学校 1 校が体

育の授業でラグビーを採用するようになった。現在では、中学生ラグビー教室を週 2 回開催し、

小学生から社会人の指導者を対象に、一貫指導体制を整えるためにコーチング研修会を実施し

た。さらには、国体開催時に築いた中央競技団体との人脈を活かし、審判員と指導者を対象に

したトップレフリー講習会も開催した。 
 

⑤ 住民のスポーツ参加 

 国体がきっかけとなり、地元住民がスポーツに参加する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■ラグビーは、生涯スポーツとして若年層から高齢層まで競技を親しんでいるものの、基本的に

は、ラグビーという特殊なスポーツに一般成人になってから始めたり、参加したりすることは

ないため、「みるスポーツ」としての普及をめざしている。 
 

 何故、そのような仕組みを残すことができたのか（Why） 

■「みるスポーツ」としての競技の普及は、「我がまちスポーツ推進事業」を中心に、トップリ

ーグなどを誘致し、交流試合を市内で開催した。また「ラグビーワールドカップ 2019」のキャ

ンプ地誘致を目標にし、ラグビーによるまちづくりを推進している。 
 

 どのように、そのような仕組みを残すことができたのか（How） 

■「我がまちスポーツ推進事業」とラグビーによるまちづくりという方向性を示したこと。 
 
⑥ 国体競技種目の評判 

 国体種目となった競技が地元に残したイメージや印象はどのような内容だったのか（What） 

■地域を挙げて、応援すべきスポーツの１つになったと思う。長門市のラグビーによるまちづく

りとラグビーワールドカップ 2019 のキャンプ誘致を支援するための「ナガミークラブ」の会

員が 800 人を超えた。 
 

 何故、そのようなイメージを残すことができたのか（Why） 

■地元で応援できるプロスポーツがなく、全国高校ラグビーフットボール大会の出場という身近

な夢を国体開催直後に実現したこともその要因になったと思う。また「我がまちスポーツ推進

事業」で取り組んでいる「合宿奨励金（市内で 2 泊以上の宿泊をともなうスポーツ合宿に対す

る補助金制度）」などで、ある程度の経済効果が見込めたこともあり、「スポーツによる地域活

性化」の有効性も市民が認識し始めたことなども関係していると思う。 
 

 どのように、そのようなイメージを残すことができたのか（How） 

■全国高校ラグビーフットボール大会の出場や「我がまちスポーツ推進事業」への取り組み。た

だ、ラグビーだけに普及と強化が偏っているという他の競技団体からの反発も雰囲気として感

じ取っている。 
 

⑦ 若者の意識変化 
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 国体種目となった競技が若い選手に与えた新たな意識や考え方はどのような内容だったのか（What） 

■国体の開催、また全国高校ラグビーフットボール大会に地元高校が出場したこともあり、野球

やサッカーというメジャースポーツに次いで、全国で活躍できる場に立つことができる競技と

して、ラグビーが児童や生徒に目を向けられ始め、参加者も増え始めたと感じている。 
 

 何故、そのような意識や考え方を残すことができたのか（Why） 

■地元高校が全国高校ラグビーフットボール大会に出場したこと、またラグビートップリーグに

おいても長門市出身の選手が活躍し、ラグビー７人制の日本代表選手に選出されたことが大き

いと思う。さらには、2016 年リオオリンピック、2016 年岩手国体から女子７人制ラグビーが

採用されることも、女性が世界で羽ばたく夢を拓いたと思う。 
 

 どのように、そのような意識や考え方を残すことができたのか（How） 

■地元選手の活躍により、ラグビーで世界に羽ばたくチャンスがあるということが子どもや保護

者たちにイメージしやすかったのだと思う。 
 

 長門市が国体のラグビーフットボールを誘致することで形成に成功したスポーツレガシーに

関して、その背景として特に重要と思われるものが次の図 5-12 である。 
 

図 5-12：長門市がラグビーをとおしてレガシーを形成した背景（まとめ） 

 
 
 
  

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。
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6. 香川県香川町（1993 年東四国国体、ハンドボール） 

（1）高松市香川町の概要 
 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。調査を実施した 2014 年の高松市の人口は約 42 万 8000 人であった。 
市町村・競技団体を対象に行ったアンケートの結果、香川町のレガシー得点は総合で 33.3 点で

あった。スポーツ指導者の評価が特に高く（6.3 点）、以下若者の意識変化（5.5 点）、国体種目の

評判（5.0 点）、地域内連携（4.8 点）、スポーツインフラ（4.0 点）、住民のスポーツ参加（4.0 点）、

育成システム（3.8 点）の順であった。 
 

図 5-13：香川町（ハンドボール）のレガシー得点 

 
 

（2）インタビュー調査の対象者の特性 
 

回答者 1 

 2006 年に高松市と合併したが、合併前の香川町で町役場の職員をしており、町の国体課に国体

が開催される 1993 年に配属され、競技種目の事務担当を行っていた。 
 

表 5-6：香川町のインタビュー対象者の特性 
対象 役職 

回答者 1 国体当時の香川町役場国体課職員／現高松市創造都市推進局文化・観光・スポー

ツ部スポーツ振興課主任主事 
 

（3）インタビュー調査の結果：開催競技種目の誘致について 

① 開催競技種目の誘致が決まったのはいつ頃だったのか（When） 

■当時のことをよく知らないが、国体開催の 10 年ぐらい前に決まったと思う。 
 

② 開催競技種目を誘致した理由は何だったのか（Why） 

■特にハンドボール競技が盛んであったわけではないが、昭和の終わりか平成の初めに、香川中

央高校にハンドボール部ができ、そのハンドボール部の監督をしていた人が、現在は、社会人

のハンドボールチームである「香川銀行クラブ」の監督をしている。その監督が香川中央高校

のハンドボール部を強くし、それがきっかけになったかどうかは定かではないが、町内にあっ

た香川総合体育館、そして香川中央高校を会場に、少年男女の競技が香川町で開催された。成

年男子は、高松市で、成年女子は、確か綾上町であったと思う。 
 

③ 数ある種目の中から、開催競技種目をどのように選んだのか（How） 

■経緯はよく知らないが、協会が手を上げたのだと思う。そもそも旧香川町、また高松市は、バ

ドミントン競技が盛んであり、小中学生が全国大会で優勝などもしている。 
 

④ 開催競技種目は具体的にどの地域のどの施設を使って大会を行ったのか（Where） 

Yahoo!地図 
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その地域と施設を選んだのは何故か 

■国体開催に合わせて、香川町立の施設として香川総合体育館が設立され、この体育館とハンド

ボールの競技力が高まってきた香川中央高校の体育館で開催された。 
 

⑤ 開催競技種目をまちの中にどのように取り込み、どのように根付かせていったのか（How） 

■国体開催前に、国体課に所属していた職員が、底辺の拡大がなければ、競技力の向上は図れな

いと言うことで、小学生のハンドボールチームを立ち上げた。国体開催に際して、ハンドボー

ル経験者が中学校教員として採用されたこと、また国体開催後、女子ハンドボールの競技力を

高松商業高校が担うようになり、小学生のチーム、中学校の部活動、香川中央高校、高松商業

高校、高松大学、香川銀行クラブと社会人クラブというように競技をする受け皿が整った。こ

の仕組みは、現在でも県内のハンドボールの普及・競技力向上に機能し、継承されている。 
 

⑥ あなたの町で開催競技種目を誘致するこということは何だったのか（What） 

■ハンドボールという競技を普及･強化する仕組みづくりができた。またハンドボールで実績を

上げることによって、進学や就職などの道筋をつくることが可能になった。 
 

 図 5-14 は、東四国国体のハンドボールが香川町で開催されることが決定してから、国体を経て

その後企業スポーツと結びつきながらに発展していった過程を示している。 
 

図 5-14：旧香川町において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 
 

 
 
 
（4）インタビュー調査の結果：スポーツレガシーを残すことのできた理由 

① スポーツインフラ 

 施設などの形のあるものとして何が残ったか（What） 

■香川総合体育館。 

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）
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 何故、そのようなものを残すことができたのか（Why） 

■立派な施設ができたこともあり、ハンドボールの聖地と言うよりは、スポーツ振興の資源とし

て有効活用しようとした。 
 

 どのように、そのようなものを残すことができたのか（How） 

■四国の大会だが、高校総体も開催した。その後、この体育館を拠点にバレーボールチームを誘

致した。 
 

② スポーツ指導者 

 大会後も継続的に指導を行う者は誰だったのか（Who） 

■国体時に、競技の強化を担うために赴任した教員が貢献している。特に、香川中央高校ハンド

ボール部の監督をした人（現在は、香川銀行クラブの監督）、また成人男子の選手として赴任

した教員が現在のハンドボール競技を担っている。 
 

 何故、そのような指導者を残すことができたのか（Why） 

■国体強化選手として、教員として採用し、高校の現場で活躍している。 
 

 どのように、そのような指導者を残すことができたのか（How） 

■高校に赴任し、ハンドボール部で指導をしている。 
 

③ 地域内連携 

 種目を普及・強化していくための地域内連携の形はどのような内容だったのか（What） 

■香川県ハンドボール協会が大きな役割を担っている。実質的に、競技の普及と強化を担ってい

るのは、中学校と高等学校であり、この協会の組織成員も学校教員や県内でハンドボールに携

わっていた人である。また県協会の会長は、香川銀行の取締役会長が勤めており、ハンドボー

ル競技に対する理解が深く、競技力の高い選手は、香川銀行クラブの選手であるとともに行員

であることから、競技力向上だけでなく、就職の受け皿にもなっている。 
 

 何故、そのような連携を残すことができたのか（Why） 

■国体開催前からのハンドボール競技に対する素地ができあがり、高い競技力もあって、国体を

契機に関心が高まり始めた。 
 

 どのように、そのような連携を残すことができたのか（How） 

■当時、香川中央高校の監督であった教員は、もともと香川県出身であり、その人が、その後、

香川銀行ハンドボール部の監督に着任し、協会に所属する学校の教員と社会人チームなどの連

携が強まった。 
 

④ 育成システム 

 大会後も若い選手を育成する仕組みはどのような内容だったのか（What） 

■小学校から中学・高校まで、部活動を中心としたハンドボールを続ける環境ができあがった。

県内全体に競技が普及しているというより、香川県がコンパクトシティであるということ、さ

らには、競技が盛んなのは、旧香川町、そして高松市であり、県内全域の強化をする際にも、

他府県に比べてアクセスがよく、地の利、地理的条件が整っていたからだと思う。 
 

 何故、そのような育成システムを残すことができたのか（Why） 

■コンパクトシティの強み。県内西部や東部はあまりハンドボールが盛んではなく、小学校から

高校まで、高松市内で、高いレベルの競技を続ける環境が整っている。 
 

 どのように、そのような育成システムを残すことができたのか（How） 

■高松市を中心に競技の普及と強化を進めている。 
⑤ 住民のスポーツ参加 

 国体がきっかけとなり、地元住民がスポーツに参加する仕組みはどのような内容だったのか（What） 
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■旧香川町では、当時、予算があったこともあり、未経験者も参加できるハンドボールの大会を

開催し、種目の普及に努めた。といっても、実質的に、未経験者ではなく、部活動の経験者な

どが参加していた。またこどもの普及活動は、香川銀行が小学生のハンドボール教室などを実

施していた。子どもが活動に参加すれば、それにともない保護者が活動を見に来るようになり、

種目の認知も上がる。 
 

 何故、そのような仕組みを残すことができたのか（Why） 

■国体後に、ハンドボール競技の普及と強化に費やすことができる予算があったこと。また協会

を中心、普及の体制も整っていたこと。 
 

 どのように、そのような仕組みを残すことができたのか（How） 

■平成の大合併前で、香川町というコンパクトな都市だからこと、市民に活動内容を伝えやすく、

また事業展開も柔軟的に行うことができたからだと思う。 
 

⑥ 国体競技種目の評判 

 国体種目となった競技が地元に残したイメージや印象はどのような内容だったのか（What） 

■高松市、旧香川町では、ハンドボール競技が強いまちという印象は抱かれていると思う。ただ、

他の競技をしている人は、ハンドボールに興味・関心を持っているわけではないと思う。 
 

 何故、そのようなイメージを残すことができたのか（Why） 

■小学生のチームを立ち上げ、この年代を中心に普及活動を行い、付き添いに保護者が来るため、

活動に対する認知が高まる。 
 

 どのように、そのようなイメージを残すことができたのか（How） 

■ハンドボールを始めた子どもたちが大きくなり、高校に進学して、高いハンドボール部の競技

成績を上げ、そして競技を足がかりに県外の有名大学に進学などをしていることなども関係し

ていると思う。 
 

⑦ 若者の意識変化 

 国体種目となった競技が若い選手に与えた新たな意識や考え方はどのような内容だったのか（What） 

■ハンドボールをがんばれば、全国大会に出場したり、有名大学に進学できたりするというイメ

ージが定着しつつあるし、実際、学力ではなかなか入学することが難しい大学にスポーツ推薦

で進学している。また地元に戻ってきても高い競技力を有する香川銀行にハンドボール部も存

在する。 
 

 何故、そのような意識や考え方を残すことができたのか（Why） 

■県内高校の男女ハンドボール部は全国レベルで高い競技成績を上げ、そしてその高校のハンド

ボール部の選手が実際、有名な大学に入学しているという実績がある。 
 

 どのように、そのような意識や考え方を残すことができたのか（How） 

■高い競技力を維持し、ハンドボールを続ける選手が、どこに進学するのか、また教員で地元に

戻ってくるという道筋を提示することができた。 
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国体のハンドボールの誘致がきっかけとなり香川町にハンドボールが根付いた。その後協会と

企業スポーツが連携しながらレガシーを生み出していく中で、特徴的だった背景は図 5-15 のとお

りである。 
 

図 5-15：香川町がハンドボールをとおしてレガシーを形成した背景（まとめ） 

 

 

 

  

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。
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Ⅵ. 全体の総括 
 

1．はじめに 

 「わたしのまちのスポーツ調査」は、これまでに全国で開催された国体の開催地および競技種

目を分析対象とし、国体がきっかけでスポーツがまちに定着し、その後のスポーツ振興や地域活

性に結びついた背景を突き止めることが目的であった。まず国体開催地にスポーツが定着したか

どうかを検証するため、スポーツレガシーの概念を応用し（詳しくは I-3「国体が開催地に残した

スポーツレガシー（遺産）の評価」を参照）、二つのアンケート調査（1 次、2 次）を実施した。

次に国体がスポーツ振興や地域活性につながったかどうかの検証ではインタビュー調査を行い、

国体レガシーが形成されたことで生まれた二次的効果（スポーツ振興や地域の活性化）を探索的

に調べ、さらに国体レガシーを生み出した前提条件（規定要因）についても質的アプローチから

詳細に記述した。3 つの調査をとおして明らかになった内容をまとめると、図 6-1 のように示す

ことができる。 
 
 

図 6-1：本調査結果のまとめ 
 

 
 
2．アンケート調査の結果 

アンケート調査では、最初に国体競技種目が開催地に根付いた事例の特定を試みた。郵送法を

用いたアンケート調査を実施し、1 次アンケート調査では都道府県と都道府県体育協会から国体

レガシーが生まれた種目と開催地をそれぞれ回答してもらい、併せて都道府県と体育協会の視点

から国体レガシーを評価してもらった。2 次アンケート調査は 1 次アンケート調査で寄せられた

市町村および競技種目に対して郵送法で調査票を送り、国体を開催した当事者の視点から国体レ

ガシーを評価してもらった。その結果、結論として以下のことが明らかとなった。 
 

スポーツインフラ

スポーツインスピレーション

スポーツレピュテーション

スポーツプログラム

・スポーツ施設整備

・スポーツによる若者の
意識変化

・開催競技種目の評判

・スポーツ指導者
・地域内連携
・育成システム
・一般市民のスポーツ参加

国体によるスポーツレガシー
の形成

スポーツ参加者の増加

大規模イベントの誘致

・全国中学校体育大会
・インターハイ
・全国ジュニア選手権
・日本選手権
・世界大会

・子ども
・一般市民
・市（町）外からの参加者

社会・心理的効果

・「国体種目のまち」としての
イメージの確立

・住民間の共同体意識の形成
・住民の自尊感情の向上

日常的なスポーツ活動の充実

・スポーツクラブの定着
・学校運動部の全国的活躍
・地元独自の大会の定着
・地元イベントとの連携の強化
・指導者の継続的な育成

経済効果

・交流人口の増加による消費
支出の拡大

・雇用創出

国体レガシーが生み出す
二次的効果

国体における
スポーツレガシーの
規定要因

絶対的リーダーの参画

・国体の施設整備に関わる行政の
スポーツ振興課の課長に相当する人物

・国体施設を日常利用する競技団体
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

ポスト国体に向けた明確なビジョン
の設定

・国体後に誘致する大規模イベントを
国体前から計画

・国体施設の日常利用のための教室、
大会を国体前から開催

・地場産業との連携による地域活性
の具体的方策の決定

多様な主体とのつながり

・外部指導者の受入体制の整備
・イベント運営に長けた民間人との協力
・市（町）外の住民も参加できる地元

イベントや合宿の開催
・地元イベントや住民団体との連携
・地元企業との連携

学校と一体となった取り組み

・学校の運動部活動への導入
・学校体育への導入
・学校との協力体制の構築

国体開催

（国体前）
（国体後） （国体後）

1回目、2回目のアンケート調査

インタビュー調査
インタビュー調査
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（1）開催地の人口規模と競技種目の関係 

 陸上競技や水泳（競泳）などの競技人口の多い種目は、人口 8 万人以上の大規模都市での開

催が中心であった。 
 人口 3 万人未満の市町で開催される競技は、競技人口の少ないマイナー種目が中心であった。 

 
（2）国体によって形成されるスポーツレガシー 

 国体開催をとおして形成されやすいスポーツレガシーは、国体種目の評判や若者の意識変化

などの無形のレガシーであった。 
 国体種目の評判は柔道、弓道、剣道、空手道などの武道に加え、体操、水球、バドミントン

などの室内競技において形成されやすく、施設の維持管理や活動のしやすさが関係している

ものと推察される。 
 若者の意識変化は全種目を通じて形成されやすい。 
 国体後も地域内での連携が継続しやすい種目は、礼儀や躾などの教育的効果を期待できる競

技に多い傾向がみられた（例：武道競技など）。 
 国体をとおして指導者が養成されやすい競技は、水泳や卓球を除くと、競技人口の比較的少

ない種目に多い傾向となった。 
 地域内連携は人口が 3 万人未満の小規模（コンパクト）な開催地の方が進みやすい。 
 上記以外で国体レガシーに含まれるスポーツインフラ、育成システム、住民のスポーツ参加

の評価は決して高いと言えず、その理由として①国体後の施設利用が思うように進まなくな

ったこと、②国体に向けて組まれた指導体制が国体後に継続しなかったこと、③スポーツ参

加が住民レベルまで広がらなかったことなどの問題をいくつかの開催地が抱えていること

が考えられる。 
 
3．インタビュー調査の結果：スポーツレガシーの規定要因 

 市町村および競技団体へのアンケート調査（2 次アンケート調査）において高いレガシー得点

を示した 5 つの事例を対象にインタビュー調査を実施した。国体競技種目がまちに根付き、国体

レガシーが形成された背景を調べたところ、以下に示す内容に集約される結果を得た。 
 
（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。インタビュー調査の結果から、以下に挙げる 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ことが明らかとなった： 
 
 国体の施設整備に関わる行政のスポーツ振興課の課長に相当する人物（証左：加須市、木曽

町、長門市、香川町） 
 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（証左：加須市、木曽

町、長門市、香川町）およびスポーツクラブの設立者（証左：加須市、木曽町、久美浜町、

長門市、香川町） 
 地元に対して発言力のある指導者（証左：加須市） 

 
（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も非常に

重要である。逆に、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。調査結果は、国体開催前から以下の 3 点に

取り組む必要性を浮き彫りにした。 
 
 国体直後に誘致する別の大規模イベントを国体前から計画し（証左：加須市、長門市）、実

現する（証左：加須市、木曽町、久美浜町、香川町）。 
 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
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から整備する（証左：加須市、木曽町、久美浜町、長門市、香川町）。さらにここで重要な

のは、地元の名前を冠にした大会であっても、地域の外部からの参加者を受け入れ、大会を

地方、全国レベルのイベントへと育てることである。地方の人口が減少傾向にある中、大会

を継続するためには外部参加者を受け入れ、大会規模を拡大・維持させなければならない（証

左：加須市、木曽町）。 
 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な地域活性

を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（証左：加須市、木曽町、長門

市）。 
 
（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。住民が国体種

目に関わりながら豊かなスポーツライフを実現していくための環境整備が最優先課題であり、そ

のために地域内外の多様な利害関係者と連携していくことが大切である。インタビュー調査から

以下の 5 種類の多様性のマネジメントの重要性が示唆された。 
 
 開催地の外部から指導者を受入れる体制を整備する（証左：加須市、長門市、香川町）。 
 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（証左：加須市）、施設

運営では指定管理者制度を用いて民間のマネジメント力を活用する（証左：長門市）。 
 市（町）外の住民も参加できる地元イベント（証左：加須市、木曽町）や合宿（証左：長門

市）を開催する。 
 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（証左：加須市、木曽町）。

さらに、国体種目の試合会場で地域の観光資源や特産物をアピールする機会を設けることも

地元に浸透していく中で有効である（証左：加須市、長門市）。スポーツクラブの活動を進

める上で調整が必要な他の競技団体（証左：加須市の剣道場）や住民団体（証左：久美浜町

の漁業組合）との連携を丁寧に進めることも忘れてはならない。 
 国体種目という特定競技を普及・強化する際、それを支援してくれる企業の存在は大きい。

スポンサー企業からスポーツクラブの活動に対して物質的支援を得るケース（証左：木曽町）、

企業内に国体種目の実業団チームを結成したケース（証左：香川町）、国体後に開催した日

本選手権やワールドカップで多数のスポンサー企業を獲得し、協賛金を得たケース（証左：

加須市）など、企業との連携方法は幅広い。 
 
（4）学校と一体となった取り組み 

 国体種目を後世へと継承していく際の主役は子どもたちである。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とお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。開催地に国体

種目を残すためには、①子どもたちの新たな参加を募ること、②現役選手に継続してもらうこと

の 2 つの視点が重要である。子どもたちが成長しやがて大学進学などでまちを離れたとしても、

再び指導者として戻ってきてもらうためには、国体種目との関わりによって郷土愛を芽生えさせ

なければならない。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ための一つの施策に成り得る。 
 
 国体開催が内定した直後に、国体種目を開催地の中学、高校の運動部活動に立ち上げ（証左：

久美浜町、香川町）、すでに既存の部活動があった場合はさらに強化を進める（証左：木曽

町、長門市）。 
 教育委員会や体育教師が中心となり、国体種目をまちの看板スポーツということで開催地の

小学校（証左：木曽町、久美浜町）、中学校（証左：木曽町、長門市）、高校（証左：久美浜

町）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、

開かれた学校作りの一環として取り組む（証左：木曽町、久美浜町）。 
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 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（証左：木曽町）。 
 
4．インタビュー調査の結果：スポーツレガシーの二次的効果 

（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のできる「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、スポーツ振興の観点から、少なくとも以下の 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た一体感のあるスポーツク

ラブが定着する（証左：加須市、木曽町）。 
 国体後も、学校の運動部において何年もの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（証左：木曽町、久美浜町、長門市、香川町）。 
 国体開催時に知名度が向上したことにより、地元の名前を冠にした大会（証左：加須市、木

曽町）や合宿（証左：長門市）に地方、全国から選手が参加するようになる。 
 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

（証左：加須市、木曽町、長門市）。 
 国体時に活躍した子どもたちがやがて指導者やスタッフとしてまちに戻り、特に学校の教員

や外部指導者の立場から選手の育成に関わるようになる（証左：加須市、木曽町、久美浜町）。

さらに、将来その教え子たちがまた指導者として加わる（証左：木曽町、久美浜町）。 
 
（2）スポーツ参加者の増加 

 国体レガシーの中で特に形成されやすい要因が国体種目の評判と若者の意識変化であった。こ

れらは、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。インタビュー調査の結果、特に以下の参加者の間で普及することが明らかとなった。 
 
 スポーツクラブ（証左：加須市、木曽町）や学校部活動（久美浜町、香川町）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（証左：加須市、久美浜町、長門市）。 
 「国体種目のまち」として定着すると、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（証左：加須市、木曽町、長門市）。 
 
（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。今回の調査で扱った 5 つの事例の

うち、4 ヶ所において国体後も大規模イベントが開催されている。 
 
 全中（証左：木曽町、香川町） 
 インターハイ（証左：久美浜町） 
 全国ジュニア選手権（証左：久美浜町） 
 日本選手権（証左：加須市） 
 国体（証左：久美浜町） 
 世界大会（証左：加須市） 

 
（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、特に以下に示す社会的・心理的効果を生み出す結果が得られた。国体開催地としての特徴を

打ち出し、他の市町村から差別化すると、まちにオリジナリティーが加わることとなる。その結
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果、そこで暮らす住民の自尊心や共同体意識が強化され、社会的、心理的側面からより住みやす

いまちになることが明らかとなった。 
 
 国体の成功やその後の継続的な活動をとおして、「国体種目のまち」としてのイメージが開

催地の内外で形成される（証左：加須市、木曽町、久美浜町、長門市、香川町）。 
 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（証左：

加須市、木曽町、久美浜町） 
 国体後も継続的に全国規模の大会や市民参加型の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（証左：加須市、木曽町、久美浜町）。 
 
（5）経済効果 

 国体の競技会場の施設整備や大会本番の観光的インパクトに加え、国体後も大会の開催や合宿

の誘致を継続することで、経済効果を長期的に伸ばすことができるようになる。特に大会や合宿

などでまちの外部からの訪問者（交流人口）が増えると、宿泊代、飲食代、お土産代などの消費

支出が拡大し、さらにこれらに従事する業者の間で雇用の拡大も期待できる。経済効果を一時的

な恩恵で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である。 
 
 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（証左：加須市、木曽町、長門市）。 
 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（証左：木曽町、長

門市）。 
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Ⅶ. 提言 
 

 最後に、本調査プロジェクトの結果を踏まえ、今後国体を誘致する開催地のために、「国体を

通じたスポーツ振興および地域活性」に関する提言を行いたい。 

 

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 
まちの人口規模や国体種目の競技特性に関わらず、全体に対して言えることは、図 6-1（p.51）

の左側に示すスポーツレガシーの規定要因が極めて重要ということである。言い換えると、これ

らの要因は国体レガシーを生み出すために開催地が取り組まなければならない前提条件である。

今回の調査では 5 つの成功事例に焦点を合わせ、スポーツレガシーが形成された背景を調べた結

果、常に共通していた決定的要因は、国体種目をまちに根付かせようと尽力した絶対的リーダー

の存在であった。特に、リーダーの中でも、国体開催の内定通知が届き、最初に行動を起こした

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。インタビュー調査を実施した 5 つ

の事例のうち、4 つ（加須市、木曽町、長門市、香川町）において、国体開催当時のスポーツ振

興課の課長（あるいは室長、係長）が、施設整備に加え、市町単位の競技団体の設立と周辺の学

校への協力要請のため直ちに動いている。競技団体の立ち上げでは、国体競技を一時的なイベン

トで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

人物に協力を要請しなければならず、その対象は必ずしも教員や公的機関の職員である必要はな

い。むしろ、加須市のクライミングや木曽町の相撲競技が民間人を中心として競技団体を設立し

たように、住民の豊かなスポーツライフを実現するための環境整備に最も適した人物を起用する

姿勢が大切である。さらに、競技団体を設立し、行政が整備した施設を使って体験会、スポーツ

教室、大会などを開催していく際、多様性のあるマネジメントが求められる。図 6-1 に示すよう

に、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（市民祭や体育祭）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っていく。この

場合のマネジメントの主体は競技団体が中心であるが、施設運営は行政、競技運営は競技団体、

選手強化は競技団体と学校、そして大会運営は関係者全体で取り組む協力体制がないと、国体種

目をまち単位で根付かせることは難しい。 
 

（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。国体が終わってしまうと住民の熱が冷め、次の施策の効果が上

がりづらくなってしまう。国体本番に向けて最も勢いがある段階で、定期開催される大会や日常

的なスポーツ教室を企画・実施し、加えて国体後の大規模イベントの誘致までを計画することが、

国体の効果を長期的に持続させることになるのである。さらに、国体種目を未来へと引き継いで

いくのは子どもたちである。幼少期から国体種目に触れ、「まちのスポーツ」としてアイデンテ

ィティが子どもたちの中に形成されるためには、学校との連携が欠かせない。インタビュー調査

の結果、多くのまちで学校体育や部活動に国体種目を導入していることが明らかとなった。まち

の教育の柱の一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、子ども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。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

剤を形成する一つの手法に、国体はなり得る。 
ここまで、開催地全体に向けた提言を行ったが、次は開催地の人口規模（小規模／大規模）に

応じて提言を行いたい。 
 
2．人口の少ない小規模な市町村への提言 

（1）競技人口の少ない競技の強みを生かす 

 国体開催地および競技団体を対象としたアンケート調査（2 次アンケート調査）の結果、人口

規模の小さな市町は、競技人口の少ないマイナー競技を誘致する傾向にあることが明らかとなっ
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た。いくつかの理由が考えられるが、インタビュー調査の結果、（1）施設整備のしやすさ、（2）
新規事業の起こしやすさ、（3）競技レベルの高くない一般の住民への広がりやすさ、（4）全国大

会や世界大会への出場のしやすさなどがマイナー競技の誘致の背景にあるようである。久美浜町

のカヌー競技はその典型で、町からほとんど出たことがなく、京都や大阪などの大都市に強い憧

れを持つ地元の子どもたちの中に、「カヌーなら全国大会や世界大会に出場するチャンスがある」

「久美浜町がカヌーで全国や世界とつながっている」などの意識が定着するほどまでに至ってい

る。地方の小さな町の子どもたちであっても、マイナー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。さらに、久美浜町が大人を対象として始めたドラゴ

ンカヌー大会は町おこしの一環となり、毎年開催される地元の恒例行事となった。メジャー競技

と違い、マイナー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。 
 
（2）まちのコンパクトな地理的長所を生かす 

 まちがコンパクトであることを生かし、地域内連携を生み出しやすいことも人口の少ない市町

の強みである。旧香川町のハンドボールがそうであったように、行政、競技団体、学校の三者が

スクラムを組み、施設運営は行政が、大会運営と選手強化は競技団体と学校が協力して行ってい

る。小学校、中学校、高校の縦のつながりも生み出しやすく、木曽町の相撲競技は年始の初稽古

で小、中、高校生が同じちゃんこ鍋を食べ、交流を深めている。小学生を対象として、関東の大

学に進学した先輩選手のための応援ツアーまで企画され、小さな町だからこそスポーツを通じて

年代の異なる子どもたちが一丸となり、世代間のつながりが持続しているようである。 
 
（3）地域アイデンティティの形成に生かす 

 2000 年以降に市町村合併が急速に進んだ結果、伝統や生活様式の異なる住民同士が共同体意識

を形成することは、まちづくりを担う行政にとって大きな課題である。そのような中、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。木

曽町民相撲大会は元々木曽福島町の住民を中心としたイベントであったが、2005 年に日義村、開

田村、三岳村と合併して木曽町になってからは木曽町教育委員会と木曽相撲連盟の懸命な努力に

より、2013 年から町内の全小学校の児童も参加するようになった。実に長野国体から 35 年が経

過したことになる。このように、合併後の新しい町で「木曽は相撲どころ」というアイデンティ

ティが町民の間で共有されるようになった背景には、国体後もまち全体で取り組んできた町民相

撲大会がある。これまでに全国で市町村合併を経験した他の市町村は、地域活性という視点に加

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り、

それを実現するだけの可能性が国体にはある。 
 
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 

 アンケート調査の結果（表 4-3）、人口規模の大きい都市は、競技人口の多いメジャー競技を誘

致する傾向にあることが明らかとなった。競技人口の多い種目は観覧席の設置などで巨額の設備

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。東四国国体

に合わせて建設された香川総合体育館は国体時にハンドボールの競技会場となった他、2000 席以

上の観客席を完備しており、スポーツイベントに加え、コンサートとしても活用が可能となって

いる。ハンドボールの他に、バレーボール 3 面、バスケットボール 2 面、バドミントン 10 面、

卓球 18 台の使用が可能であり、するスポーツの振興としても大きな貢献を果たしている。人口

規模の大きい都市部には競技の盛んなスポーツ種目が複数存在することから、多目的な活用の可

能な複合型施設とすることが望ましいだろう。 
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（2）ビジョンを持つリーダーと進める 

都市部には様々な利害関係者が存在することも忘れてはならない。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、尚且つ発言力のある人物から市

単位の競技団体の会長に就任してもらうことが重要である。加須市が埼玉国体に向け、市山岳連

盟を立ち上げ、その会長に地域の絶対的指導者を迎えたように、必ずしも国体種目の専門家であ

る必要はない。むしろ、開催地を国体種目のまちにすることで地域を説得でき、国体種目の振興

を通じてそのまちのスポーツ全体が開花していくビジョンとリーダーシップを持つことのでき

るカリスマが必要である。 
 

（3）商業的・産業的側面での連携を図る 

 大規模都市には多くの企業、地場産業、観光資源が集積している。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、地域活性の

ためには欠かすことができない。例えば埼玉県加須市の場合、クライミング競技に馴染みのない

市民のために市山岳連盟が中心となって独自に 3000 部のパンフレットを作成して山岳競技の説

明を行い、パンフレットの製作費は地元企業からの協賛で賄った。協賛金として一口 1 万円から

2 万円を集め（最高は 10 万円）、地元のうどん屋、花屋、印刷屋などが 50 社くらい集まり、こう

して作成した冊子を競技会場や協賛社の店舗に置いた。こうすることにより、市民の間で国体種

目の認知度が向上するだけでなく、地元企業の中に国体種目が浸透していき、将来的に大きな大

会を開催した際の新たなパートナーシップの基盤になる。 
地元の経済界から大きな支援が得られることも都市部の利点である。高松市の旧香川町への調

査の結果、地域のスポーツの振興が香川銀行によって支えられていることが明らかとなった。香

川銀行は女子のハンドボールチームを運営し、実業団の試合に出場するだけでなく、小学生や中

学生を対象としたハンドボール教室や「香川銀行杯」と呼ばれる大会を開催し、高校生チームと

の練習会も定期的に行っている。香川銀行は県ハンドボール協会との関わりも強く、銀行関係者

が協会の会長や理事を務めている。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。 
 

（4）まちに新たな刺激を与える 

提言の最後は、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

ということである。今後、我が国の人口が減少し、より住み良いまちに人々が流れていくことが

予想される。そのような中、「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、心理的な幸福を求める人々に対して魅力的に映る。加須市は 2004 年

の埼玉国体の施設を活用し、その直後にジャパンカップとワールドカップを開催したことで、「こ

いのぼり」と「うどん」と「クライミング」のまちへと変化を遂げた。「加須市は他の市町村か

ら差別化し、住みやすいまちづくりを目指しており、そのような中で世界大会を開催したクライ

ミングは一つの刺激として成果を上げた」と市山岳連盟関係者が語るように、重要なのは国体後

もまちに刺激を与え続けることである。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。国体種目がスポーツ界を超え、市民が全国的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。 
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Ⅷ. 巻末資料 1 ：市町および競技団体へのアンケートで得られた自由回答の集計結果 

 

1. 国体を契機に開催地となったまちと種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

陸上競技 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

全国レベルの大会を市内で行うことによる選手のモチベーショ

ンアップ、意識改革 

トップレベルの競技を身近に触れることにより、競技種

目への興味を引き立て、競技種目の底辺の拡大に期待し

た 

陸上競技 行政（市町） 3 万人未満 

スポーツを行う県施設や町施設が充実しており、「スポーツの

町」を前面に掲げ、国体種目に限らずスポーツを推進し町民の

健康増進や魅力あるまちづくりを進めていたので、スポーツの

強化や普及は県全体で行うこととし、町では来町者へのおもて

なしを充実することや町民のボランティア精神やコミュニケー

ションの醸成等に重点を置き、大会成功を図った。 

 

陸上競技 競技団体（県域） 8 万人以上 

中学生・高校生、強いては小学生から国体開催年に向けて、強

化をしてきたので必ずその成果を出せたと感じている。今も天

皇杯・皇后杯１０位以内を目標にしています。 

子供たちに陸上競技を身近に見学させることにより、競

技の楽しさ、おもしろさを直に感じてくれたと思う。 

陸上競技 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
今後の県内における強化の拠点としての期待 小学生クラブチームの育成の拠点としての期待 

陸上競技 競技団体（県域） 8 万人以上 

一つ前の国体開催に合わせて立候補したが○○年開催に決まっ

た。前回大会に合わせて強化したため、開催県となった国体で

は優勝することができた。 

国体開催に合わせて、小中高校正を対象に普及活動を行

い、強化へ連携させた。 

サッカー 行政（市町） 8 万人以上 

国体が開催されることで、競技種目のみならず、本市のスポー

ツ国体等が活性化し、市全体のスポーツ振興が促進されること

を期待した 

国体が市内で開催されることで、市民のスポーツへの関

心が高まり、本市のスポーツ施策の目標である「成人の

週一回以上のスポーツ実施率 50 パーセント」の達成に寄

与されること、また J リーグチームのホームタウン市と

して、競技種目であるサッカーを通じ、ホームチームの

推進啓発に貢献することを期待した 

サッカー 競技団体（県域） 3 万人未満 

強化のために補強した選手、指導者によってある程度強化の効

果は表れたが終了とともに補強が無くなったので、効果は続か

なかった。 

施設が残ったので、その後も競技種目の大会が続き普及

の効果が残った。 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

ボート 行政（市町） 3 万人未満 ボートの競技人口の増加と優秀な選手の誕生と期待 
町民レガッタを開催し、住民のボード競技への関心の高

まりを期待 

ボート 行政（市町） 3 万人未満 不明 不明 

ボート 行政（市町） 8 万人以上 
 

高校ボート部の復活 

ボート 競技団体（県域） 8 万人以上 
国体によって全国レベルの練習をし、オリンピック選手の育成

に役立てたい。 
小中学生のボート人口の増加を期待する。 

ボート 競技団体（県域） 3 万人未満 高校と企業（ボート部のある）の一体的指導体制 
 

ボート 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
15 年前に開催の為不明 

 

ボート 競技団体（県域） 3 万人未満 地元から国体で活躍できる選手を継続的に輩出する。 
地元にボート競技が根付き、地元民がボート競技に触れ

ることができる環境づくり 

ボート 競技団体（県域） 3 万人未満 
 

施設の維持・管理にもっと予算をつけて欲しい 

ホッケー 行政（市町） 8 万人以上 

国際規格に合ったグラウンドで試合を開催することにより、進

学等における選手の競技力向上を図られたことのほか、指導者

育成のための連携も強化でき、ホッケー競技の強化も達成する

ことができた。 

競技者の底辺の拡大及びホッケー競技の認知度の向上 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 

国体で初めて、ホッケーが認知され、また高校生が初出場で初

優勝したことで町技として取り組むようになった。国体を契機

に継続的な強化をし、全国で優勝できるような体制を作ること

で、当町の PR や活性化につながると期待した。 

国体開催後も町は継続的に支援を行い、長いスパンでの

競技の普及強化を行ってきた。また、小学生、中学生に

もホッケーに携われる環境を整備し、一貫した強化を図

りつつ、ホッケー競技の普及にも力を入れていった 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 
競技人口を増やし、町を活性化したいということと、国の代表

選手を育て、オリンピックに出場してもらい盛り上がる 
競技人口を増やし、夢を与えたい 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 

「ホッケーのまち」として小学生から一般まで全国で活躍でき

るチームや選手を育てる。ロンドンオリンピック日本女子代表

選手を輩出した。 

国体開催から 29 年経過した現在も、小学生、中学生、高

校生と各年代において競技を行い、全国でも活躍してい

る 

ホッケー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
常に全国大会へ出場するための競技力向上 次代につながるジュニア世代の育成 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 地元の子どもたちで「日本一」を目指してほしい 町のスポーツと根付かせること 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 
少年クラスはインターハイに常に出ることができるよう、成年

は国体に出場できるチーム作り 

小学生、中学生のチームが発足し、町民が参加しやすい

交流大会の開催 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 全国レベルの競技力をつけて全国大会入賞 競技人口の増加 

ホッケー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

1 回目の国体でホッケーが根付き、次の国体で飛躍することを

願った。その後、2 度目の国体に出場した選手の中からオリン

ピック選手が誕生した。 

少子化が予想され、スポ少年団の団員の確保に期待した。 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 国体を契機にして、継続して国体に出場し続けるチーム作り 
小中学生のジュニア育成、高校から一般へと繋げられる

仕組み（就職先を含む） 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 小中高の一貫指導の確立 小学校・中学校の部活動の実施 

ホッケー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
競技力向上のため、費用負担を伴わない施設の提供 次代につながるジュニア世代の確保 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 指導者の受け入れ 
地元、小中高の選手増、ホッケー競技に対する認知度の

向上 

ホッケー 競技団体（県域） 8 万人以上 専門指導者を配置させ強化させた 
 

ホッケー 競技団体（県域） 8 万人以上 小中高大、一般のピラミッド形成 
小学生を初め、競技人口を増やし、生涯のスポーツとす

る。 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 
地元、中高に課外活動として部が創出され、中学男子、高校男

女が全国大会で複数回優勝を成し遂げた。 

家庭婦人、スポーツ少年団、中、高、地元役場にクラブ

が創出されそれぞれが連携し、普及に努めた。 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 全国レベルの競技力をつけて、全国大会入賞 競技人口増加 

ホッケー 競技団体（県域） 8 万人以上 

ホッケー競技の総合優勝を目指す。わずかに届かなかったが、

新潟県チームが 2種別（成年男子、少年女子）で最終日（決勝）

に残り地元の大応援が受けられたこと。 

地元のチームや選手の活躍をＰＲし、ホッケーの競技人

口を増やし、小学生から中学生、高校、大学、社会人、

マスターズまで幅広くホッケーに親しめる環境と成るこ

と。 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

バレーボール 行政（市町） 3 万人未満 施設や指導者など学べる環境の整備 直に試合を観ることで未経験の方でも興味を持てる 

バレーボール 行政（市町） 8 万人以上 
地元チームが好成績を残すことに期待。そのことが中高生の競

技力向上につながることを期待。 

バレーボール競技の開催地であることで、当時行政とし

て着手していたミニバレーボールの普及（より幅広く多

数の市民が手軽にスポーツを楽しむ環境づくりの一環と

しての取り組み）が進んでスポーツ人口が増えること。 

バスケットボール 行政（市町） 8 万人以上 
市としては直接強化には携わることはなく、県レベルの対応を

行うこととしていた 

市内小中学校及び市民が観戦することにより、ハイレベ

ルなゲームを眼のあたりにすることができ、バスケット

ボールへの参加意識の高揚を図った 

バスケットボール 行政（市町） 3 万人未満 県知事の方針で強化については特に取り組んでいない 
選手団を民泊で受け入れたことにより、競技（試合）を

観戦する機会があり、競技に対する理解が深まった 

バスケットボール 競技団体（県域） 8 万人以上 
高校生以上の年代を強化する為には、ミニ（小学生）から取り

組む必要があるという点 
バスケットボールの啓蒙的な活動必要性 

レスリング 行政（市町） 3 万人未満   チビッコレスリングができたが現在は少数 

レスリング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

開催した種目が注目され、教育と連携し、より強化されること

を期待している 

開催したことにより認知度が向上し、普及することを期

待しました 

レスリング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
国体開催種目(レスリング)の競技人口の拡充による底辺の拡大 

国体開催種目(レスリング)をきっかけとしたスポーツ全

体の関心の高まりを期待 

レスリング 競技団体（県域） 3 万人未満 順調に強化でき、その成果を達成することができた。 普及は進まず、競技人口は減少している。 

レスリング 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

協会設立 10 年とまだ選手強化にまで遠い道のりであったが、レ

スリングの町、小諸として市の協力をいただき、この国体をス

タートとして全国を歩き順調に強化が実り、以後天皇杯獲得を

4度達成している。 

レスリング発祥の地として、ちびっ子教室を開催 

レスリング 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
開催年以降も競技力を維持し、常に国内トップの力を保つ。 

子どもたちの競技人口を広めるための、底辺拡大を図っ

た。 

レスリング 競技団体（県域） 3 万人未満 
子どもたちから一貫した、指導体制を構築し成年でも活躍でき

る選手の育成 

子どもからジュニアまで、一緒になって活躍できる場面、

施設の整備 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

セーリング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
入賞（できる選手） 特になし 

セーリング 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
  

国体が開催される事で、高校にクラブが出来た。競技人

口の増加 

ウエイトリフティング 行政（市町） 8 万人以上 

高校の指導者が少なく、ウエイトリフティング競技者が教師と

なることが早道である。また競技会、大会を開催することで興

味を持つ人がいることから、小中学生を対象とした出前講座を

開催している 

ウエイトリフティングは高校からの競技種目であり、小

中学生の時は他のスポーツをしてきた生徒が新たな種目

として取り組むため、なかなか生徒の興味を引くことは

難しい。当市では国体に向け、中学生への出前講座を開

設し、少年の部の選手の発掘をしてきた。 

ウエイトリフティング 競技団体（県域） 3 万人未満 大学生中心に競技力アップし、高得点が期待された。 小、中学生への動機づけ、勧誘がしやすくなった 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

国体種目となったハンドボールの競技力向上のための指導者確

保 
ハンドボール競技の認知度向上と競技人口の増加 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

日本ではマイナー競技であるハンドボールを広く周知するとと

もに市民のスポーツへの関心を高める 

児童を中心に新たなスポーツを行うきっかけづくりと

し、本市を「ハンドボールのまち」として全国に PR して

いく 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

一巡目の国体の後、強化事業を継続的に行い、一定の競技力を

保ってきたことから、種目の総合優勝を目指した 

一巡目の国体後、少年少女ハンドボール教室を巡回指導

で行うと同時に少年少女ハンドボール大会を開催して、

小学生への定着に努めた 

ハンドボール 行政（市町） 8 万人以上 
全国で常に上位に入る強豪県となることを期待した。また、小・

中・高・大・一般と、幅広い年代での強化にも期待した。 

全国でも小学生チームが普及しており、低年齢からハン

ドボールの楽しさを知ってもらい、社会人になっても続

けてもらいたい。 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
指導者及び競技者の増加、底辺の拡大 施設の充実、競技者の増加 

ハンドボール 行政（市町） 8 万人以上 

成年男女の拠点が浦添市にあり、選手も出身者が多く、中高生

が身近にプレイを見て真似し、選手が指導することにより競技

力が向上した。 

市内各小学校へゴールを配り、ハンドボールをする環境

を整えると次々とチームが誕生し、現在では 11 小学校全

てにチームがある 

ハンドボール 競技団体（県域） 8 万人以上 カテゴリーの連携（指導の一貫性） ジュニア選手の増加、社会人チーム選手の増加 

ハンドボール 競技団体（県域） 8 万人以上 

成年男女の拠点が浦添市にあり、選手も出身者が多く、中高生

が身近なプレイを見て、真似し、選手が指導することにより競

技力が向上した。 

市内各小学校へゴールを配り、ハンドボールをする環境

を整えると次々とチームが誕生し、現在では 11 小学生す

べてにチームがある。 

ハンドボール 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
施設を県内の強化拠点として位置づけ   
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

自転車 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
全国的な自転車ロードレース 馴染みのない自転車競技に広く市民が参加できる 

自転車 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

全国大会で継続的に入賞者が出るように、特に開催地の青少年

を強化したい 

小中高と切れ目のない強化ができるように小学生の頃か

ら興味関心を持てるようにした 

自転車 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
世界を目指す選手が輩出される 競技人口が増えること 

ソフトテニス 行政（市町） 8 万人以上   

テニスガーデンを整備することにより、ソフトテニス及

び硬式テニスの普及を期待した。現在、施設の利用率も

高く、ソフトテニスの大会も開催されている。 

ソフトテニス 競技団体（県域） 8 万人以上 
強化練習会、試合を通して技術的に高いレベルに達することや

勝敗に関して強い意識を持たせる。 

勝利することにより、小学生や中学生の意識レベルを上

げる 

ソフトテニス 競技団体（県域） 8 万人以上   中学校及び高等学校体育連盟による普及活動 

卓球 競技団体（県域） 8 万人以上 指導者がやや増加した   

相撲 競技団体（県域） 3 万人未満 
小中高と一貫して選手を強化し、競技力の向上を図り全国に通

用する選手、チームを作る 

小中に練習場（土俵）を作り、相撲に親しむ環境を整え

る 

馬術 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
町民総参加の応援体制が得られた。 馬の町としてのイメージアップが図られた。 

フェンシング 行政（市町） 3 万人未満 地元選手が増え、世界大会レベルの選手が育った 
町立小学校で毎年フェンシングの出前事業として 3 年生

に体験授業を行っている 

フェンシング 行政（市町） 8 万人以上 全国大会で上位となる選手の育成 小・中学生への競技の普及 

フェンシング 行政（市町） 8 万人以上 国体本番での地元選手の活躍 フェンシング競技の市民への認知の拡充 

フェンシング 行政（市町） 3 万人未満 

フェンシング競技で国体出場を目指す選手の輩出により、全て

のスポーツ競技に於いて国や世界を視野に競技力向上に取り組

む選手の輩出 

フェンシング競技に特化した選手育成法を確立すること

により、これをモデルとした他競技への育成法の普及 

フェンシング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

若年者の育成が大切であると考え、小学生、中学生選手の強化

を行った 

小学校、中学校での体験授業の開催やスポーツ少年団等

における普及に努めた 

フェンシング 競技団体（県域） 3 万人未満 国体時の選手強化の効果が持続できている。（指導者の定着） 一般の方の競技への認知度の向上 

フェンシング 競技団体（県域） 3 万人未満 

期待→少年男子はブロック予選を勝ちあがり、国体出場を目指

す力をつける。達成→力をつけ、コンスタントに国体出場を果

たしている。 

期待→スポーツ少年団の設置。達成→設置したスポ小か

ら少年及び成年の選手が出ている。 

フェンシング 競技団体（県域） 8 万人以上 総合優勝を目指した 競技人口の増加 

フェンシング 競技団体（県域） 3 万人未満 

フェンシング競技で国体出場を目指す選手の輩出により、全て

のスポーツ競技において国や世界を視野に競技力向上に取り組

む選手の輩出 

フェンシング競技に特化した選手育成法を確立すること

により、これをモデルとした他競技への育成法の普及 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

柔道 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
  

柔道が開催され、なおかつ柔道出場選手 5 人中 3 人が市

内の学校出身のため競技人口の増加を期待した 

ソフトボール 行政（市町） 8 万人以上 
小さい子供が興味を持ち段階的に育成するシステムが構築され

ると良い 

国体種目となったものを中心に競技人口の増加に繋がれ

ばよい 

ソフトボール 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

国体開催に向けて補強選手を入れてレベルアップを計る。全国

優勝を狙う 

地元地域を中心に広報活動を盛んにして盛り上げる。そ

れによって関心を集め、子どもからお年寄りまで理解し

応援してもらう 

ソフトボール 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満  
確かに力になった 

ソフトボール 競技団体（県域） 8 万人以上 企業の支援 ジュニア層のスポーツ教室指導など 

バドミントン 行政（市町） 8 万人以上 

国体開催において全国のトップレベルの選手を間近で見ること

により、市内の競技者のレベルアップにつながることに期待し

た 

本市は、従来よりバドミントンが盛んな地域であったが、

国体開催を契機により一層普及することに期待した。 

バドミントン 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
その地域に有望な選手が多い為、強化練習を行った。 

 

バドミントン 競技団体（県域） 8 万人以上 強化指定選手の合同練習の実施 ジュニア練習施設の整備 

バドミントン 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
県の全体のレベル向上のため、全種目入賞を目指した 

高校の部活として普及に力を入れた。開催後からの協力

者に競技ルール等普及し 

バドミントン 競技団体（県域） 8 万人以上 
地元開催なので、少年男女、成年男女の男女総合優勝を目指し

た 

民泊が多かったので、地元住民のバドミントンに対する

関心の高まりに期待した。 

弓道 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

少数ながら技術を磨き、全国レベルの選手を育てる機運を高め

る（指導者を含め） 

高校等で弓道を経験した人物の和歌山県内への定着が進

む 

ライフル射撃 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
地元高校の部活を新たに設け選手強化に努めた 

地元出身の高校生を中心に県営ライフル射撃場を拠点に

した選手強化を行い近隣高校へ普及した 

ライフル射撃 競技団体（県域） 3 万人未満 地元の高校へのクラブの設置によるジュニア強化 同上 

ライフル射撃 競技団体（県域） 8 万人以上 施設が利用できる事で競技力向上を達成する 未普及競技としての認知度を向上させる 

ライフル射撃 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満  

総合型地域スポーツクラブの種目に採用され、小学高学

年生や、中学生の会員が少しずつですが増えてきた。 

ライフル射撃 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

個人種目のため単発的に活躍する選手はいたが、団体として強

化することに尽力した（特に高校生） 

高校生を対象に競技人口を増やすことで社会人への強化

にもつながるよう活動した。 

剣道 行政（市町） 3 万人未満 
全国レベルの大会を開催することによる。青少年の意識の向上、

競技力の向上を図る 

古くから盛んであったので、特別に普及することに期待

はなかったと思われます 

剣道 競技団体（県域） 8 万人以上 
開催地の選手を強化選手として選出し、地元住民に関心を持っ

てもらい、大会を盛り上げることを目的とした 

地元選手が活躍することで、地域の少年達が剣道に興味

を持ち、それによって剣道の普及を図った 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

ラグビー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
地域から応援されるチームの育成 小・中学生の競技人口の拡大 

山岳 行政（市町） 8 万人以上 
①クライミング競技を主体とした開催地の PR ②開催地の壁

から世界レベルの選手を育成 

①「クライミングのまち」の確立 ②生涯スポーツ・健

康づくりの推進 

山岳 競技団体（県域） 8 万人以上 継続的にトップレベルの選手を育成していく 競技の底辺拡大、スタッフの育成 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 地元開催ですので総合優勝が第一目標であった 
開催後も競技が根付く様、小学生等にも体験機会を設け

た 

カヌー 行政（市町） 8 万人以上 
大会後、コースの原状復旧が行われ、競技の特殊性もあること

から、育成から強化へつながる取り組みには至っていない 

国体を契機としてカヌー競技の普及により「この地にし

かない」「ここに来ないとできない」地域特性を生かし

た取り組みに期待したが、コース復旧工事の要請、大規

模河川災害により普及には至っていない 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 
 

町内でカヌー競技を始める子ども、大人があることを期

待した 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 
町内の中学校、高校より毎年全国レベルの選手を送り出してい

る 

自然を利用した水辺のスポーツ普及を目指し、カヌーの

町として町づくりを目指した 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 選手の競技力の向上、指導者の育成 スポーツによる町づくり、施設の建設 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 

国体に限らず色々な大会で地元の選手が活躍すれば当然大会と

して盛り上がる。出来るだけ好成績を残せるよう選手強化を進

めた。 

カヌーの競技人口はゼロからのスタートでした。開催競

技が決定してから選手育成・強化を進めてきた。したが

って普及においては手探り状態で実施してきた。将来地

元から全国大会に通用する選手が育ってくれれば良いと

思う。 

カヌー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
まったく競技人口はなかった 

協会の立ち上げと競技会場の整備を行うことができ、強

化練習などで利用している 

カヌー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
中学、高校へのカヌー部の設置 

カヌー教室（年 3 回）カヌーに親しむ集いの開催（年 1

回） 

カヌー 競技団体（県域） 3 万人未満 
 

小学生の育成強化 

カヌー 競技団体（県域） 3 万人未満 地方から全国レベルの選手を送り出したい 水辺を利用したスポーツ普及を目指したい 

カヌー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
選手層を厚く、全国で活躍する選手を多く輩出する 

若年者から高齢者まで、みんなで楽しめるスポーツにす

る 

カヌー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
国体を契機に、競技力の向上が継続して図られる 

県内全域に選手層が広まり、県カヌー協会の下部組織も

形成される 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体を契機に開催地となったまちと種目

に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

「普及」の点から、国体を契機に開催地となったまち

と種目に何を期待し、何を達成したいと思ったか 

空手道 競技団体（県域） 8 万人以上 

関係団体との緊密な連携協力のもと広く市民運動を展開し全国

から参加する人々の心に残る感動を与える団体になるように努

力した 

空手道フェスティバルを 3 年間継続、市民スポーツ水準

の向上に努めた。 

なぎなた 行政（市町） 3 万人未満 
開催地になる事によるインフラ整備、大会運営に関わる事によ

るノウハウの取得、人材育成 

スポーツに対する住民の意識の高掲、スポーツを通して

健康増進が図られる 

なぎなた 競技団体（県域） 8 万人以上 
国体開催地にて選手強化をずっと行っていけると思いましたが

5.6 年は行えました。 

国体開催前は教室などイベントを行わせて頂きました

が、開催後は市民の為の会場なので難しくなった。 

なぎなた 競技団体（県域） 3 万人未満 地元選手を出すことにより、より多くの人に応援してもらえる 
なぎなた競技を知り、理解してもらえることにより競技

人口が増加する 

水泳（競泳） 行政（市町） 8 万人以上 
ジュニア選手の発掘、育成拠点の確保、指導者の充実、競技力

の向上 

水泳競技が身近なところで楽しむことができるようにな

った 

水泳（競泳） 行政（市町） 8 万人以上 選手強化については競技団体にお任せした 
国体を契機として、スポーツに対する関心が深まり、市

民がスポーツをすることにより健康になる事を期待した 

水泳（競泳） 競技団体（県域） 8 万人以上 
地方市民プール、学校プールを開放していただき、十分な強化

が行えた 

開催にあたっては公民館の選手宿泊など、市民の協力が

あって成功裏に終了した。 

水球 行政（市町） 8 万人以上 地元チームの国体入賞（4位入賞） 
市民から競技に関心を持ってもらい、応援、支援をして

もらう。大会を盛り上げてもらう 

水球 競技団体（県域） 8 万人以上 強化費の増額とその他支援策の増加 
新聞、TV などの PR が強化された地域での認知度が上がっ

た 

スキー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

国体を契機にハードソフト面を充実させられるように行政と開

催市町村に働きかけ計画的に進めた 

少子高齢化の影響はあるが、地域から「スキーと駅伝の

まち」として事業の展開もあり普及にも力を入れ実績を

残している 
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2. 国体種目と開催地のためにどのような工夫や取り組みをしたか 

競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

陸上競技 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
特になし 

参加選手の宿泊について、一部ホームステイによる受け

入れを行った 

陸上競技 行政（市町） 3 万人未満 

新世紀大会として、「バリアフリー国体」として位置づけ、福

祉社会の大きなテーマである「バリアフリー」のあり方を先導

的に実施した 

生涯スポーツの振興とスポーツを通した町づくり 

陸上競技 競技団体（県域） 8 万人以上 
国体開催年度にあたる少年 B・少年部を小学生・中学生の時か

ら強化に取り組んだ 
底辺拡大のため、競技人口を増やす努力を行った 

陸上競技 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

実施競技場を積極的に使用しての強化を実施した。（実際には

団体開会式典担当部所とのせめぎあいであった） 

特に行わなかったが、団体終了後には競技場を積極的に

活用して、普及活動を実施した。（普及記録会や教室の

開催など） 

陸上競技 競技団体（県域） 8 万人以上 

当時は IH を国体の前年にリハーサル大会として行っていたが、

九州総体をその位置づけで実施した。予定より 3 年遅れとなっ

たため、より準備が充実した 

競技会運営をスムーズに行うため、新規の審判員養成に

重点を置いた 

サッカー 行政（市町） 8 万人以上   

市内のスポーツ振興に寄与するべく、国体開催を記念し

た親子参加型のサッカー教室を実施し、国体の周知を図

った 

サッカー 競技団体（県域） 3 万人未満 

施設の充実、回数を重ねて行われた強化合宿はもちろん、審判

員の育成強化が行われた。更に競技運営に関する研修が行われ

て人材が育成された 

国体を境にサッカーチーム数が増えたと思う。高校サッ

カーチームが高校野球チーム数と同数になった 

ボート 行政（市町） 3 万人未満 漕艇場施設づくり、自治体職員でクルーを編成 漕艇場施設づくり、自治体職員でクルーを編成 

ボート 行政（市町） 8 万人以上 指導者の招致 施設(仮設艇庫）の建設 

ボート 競技団体（県域） 8 万人以上 

現在の私達の県ボート協会の役員及びコーチは国体から 50 年

が経過し、当時のことはよくわかりませんが、モスクワオリン

ピック代表が育ちました 

4 高校にボート部が復活しました。それまでは戦時の影響

で活動は休止状態。国体に向けて強化コーチ設け、国体

入賞を果たした。 

ボート 競技団体（県域） 3 万人未満 
 

ボート教室の開催 

ボート 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

競技部をもった企業がなく、成年の為の競漕艇を協会で購入し

た。 
審判員を含む競技役員の増加に努力した。 

ボート 競技団体（県域） 3 万人未満 県外の強豪県からの指導者を呼ぶ 協会育成のために中部ボート連盟等との連携 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような

工夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工夫

や取り組みをしたか 

ホッケー 行政（市町） 8 万人以上 
隣接地に競技場を新たに設置したことにより、競技力の強化を

図ることができた 

小学生を対象としたホッケー教室の開催や国際大会の誘致及び開

催 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 

国体でホッケーを開催するまでは、町内の競技者はいなかった。

開催が決定した後で、チームを作り、先進地へ視察に行き、強

化を行った。また、行政でチームを作り、行政が主体となって

取り組んだ 

 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 他県への遠征や医科学トレーニングを導入し、強化に役立てた 
町ホッケーリーグや町方式のホッケー等を行い、興味を持ってもら

い、人口を増やした 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 地元高校に指導者の招致 役所チームを結成し大会に派遣、役所チームによる小学生への指導 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 

それまでなかった競技国体(県ホッケー協会)を設立し、上部団

体(日本ホッケー協会)とのつながりをつくるとともに、行政と

国体の連携を図ることができた。また、中学、高校において優

秀な指導者を招き強化を図った 

スポーツ少年団のホッケー競技の団体をつくり、マイナー競技であ

る、ホッケーを小学生からできるようにしている 

ホッケー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
ホッケーをメインに使用できる人工芝競技場の整備 

町民運動会でホッケーのスティックとボールを使った競技をとり

いれた 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 指導者の誘致を行った 推進委員会を設立した。町内の学校に用具を配布した 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 専用ホッケー場を整備し、充分な強化ができる環境を整えた 
国体開催を PR し、地元住民にホッケー競技のおもしろさなどを伝

えた 

ホッケー 行政（市町） 3 万人未満 人工芝競技場の設置 人工芝競技場の設置 

ホッケー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
一貫指導体制の確立を図った 学生ホッケー大会を開催したが、開催終了後に取りやめとなった。 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 強豪チーム（成年・少年）との招待試合・合同合宿 
地元３校の小学校の希望者による大会の実施、リハーサル大会（実

業団大会）の実施 

ホッケー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満  

町教委と同じで、国体の会場となった町ごとに町内小学校対抗のス

ーパーホッケー大会を開催。また各町内大会上位校による交流大会

を開催 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 
 

民泊を行い選手、住民の交流を図った 

ホッケー 競技団体（県域） 8 万人以上 実業団チームを設立し強化を図った 学校の授業で取り組んだ 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 合同練習会、合宿等の実施（主に高校生） 
スポーツ少年団全国交流大会の誘致を行い、地元に競技を根付かせ

る取り組みを行った 

ホッケー 競技団体（県域） 3 万人未満 元オーストラリア代表選手によるホッケー教室の開催。 地元小学生を対象としたホッケー大会の開催 

ホッケー 競技団体（県域） 8 万人以上 

社会人チームの強化。選手確保のためのリクルート。教員の採

用や異動により指導者の確保を働きかける。地元地域に中学校

女子チームの新設。 

地元地域に中学校女子チームの新設。社会人チームの選手の協力を

得て,地元の小学校でのホッケー授業を実施。スポ小チームの加入

や中学校部活の入部のきっかけとなる。地域イベントへの参加やメ

ディアにも積極的に発信し、テレビ、ラジオ、新聞の取材を通し、

ホッケー競技や国体をＰＲ。 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

バレーボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
国体がきっかけではないが平成 21 年度から毎年 

1 回スポーツフォーラムとして柔道教室とスポーツ少年

団、指導者研修を行っている 

バレーボール 行政（市町） 3 万人未満 体育館の整備等 
 

バレーボール 行政（市町） 8 万人以上 
好成績を残している地元の企業チームに対する選手強化の働き

かけなど  

バスケットボール 行政（市町） 8 万人以上 
県協会と市協会の連携と協力を行った。強化は市行政ではなく、

県レベルの内容である 

100 日前イベント等、様々なイベント、メディアを通じて

国体開催を周知し、多くの市民が国体に観戦という点で

参加できるようにした 

バスケットボール 行政（市町） 3 万人未満 県知事の方針で強化については特に取り組んでいない 
地元高校生を競技補助員として携わってもらったことに

より、競技の普及につながった 

バスケットボール 競技団体（県域） 8 万人以上 
地元のナショナル・バスケットボール・リーグ（NBL）に所属す

るチームの強化 
NBL チームを地元に定着させ、発展させていく 

バスケットボール 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

県の体育協会と連携し、選手強化に取り組み、現在まで継続し

ている 

ミニ、中学、高校の各連盟等と連携し、協会主催大会を

行ってきた 

レスリング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

国体開催種目(レスリング)協会との連携により、他県チームや

各大学との交流を行った 

国体開催種目(レスリング）協会及び地域との連携によ

り、地域の公的施設での合宿や地域(民宿)での風呂の提

供や差し入れ等、地域と一体となった交流を行った 

レスリング 競技団体（県域） 3 万人未満 合宿や遠征を積極的に行った 補助員として中学生や一般の人の県大会参加を行った。 

レスリング 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

市内 2 つの高校で格技としてレスリングを取り入れ、理解させ

た強化と普及を考えた。日米日韓親善大会の実施、リハーサル

大会の実施 

小中学生には国体期間中、レスリング観戦を計画し、全

市の学校を時間割で見させ応援をいただいた 

レスリング 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
他県と交流（合同合宿等）や、中央の各大学との練習会をもつ 地元の宿泊施設や、地元市民との交流が図られた。 

レスリング 競技団体（県域） 3 万人未満 指導者のスキルアップ、研修会への参加、公認資格の取得 
スポーツ少年団の設立と充実、レスリングクラブの設立

と充実、行政との連携を密にした。 

セーリング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
選手強化合宿の実施 普及活動はあまりなかった 

ウエイトリフティング 行政（市町） 8 万人以上 
県のウエイトリフティング協会の会長と事務局を当市の関係者

が継続して担っている 

県民体育大会の会場市と継続しており、全国大会、東北

大会も当市の会場として、市民にも観覧する機会をつく

っている 

ウエイトリフティング 競技団体（県域） 3 万人未満 強化合宿を断続的に行った 
市内小中学校へ競技への興味を抱いてくれるように PRし

た 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
国体種目であるハンドボール大会の開催 

市内各小中学での体育における国体種目（ハンドボール）

の授業 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

ハンドボール協会員の協力を得て、地元の小学校の授業等でハ

ンドボールを教え、より身近なものとなるよう取り組みを図っ

た 

国体を契機に「全国小学生ハンドボール」大会を開催し、

現在に至るまで継続的に開催している 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
強化指定選手を選考し、選手の意識の高揚を図った 

 

ハンドボール 行政（市町） 8 万人以上 優秀な指導者を育てるとともに、県外から経験者を迎え入れた。 
小学生チームを誕生させ、ハンドボールの知名度を上げ

た 

ハンドボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
協会と密に連絡を取り合い、強化を図った 市内小中学生に試合を見学する機会をつくった 

ハンドボール 行政（市町） 8 万人以上 
練習拠点を市に置き、成年と少年の合同練習などを行い、少年

のレベルアップを図った 

小学生のハンドボール教室を行い、チーム育成に取り組

んだ 

ハンドボール 競技団体（県域） 8 万人以上 
県外から有能な指導者を呼び、指導者、選手への講習会を行っ

た。監督、選手の獲得（成年） 

小学生選手が、中高に進学しても競技を続ける取組み（ク

ラブチーム、ターゲットエイジへの活動）・地元住民へ

の種目の感心を持つようなイベント（スポーツ教室等） 

ハンドボール 競技団体（県域） 8 万人以上 
練習拠点を浦添市に置き、成年と少年の合同練習等を行い、少

年のレベルアップを図った。 

小学生のハンドボール教室を行い、チーム育成に取り組

んだ。 

自転車 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
地域と一体となって取組んだ 

海外の選手も参加する全国規模のレースが 26年前に開催

された 

自転車 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

競技中学生が高校進学後も継続的に競技力を伸ばせるよう進学

先も配慮する（部活のある高校へ） 
中学校に出向いて、講習会等を行った。 

自転車 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
地元選手の強化、部活動の活性化 多くの人口に競技を見る機会を増やすための PR、広報 

ソフトテニス 競技団体（県域） 8 万人以上 選手の状況に応じて、練習やトレーニングを加えた 国体に対する意識の向上を図る 

ソフトテニス 競技団体（県域） 8 万人以上 代表選手を対象とした強化練習の実施（競技力の向上）   

相撲 競技団体（県域） 3 万人未満 

室内練習場を併設して、年間を通して練習ができる環境を整備

し、強化の拠点を作った。ブロック大会を開催し、県外チーム

と対戦できる機会をつくった。大学相撲部の合宿誘致。 

少年相撲クラブの発足と少年相撲大会の開催。 

馬術 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
地元馬術クラブとの連携によりスタッフが強化 乗馬教室の開催等を広く実施した。 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

フェンシング 行政（市町） 3 万人未満 選手育成 

競技用具の購入等環境整備、全国大会の開催（少年少女

全国大会）、26 回目を本年開催、現在ではフェンシング

の甲子園となっている 

フェンシング 行政（市町） 8 万人以上 国体開催の翌年から全国大会の開催をした 国体開催の翌年から教室の開催をした 

フェンシング 行政（市町） 8 万人以上 練習や合宿等での施設使用での減免措置 
広報等での競技や選手についての紹介、国体本番での児

童生徒の応援 

フェンシング 行政（市町） 3 万人未満 

県フェンシング協会による小・中・高校生から一般競技者まで

を包括した練習会、競技会、指導者講習会の実施。小中高指導

者の同協会役員への取り組みによる一貫指導体制。 

競技会・関連イベント等の地元周知(地域紙への掲載）と

応援観戦者への通知。競技会での「入門体験教室」の開

催など 

フェンシング 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

中学生を対象とした学校対抗大会等を行い、中学生選手の育成

強化を図った 
小学校、中学校への順かい指導教室を実施した 

フェンシング 競技団体（県域） 3 万人未満 国体開催後の「開催記録大会」の継続実施 特になし 

フェンシング 競技団体（県域） 3 万人未満 
スポーツ少年団だけでなく、中学校に部活動として、フェンシ

ング部を設置 

スポーツ少年団だけでなく、中学校に部活動としてフェ

ンシング部を設置 

フェンシング 競技団体（県域） 8 万人以上 指導力のあるコーチの招待 スポーツ少年団の立ち上げ 

フェンシング 競技団体（県域） 3 万人未満 小、中、高、一般の一貫指導体制 入門体験教室の実施 

柔道 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
  

体育館を新設し、競技人口の増加につとめていた。リレ

ーの先頭に市出身者を置き、国体を身近なものに感じさ

せた 

ソフトボール 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

国体開催だけでなく、その前年や前々年から行ってきた全国大

会、西日本大会、九州大会等の開催を通じて選手などの強化や

普及に寄与してきたと思われます。 
 

ソフトボール 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
市民総参加で応援体制を作る。 子供のためのソフトボール教室等の開催 

ソフトボール 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
国体が終わったら、協会のみの強化となった。 小学生などの普及には効果があった 

ソフトボール 競技団体（県域） 8 万人以上 
練習、試合、大会での激励応援。チームスタッフとのミーティ

ング 
スポーツ教室開催の支援 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

バドミントン 行政（市町） 8 万人以上 
広報誌「国体だより」を発行し、市民の期待度を県代表選手等

に伝え、勝利に対する意識の高揚を図った 

各種イベントに積極的に参加し、バトミントン競技が開

催されることの啓発を行い、バトミントンの普及につな

がるように努めた 

バドミントン 競技団体（県域） 8 万人以上 合同練習会と遠征 ジュニア練習会 

バドミントン 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

少年男女→高校の強化のための教員配置。青年男子→実業団チ

ームの強化 
市役所とタイアップし、市民への活動協力依頼 

バドミントン 競技団体（県域） 8 万人以上 
特に少年男女については、6 年後に高校生となる小学生の強化

に努めた 
  

弓道 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

少年では全国の強豪校との練習や試合の機会を多く取った。一

般では全国大会・講習会への積極的な参加や遠的場を活かした

射会の持ち方の工夫を行った。 

武道団体の主催する行事や地域のイベントに参加し弓道

の魅力を広めた。月ごとに開催される県連盟の主催する

大会の様子や結果を、報道機関を通じて広報した。 

ライフル射撃 行政（市町） 3 万人未満 
 

山口国体の県外会場として協力したため記載がむずかし

い 

ライフル射撃 競技団体（県域） 3 万人未満 村民（町民）大会、県民大会の実施 同上 

ライフル射撃 競技団体（県域） 8 万人以上 施設を利用し強化合宿練習を頻繁に行った 施設ができた事で、各高校での部活動が定着した 

ライフル射撃 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
対外試合への参加を多くし、自信と技術を向上させた 地元高校生へ積極的に宣伝し、部活動への加入を促した。 

剣道 行政（市町） 3 万人未満   
古くから盛んであったので特別な取り組みはなかったの

ではないかと思われます 

剣道 競技団体（県域） 8 万人以上 
開催年の数年前から指導者を配置した。選手はできるだけ多く

地元から選出した 

大会での好成績により、父兄や子どもたちに剣道の興味

を持たせることができた。 

ラグビーフットボー

ル 
行政（市町） 

3 万人以上 

8 万人未満 
地域住民との交流会やボランティア活動の参加 小・中学生を対象とした普及イベントの実施 

山岳 行政（市町） 8 万人以上 
①市体育協会内に山岳連盟を発足させた。 ②日本山岳協会、県

山岳連盟の協力を得て、指導者の発掘・育成に努めた 

クライミングスポーツ教室(ジュニア・成年)を企画、開

催し様々な年齢層の競技人口も拡大を図った。 

山岳 競技団体（県域） 8 万人以上 
地元に競技団体を作り、選手、スタッフの育成、世界大会の運

営ができるまでに 
会場での映像演出 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満   
小学2年生～6年生町内児童が全員カヌーを親しむ体験学

習を行い、今も続いている 

カヌー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
競技力向上対策本部を作り、技術指導、選手への支援を行った 

カヌー教室、カヌーに親しむ集いを一般向けに開催し、

カヌーの知名度を上げるように努めた 

カヌー 行政（市町） 8 万人以上 強化及び普及についてはカヌー協会に一任している 強化及び普及についてはカヌー協会に一任している 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 
 

町内にカヌー協会を立ち上げ、大会を開催できる審判員

の養成を行い、国体開催後も継続的（国体ブロック大会、

ジャパンカップ等）に行っている 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 
県内でも一つしかない競技会場になるため、地元選手にとって

は環境が整っている 

地元の小、中学校のカヌー体験を実施していることと、

町おこしの一環としてドラゴンカヌー大会を実施してい

る 

カヌー 行政（市町） 3 万人未満 

地元自治体としては（行政としては）競技力の強化よりも大会

の会場の整備と大会運営に重点を置き、無事に大会運営するこ

とに最大の力を注いだ 

開催のために必要な競技団体の組織力の強化、競技役員

の育成、競技団体が力をつけ組織がしっかりしていれば

普及活動はされていく。 

カヌー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 

県河川内でのコース設置のため、県と交渉をスムーズに行いた

い 

県も協力的に工作の競技を行うことができた。開催後の

コースなどの補修などは県が行っている。 

カヌー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
小学生 4年生以上のジュニアカヌークラブの発足 国際大会、全国大会の開催 

カヌー 競技団体（県域） 3 万人未満 河川整備として会場整備を行った 海鮮センターとして普及の拠点となっている 

カヌー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 
県立高校、市内中学校にカヌー部を作る 市、県協会と連携し多くのイベントを企画 

カヌー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

県内外の優秀な選手・監督者をカヌー会場近隣市町の小中高の

教員として採用 

近隣の高校にカヌー部の設立を依頼。初心者カヌー教室

の開催。町内体育協会の役員等を中心に講習会を開催し、

競技役員の養成を図った。 

空手道 競技団体（県域） 8 万人以上 
選手層の充実を図るため、先催県の視察と合同練習を多年に亘

り実施しました。 

市民総参加を基に、英知と活動を結集して、選手監督の

全てをホームステイとしました。このことは後の他県と

も深い絆で結ばれています。 

なぎなた 行政（市町） 3 万人未満 
民泊により選手等の受入をする為に施設、人員の確保、大会運

営の為の人員確保、受入に関する講習会研修会の開催 
開催に係る町内近隣への広報 

なぎなた 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満  
地元の小中学での部活動実施 

なぎなた 競技団体（県域） 8 万人以上 
国体開催会場については週 3 回ほど選手強化の為練習を行いま

した。なんとか本国体において成績を出すため行った。 

県より指導者を派遣し、教室、小学生から一般について

指導を行う。また開催地の協会会員の競技力向上を図る 

なぎなた 競技団体（県域） 3 万人未満 
強化練習会や合宿等を地元で行うことにより、地元の方々に親

しみ応援してもらうことができる 

街の広報誌に掲載してもらい、より多くの方に興味を持

たせ、競技人口が増加することができるように工夫した 
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競技種目 回答者 人口規模 
「強化」の点から、国体種目と開催地のためにどのような工

夫や取り組みをしたか 

「普及」の点から、国体種目と開催地のためにどのよ

うな工夫や取り組みをしたか 

水泳（競泳） 行政（市町） 8 万人以上 
トップレベルの競技者の育成に科学的なトレーニングを取り入

れるためのサポート体制 

体育協会が推薦する有望なジュニア選手とその指導者を

対象にスポーツ医科学の研究成果に基づき、きめ細かな

サポートを行っている 

水泳（競泳） 行政（市町） 8 万人以上 選手強化については競技団体にお任せした 
国体開催一年前にイベントを実施し、市民の気運を高め

た 

水球 行政（市町） 8 万人以上 練習施設の利用等について優遇、補助金交付 
競技会場へ小、中学生から来てもらい、他県のチームの

応援をしてもらい、大会を盛り上げてもらった 

水球 競技団体（県域） 8 万人以上 遠征、合宿などを増やした 
小学生を対象とした体験教室を実施。父兄、OB、OG など

による「応援部隊」を作った 

スキー 行政（市町） 
3 万人以上 

8 万人未満 
地元選手の活躍のための予算（強化のための補助金等） 小学生の大会観戦、応援等のお願い 

スキー 競技団体（県域） 
3 万人以上 

8 万人未満 

強化策を推進するために県の強化費と開催地の独自の強化費を

捻出し、強化にあたった。その効果が見事に花ひらくこととな

った。 

地元の選手が活躍することで県民、市民が応援にかけつ

け大いに盛り上がった。国体開催後はスポーツに親しむ

人口が増加して県民の健康づくりに役立っている。 
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Ⅸ. 巻末資料 2： 1 次アンケート調査 
 

「わたしのまちのスポーツ」調査：アンケート調査へのご協力のお願い 

この調査は、第79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会（事務局：滋賀県総合政策部国体準備室）からの委託を受け

て、びわこ成蹊スポーツ大学および立命館大学が共同で実施させていただくものです。滋賀県では平成36年に国民体育大会

の開催を控えており、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大変重要です。そこで、

今回のアンケート調査では、国民体育大会を契機にスポーツが根付き、地域の活性化に結びついた全国の事例を調べること

を目的としています。アンケートではスポーツ課（名称は都道府県によって異なります）の課長に相当する方※からご回答いただ

きたく存じます。ご回答は匿名でいただき、すべて統計的に処理いたしますので、ご協力いただいた方々にご迷惑をおかけす

ることは絶対にございません。調査票の返還は参加をご承諾いただいたものと解釈させて頂きます。以上の主旨をご理解いた

だき、率直なご回答とご意見をお寄せいただきますようお願いします。 ※県域体育協会の場合は事務局長に相当する方に依頼した。 

【アンケートの回答期限】 2014年7月31日までにご投函下さいますよう、ご協力をお願い致します。 
 
   【調査実施】 第 79 回国民体育大会滋賀県開催準備委員会＜事務局：滋賀県総合政策部国体準備室＞（Tel：077-528-3321） 

【問合せ先】  びわこ成蹊スポーツ大学 吉田政幸（Tel：077-596-8475 Email：yoshida-m@bss.ac.jp） 

立命館大学 長積 仁（Tel:077-599-4129 Email：nagazumi@fc.ritsumei.ac.jp） 

Ｑ１．以下に回答をご記入ください 

1) 都道府県 （                   ）都・道・府・県 

2) 回答者の所属部署 （                        ）部  （                       ）課 

3) 回答者の職    （                        ）   

4） 国体の開催年度   1回目 西暦（          ）年    2回目（該当する場合のみ） 西暦（          ）年 

5） 国体の成績 
1回目               男女総合（天皇杯）：＿＿＿＿位   女子総合（皇后杯）＿＿＿＿位 

2回目（該当する場合のみ） 男女総合（天皇杯）：＿＿＿＿位   女子総合（皇后杯）＿＿＿＿位 
 

Ｑ２．過去の国体（1 回目と 2 回目の両方を含む）において、大会の成績に加え、その後のスポーツ振興や地域の活性化の点から、

最も成功したと思われる市町村と競技種目をそれぞれ 4 つ挙げて下さい。 

 開催年度 市町村 種目 

1. 年   

2. 年   

3. 年   

4. 年   

 

Ｑ３．Ｑ２で回答いただいたそれぞれの市町村および種目が成功したと思われる理由について、例のように該当する番号に「○」をつ

けてください。 

 

 
 

 

(1) 国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるようなスポーツ施設 1----2----3----4----5---6----7  (1) 

（スタジアムやトレーニング施設など）が整備された 

(2) 優秀な選手を育成する指導者が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (2) 

(3) 国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携が強まった 1----2----3----4----5---6----7  (3) 

(4) 国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応じて 1----2----3----4----5---6----7  (4) 

段階的に育成するシステムが構築された 

(5) 地元住民がスポーツを行う機会が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (5) 

(6) 地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良くなった 1----2----3----4----5---6----7  (6) 

(7) 地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識や目標） 1----2----3----4----5---6----7  (7) 

を持つようになった 

まったくあてはまらない               大いにあてはまる 

  まったくあてはまらない                           大いにあてはまる 

例）       1-----2-----3-----4-----5-----6-----7               市町村 
 

1 

 次のページに進んで下さい 
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Ｑ３．続けて、Ｑ２に回答いただいたそれぞれの市町村および種目が成功したと思われる理由についてお答えください。 
 

 

 
 

 
 

(1) 国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるようなスポーツ施設 1----2----3----4----5---6----7  (1) 

（スタジアムやトレーニング施設など）が整備された 

(2) 優秀な選手を育成する指導者が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (2) 

(3) 国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携が強まった 1----2----3----4----5---6----7  (3) 

(4) 国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応じて 1----2----3----4----5---6----7  (4) 

段階的に育成するシステムが構築された 

(5) 地元住民がスポーツを行う機会が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (5) 

(6) 地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良くなった 1----2----3----4----5---6----7  (6) 

(7) 地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識や目標） 1----2----3----4----5---6----7  (7) 

を持つようになった 
 

 

 

 
 

 
 

(1) 国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるようなスポーツ施設 1----2----3----4----5---6----7  (1) 

（スタジアムやトレーニング施設など）が整備された 

(2) 優秀な選手を育成する指導者が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (2) 

(3) 国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携が強まった 1----2----3----4----5---6----7  (3) 

(4) 国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応じて 1----2----3----4----5---6----7  (4) 

段階的に育成するシステムが構築された 

(5) 地元住民がスポーツを行う機会が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (5) 

(6) 地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良くなった 1----2----3----4----5---6----7  (6) 

(7) 地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識や目標） 1----2----3----4----5---6----7  (7) 

を持つようになった 
 

 

 

 

 
 

 
 

(1) 国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるようなスポーツ施設 1----2----3----4----5---6----7  (1) 

（スタジアムやトレーニング施設など）が整備された 

(2) 優秀な選手を育成する指導者が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (2) 

(3) 国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携が強まった 1----2----3----4----5---6----7  (3) 

(4) 国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応じて 1----2----3----4----5---6----7  (4) 

段階的に育成するシステムが構築された 

(5) 地元住民がスポーツを行う機会が増えた 1----2----3----4----5---6----7  (5) 

(6) 地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良くなった 1----2----3----4----5---6----7  (6) 

(7) 地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識や目標） 1----2----3----4----5---6----7  (7) 

を持つようになった 

 

 

まったくあてはまらない               大いにあてはまる 

             市町村 
 

2 

まったくあてはまらない               大いにあてはまる 

             市町村 
 

3 

まったくあてはまらない               大いにあてはまる 

             市町村 
 

4 
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Ｑ４．Ｑ２で回答いただいた市町村、種目の競技団体に対して、本調査と同様の主旨のアンケート調査を追加で実施させていただ

きます。つきましては、①市町村のスポーツ担当課の連絡先と②種目の競技団体の連絡先について記入ください。 

 

 

データおよび個人情報の取り扱いについて 
 

1.  本調査で収集するデータに対する権利は、すべて第 79 回国民体育大会滋賀県開催準備委員会に帰属し、学

術目的で使用する場合に限り、調査委託者（びわこ成蹊スポーツ大学・吉田政幸、立命館大学・長積仁）が使

用することができるものとします。この目的以外でデータを使用することは絶対にありません。 
 

2.  データの管理についてはびわこ成蹊スポーツ大学個人情報保護規則に従い、資料を鍵のかかる保管庫（びわこ成

蹊スポーツ大学・吉田政幸の研究室）で保管します。管理は本調査委託代表者である吉田政幸が一括し、以

下に記入いただく個人情報については、調査終了時（2015 年 3 月 31 日）にすべて消去します。 

 

                                          ※ご存じの範囲内でお書き下さい 

１ 

市町村 担当課名  

 
住所  

電話番号  

競技種目 県域の競技団体名  

 
住所  

電話番号  

２ 

市町村 担当課名  

 
住所  

電話番号  

競技種目 県域の競技団体名  

 
住所  

電話番号  

３ 

市町村 担当課名  

 
住所  

電話番号  

競技種目 県域の競技団体名  

 
住所  

電話番号  

４ 

市町村 担当課名  

 
住所  

電話番号  

競技種目 県域の競技団体名  

 
住所  

電話番号  

 

以上でアンケートは終わりです。長い間、ご協力いただき、ありがとうございました。 

 2014 年 7 月 31 日までにご投函下さいますよう、ご協力をお願い致します。  
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Ⅹ. 巻末資料 3： 2 次アンケート調査 
 

「わたしのまちのスポーツ」調査：アンケート調査へのご協力のお願い 

この調査は、第79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会（事務局：滋賀県総合政策部国体準備室）からの委託を受け

て、びわこ成蹊スポーツ大学および立命館大学が共同で実施させていただくものです。滋賀県では平成36年に国民体育大会

の開催を控えており、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大変重要です。そこで、

今回のアンケート調査では、国民体育大会を契機にスポーツが根付き、地域の活性化に結びついた全国の事例を調べること

を目的としています。アンケートではスポーツ課（名称は市町村によって異なります）の課長に相当する方からご回答いただきた

く存じます。ご回答は匿名でいただき、すべて統計的に処理いたしますので、ご協力いただいた方々にご迷惑をおかけすること

は絶対にございません。調査票の返還は参加をご承諾いただいたものと解釈させて頂きます。以上の主旨をご理解いただき、

率直なご回答とご意見をお寄せいただきますようお願いします。  

【アンケートの回答期限】 2014年９月１２日までにご投函下さいますよう、ご協力をお願い致します。 

   【調査実施】 第 79 回国民体育大会滋賀県開催準備委員会＜事務局：滋賀県総合政策部国体準備室＞（Tel：077-528-3321） 

【問合せ先】 びわこ成蹊スポーツ大学 吉田政幸（Tel：077-596-8475 Email：yoshida-m@bss.ac.jp） 

立命館大学 長積 仁（Tel:077-599-4129 Email：nagazumi@fc.ritsumei.ac.jp） 

 

このアンケートでは、あなたのまちにおいて以下のスポーツ種目（2 回以上開催している場合は、新しい方の年度を指定

させて頂きます）が国体競技種目となり、①大会の成績に加え、②その後のスポーツ振興や、③地域の活性化にどれく

らい貢献したかをお聞きします。※ 
 

開催年度 / スポーツ種目  

※競技団体への調査では開催地を指定し、その市町において開催種目がどのような貢献を果たしたかを質問した。 
 

Ｑ１．以下に回答をご記入ください 

1) 市町村名 （                   ）市・町・村 

2) 回答者の所属部署 （                        ）部  （                       ）課 

3) 回答者の役職    （                        ） 

 

Ｑ２．国体種目となったスポーツについて、あなたのまちの中学生と高校生の登録者数を国体開催年度の前後(計 7 年)で教えてください。 
 

  

あなたのまち（市町村単位）の 

中学生の登録者数 

※中学生の登録者がいない場合は空欄で構いません （単位：人） 

あなたのまち（市町村単位）の 

高校生の登録者数 

※高校生の登録者がいない場合は空欄で構いません   （単位：人） 

3 年前              人              人 

2 年前              人              人 

1 年前              人              人 

開催年度              人              人 

1 年後              人              人 

2 年後              人              人 

3 年後              人              人 
 

Ｑ３．国体種目となったスポーツが、国体開催後にあなたのまちにもたらした恩恵（成果）として以下のものはどの程度あてはまります

か 
（※冒頭で示したスポーツ種目と年度の国体についてお答えください） 
 

※右のように、あてはまる番号を 1 つだけ選択してください  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 

 
(1) 国体開催後も地元住民がスポーツに参加できるようなスポーツ施設 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (1) 

（スタジアムやトレーニング施設など）が整備された 

(2) 継続的に利用でき、環境に配慮したスポーツ施設が整備された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (2) 

(3) 国体後に有効活用されるスポーツ施設が主に整備された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (3) 

(4) 地元住民が継続的にスポーツに参加できるように、スポーツ施設の機能や設備が改善された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (4) 

(5) 地元住民が継続的にスポーツに参加できるように、スポーツ施設が新たに改修された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (5) 

 

 

まったくあてはまらない                       大いにあてはまる 

まったくあてはまらない                       大いにあてはまる 

 次のページに進んで下さい 
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続けて、以下にお答えください。 
 

(6) 優秀な選手を育成する指導者が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (6) 

(7) 地元から応援を得ることのできる指導者が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (7) 

(8) 国体開催以後も、競技成績を残すことのできる指導者が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (8) 

(9) 地元地域の社会問題の解決にスポーツが役立つことを理解している指導者が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (9) 

(10) 国体種目の競技団体と開催地域の教育機関の連携が強まった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (10) 

(11) 国体の大会会場となった施設は、国体後もその競技種目の活動場所となった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (11) 

(12) 国体種目の競技団体と地域のレクリエーション団体の連携が強まった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (12) 

(13) 国体後、開催種目が地域の中学校や高校の部活動に取り入れられるようになった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (13) 

(14) 国体種目となったスポーツに子どもたちを勧誘する仕組みが構築された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (14) 

(15) 若い選手を国体種目に留まらせる体制が整備された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (15) 

(16) 国体開催後、開催地域内で若い選手がコーチへと転身できる仕組みが構築された 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (16) 

(17) 国体開催種目に関して、若い選手の競技レベルに応じて 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (17) 

段階的に育成するシステムが構築された 
 

(18) 地元住民がレクリエーションとしてスポーツに参加する機会が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (18) 

(19) 地元住民がスポーツを学ぶ機会が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (19) 

(20) 地元住民がスポーツを行う機会が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (20) 

(21) 地元住民が競技会（大会、記録会、イベントなど）に参加する機会が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (21) 

(22) 地元地域で、国体種目となったスポーツの広報をする機会が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (22) 

(23) 国体種目となったスポーツの認知度が地元地域で向上した 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (23) 

(24) 地元地域で国体種目となったスポーツのイメージが良くなった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (24) 

(25) 国体の開催地となったことで、開催競技に出場する選手のプライドが高まった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (25) 
 

(26) 地元の若い選手が全国大会について新たな認識（高い意識や目標）を持つようになった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (26) 

(27) 地元の若い選手が全国大会に関して前向きな考えを持つようになった 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (27) 

(28) 地元の若い選手の間で全国大会に関する理解が増した 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (28) 

(29) 国体後も、地元の若い選手たちが全国レベルで競技をしたいという気持ちを促した 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (29) 

(30) 国体種目となったスポーツを行う男性が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (30) 

(31) 国体種目となったスポーツを行う女性が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (31) 

(32) 国体種目となったスポーツを行う年配者が増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (32) 

(33) 国体種目となったスポーツを行う子どもが増えた 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7  (33) 
 

Ｑ４．行政として、国体を契機に開催地となった「そのまちと種目」にどのようなことを期待し、どのようなことを達成したいと思いましたか。 

国体開催で期待した内容

について、スポーツの強化と

普及の2点からお答えくださ

い（コメント）。 

【強化】 

 

【普及】 

 

 

Ｑ５．行政として「国体種目と開催地」のために具体的にどのような工夫や取り組みをしましたか 

国体開催で行った工夫や

取り組みについて、スポーツ

の強化と普及の2点からお

答えください（コメント）。 

【強化】 

 

【普及】 

 

 

 
データおよび個人情報の取り扱いについて 

 

1.  本調査で収集するデータに対する権利は、すべて第 79 回国民体育大会滋賀県開催準備委員会に帰属し、学術目的で使

用する場合に限り、調査委託者（びわこ成蹊スポーツ大学・吉田政幸、立命館大学・長積仁）が使用することができるものとし

ます。この目的以外でデータを使用することは絶対にありません。 

 

2. データの管理についてはびわこ成蹊スポーツ大学個人情報保護規則に従い、資料を鍵のかかる保管庫（びわこ成蹊スポーツ大

学・吉田政幸の研究室）に保管します。管理は本調査委託代表者である吉田政幸が一括します。 

 

 

以上でアンケートは終わりです。長い間、ご協力いただき、ありがとうございました。 
 

 ２０１４年９月１２日までにご投函下さいますよう、ご協力をお願い致します。  
 

 

 

まったくあてはまらない                       大いにあてはまる 
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Ⅺ. 巻末資料 4： インタビュー調査の質問項目 
 

Ⅰ．回答者のプロフィール、および回答者と国体の関わり 
 

Ⅱ．開催競技種目の誘致について 
 

1．開催競技種目の誘致が決まったのはいつ頃だったのか（When） 
2．（行政）開催競技種目を誘致した理由は何だったのか（Why） 
  （競技団体）開催地が決定した理由は何だったのか（Why） 
3．（行政）数ある種目の中から、開催競技種目をどのように選んだのか（How） 
 （競技団体）多くの町の中から、開催地をどのように選んだのか（How） 
4．開催競技種目は具体的にどの地域のどの施設を使って大会を行ったのか（Where） 

 その地域と施設を選んだのは何故か 
5. （行政）開催競技種目をあなたのまちの中にどのように取り込み、どのように根付かせていったのか（How） 
   何故、取り込むことができたのか？ 何故、根付いたのか？ 
 （競技団体）あなたの競技種目は開催地の中にどのように取り込まれ、どのように根付いていったのか（How） 
   何故、取り込むことができたのか？ 何故、根付いたのか？ 
6．（行政）あなたの町で開催競技種目を誘致するこということは何だったのか（What） 
 （競技団体）あなたの競技種目を国体が開催された町で行うこということは何だったのか（What） 
 

Ⅲ．国体開催後、地元地域に持続的に残ったスポーツ関連のレガシーについて 
1. スポーツインフラ 
     施設などの形のあるものとして何が残ったか（What） 
   何故、そのようなものを残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのようなものを残すことができたのか（How） 
 

2. スポーツ指導者 
   大会後も継続的に指導を行う者は誰だったのか（Who） 
   何故、そのような指導者を残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのような指導者を残すことができたのか（How） 
 

3. 地域内連携 
   種目を普及・強化していくための地域内連携の形はどのような内容だったのか（What） 
   何故、そのような連携を残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのような連携を残すことができたのか（How） 
 

4. 育成システム 
   大会後も若い選手を育成する仕組みはどのような内容だったのか（What） 
   何故、そのような育成システムを残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのような育成システムを残すことができたのか（How） 
 

5. 住民のスポーツ参加 
   国体がきっかけとなり、地元住民がスポーツ参加する仕組みはどのような内容だったのか（What） 
   何故、そのような仕組みを残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのような仕組みを残すことができたのか（How） 
 

6. 開催競技種目の評判 
   国体種目となった競技が地元に残したイメージや印象はどのような内容だったのか（What） 
   何故、そのようなイメージを残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのようなイメージを残すことができたのか（How） 
 

7. 若者の意識変化 
   国体種目となった競技が若い選手に与えた新たな意識や考え方はどのような内容だったのか（What） 
   何故、そのような意識や考え方を残すことができたのか（Why） 
   どのように、そのような意識や考え方を残すことができたのか（How） 
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Ⅻ. 巻末資料 5： 日本体育協会からの依頼文書 

 

 


