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スポーツボランティアサミット 報告書 

Re Start!!もう一度、踏み出そう！ 

開催日：2020 年 12 月 5 日(土） 

主 催：NPO 法人日本スポーツボランティアネットワーク 

共 催：NPO 法人うつくしまスポーツルーターズ 

        一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 

後 援：公益財団法人日本スポーツ協会 
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開催概要 

主 催：NPO 法人日本スポーツボランティアネットワーク（JSVN） 

共 催：NPO 法人うつくしまスポーツルーターズ 

    一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 

後 援：公益財団法人日本スポーツ協会 

開催日：2020 年 12 月 5 日(土） 

テーマ：Re Start!! もう一度、踏み出そう！ 

《オンライン配信》 

方 法：zoom ウェビナー 

参加者：117 名 

《福島会場》 

会 場：ナショナルトレーニングセンターJ ヴィレッジ（福島県福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森８） 

参加者：63 名 

 

プログラム 

13:00～13:05 開会挨拶 

渡邉 一利 （JSVN 理事長） 

13:05～13:40 基調講演 「スポーツが社会に対して貢献できること」 

巻 誠一郎 氏 （NPO 法人ユアアクション 理事長）   

13:45～14:55  ディスカッション 「Re Start～スポーツボランティアのミライ～」  

           〇MC 

こにわ 氏 （タレント） 

〇スピーカー 

齋藤 道子 氏（NPO 法人うつくしまスポーツルーターズ 事務局長）  

比企 啓之 氏（NPO 法人湘南スポーツコミュニティセンター センター長） 

松本 明子 氏（JSVN スポーツボランティア・上級リーダー） 

    〇コメンテーター  

澁谷 茂樹（JSVN 事務局長/公益財団法人笹川スポーツ財団シニア政策アナリスト）  

14:55～15:00 お知らせ、閉会 

（以下、敬称略） 
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プログラム内容 

（１） 主催者挨拶 

渡邉 一利 （JSVN 理事長） 

皆さん、こんにちは。2020 年もいよいよ師走に入りましたが、人

類が今まで体験したことのないようなさまざまな出来事が起こった

1 年ではなかったかと思います。 

しかしながら、国内では野球やサッカー、バスケットボールなどプ

ロスポーツリーグが再開しました。また、海外ではテニスやゴルフ、

バドミントンや卓球の国際大会が、また国内でも 11 月に体操の国際

大会が開かれるなど、徐々にですが、スポーツシーンが戻ってきているように感じています。 

最近、「スポーツの価値」や「スポーツの力」を耳にすることが多くなってきました。スポーツには人を

育成したり、社会を形成したり、あるいは国際交流を促進したり、果ては世界平和を構築したり、こんな

ところを助長する大きな力があるのではと私は考えています。そして、そのスポーツはすることもさる

ことながら、支えるスポーツ、見るスポーツ、学ぶスポーツなどと言ったところにも、その大きな力が潜

んでいる、そんな風に思っています。 

今日のサミットのテーマは、「Re Start！！ もう一度、踏み出そう！」です。今後のコロナ感染状況

次第ではありますが、私たちは 2021 年には東京 2020 大会が、その翌年には関西でワールドマスター

ズゲームが行われることを信じて日々、活動を続けています。 

今日のサミットではスポーツボランティアに関わるさまざまな立場の方がお話をされます。一人ひとり

のスポーツボランティアがスポーツの価値を享受し、社会全体がますます豊かになるように、ともに考

え、これから行動するきっかけにしたいと思います。 

 

 

 

（２） 基調講演 「スポーツが社会に対して貢献できること」 

巻  誠一郎（サッカー元日本代表／NPO 法人ユアアクション理事長） 

 

 

 

 

本日は、僕が2016年に始めた熊本の災害支援活動のきっかけや内容、活動を始めてからの周囲の変化、

スポーツ界が社会に貢献できることをお話し、さらに、これからのボランティアのあり方や課題などに

ついて皆さんとディスカッションできたらと思っています。 

僕は 2016 年、熊本大震災からの復興を支援する募金サイト、NPO 法人「YOUR ACTION KUMAMOTO」

を立ち上げました。（当時は J2 のロアッソ熊本に所属しており）地震発生直後は、まず家族を守ろうと

考え、それから少しずつ地域にも何か支援ができればと思ったのです。 

まずは、「自分ができることをできるだけ」と思ったことから、団体のコンセプトは、「あなたができる

ことをできるだけ」とし、名称は、「YOUR ACTION」にしました。 

災害後に感じたことは、「ふだん当たり前と思っていたことが何もできない」ということです。道路は

【プロフィール】 

熊本県出身。プロサッカー選手として 17 年間、国内外のチームでプレーし、サッカー日本代表として 2006 年、

FIFA ワールドカップドイツ大会にも出場。2016 年 4 月に発生した熊本地震を受けて、復興支援のための NPO 法人

YOUR ACTION KUMAMOTO を立ち上げたほか、現役生活を続けながら復興支援活動に尽力。そうした活動が評価

され、2019 年にはスポーツの力を最大限に活用した社会貢献活動を表彰する「ヒーローズアワード」を受賞。 

渡邉 一利 
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寸断され、公共交通機関は止まり、ライフラインがストップしました。水や食料が不足し、家屋の倒壊や

余震も続き、多くの人が車中泊や避難所での生活を余儀なくされました。 

また、支援活動で地域を回って感じたことは、正確な情報を迅速に入手することの重要性です。例えば、

僕がある避難所に飲食料を運ぶと、そこには十分な物資があったため受け取りを拒否されるなど振り回

された経験がありました。そこで僕は、どの避難所が飲食料を必要としているのかなど正確な情報を入

手するために、知人を介して約 300 人のＬＩＮＥグループを作って情報提供をしてもらうようにしまし

た。 

また、サッカーのコミュニティを最大限に活用して物流の拠点をつくり、困っている人たちに提供する

活動も行いました。Ｊリーグは地域に根差して活動しており、大勢のサポーターやファンがいて、それを

支える企業や行政があるというサッカーコミュニティがあり、それは無限の可能性を秘めていると思っ

ています。 

災害支援はフェーズによってニーズも変化していきます。僕はまず、物資の提供から始めましたが、災

害発生から 3 カ月間で約 300 カ所の避難所を回ったところ、物資がある程度充実しても、まだ子どもや

障がいのある方、高齢者が取り残されることに気が付きました。そこで僕はまず、子どもたちにアプロー

チしました。 

このとき役に立ったのがサッカーでした。僕がサッカーボールを 1 つ持って避難所に行き、子どもたち

に向かってボールを蹴ると、子どもたちは必ず蹴り返してくれるんです。最初は恐怖心を抱え、心を開い

てくれない子でも、ボール 1 個で心のキャッチボールができ、コミュニケーションが生まれ、笑顔が生

まれる。そして、子どもたちが笑顔でボールを蹴っていると、今度は周囲の大人たちも笑顔になる。そう

いうサッカーの力を僕は少しずつ実感していきました。 

もちろん、笑顔はその時だけで、また家や避難所に帰れば笑顔は消え、明日はどうしようかという思い

になる。でも、翌日またボールを蹴ると笑顔になれる。僕はその積み重ねが大事だと思っています。笑顔

を重ねることで少しずつ前向きになり、アクションを起こせるようになり、未来を想像できるようにな

る。これこそ、スポーツの力であり、その価値を最大限に発揮できる部分だと感じたのです。 

また、活動を始めてから、僕自身が強く感じたことは、一人でできることは少ないけれど、ボランティ

アのように、何かしたい、支えたいと思っている人はたくさんいるということです。ただ、興味はあって

もきっかけがなくて、アクションを起こせない方も大勢いると感じました。そこで、僕はそういう人に一

歩を踏み出してもらえるようなきっかけや、活動につながるようなものを、できるだけ散りばめるよう

にしています。僕自身は、そういう小さな波を作り出すという作業が得意であり、そういうところで貢献

できるのではないかと思って活動しています。 

そんななか、今年 7 月 4 日には熊本でまた水害が発生しました。コロナ禍のため現地にボランティア

に行ったり、直接サポートすることが難しい状況だったので、僕はまず、遠方に拠点を作り、さらに球磨

地方という近隣にも拠点を作りました。近隣の拠点では、僕ら外の人間ではなく、その地域の人に活動し

てもらう仕組みを考え、ＳＮＳのコミュニティを使って世の中に広める活動を行いました。 

では、ここからは参加者の皆さんからの質問にお答えする形で進めたいと思います。 

 

質問： ボランティアや NPO 活動をするうえで、困ったことやトラブルはありましたか？ 

巻： 最初に小さな波を起こすことはエネルギーが必要ですし、周囲を動かすことは大変です。「支援

してください」と言うだけではダメで、「何かアクションしたい」と思ってもらえるように組織

を作り支援の仕組みを作ることにエネルギーを使っています。 

 

質問： 活動していく中で、ボランティアに対する考え方は変化しましたか？ 

巻： 大きく変わりました。最初は、ボランティアは困った方々を支えてあげているという感覚でし
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たが、続けていくうちに、支援した方々から「ありがとう」と言われたり、体への気遣いや励ま

しの言葉をいただたり、そして「明日も頑張ろう」と思える経験をして、「支え合っている」思

いが強くなりました。 

質問： コロナ禍では、どのような活動していますか？ 

巻： 今、活動は難しい状況です。（7 月の）熊本水害のときは県外や遠方のボランティアが現地にな

かなか入れず、僕自身も数カ月間は自宅と被災地の往復だけという感染対策を取りながらの活

動でした。また、外から入れない地域では、地元の皆さんでコミュニティを作り、支え合う輪作

りを心掛けました。 

 

質問： コロナ禍から前を向こうとしている今、巻さんは何をしていこうと思っていますか。 

巻： 災害が発生した時、「まさか私が」と思う人も多いと思います。やはり、いざという時のため準

備が大切です。僕は日ごろから、身近なコミュニティのなかに災害やボランティア情報を散り

ばめて関心を持ってもらえるようにしておけば、いざという時に強いコミュニティとなり、支

援の輪も広がるのではと考え、行動しています。 

 

質問： 全国のスポーツボランティア団体に対して、災害復興活動に協力してほしいとか、自ら活動し

てほしいと思うことはありますか？ 

巻：  コロナ禍の今は、直接的な支援はなかなか難しいし、支援の依頼もしづらい状況にあります。し

かし、ボランティアが直接行ってアクションするだけが支援ではなく、遠方から情報共有した

り、物資を送ったり、思い続けることも支援だと僕は思っています。また、コロナ禍が落ち着い

た時に、現地へ行って美味しいものを食べ、景色を楽しみ、地域の人とコミュニケーションをと

る。そういったことも支援の形だと思います。まずは風化させずに思い続けることが大事で、そ

の中で自分ができることを考えながらアクションを起こすことがボランティアだと思っていま

す。 

 

質問： 巻さんはトップアスリートとして以前はボランティアをしてもらう立場でしたが、ボランティ

アをする側になって、今まででいちばん印象的なボランティアの場面は何でしょうか？ 

巻： いろいろなシーンがぐるぐる回っていますが、ボランティアの皆さんと思いを共有し、達成で

きたときは最高の瞬間ですね。次の活動への活力にもなります。皆さん、今日はありがとうござ

いました。 

 

  

巻 誠一郎 氏 
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（３） ディスカッション：「Re Start～スポーツボランティアのミライ～」 

〇MC 

こにわ （タレント） 

 

 

 

〇スピーカー 

齋藤 道子（NPO 法人うつくしまスポーツルーターズ事務局長） 

比企 啓之（NPO 法人湘南スポーツコミュニティセンター） 

松本 明子（JSVN スポーツボランティア・上級リーダー） 

〇モデレーター  

澁谷 茂樹（JSVN 公益事務局長/公益財団法人笹川スポーツ財団シニア政策アナリスト） 

こにわ： 今日は、スポーツボランティアが「リスタート」するために何が必要なのか、皆さんと一緒に考

えます。事前にお答えいただいたアンケート結果もご紹介しながら、前半はスポーツボランテ

ィアの今、後半は今後の展望について考えます。では、ご登壇者 4 名を紹介します。まずはア

ンケート結果を解説してくださる、澁谷茂樹さんです。 

 

澁谷： JSVN 事務局長の澁谷です。スポーツボランティアについては東京マラソン創設から 3 年間、

運営サポートなどで関わり始め、スポーツボランティアに関する調査にも約 20 年、携わってい

ます。 

 

こにわ： つづいて、スピーカーです。ボランティアを受け入れる団体、

ボランティアに参加する個人、そして、団体と個人をつなぎ

合わせる中間支援組織という、それぞれ立場の異なる 3 名に

現在の活動状況などをご紹介いただき、今後の活動に向けた

ヒントをお話しいただきます。まずは、ボランティアを受け

入れる団体として、NPO 法人湘南スポーツコミュニティセン

ターのセンター長、比企啓之さんです。 

 

比企： 湘南国際マラソンの事務局も担っています。吉本興業勤務時

代に、間寛平さんのマネージャーをしていた縁で、今はマラソン大会を専門に運営している企

業にも所属しています。 

 

こにわ： つづいてはボランティアに参加する個人として、JSVN スポーツボランティア・上級リーダーの

松本明子さんです。 

 

松本： ボランティア活動としては普段、視覚障害者を対象にしたパラリンピック競技・ブラインドサ

ッカーの審判やボランティア、また、トライアスロンの審判やボランティアのほか、知的障がい

のある方のスポーツ活動を支援するスペシャルオリンピックス東京のボランティア委員などを

【プロフィール】 

パラ卓球アンバサダー、ウォーキングサッカーエンタメキャプテンなどに就任し、スポーツイベント、アス

リートとのトークイベントでのＭＣも数多くこなす。メディアでは松岡修造さん、石橋貴明さんのモノマネ

を披露している。 

こにわ 氏 
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しています。仕事では企業や一般の方向けに、高齢者や障がいのある人への対応などを研修す

るインストラクターをしたり、大学でパラスポーツの体験会や講演会、シンポジウムの運営・企

画などを行っています。 

 

こにわ： 最後は、団体と個人をつなぎ合わせる中間支援組織である、NPO 法人うつくしまスポーツルー

ターズ事務局長の齋藤道子さんです。齋藤さんは今、福島のサテライト会場にいらっしゃいま

す。 

齋藤： こんにちは、齋藤です。うつくしまスポーツルーターズは 2005 年に設立したスポーツボラン

ティア専門の NPO 法人で、現在の活動会員は 250 名。パワーがあり、心がある会員さんが大

勢います。 

 

こにわ： ありがとうございます。では、参加者の皆さんにお願いです。今日はあなたの思いをチャット機

能に【コメント】としてどんどん書き込んで伝えてください。それではまず澁谷さんから、スポ

ーツボランティアの活動状況について解説いただきます。 

 

澁谷： 今日、紹介する調査結果は、コロナ禍でのスポーツボランティアの活動状況を把握するために、

当サミットのために独自に行ったものです。調査対象は 2 つで、ひとつはボランティア受け入

れ団体として、JSVN 正会員 34 団体です。もう一つはボランティアに参加する個人として、当

サミット参加申込者にご協力をいただき、118 名より回答をいただきました。 

1 問目は「スポーツボランティア活動が再開しているかどうか」で、団体では 7 割（70．6％）

が再開していると回答していますが、個人では約半分（48.3％）が再開していると回答。つま

り、残り半分（51.7％）はまだ再開できていないようです。 

こにわ： 団体の 7 割が活動を再開していることの意味は、スポーツの中ではもうコロナは普通という考

え方になってきているのでしょうか？ 

 

澁谷： そうですね。調査対象が JSVN の会員団体なので、スポーツボランティアに対して理解がある

団体ということもあるかと思います。感染第 1 波が落ち着いて以降、新型コロナウイルスと上

手に付き合いながらイベントなどを再開し、安全を確保しながらボランティアの受け入れも再

開しているという状況かと思います。 
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こにわ： では、チャットで皆さんにお聞きします。「再開 7 割」と聞いて、どのように感じられますか？ 

プロ野球やサッカーが有観客でのイベント再開を始めたことも大きな要因につながっているよ

うにも思いますが……。 

【和歌山は今、スポーツ全滅です】というコメントもありますね。もしかして、全く再開できて

いないところもあるということでしょうか。 

 

澁谷： そうだと思います。次の調査は「活動を再開した個人の主な活動内容」です。上位は「大会・イ

ベントでの活動」（56.1％）、J リーグなど「プロスポーツ」（28.1％）で、再開した活動や団体

はまだ一部であると読み取れます。また、「その他」という選択肢の中に、「大会開催は年に 1 度

なので、再開はこれから」という回答もありました。 

次は、活動を再開した個人に対し、「再開の時期」を聞いたところ、上位は 7 月（26.3％）、9 月

（26.3％）、10 月（24.6％）でした。4 月、5 月（ともに 1.8％）の緊急事態宣言が明けてから

再開したものの、7 月末から感染第 2 波があり、8 月（7.0％）は下がってしまったと考えられ

ます。 
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こにわ：  では、松本さん、活動の再開時期はいつでしたか？ 

 

松本： 8 月頃までは全く活動できませんでしたが、その後、ブランドサッカーとトライアスロンで少し

ずつ個別の大会が開かれるようになりました。ただ、無観客試合が多く、あるいは有観客でも人

数を制限した形なので、ボランティアの数もこれまでに比べ、きゅっと絞った形でした。 

 

こにわ： ボランティアが少ないと、大会の進行が遅れたり、会場の雰囲気が変わったりなど、松本さんは

感じませんでしたか？ 

 

松本： 無観客の場合は観客に関連するボランティアは少なくて済

みますから、その人員を消毒や検温など感染対策に回す形で

対応できます。また、毎週末に大会がある場合、同じスタッ

フやボランティアが 2 週続けて活動しないように調整する

など、感染対策への主催者側の工夫を現場では強く感じてい

ます。 

 

こにわ： 先ほど、【感染対策がしっかりされていれば、ボランティア

として参加したい】というコメントが流れました。松本さんは、参加に対する不安はありません

か？ 

 

松本： 再開までの自粛期間中に、主催者側から感染対策についての考え方や再開へのステップについ

て詳しく分かりやすく説明があり、それほど大きな不安はなく、参加できました。 

 

こにわ： ありがとうございます。マラソン大会についての【コメント】もたくさんありますね。では、比

企さんに、湘南国際マラソンのボランティアについてお聞きします。募集状況はいかがですか？ 

 

比企： マラソン大会は今、大小さまざま、ほとんどが中止になって

いますが、第 15 回湘南国際マラソンは来年 2 月 28 日開催

に向け、すでにボランティアの募集受付も締め切っています

（＊）。こちらは募集状況の表ですが、企業などの団体ボラン

ティアの応募人数は前年比 8.6％です。いわゆるガバナンス

的に参加が許されないことは理解できます。一方、個人ボラ

ンティアは前年人数比 76．8％で、ありがたいことだなと感

謝しています。 

（＊注：12 月 10 日、新型コロナ感染状況を受け、開催中止が発表された） 

 

こにわ： コロナ禍では、企業のパワーが止まってしまった一方で、「個」のつながりは SNS などでより

強くなった気がします。個人の応募者数が大きいのは、まさに横のつながりの強さを感じます。 

 

比企： そうですね。大会を運営する側としてボランティアの皆さんを見ていると、活動自体だけでな

く、「出会い」を楽しみにされていて、大会や地域を越えた温かい輪みたいなものがあるように

松本 明子 氏 

比企 啓之 氏 
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感じています。 

こにわ：とはいえ、応募状況は前年割れです。不安はありますか？ 

 

比企： 行政主催の大会と異なり、我々はマラソン専門の民間企業ですから、大会が中止になると収入

もゼロになります。今年はすでに他の大会はすべて中止されているので、湘南国際マラソンで

は感染症対策をしっかり行ったうえで開催できる方法を、自粛期間中もずっとプランを練って

きました。あとでまた詳しくお話しします。 

 

こにわ： では、澁谷さん、別のアンケート調査結果について解説をお願いします。 

 

澁谷： 活動を再開していない団体に対して、「再開していない理由」を聞きました。上位は「三密を回

避するため」（28.6％）、「ボランティアに依頼する活動がない」（21.4％）でした。無観客開催

のためボランティアの活動エリアが減っているということもあるでしょう。また、そもそも「事

業が再開していない」（14.3％）団体もあります。「その他」（21.4％）として、「安全に活動機

会が提供できるようになるまでは再開しない」という回答もありました。 

こにわ： 結果を聞いて思ったのは「感染するリスク」だけでなく、自分たちが動くことで「感染させてし

まうリスク」を考えている人も多いようです。ウイルスは目に見えないので、活動を止めること

が解決につながる部分もあり、難しいところですね。 

 

澁谷： そうですね。もう一つ、活動を再開した団体に「現在の課題」についても聞きました。上位は「感

染症対策に経費がかかる」（30.3％）、「イベント自体に参加者が集まらない」（21.2％）、さらに、

「ボランティアを募集しても定員に達しない」（9.1％）でした。「その他」（27.3％）には、「始

めたばかりなので課題はこれから出てくると思われる」という団体も多数ありました。 
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こにわ： なるほど。では、齋藤さんに、「団体が活動を再開できないことの理由」について、お聞きした

いです。 

 

齋藤： まず、福島県では（再開 7 割の）数字よりも、「再開していない」という感覚です。主催者団体

によれば、「感染症対策に手間と経費がかかる」という理由からで、特に選手や観客への対策に

精一杯で、ボランティアの感染対策まで手が回らないという話は何度か聞きました。その結果、

ボランティアの活動エリアを人と接触しない、設営や撤去作業に限るという話が出てきたりし

ています。 

ボランティアのやりがいには、「人と接して楽しいこと」がありますが、人と接しないエリアに

回されるのなら、参加をためらってしまうこともあるでしょう。ボランティア活動の参加理由

について、もう一歩踏み込んだ理解が必要だと思いますが、まだ主催者側に考える余裕もない

のかなと感じます。 

 

こにわ： コメントに、【ボランティアとして参加した時に感染対策の準備をしてくれていたが、手袋のサ

イズが合わずに、自分で持参したゴム手袋で活動した】とありました。活動にあたっては、ボラ

ンティア自身も自分の身を守る装備をアクティブに準備をすることも、これからのスポーツボ

ランティアには大事だと思いました。齋藤さん、いかがですか？ 

 

齋藤： そうですね。これまでにも、お互いを思いやる姿勢はあったと思いますが、コロナの状況下では

従来の積極的なコミュニケーションを取りにくいため、お互いにどうしても引き気味になって

しまうという現状かなと感じています。 

 

こにわ： 「ソーシャルディスタンス」と言われる今ですが、実はもっとコミュニケーションが大切な時

代に入ったのだと、齋藤さんのお話を聞いて感じました。では、「感染症対策の経費」について、

比企さんにお聞きします。 

 

比企： 費用もさることながら、「手間」も大変です。湘南国際マラソンでの詳しい感染症対策について

は後でお話しますが、例えば、会場入場時にランナーとボランティア全員に配布予定の除菌ス
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プレーは 21,500 本。経費減のためスプレーボトルは企業に提供してもらい、ボトルにアルコ

ールを詰めるのは我々スタッフが手作業で行う予定ですが、そうした費用や手間を金額に換算

すると、一人 1,000 円として 2 万人で 2000 万円ほどかかると思います。 

 

こにわ： 企業訪問も難しい今、スポンサーとの関係づくりも難しいのかなと思いますが？ 

 

比企： もちろん、変わらずに支援くださる企業もありますが、思いはあっても「コロナだからごめんな

さい」という企業は正直ありますね。 

 

こにわ： そうですか・・・。【家族がボランティア活動参加に反対で、説得の方法と自分でできる感染対

策が大切だと思った】というコメントもありました。澁谷さん、「個人の参加できていない理由」

について、ご紹介ください。 

 

澁谷： 当サミット参加者のうち、まだ活動を再開していない個人 61 名の理由の 1 位は「これまでに

参加していた活動がまだ実施・再開されていない」（39.3％）で、他に、「新型コロナウイルス

感染に不安がある」（29.5％）、「ボランティア募集がない、見つからない」（19.7％）と続きま

す。また、コメントにもあったように、「職場や家族からの同意を得ることができない」（4.9％）

との回答もありました。 

こにわ： 「新型コロナウイルス感染が不安」は 1 位ではないんですね。僕はとても重要な現象だと感じ

ました。 

 

澁谷： 回答者が当サミット参加者であり、そもそもスポーツボランティアへのモチベーションが高い

こともあると思います。スポーツボランティア全体で調査したら、「感染が不安」と答える人の

割合はおそらくもっと高いと思います。 

 

こにわ： ものすごくモチベーションの高い方と、そうでない人との意識をどうバランスよくするのか。

これは、もしかしたら、コロナがなくても、今後の日本におけるスポーツボランティアの壁のよ

うにも感じましたが、いかがですか？ 
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澁谷： そうですね。スポーツボランティア全体の意識の底上げができれば、コロナ禍というピンチを

チャンスに変えるきっかけになるように思います。 

 

こにわ： 齋藤さん、ボランティアを再開できない個人の理由がいろいろ挙がりました。福島では約 10 年

前に東日本大震災があり、スポーツも含め全ての活動が停止したと思いますが、そこからどう

立ち直り、何を積み上げていきながら、いろいろな活動が再開していったのでしょうか。 

 

齋藤： 地震や津波による被害は物理的なもので、それは割と短い時

間で立ち直っていったように思いますが、コロナと似ている

のは、福島ならではの原発事故の件でしょう。目に見えない

放射線に対する不安や恐怖に、福島の人たちがどういう風に

対応したのか。私が思うのは、放射線に対する不安の感じ方

が人によって異なるということに少しずつ気づいたことだっ

たように思います。例えば、私は福島産の食材も美味しくい

ただきますが、なかには「子どもが成人するまでは食べさせ

ない」という人もいます。特にこういう問題については個人の

価値観が大きく異なるので、「認め合う」「責めない」「相手の

気持ちに寄り添う」ことが大事で、できる人ややれる人ができる範囲でやっていこうという形

で、スポーツボランティアも少しずつ進んでいったような気がします。 

 

こにわ： 僕は当時、東京にいましたが、復興支援のために仙台で行われたサッカーのチャリティーマッ

チから勇気をもらい、「スポーツの力」を強く感じました。 

 

齋藤： 私たちも福島からお手伝いに行きましたが、スポーツによって「皆の気持ちが一段上がる」「私

たちもまた頑張って活動をつないでいこう」という気持ちになりました。スポーツの興奮は選

手やサポーター、スタッフ、ボランティアなど立場を越えても同じように感じますし、特に厳し

い状況にあればあるほど、感動が強いと思っています。 

放射線は目に見えない苦しさと不自由さのため少しずつ不満がたまり、人間関係もギスギスし

やすく、だからこそ、相手を思いやる気持ちを持ちつつ、フラストレーションの発散はスポーツ

で、ということを強く感じました。コロナも似ているのではないでしょうか。 

 

こにわ： このタイミングで、素晴らしいコメントが来ました。【インフォデミック、悪い情報の世界的な

拡散が問題だが、それを越えるきっかけになるのがスポーツであり、それを支えているのがス

ポーツボランティアの皆さんだ】と。ありがとうございます。 

皆さんから、いろいろな課題が出されましたが、それでは今後の展望やコロナ対策について、澁

谷さん、ご紹介と解説をお願いします。 

 

澁谷： 今日ご紹介する最後の調査結果です。感染症対策について、既に再開した団体ではどんな対策

をしているか、個人に対しては主催者にどんな対策を期待しているか、同じ選択項目で聞きま

した。 

齋藤 道子 氏 
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一番多かったのは「マスク着用の義務付けや配布」（団体 87.5％、個人 92.1％）、続いて「アル

コール消毒の実施」（83.3％、89.5％）、さらに、「活動場所やボランティア控室も含めた換気」

（75.0％、83.3％）でした。個人が要望する対策と団体が行っている対策がほぼ同じ順位にな

っており、少なくとも回答してくれた団体においてはボランティア側のニーズにそった感染対

策が行われていることが確認できました。 

こにわ： このデータを受けた上で、比企さん、改めて第 15 回湘南国際マラソン大会における感染症対策

についてご紹介ください。 

 

比企： 結果的に感染症対策につながりましたが、実は今回の湘南国際マラソンはもともと、「Take 

Action, Be Better」というコンセプトで、地球環境のために「マイボトルで走りましょう」と

いう新たなテーマを掲げて準備していました。これまで 1 大会でペットボトル 31,200 本とプ

ラカップ 50 万個のゴミが出ており、このゴミを全廃しようというマラソンです。 

方法としては、ランナーに 400 ㏄の空のボトルを持って水を補給しながら走ってもらいます。

主催者側は 50 トンの水を準備し、ステンレス製スポーツジャグ（20 リットル）と蛇口付リタ

ーナブルボトル（12 リットル）をコース上に 500 個置き、選手は 80m ごとに補給できるシス

テムで、コース上からゴミを一切なくします。この仕組みが給水所の「密」を解くことになり、

有効な感染症対策となりました。さらに、50 トンの水をデリバリーできるシステムは有事の際

にも有効であることから 3 市 2 町と防災協定を結び、ジャグなどの備品を地域に役立てること

も進めています。 

また、マラソン大会の一番のリスクはスタートでの「密」ですが、こちらも、まず参加人数を従

来の 70％に減らし、さらにスタート待機列を一斉につくらないような工夫を凝らすなど対策を

しています。また、「ウエルネスパスポート」というアプリで、大会 1 週間前から健康管理をし

てもらい、問題のない選手だけが当日、会場に入場できるような仕組みも作りました。 

準備は本当に七転八倒です。本来は 12 月 6 日開催だったところ、コロナ禍により、来年 2 月

28 日に延期しました。自粛期間中に、さまざまなシミュレーションや検討を重ねた上で、9 月

5 日からランナーの募集を開始したところ、サーバーがダウンするほどの応募がありました。そ

れほど反響がある大会ですが、コロナ感染が収まらないため 11 月 13 日に、コースを 25 ㎞の

周回コースに短縮することを発表。さらに、12 月 10 日には開催可否の最終判断を行う予定で

す。 
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こにわ： 【湘南国際マラソンが成功したら、次のスポーツイベントで真似すればいける】といったコメ

ントが来ています。 

 

比企： ありがとうございます。私は事務局側なので、12 月 10 日にどういう判断になるのか実行委員

会の判断待ちになりますが、コロナの状況で万が一中止となった場合でも、大会の感染症対策

のマニュアルなど情報はすべて公開して、少しでも早くマラソン大会が戻ってくることに尽力

したいと思っています。また、ごみを出さないマラソンは何年もかけてプランし、ついに実現と

いうところでブレーキがかかってしまいましたが、なんとか次の大会で、コース上がクリアな

大会をボランティアの皆さんと一緒にやり遂げたいという気持ちでいっぱいです。 

 

こにわ： まさに齋藤さんが言ってくれたように、「苦しければ苦しいほど」思いが繋がったときの喜びは

大きいでしょうね。では、松本さんにも、現場の感染症対策について伺います。 

 

松本： ブラインドサッカーもトライアスロンも、大会当日の消毒はもちろん、ボランティア自身も活

動前 2 週間検温や行動確認に加え、大会後も体調の変化があれば、すぐに主催者に連絡すると

いう誓約書の提出を求められています。ボランティア説明会もオンライン開催されるようにな

っていますが、例えば、トライアスロンでは動画の資料も作成されています。見ずに参加する人

も考えられるため、動画の最後に大会ごとの合言葉が盛り込まれていて、大会当日に提出する

誓約書に合言葉の記載がないと入場できません。ボランティア参加の新たな仕組みだと思いま

す。 

安心・安全な大会として、「うつらない、うつさない」という意識を参加する全員が共有するこ

とによってしか活動のリスタートはできないという意識があるのだと思います。そのため、主

催者は大会ごとにボランティアへの事後アンケートを行って改善点を探り、次の大会に生かそ

うとしています。ボランティア自身もコミュニケーションをとってすり合わせしていくことで、

より参加しやすい状況をつくっていくことが大切ではないかと思います。 

 

こにわ： リスタートに向かうヒントや答は、もう皆さんの頭の中にあるように感じましたが、澁谷さん、

いかがですか？ 

 

澁谷： パネリストのお答やチャットのコメントを見て感じたことは、リスタートにはまず、活動の場

であるスポーツイベントが必要であり、主催者がどうリスタートするかということ。そのとき

に、ボランティア側が主催者に対し、活動にあたっての前向きな提案ができればよいのではな

いかと思いますし、イベント主催者もどんな感染対策が必要か、どうしたら再開できるかなど、

ボランティアから意見をもらい、協力して組み立ていくことが重要ではないかと感じました。 

 

こにわ： 【湘南国際ルール】というコメントもありましたが、やはり、現場にしか答はないのでしょう

ね。最後に、参加者皆さんに質問しますので、画面の QR コードを読み取るか、チャットへの書

き込みかチャット送信された URL から回答してください。 

質問は、「今後、スポーツボランティア活動に参加したいですか？」です。次の 4 つの選択肢か

ら答を選んでください。 
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Ａ：コロナウイルス感染が続く期間も、感染リスクの低い活動ならば参加したい。 

Ｂ：コロナウイルス感染がある程度収束したら参加したい。 

Ｃ：コロナウイルス感染が完全に収束するまでは参加したくない。 

Ｄ：コロナウイルスに関わらず、参加したくない。 

 

日本人は我慢強いと言われますが、時には我慢弱さを示すことで、人とのつながりもできてくる

ようにも感じています。皆さん、正直な気持ちで答えてくださいね。 

では、コメントを紹介します。【今後は既存のやり方だけでなく、変化に対応しなければならな

い。与えられたものだけでなく、自ら声を出す機会があった方がよい】【ボランティア活動再開

前に、『合言葉』は大変参考になった】などがありました。それにしても、これだけチャットが

アクティブなイベントを僕は経験したことがありません。スポーツボランティアに関わってい

る皆さんは素晴らしい。皆さんがスポーツを支えているのだと感じさせてもらいました。 

では、スピーカーの皆さんからもコメントをいただきます。比企さん、改めていかがでしょう

か？ 

 

比企： 僕は約 8 年、マラソンの会社にいますが、以前から給水所でランナーが紙コップを捨て、それ

をボランティアが集める姿に違和感がありました。少子高齢化で大勢のボランティアの確保に

困っているなかで、（ゴミ集めのような）作業が減れば、省力化やエコにつながり、ボランティ

アはその分、ランナーを応援したり、コミュニケーションを取る時間に充てることもできるで

しょう。その最初の取り組みを、ぜひ皆さんと一緒にやりたいですし、これを日本中に広めてい

きたいです。 

 

こにわ： ありがとうございます。では、松本さん、スポーツボランティアに対する熱い思いを一言。 

 

松本： 今はどの主催者も感染者やクラスターを出したくないと思いますが、活動の場がないと、ボラ

ンティア活動はできません。ボランティア個人がコロナ禍でのニューノーマルを理解し、感染

対策の意識を高く持ち、自己管理することが大事だと思いますし、さらに、アスリートや付き添

いの方、観客にも理解してもらえるよう努めていくことが大事だなと強く実感しています。さ

らに、コロナ感染対策では多くの制約があるのでギスギスした関係にならないよう、ボランテ

ィアとしては今まで以上に笑顔での対応を心掛けることが大事ではないかと思っています。 

 

こにわ： 最後に、齋藤さん、お願いします。 

 

齋藤： 私がお話しする代わりに、福島県ゆかりのアスリートから、私たちスポーツボランティアに向

けてのビデオメッセージをお預かりしています。ぜひご覧ください。 

 

 《大野 均（東芝ブレイブルーパス）よりビデオメッセージ》 

皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表、現在は東芝ブレイブルーパスで普及担当をしていま

す、大野均です。私はラグビー日本代表として 13 年間、ジャパンラグビートップリーグでは、

東芝ブレイブルーパスの一員として 19 年間、戦ってきました。昨年、日本で開催されたラグビ

ーワールドカップではラグビーで日本中が熱くなり、大会は大成功に終わりました。私は大会
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を成功に導いてくれた大きな要因の一つが、スポーツボランティアの方々の力だったと感じま

した。私も試合会場に何度か足を運びましたが、そこでは会場の内外でボランティアの方々が

このイベントを無事に成功させようという思いを持って活動されている姿を何度も拝見しまし

た。大会期間中、ワールドカップの試合会場はどこも大変な混雑でした。そんななか、特に印象

的だったのは、スポーツボランティアの方々が皆、笑顔で、日本人、外国人分け隔てなく対応し

ている場面でした。大変な混雑の中でも、ボランティアの笑顔のお陰で、その場はとても明るく

居心地のいいものとなっていました。スポーツボランティアの笑顔と真心で、観戦に訪れた外

国人の方々に、日本という国を好きになってもらうことができました。皆さんもいろいろな地

域でのスポーツイベントに参加されていると思います。イベントの成功がその地域の元気につ

ながります。現在、新型コロナウイルスの影響でスポーツイベントも開催方法の変更や観客数

の制限など厳しい状況が続いています。そんな中でも、これからもスポーツボランティアの皆

さんと一緒に、スポーツを通じて日本を盛り上げていけたら、嬉しく思います。 

 

齋藤： 大野さんは福島県郡山市の出身です。おっしゃっていた通り、スポーツボランティアはイベン

トを成功に導くだけでなく、その地域や日本全国を盛り上げられる、そういう存在だと思いま

す。実はうつくしまスポーツルーターズは来年の東京パラリンピック終了後に J ヴィレッジで、

大会のボランティアとして活動した皆さんを慰労する、「ボランティア後夜祭」を計画していま

す。来年はぜひ、全国の皆さんとお会いできればと願っています。 

 

こにわ： ソフトボールの開幕戦も福島ですから、東京 2020 大会という祭典は福島からスタートするん

ですね。齋藤さん、ありがとうございました。では、先ほどのアンケート結果を見てみましょう。

澁谷さん、結果を見ていかがですか？ 

 

澁谷： はい。「Ｂ：コロナウイルスがある程度、収束したら参加したい」という人も含めて、96％がス

ポーツボランティア参加に前向きだという結果が出ました。とても重要な声だと思いますし、

来年開催予定の東京 2020 大会にとっても励みになる結果だと、私は思っています。 

さて、今回のサミットでは巻さんの基調講演に始まり、ディスカッションでも、こにわさんのコ

ーディネートのおかげもあり、パネリストの皆さんやチャットでのコメントも含めて私たちの

期待以上に有意義な議論ができました。この結果については JSVN のホームページでもご紹介

しますので、参加いただいた皆さんはぜひ、こうした議論やムーブメントを広げる役割を担っ

ていただきたいと強く期待しています。 
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こにわ： 今、澁谷さんが言ってくれたようなコメントがきています。【私たちが、興味ない人を巻き込ん

でいかなければいけないんですね】。例えば、サッカーには試合後に敵同士がハブでお酒を飲み

ながら語り合う文化がありますが、スポーツボランティアについてもこういうサミットがハブ

になっていければいいですよね。 

今日は熱い議論ができました。松岡修造さんがメッセージを書いてくれています。「本気になれ

ば、自分が変わる。本気になれば、全てが変わる。君たちなら、できる」と。ぜひ皆さんの力で

日本のスポーツを支えて、もっと盛り上げてほしいと思います。比企さん、松本さん、齋藤さん、

澁谷さん、そして、参加いただいた皆さん、今日はありがとうございました。 

 

 

メディア掲載 
 

媒 体 名：日刊スポーツ 

タイトル：巻誠一郎氏「自宅近くで」ボランティアの近況明かす 

掲 載 日：2020 年 12 月 5 日（土） 

内 容：https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202012050000487.html 

 

媒 体 名：朝日新聞社 

タイトル：市民マラソン「密」防ぐ工夫 

掲 載 日：2020 年 12 月 12 日（土） 

内 容：https://www.asahi.com/articles/ASNDC5GMBNDCUTQP015.html 

朝日新聞 2020 年 12 月 12 日(土) 朝刊 

  

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202012050000487.html
https://www.asahi.com/articles/ASNDC5GMBNDCUTQP015.html
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