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１． スポーツボランティアサミット 2014概要 

 
主 催：  特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク 

特別共催： 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

開 催 日： 2014年11月2４日(祝・月) 

テ ー マ： 大規模スポーツイベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるのか 

会   場： 港区台場区民センター（東京都港区台場 1-5-1） 

 

プログラム： 

13：00～ 主催者挨拶 

 小野 清子 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事長） 

 

13：10～ 基調講演 

 「大規模スポーツイベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるのか」 

  工藤 保子 氏 （笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 副主任研究員）  

 

13：40～ パネルディスカション 

 「ボランティア活動と地域のつながり」 

 ○パネリスト 

          鈴木 順 氏 （川崎フロンターレ ボランティア担当） 

  髙岡 昌弘 氏 （三幸学園 仙台リゾート＆スポーツ専門学校 副校長） 

  澁谷 茂樹 氏 （笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 主任研究員） 

 ○コーディネーター 

  二宮 雅也 氏 （文教大学 准教授／日本ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｱｿｼｰｴｼｮﾝ 理事） 

〈休憩〉 

14：50～ グループワーク （ワールドカフェ） 

 「メガイベントにおける無形のレガシーについて考える」 
 東 正樹 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事） 
 

15：50～ 総括（5 分） 

 宇佐美 彰朗 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事） 

 

15：55～ 閉会（5 分） 

 渡邉 一利 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事） 
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２． プログラム 

（１） 挨拶 

小野 清子 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事長）  

 

ただいまご紹介に預かりました、日本スポーツボラン

ティアネットワーク理事長の小野でございます。 

 

本日は、スポーツボランティアサミット 2014 に多くの

方のご参加をいただき誠にありがとうございます。 

 

 さて、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催ま

で 6 年を切りました。その前年 2019 年には、ラグビー

ワールドカップ、そして 2021年には、関西広域連合で

行われる関西ワールドマスターズゲームズが開催されます。さらに、それぞれのプレイベントや参加

国の事前合宿など、国際的な舞台でスポーツボランティアが活躍する場がやってきます。 

 

本日のテーマでもある「大規模スポーツイベントの後にスポーツボランティアは何を遺せるか」にも

あるように、運営主体となるそれぞれの組織委員会や行政に頼るだけでなく、スポーツボランティア

自身が何を遺せるのかを考えることも必要であります。何かを遺すためには、そのスポーツイベントを

スタートとするのではなく、あくまでも通過点と考え、その中で、どの様な準備や活動姿勢などが求め

られるのかを市民レベルで考える機会としたく、今年はこのようなテーマを設定しました。 

 

近年、国際オリンピック委員会も「レガシー」ということを重視して開催地を決定し、更に開催後にど

うであるかを検証されているようです。レガシーとは「遺産」。それも有形と無形のものがあります。そ

の無形のレガシーの一つが、スポーツボランティアであると考えます。先ほども申しました通り、この

素晴らしい活動をいかに継承し、遺していくかをボランティア活動に関わるすべての人々が考える時

期に来ているのではないかと思います。 

  

 来るべき国際イベントを、皆様と共に良い形で迎えるためにも、私どもも、これから皆様と一緒にな

ってこの課題と向き合いながら、事業を展開していきたいと考えております。ご参加の皆様方には、ど

うか、本日のサミットを有意義なものとしていただくとともに、私ども日本スポーツボランティアネットワ

ークの活動にご理解とご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。 
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（２） 基調講演（要旨） 

「大規模スポーツイベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるのか」 

工藤 保子 氏 （笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 副主任研究員） 

 

皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりました笹川ス

ポーツ財団・スポーツ政策研究所・副主任研究員の

工藤保子です。よろしくお願いします。今日はこのよう

な貴重な機会をいただき本当にありがとうございます。 

 

私どもの財団で行う全国調査の中で、1994 年から

スポーツボランティアの実施率を調査してきました。そ

れから 20 年、スポーツボランティアの全国データを持

ち、「する・みる・ささえる」というスポーツライフを財団

ではサポートする活動を行ってきました。その「支え

る」というスポーツボランティアの現状を、より豊かにしていかなければということで、2004年度からボラ

ンティアリーダーの養成を始めました。 

 

笹川スポーツ財団は、東京マラソンの第１回目から 3 回目（2006～2008 年）までスポーツボランテ

ィアの運営を一手に引き受けさせていただきました。そちらの経験も蓄積しています。さらに、実践と

して研修を主宰したり、海のイベントを運営するなど、スポーツボランティアに対する思い入れが強い

です。2014年度は、文部科学省が14年ぶりに実施するスポーツボランティアの調査も受託しました。 

 

（はじめに全員手を挙げて頂き、ボランティア経験のアンケートをとる） 

この会場では２割の方がボランティア未経験者で、４割の方がボランティア年３回程度の経験者、残り

４割の方が週１回から年４回くらい活動する方、という構成を頭に入れながらお話をさせて頂きます。 

 

今日のテーマは「大規模スポーツイベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるか」という

ことで、大規模スポーツイベントのボランティア数の現状や、イベント後にボランティアがどのような活

動をしているのか、いくつかの事例を紹介いたします。 

 

 最初に、大規模ということでオリンピックをご紹介します。一番始め書かれてあります1948年のロンド

ン大会は、ボランティアの数は報告されていませんが、初めてボランティアが運営に参加した大会で

す。次にご紹介している1980年のレークプラシッド大会では、約6,000人となっていますが、初めて計

画的にボランティアを運営した第１回目の大会です。その後、アトランタ大会は47,000人位です。日

本の長野冬季大会の32,579人は、オリンピックの中でも記念となるレガシーを遺しました。当時、IOC

会長だったサマランチ氏が、「長野の大会の成功は、ボランティアのおもてなしとホスピタリティーにあ

る」と閉会式でボランティアへの感謝の気持ちを言葉にされた初めての大会でした。長野のあの寒い

中で、懸命に活動するボランティアの姿が、強く印象に残ったのだと思います。その後の大会のボラ

ンティア数をみると、シドニー大会で46,000人、ソルトレークシティー冬季大会で22,000人、2004年の

アテネ大会で45,000人、2012年ロンドン大会で70,000人、ソチ冬季大会では25,000人となっていま

す。冬季大会は、20,000人から30,000人、夏季大会が40,000人前後です。ご存じの通り、2020年の
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東京オリンピックでは、今、80,000人という数が出ています。多くの人々が関わっていける、と今注目

しています。ちなみに、ソチの冬季大会は、殆ど大学生のボランティアでした。将来を見据え、優秀

な人材を育てる国の方針もあり、大学生が語学力を生かしながら活動した、という報告が上げられて

います。 

 

次は、国内の大規模イベントについてみてみましょう。国内大会では、1985年のユニバーシアード

神戸大会。ここで初めて大規模イベントでのボランティアの一般募集が行われました。それまでは、

種目ごとの競技団体にお願いするのが通常でしたが、神戸が語学ボランティア以外は一般募集をや

ってみようという取り組みをしたところ、8,300人の一般ボランティアが集まり、大成功となりました。そこ

から、国内のスポーツイベントで一般募集をしてもスポーツボランティアが集まるという実績ができまし

た。その後、広島のアジア大会でも募集しましたところ、延べ18,000人、こちらは記録上参加者数が

出ていませんが、述べ38,000人の運営者のうち延べ18,000人のボランティアが活動したという報告が

あります。 

 

ユニバーシアード福岡大会は、神戸大会から10年後に行われ、12,500人と神戸の時より4千人程

多くなっています。国体ですと、1998年のかながわ・ゆめ国体で募集したところ、5,800人位と発表さ

れています。冬季オリンピックに次いで人数が多かったのが、2002年のFIFAワールドカップ日韓大

会です。こちらは、日本で活動した人の数だけで28,729人でした。この時の特徴は、ボランティアをし

たいが為に、仕事をやめた方がいたということです。とにかく、自分の応援するチームを見たいという

熱狂的な方は、年齢層が低い方に多かったという特徴があります。 

 

2004年の日本スポーツマスターズ福島大会。この大会をご存じない方は多いかもしれませんが、

競技団体ごとに年齢別の区分で大会を行い、2001年から日本体育協会主催により行っております。

福島大会は４回目の大会であり、1,200人のボランティアが集まっています。だいたい毎回1,000人規

模のボランティアを集めてやっております。 

 

2011 年の「おいでませ！山口大会」は 8,525 人で、開催後にボランティアを組織化し、現在も 13

の市と６の町で活動されています。比較的新しい「スポーツ祭東京」は、国体としては非常に大規模

で約 11,000 人です。最後に、東京マラソンが毎年 10,000 人という規模のボランティアが活動してい

ます。 
 

  次に、長野オリンピック後に残っている２つのグループを紹介します。 

「エムウェーブ友の会」。こちらは、競技会場になった長野市オリンピックアリーナで活動した方たち

が、その後、1998年に組織化しました。いま、会員が260名で長野県外の方も入っています。同じく

1998年にオリンピックを記念して始まった長野マラソンでも活動をしています。 

 

長野オリンピックをきっかけに発足した、「NPO法人成田空港ボランティア・スカイレッツ」。スカイレ

ッツは、成田空港で選手や役員の受け入れをし、その方たちが次に向かう場所に応じて、成田エキ

スプレスやバス等に乗っていただくまでのサポートをしています。海外の方たちが来日の際に一番始

めに出会う人が空港の関係者なので、そこでスムーズに対応し、競技の会場に繋げていくという活動

をしています。現在の登録者は100人、若い方からベテランの方まで、年間10～15回程活動していま
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す。今は、羽田空港での活動のオファーも増えてきています。今後は、各空港にボランティア組織が

発足し、ネットワークで繋げていければいいなと、担当者の方と話しています。 

 

広島市では市のスポーツ協会の「スポーツイベントボラティア」として、ボランティアの登録制度があ

ります。1994年の広島アジア大会で活躍されたボランティア250名の方たちを組織化して、その後活

動しているものです。活動の9割はサンフレッチェ広島、広島東洋カープのホームゲームで、年間100

回、延べ約2,500人の方が活動しています。 

 

2000年日韓ワールドカップを機に、スポーツボラ

ンティア団体が２つ誕生しています。 

「日産スタジアムのボランティア」。スタジアム専属の

ボランティアでは先駆的、日本発です。２種類のグ

ループになっていて、業務ボランティアと施設の見

学をサポートするボランティアです。こちらは、職員

１名と７名の代表ボランティアで構成されている事

務局があり、この方たちで年間の運営の調整やメン

バーの調整、当日の準備をしたり、１年に１度の登

録更新などを担当しています。また、ボランティアの

方が自主的に運営でき、自発的にボランティアが活動できるように部会制度が取り入れられており、リ

ーダー部会、研修部会、イベント部会、環境美化部会、情報部会があります。 

 

「宮城県グランディ・21ボランティア」。宮城スタジアムは、交通の便が悪く、スタジアムが非常に広

いため、ボランティアは、訪れた方をスムーズにご案内して着席していただき、また、スムーズに帰っ

て頂くという活動をしています。ここの特徴は、官設民営の組織です。東日本大震災の時には、宮城

スタジアムは自衛隊の待機場所や遺体安置所となったため、被害が少なかったボランティアの方が

スタジアムに来て、安置所に来られる方の誘導や自衛隊のサポートを行ったということです。県の担

当者が、ボランティアの力を本当に思い知ることになった驚きの活動だったとの感想を述べられたと

伺っています。 

 

また、宮城県仙台市には、トップスポーツが数多くあります。ベガルタ仙台（サッカー）や楽天ゴー

ルデンイーグルス（野球）、仙台８９ERS（バスケット）、仙台ベルフィーユ（女子バレー）などです。それ

ぞれのボランティアグループと宮城県グランディ・21のボランティア、市民スポーツボランティア2004と

いう６つの団体がネットワークを組んで、連携をしながら、仙台で活動を行っている事例もあります。 

 

「NPO法人・福島スポーツルーターズ」。2004年のマスターズ大会の登録者を2005年に県が組織

化し、2007年にNPO法人として独立し、活動しています。現在、年間60日程度、約160名が活動して

います。 

 

今回ご紹介したように、国体やワールドカップ、高校総体など、大規模スポーツイベントをきっかけ

に、様々なスポーツボランティア団体が誕生しています。スポーツボランティアが組織化され、イベン

トで活動した後、引き続き活動する場が確保・提供されている事例があります。 
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2012年のロンドンオリンピック・パラリンピックのスポーツボランティアが何を遺したのかを少しご紹

介します。ボランティアは大会を作る人だということで「ゲームズメーカー」という名称が使われました。

その言葉の理念通り、ボランティアが運営の中枢に置かれました。これは、これまでにはなかったこと

で、ボランティアの地位が大変上がったと思われます。そのほか、障害のある方が４％参加されてい

ました。数にすると、7万人のボランティアのうち約2,800人です。過去の大会では、数字が記録されて

いないので、これもひとつのレガシーだと思います。また、大会期間中のオリンピック終了後からパラ

リンピック開催までの2週間で「ジョイン・イン」という、みんなでスポーツをやろうという事業を実施して

おり、そこでも新たにボランティアに興味も持つ人が増えたということです。 

 

レガシーには有形と無形があると思います。ボランティアの中でも有形と無形のレガシーがあると

思います。スポーツボランティア団体が生まれたのは有形のレガシー、スポーツボランティアをやって

みたいという人が増えてくるのは無形のレガシーだと私は考えています。是非、この機会に、ご自身

の中で有形のレガシー、無形のレガシーを整理していただければと思います。 

 

最後のスライドになりますが、私が大規模スポーツイベントを機に遺してほしいというものを図式化

しました。スポーツボランティアの好循環の図です。東京マラソンなどの大規模スポーツイベントでの

ボランティア経験者の方は、是非ご自身の住んでいる地域の大会でもボランティアをしていただきた

いと思います。スポーツイベントの規模の違いだと思います。イベントが身近に無いようでしたら、是

非、日常的に行われているスポーツ活動の現場で活動してみてください。そして、大規模スポーツイ

ベントでの活動をきっかけに、地域へと活動の場を広げて頂きたいと思います。地域のスポーツを支

える仕組み（受け皿や団体）をきっちりと遺していくことを願っています。最後に、スポーツボランティ

アに対する正しい認識と理解が全国に広まっていけばいいなと思っています。 

 

 駆け足でしたが、以上を今日の私の基調講演とさせていただきます。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

 

NPO法人 JSVN「スポーツボランティアサミット2014」

大規模スポーツイベントの開催後に
スポーツボランティアは

何を遺せるのか

工藤 保子

（公益財団法人 笹川スポーツ財団）

2014年 11月24日（月・祝）

於：台場区民センター

・大規模スポーツイベントの
ボランティア数の現状

・イベント後のボランティアの紹介

・何が遺せるかを考えるきっかけに

本日の流れ
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オリンピックのボランティア数

 ロンドン大会（1948） -ボランティア初参加-

 レークプラシッド冬季大会（1980） 約6,000人

 アトランタ大会（1996） 47,466人

 長野冬季大会（1998） 32,579人

 シドニー大会（2000） 46,967人

 ソルトレークシティ冬季大会（2002） 22,000人

 アテネ大会（2004） 45,000人

 ロンドン大会（2012） 70,000人

 ソチ冬季大会（2014） 25,000人

国内大規模イベントのボランティア数

 ユニバーシアード神戸大会（1985） 8,300人

 アジア競技大会_広島大会（1994） のべ18万人

 ユニバーシアード福岡大会（1995） 12,500人

 かながわ・ゆめ国体（1998） 5,831人

 ＦＩＦＡワールドカップ日韓大会（2002） 28,729人

 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ福島大会（2004） 1,200人

 国体：おいでませ！山口大会（2011） 8,525人

 国体：スポーツ祭東京（2013） 11,000人

 東京マラソン（2014） 10,000人

長野冬季五輪が遺したもの・・・

①エムウェーブ友の会
 1998年10月発足

 会員：260名(北海道や兵庫県在住者も）

 長野市オリンピック記念アリーナ「エムウェー
ブ」、長野マラソンで活動

②NPO法人成田空港ボランティア
・スカイレッツ

 1997年長野冬季五輪を機に結成

 成田空港を拠点に選手・関係者の受入、

目的地へ向かうサポートを行う

 登録者数:約100人（2014年現在）

 年間活動予算:約35万円

（依頼側に「１日2,500円/人」の交通費実費を依頼）

 主な活動：FIFA日韓サッカーW杯（2002）

青森冬季アジア大会（2003）、世界柔道選手権（2010）、

世界アマチュアゴルフ選手権（2014） など

国内大規模イベントのボランティア数

 ユニバーシアード神戸大会（1985） 8,300人

 アジア競技大会_広島大会（1994） のべ18万人

 ユニバーシアード福岡大会（1995） 12,500人

 かながわ・ゆめ国体（1998） 5,831人

 ＦＩＦＡワールドカップ日韓大会（2002） 28,729人

 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ福島大会（2004） 1,200人

 国体：おいでませ！山口大会（2011） 8,525人

 国体：スポーツ祭東京（2013） 4,496人

 東京マラソン（2014） 10,000人

広島市
スポーツイベントボランティア

 1994年広島アジア大会を機に1998年から組織化

 主管：（公財）広島市スポーツ協会

 スポーツイベントボランティアの登録派遣制度

 登録者数：250名（2013年現在）、18歳～70歳代

 活動内容：サンフレッチェ広島、広島東洋カープが9割

 活動実績：年間102回、延べ2,518人が活動

 年間予算：切手代等の通信費程度

 待遇（特典）：特になし。依頼側が弁当やクオカード(千円)

ｽﾀｼﾞｱﾑﾂｱｰの案内

国内大規模イベントのボランティア数

 ユニバーシアード神戸大会（1985） 8,300人

 アジア競技大会_広島大会（1994） のべ18万人

 ユニバーシアード福岡大会（1995） 12,500人

 かながわ・ゆめ国体（1998） 5,831人

 ＦＩＦＡワールドカップ日韓大会（2002） 28,729人

 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ福島大会（2004） 1,200人

 国体：おいでませ！山口大会（2011） 8,525人

 国体：スポーツ祭東京（2013） 4,496人

 東京マラソン（2014） 10,000人

①日産スタジアムボランティア

 2002年W杯に向け、1998年募集、1999年結成

スタジアム登録制のボランティアとして先駆的

 登録者数：257名

（運営ボラ-232名、見学ボラ-25名）

 活動内容：日産スタジアムでのイベントの手伝い

 活動実績：年間35日、1日30~130人が活動
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①日産スタジアム
ボランティア

 スポーツボランティア事務局：

スタジアム職員（1名）

ボランティア代表（7名）←1年間委嘱。無償

年間の活動調整、参加メンバーの調整、

活動日の準備、登録更新事務

 運営工夫：部会活動（自発的な活動を尊重、活性化も）

リーダー、研修、イベント企画、環境・美化、情報

親睦会、ボランティアだよりの発行

 予算：約100万円（ユニフォーム代除いて）

②グランディ・21
ボランティア

 2002年W杯を機に、宮城スタジアムを中心に、
2004年活動開始

官設民営施設型ボランティア組織

 登録者数:101人（2013年現在）

 年間活動数:36日、述べ436人

 年間活動予算:約85万円

 在仙のスポーツボランティア組織と連携し活動

東日本大震災時に、非常体制となった宮スタをサポート

②グランディ・21ボランティア

 在仙のスポーツボランティア組織

ベガルタ仙台ボランティアクラブ

東北楽天ゴールデンイーグルスボランティア

仙台８９ＥＲＳボランティア

仙台ベルフィーユボランティア

グランディ・２１ボランティア

市民スポーツボランティアＳＶ２００４

国内大規模イベントのボランティア数

 ユニバーシアード神戸大会（1985） 8,300人

 アジア競技大会_広島大会（1994） のべ18万人

 ユニバーシアード福岡大会（1995） 12,500人

 かながわ・ゆめ国体（1998） 5,831人

 ＦＩＦＡワールドカップ日韓大会（2002） 28,729人

 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ福島大会（2004） 1,200人

 国体：おいでませ！山口大会（2011） 8,525人

 国体：スポーツ祭東京（2013）自治体分除く 4,496人

 東京マラソン（2014） 10,000人

NPO法人
うつくしまスポーツルーターズ

 2004年日本スポーツマスターズ福島大会の

登録者を、2005年に県の事業として組織化。

 2007年 NPO法人を取得し行政から独立

 登録者数:160人（2014年現在）

 年間活動数:60日

 年間活動予算:162万円
県のスポーツ振興基金 100万円

会費収入 56万6千円

共催事業の委託収入 5万4千円 （2012年度）

NPO法人うつくしま
スポーツルーターズ

 活動内容

福島県内各地で開催されるスポーツイベントを応援
プロ野球・楽天ゴールデンイーグルスの試合

女子サッカー（マリーゼ）、女子プロゴルフの試合

福島県障がい者総合体育大会

ＦＩＳフリースタイルスキーW杯、全国中学校スキー大会

県内マラソン・ウォーキングイベント など

 ボランティア研修会

年3回実施：ボランティア講習会、伴走教室

都道府県のスポーツボランティア登録制度（抜粋）

都道府県 名　　称 設置年
登録者数
(2013)

運営主体 きっかけ

神奈川県 NPO法人 かながわスポーツボランティアバンク
1996～
2003～

127 NPO法人 国体(1998）

大阪府 モッピークラブ 1999 258 自治体 国体（1997）

山口県 山口県スポーツボランティアリーダー 2002 1,848 自治体 国体（2011）

宮城県 グランディ・２１ボランティア 2003 101 任意団体
FIFA W杯日韓大会

（2002）

福島県 NPO法人 うつくしまスポーツルーターズ
2005～
2007～

141 NPO法人
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ

（2004）

佐賀県 佐賀県スポーツボランティアバンク 2006 377 自治体 高校総体（2007）

埼玉県 埼玉県スポーツボランティア 2008 5,572 自治体 国体（2004）

宮崎県 宮崎県スポーツボランティアバンク 2009 57 自治体
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ

（2001）

SSF「スポーツ振興に関する全自治体調査」（2013）より作成

大規模スポーツイベントの開催
後には・・・

 様々なスポーツボランティア団体が誕生

→スポーツボランティアが組織化

→ボランティアは活動の機会が確保

 一方で、組織の継続運営が上手くいかず、
組織化したものの、解散に至る団体も

 組織化が検討されないイベントも多数
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活動できなかった
17万人の想いも共に

大規模スポーツイベントの開催後に
スポーツボランティアは

何を遺せる？（遺産：レガシー）

 有形のレガシー

 無形のレガシー

大規模スポーツイベント
スポーツボランティア経験者

地域のスポーツ活動現場
（スポーツクラブ、競技団体 等）

地域のスポーツイベント

スポーツ以外のボランティア活動
（まちづくり、環境保護、災害、教育支援 等）

NPO法人 JSVN「スポーツボランティアサミット2014」

大規模スポーツイベントの開催後に
スポーツボランティアは

何を遺せるのか

• スポーツを支える多くの人材

• 地域のスポーツ活動を支えるシステム

• スポーツボランティアへの認知・理解
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（３）パネルディスカッション（要旨） 

 コーディネーター 

二宮 雅也 氏 （文教大学 准教授／日本スポーツボランティア・アソシエーション 理事） 

 

皆さん、こんにちは。11月も終わりに近づいて参りまし

て、毎年、この会は３連休の１日目あたりにやっています

が、湘南国際マラソンに当たったりしますので、今年は

少し時期をずらしてこの時期になりました。 

 

私達は、このパネルディスカッションの中でいろんな

テーマを行ってきましたが、今回は、「大規模スポーツイ

ベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるか」

というテーマです。その中でも、今回のディスカッション

は、スポーツボランティアが地域の中でどんな継続性が

あるのか、どんな効果が生まれているのかがわかるように、パネルディスカッションを進めさせていた

だければと思います。 

 

① パネリストからの発表 

鈴木 順 氏（川崎フロンターレ ボランティア担当） 

皆さん、こんにちは。皆さんの少しでも役に立つ発表とディスカッションであるように努めたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

川崎フロンターレは、1999年にJリーグに正式加盟

し、初年度にJ1リーグに昇格しましたが、その後、J2

に降格し、入場者数も減りました。その時の教訓とし

て、チームの成績に左右されず、お客様に応援して

もらえるようになろうと、私たちは一生懸命活動してき

ました。そのためには地域の活動に数多く参加して

いかなければならないと思っていますが、クラブスタ

ッフ30名ほどで運営しているため、私たちだけではと

てもイベントやホームゲームは運営することはできま

せん。 

 

川崎フロンターレは、チーム設立当時からボランティアの方には活動していただいています。当初

は５名だったボランティアが、2014年度には245名にまで増え、活動しております。活動内容は、ホー

ムゲーム（今年は22試合）、毎年130～150の地域のイベントで活動していただいています。登録人数

が250人、年間活動人数としてはのべ約2,500人なので、一人あたりの平均活動回数は年約10回とな

ります。年間を通じてイベントがあるので、活動したいときに活動していただくことが可能です。この点

が、大規模なナショナルイベントとの違いかなぁと思います。 
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ホームゲームでの活動は、チケットもぎりやお客

様の案内係、また、アトラクション、ファンクラブの受

付係など多岐に渡っています。１試合で70名～80

名のボランティアの方に活動していただいています

が、ボランティアの方がいないとゲームが開催でき

ないくらい、ボランティアの方には非常に大きな役

割を担っていただいております。 

 

ホームゲームのほかにも、地域のイベントにも積

極的に参加していただいています。ボランティアの

方がいないと、皆さんに喜んでもらえるイベントも出来ないので、川崎フロンターレのボランティアに

は感謝しかありません。男女の割合は、６：４で女性の方が多く、年齢は40代までの方が4分の3、30

代の方が６割と非常に若くなっていますが、実際は年配のかたも頻繁にボランティアをしていただい

ている印象があります。男性の方は、女性に比べると年配層、女性では若年層が多いです。特に、

女子高生が多くなってきていまして、学校のカリキュラムで来られる方も多いのですが、そのまま継続

して来られる方や、20代、30代の大学生や社会人の方も多くいらっしゃいます。 

 

最後に、居住地域ですが、多くは川崎市の方で全体の6割でした。近隣の横浜市、相模原市など

の神奈川県で4分の3を占めている状況です。東京都の方も２割弱おられます。 

 

Jリーグが調査している「スタジアム観戦者調査」というものがありますが、私たちは、「ホームタウン

活動に貢献している」チームとしてJリーグのチームの中で4年連続第1位の評価を頂いています。こ

れは私たちというよりも川崎の皆さん、活動しているボランティアの皆さんのお蔭だと思いますので、

素直に感謝の気持ちしかありません。私たちはこれからも毎日精進してやっていきたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

スポーツボランティア
サミット2014

川崎フロンターレ プロモーション部

ボランティア担当

鈴木 順
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ホームゲームでの活動内容

入場ゲートでのチケットもぎり 案内所などでの受付業務 ファンクラブブース業務

エスコートキッズのアテンド アトラクションイベント業務

地域イベントでの活動内容

属性：性別

103名
(42.0%)

142名
(58.0%)

男性

女性

属性：年代別

36名

（14.7%）

59名

（24.1%）

47名
(19.2%)

49名

(20.0%）

24名
(9.8%)

15名
(6.1%)

6名
(2.4%)

9名
(3.7%)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明

川崎フロンターレ 戦績

1996年11月 設立

1999年 J2リーグ加盟 J2リーグ優勝

2000年 J1リーグ昇格

Jリーグヤマザキナビスコカップ準優勝

J2リーグ降格

2004年 J2リーグ優勝

2005年 J1リーグ再昇格

2007年 Jリーグヤマザキナビスコカップ準優勝

2008年 J1リーグ2位

2009年 Jリーグヤマザキナビスコカップ準優勝

J1リーグ2位

2014年 J1リーグ3位

川崎フロンターレボランティア

1997年より活動開始

初年度は5名

2014年

245名

約50倍

川崎フロンターレボランティア

2014活動実績（11/16現在）

■ホームゲーム■

22試合1,371名（1試合平均：62.3名）

■地域イベント■

107回736名（1回平均：6.9名）

ホームゲーム平均入場者数

2,974 

3,567 

5,396 

7,439 

3,880 

5,247 

7,258 

9,148 

13,658 

14,340 

17,371 17,589 

18,847 
18,562 

17,340 

17,807 

16,644 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

J2降格

J1再昇格

※13年はメインスタンド改築のため、座席数減
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属性：性☓年代別

全体（N=245） 男性（N=103） 女性（N=142）

10代 14.7 13.6 15.5

20代 24.1 19.4 27.7

30代 19.2 17.5 20.4

40代 20.0 22.3 18.3

50代 9.8 13.6 7.0

60代 6.1 9.7 3.5

70代以上 2.4 2.9 2.1

不明 3.7 1.0 5.6

(%)

属性：職業別

25名

（10.2%） 31名

（12.7%）

127名
(51.8%)

4名

(1.6%）

22名
(9.0%)

36名
(14.7%)

高校生 専門／大学生 会社員 自営業 主婦 その他

属性：性☓職業別

全体（N=245） 男性（N=103） 女性（N=142）

高校生 10.2 8.7 11.3

専門／大学生 12.7 11.6 13.4

会社員 51.8 65.0 42.3

自営業 1.6 1.0 2.1

主婦 9.0 - 15.5

その他 14.7 13.6 15.5

(%)

属性：居住地域

川崎北部

（麻生区・多摩

区・宮前区）
17.2%

川崎中部

（高津区・中原

区）
30.5%

川崎南部

（幸区・川崎

区）
8.9%

横浜市

（9.9%）

その他神奈川
(9.4%)

東京都

（18.5%）

千葉県

（3.4%）

その他
(2.6%)



 14 

髙岡 昌弘 氏 （三幸学園 仙台リゾート＆スポーツ専門学校 副校長） 

 

私の方からは、学校として地域のスポーツボラン

ティア活動をどのように位置づけして活動している

かということをお話しさせて頂きたいと思います。 

 

本校は、スポーツインストラクターやトレーナーな

どスポーツや健康に関わる人材を育成する専門学

校です。専門学校というのは実践的な職業教育を

行っていくところで、本校の学生がスポーツに関わ

る仕事に就いていくというのが大前提になります。本

校は、今年、ちょうど創立20年になりますが、地域の

活動と繋がっていきたい、顔が見えるところで活動していきましょう、ということの中で、学生の学びの

機会をさらに広げていきたいと思っております。学校の中だけで活動を広げていくというのではなく、

目的としてはスポーツを通して地域に貢献していく、地域でのスポーツを盛り上げていく、そのような

ことから学生の活躍する場が増えることになります。そういう力を持った学生が、スポーツを通して社

会を明るくしていきましょう、という大きな目的を持って活動をさせて頂いています。 

 

その代表的な取り組みとして、スポーツに関連する団体と連携しながら活動していくということで

す。学内だけでなく、実際にスポーツの現場を学びの場として学生達を派遣し、その学生達をただボ

ランティアとして派遣するのではなく、学校が現場や主催者と話して目的をしっかり設定します。学生

達には、参加者や来場者に喜んでもらうことを体験する、その中で支えるスポーツの深さや楽しさを

学んでもらうということです。ふだん私たちが学生達に教えていることがどのように生かされ、どのよう

に喜ばれるのかを実際に経験すること、「ありがとう」という言葉をもらって意味ある学びを広げていっ

たり、自分のやってきたことに自信をつけていったり、学校の中だけでは見つけきれなかった課題を

見出していくという訳です。 

 

例えば、学生は身体の勉強をいろいろとしていますのでウォークラリーのイベントなどでフットケア

を提供したりします。その中で参加者に一番喜ばれるのは学生との会話です。その活動中に生まれ

るコミュニケーションの中で、学生たちは実体験として学んでいくのです。事例として、福岡のプロチ

ームが集まり親子でスポーツに関わる機会を作る企画では、普段学んでいることを実際のイベントに

加えて運営したり、子供たちのスポーツキャンプなどをしています。 

 

今後、学校としては、地域や関係団体と共に人材を教育するという観点で関わっていき、学校をご

理解いただいて人材教育を一緒に推進し、全国の姉妹校でもそれぞれの学校でその活動を進めて

います。スポーツ系専門学校の学生数は、全国に9,000人位おり、そのうち、本学園の学生は3,500

人程になりますので、全国的な教育の１つとしてスポーツボランティアを体系的に学んで実践するこ

とで、全体の底上げになると思います。以上になります。 
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イベントの一員として参加者へ喜んでもらうことを体感して
“ささえるスポーツ”の楽しさ・奥深さを知る

学校での学びの実践や現場での学びの発見から
自己肯定感の醸成や自己啓発の機会にする

本学におけるスポーツボランティア活動の目的

スポーツ系の専門学校(教育機関)として
地域社会とつながり “活きた学びの場” を創りだす

スポーツ関係団体と連携した地域での

“スポーツボランティア活動” への取り組み

今後のスポーツボランティア活動への取り組み

『豊かなスポーツライフの形成』『スポーツを通じての地域貢献』

卒後もスポーツを学んだ人材として主体的に関わっていくために
姉妹校のネットワークを活かした全国的な教育の１つとして

“スポーツボランティア”を体系的に学び実践していく

人材育成

地域貢献

リゾ

スポ

地域
関係

団体

札幌校

仙台校

千葉校

東京校

横浜校

名古屋校

大阪校

広島校

福岡校

スポーツボランティアサミット 2014

パネルディスカッション

「ボランティア活動と地域のつながり」

～スポーツ系教育機関として地域・業界との連携の観点から～

髙岡 昌弘

2014.11.24 台場区民センター

『地域におけるスポーツの活性化』

本学におけるスポーツボランティア活動の位置づけ

学生の “学習機会” “成長機会” “就職機会” の広がり

その地域にある学校として地域社会との関係の豊かさは

“地域に根ざした学校の社会資本”

学校と地域社会・関係団体との関係の豊かさ
《 社会的なつながり(顔の見えるお付き合い)の広さ・深さ・多様さ 》

『スポーツを通した地域貢献』

『スポーツ分野の人材育成』 『社会を明るく元気にできる人材教育』
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澁谷 茂樹 氏（笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 主任研究員） 

 

「ボランティア活動と地域のつながり」ということで、

地域のスポーツイベントに着眼して今まで皆さん

に既にご紹介しているデータを見ながらプレゼン

していきます。 

 

これは、スポーツボランティアについて地域に軸

足を置き、今、地域のスポーツの現場での問題、

人材不足の観点からいくつか切り出してみたもの

です。 

 

① スポーツ少年団など主に小学生のスポーツを指導する方、スポーツ運営団体で競技に携わるス

タッフの方の高齢化。これは、世代交代を妨げる労働環境と書かきましたけれども、以前ですと、

町の商店で主人がスポーツを指導しているということがありましたが、地域にお住まいで比較的

平日の時間のとれる個人事業主の方が地域で減る傾向があり、もともと活動されてきた方がその

まま現在でも活動されている、息子や娘が跡を継げないという状況が背景にあります。 

 

② 市町村合併や学校統廃合により、当然そこにある組織、協会、少年団も合併を余儀なくされま

す。例えば、学校の統廃合があれば、２校で活動していたのが１つの学校に行って活動しなけれ

ばならない。子供は減っているが、それぞれのスポーツ現場の活動場所に移動しなければいけ

ない、という支える側の負担が増えているというのが、特に地方で見られます。 

 

③ 学校の部活動、学校体育の問題。少子化の問題と共に先生の高齢化に伴い、体育の実技等で

実演できるような先生が少なくなっているという問題から、地域で支える必要性が高まっていま

す。人口の高齢化、少子化、人口減少は深刻な課題です。 

 

成人のスポーツボランティアの実施率をご紹介い

たします。成人全体で見ますと7.7％で、およそ

800万人の成人が何らかのスポーツボランティアを

実施しているという状況です。それに対して、「是

非行いたい・機会があれば行いたい」という人は、

その２倍くらい。男女別に見ると、ボランティアの実

施率は、女性に比べて男性が多い傾向。年代別

に見ると、40代、60代の実施率が高いという状況

です。それに対して、20代、30代の実施率は低い

という状況ですが、一方で、実施希望率を見ます

と10代、20代についても、実施率が低い割に、やりたいと思っている人が多いということが分かりま

す。 
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ここでは、成人がどんなスポーツボランティアをや

っているのか、内容を示しています。今回は、スポ

ーツイベントに着目してご紹介したいと思います。

先ほどのボランティア状況の中で、最も実施率が高

かった項目は、地域のスポーツ大会の運営や世話

で、スポーツボランティアを行った成人の半分弱が

行っているのが分かります。それに続いて多いの

が、日常的な活動で地域のスポーツ指導、地域の

団体やチームの世話が高くなっています。今回の

テーマに即しまして、全国的、国際的スポーツイベ

ントでの運営に関わるボランティアの実施率を見て

みると、だいたい１割が関わっています。 

 

スポーツイベントボランティアについて、地域のボランティアと全国・国際的ボランティアの特徴をざ

っくり示してみました。まず、地域ボランティアについては、①頼まれて参加する人が多い（だいたい７

割が依頼をされてやっている、自発的にやっているのは３割程度）、②地域の運営のボランティアを

やっている人が多い（だいたい半分くらいが頼まれて地域のイベントだけやっているのが全体的な傾

向である）。全国・国際的イベントボランティアの特徴は、①自発的に参加する割合が多い（だいたい

５割弱が自ら進んで参加している）、②地域のボランティアにも参加している人が多い。 

 

地域のボランティアを活性化するにはどういったキーがあるのか？ 

 

① 全国・国際的イベントで活躍した人達を、いかに地域のイベントに流していくかがポイント。その

ためには、大規模イベントと地域の連携をとっていくのが大切になる。横展開していくのがよいと

思います。 

② 地域の活性化―地域のイベントに参加しても、そのイベントが魅力的でなければリピーターにな

らない、地域のイベントの質をいかに高めていくかが課題。町の運動会や、市民のマラソン大会

など小さなイベントでも満足度が高いものを積極的に発信していくことを期待したいと思います。 

③ 地域のスポーツイベントが増えてくるにつれて、次のステップとして地域のスポーツイベントでお

手伝いしてくれた方々を日常のクラブの指導や運営にいかにまきこんでいくかが重要だと思いま

す。 

以上です。 
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成人のボランティア実施率・希望率

出典：笹川スポーツ財団｢スポーツライフに関する調査｣2012

（％）

成人のスポーツボランティア
活動内容・希望内容

出典：笹川スポーツ財団｢スポーツライフに関する調査｣2012

スポーツボランティア活動の内容
実施率
（％）

実施回数
(回／年)

実施希望率
（％）

日常的な活動

スポーツの指導 41.6 40.3 22.1

スポーツの審判 29.9 13.2 11.7

団体・クラブの運営や世話 39.6 23.2 30.7

スポーツ施設の管理の手伝い 12.3 11.4 19.0 

地域の
スポーツイベント

スポーツの審判 21.4 6.8 7.2

大会・イベントの運営や世話 46.1 2.9 57.9

全国･国際的
スポーツイベント

スポーツの審判 3.9 3.2 1.7

大会・イベントの運営や世話 9.7 1.9 15.5

スポーツイベントボランティアの特徴

○ 地域の「イベントの運営や世話」をしている人

・ 頼まれて参加する人が多い

・ 地域の「団体・クラブの運営や世話」もしている人が多い

・ 他のスポーツボランティアをしていない人も多い

○ 全国・国際的な「イベントの運営や世話」をしている人

・ 自発的に参加する人が多い

・ 地域の「イベントの運営や世話」もしている人が多い

～専門性が高くない「スポーツイベントの運営や世話」～

地域のスポーツボランティア活性化に向けて

１．全国イベントから地域イベントのボランティアへの流入

・ 大規模イベントと周辺地域との連携促進

イベント主催者、行政、体協等のネットワークづくりと事例発信

２．地域イベントのボランティアの活性化

・ イベントの質を高めて、「やらされ感」を「達成感」に

⇒自発的に参加するリピーターづくり

・ 運営側の満足度が高い地域イベント事例の発信

３．地域イベントから地域の日常的なボランティアへの流入

・ ボランティアの絶対数を増やして、多くの人で支える体制へ

マネジメントの高度化が課題

スポーツボランティアサミット2014
パネルディスカッション「ボランティア活動と地域のつながり」

スポーツボランティアの活性化
～地域イベントを核に～

澁谷 茂樹
（笹川スポーツ財団）

2014年 11月24日（月・祝）

台場区民センター

地域スポーツ現場の課題
「人材不足」

１． スポーツ少年団等の指導者、競技団体スタッフの高齢化

「世代交代」を妨げる労働環境

２．人口減少によるスポーツ現場の広域化

市町村合併や学校統廃合に伴う体協、スポ少の合併

スポーツ活動場所への移動の負担増

３．少子化による学校運動部活動や学校体育の問題

学校体育・スポーツを地域で支える必要性

⇒ 速やかに対応すべき申告な課題
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②ディスカッション 
 

○二宮 

フロンターレのボランティアが50倍に増えたという報告がありましたが、増えていった経緯や活動が継

続して行われているのか、どういったところがボランティアのやる気につながっているのか、教えてい

ただければと思います。 

 

●鈴木 

仲間意識が高い組織。新しく登録される方も友人

同士や同僚といった方が多く、HPでも募集をして

いるが、ボランティアメンバーの口コミ等で広がって

いき、この人数まで増えたのではないかと思いま

す。ボランティアの満足度は直接聞いた訳ではあり

ませんが、表情やコミュニケーションの中から、とて

もやりがいをもって頂いていると感じています。ホ

ームゲームの活動は、約7時間と長く、満足な休憩

時間等も取れないこともありますが、「疲れたけど楽

しかった」と言ってくれる方もいて、忙しさや大変さ

が逆にやりがいにつながったりするのではないかと思います。 

 

○二宮 

学生が地域の中に入っていって繋がりをどの様に作っているのか、その辺の戦略とか具体例があり

ましたら教えて頂きたいと思います。 

 

●高岡 

各都道府県にスポーツ振興財団やイベントを企画している組織があると思いますが、そういうところか

ら学校にアプローチしてくるのがまず１点。わが校の場合、そういうところに就職している卒業生がい

たりするので、その様な卒業生が母校を頼って、こういうイベントで人数が必要だとか、卒業生や過去

に一緒に活動した人達が話を持ってきてくれたりとかの繋がりがあります。 

 

○二宮 

全国のボランティアから地域のイベントへ、だんだんとボランティアを流入していかなければ地域のイ

ベントは大きくならないのではないかという話がありましたが、その辺を具体的に進めていくために考

えなければならないことや、ご提案等ありましたら教えて頂きたいと思います。 

 

●澁谷 

市町村の体育協会が主催し、毎年秋に開催している運動会よりも、市民ジョギング大会の方が、スポ

ーツボランティアの入口として有効です。限られた人々で運営される地域のスポーツイベントは、その

ままではなかなかクオリティが高まりません。地域の身近な活動のボランティア情報を近隣の自治
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体、県体協、県のスポーツ施設と積極的に共有し

ていくことで、いろんなヒントが得られるのではない

かと思います。ジョギング大会をただのイベントと考

えずに、他の地域を支えるイベントとジョイントさせ

ていく―例えば防災意識を高めていくために防災

に関わるイベントとくっつけてやってみるなど、地域

の他のリソースを活用していくことが大切だと思いま

す。 

 

 

 

○二宮 

どのように他の団体や地域とジョイントさせていくのか、またそのためにどんな取り組みをしていくのか

を教えてください。 

 

●鈴木 

これからの課題としては、収容人数が増えるのと並行して活動場所が増えるので、ボランティア人数

250人でもまだまだ足りない状況です。今後は、もっと増やしていかなくてはならないので、市内の高

校や大学などと協力して若い人たちに参加していただいたり、行政などとも連携してシニアの方にア

プローチするなど、色々と模索しながらやっていかなければならないと思っています。 

 

○二宮 

地域の中で定着させ、必要とされるものになるには、学生がそこでどのような展開をしているのか、こ

れまで取り組んできた効果についてお聞かせください。 

 

●高岡 

ボランティアに参加して、何か自分が学んだものを提供したいという観点が参加した学生に多いので

すが、結果的には、コミュニケーションによって得られることの方が大きい。その成果から定着していく

ということにつながる。教育的な効果があるというということを前提で、そのイベントを運営する団体と

教育という観点でよりいいものにしていくために、学生の目的を理解してもらい、ただ派遣するのでは

なく、学校の教員がその間に立って企画・運営といういろいろ面を理解させて頂く。そして、生徒にし

っかりそのイベントに参加する意義を伝えていくことによって成果も定着していく。そうすることによっ

て、先輩から後輩へ継続し、数年かけて連携の流れを体系化していくのがひとつのポイントだと思い

ます。 

 

○二宮 

自発的に参加するリピーター作りで、口コミや満足度を上げていく手法等のお考えがありましたら、お

聞かせください。 
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●澁谷 

地域イベントは、若者、特に子供がいない世代はなかなか接点が持ちにくい。子供ができると、学校

と接点ができるので、子育て支援を切り口にしてスポーツボランティアに呼びこむことが期待できま

す。20代、30代で一人暮らしだったりすると、地域のイベントに来てもらうのはなかなか難しい。限界

があると思いますが、ゆるキャラを呼んだりして周知を図ったらいいのかとも思います。 

 

学校との連携において、20代を取り込むというのは大変有意義で、学校、サークル、ゼミ単位で参加

し、そのOBがずっと参加し続け、さらに口コミで繋がっていくのが理想と思います。 

 

○コーディネーター 二宮 まとめ 

今日出た「ボランティア活動と地域のつながり」に

ついての話の中で、振り返って一番大きかったの

は、運営者側がボランティアを大切にしているとい

うことではないでしょうか。だからこそ、口コミが拡

がり、横へ繋がっていくところが大きく見えたので

はないかなと思います。それが仲間意識に繋がっ

て、活動の数も増えて繋がっていくのではないか

なと思います。 

 

一方、学生は学校でやらされるのではないかと一

瞬面倒になると思うのですが、そこで重要なのは、意味や意義をきちんと教える、先生達がやらせる

形でなく、関わっていくというのがリゾート＆スポーツ専門学校の一番素晴らしいところで、そういうとこ

ろが心に残ると、卒業後もスポボラに繋がってくるのだと思います。 

 

東京一極集中から具体的に地域に広げてくのは今後の課題でもありますし、スポーツ界がそういっ

たところに目を向けていますということを世界に発信していくためにも、東京だけで盛り上がっている

のではなく、オリンピック・パラリンピックを中心に、地方にもいろんな波がきているということを示すた

めにも非常に重要なことだと思いました。 
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（４） グループワーク（ワールドカフェ） ＜要旨＞ 

「メガイベントにおける無形のレガシーについて考える」 

東 正樹 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事）  

 

参加者が、10のグループに分かれて題材について話し合い、各班代表としてリーダーが１分間にま

とめて発表しました。 

 

＜1班＞ 底辺を広げていくこと。今は点しかないが、その点から線を引き、いかに線を太くしていく

か、その面をいかに広げていくかが、ボランティアとしてできるレガシーであると思う。 

＜2班＞ 東京マラソン等のイベントで、ボランティア同士が仲間になることが、無形のレガシーに繋

がっていくと思う。 

＜3班＞ 地域で防災、助け合いができる町が目標。 

＜4班＞ 外国人といかに自信を持ってお付き合いできるか。外国人と繋がりを持つ最初の１歩は、

まず笑顔から。 

＜5班＞ 学生に対してどのような言葉を遺すか。ボランティアを自分で志願し、最高のパフォーマン

スをして、自分の経験したことを自分の資産として磨き続けていくことが、レガシーとして残

していく。 

＜6班＞ 東京オリンピックが終わった後もスポーツボランティアができる場を作っていく、また生かし

ていく場を増やしていく。 

＜7班＞ ボランティアの経験自体がレガシーである。 

＜8班＞ ボランティアの成すべき姿とは、おもてなしの心が大事である。その為にはモチベーション

を高める。 

＜9班＞ お互いを認め合うこと、言葉を掛け合って助け合うこと、仲間や信頼関係が大切。 

＜10班＞ 国際化コミュニケーションを大切にしていきたい。2020年オリパラ終了後も熱い心のうちに

何かに打ち込むのが大切。 
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（５） 総括 ＜要旨＞ 

宇佐美 彰朗 （日本スポーツボランティア  ネットワーク 理事） 

 皆さん、こんにちは。「大規模スポーツイベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるのか」

はとても大きなテーマでした。しかし、2020年はもうすぐそこです。我々スポーツボランティアも時間は

ありません。ゆくゆく後世に何を遺そうかというテーマは、今、皆さんと一緒に考える必要があることな

のです。 

今日皆さんと過ごした時間の中で、いろんな発見がありました。一つ目に、スポーツボランティアは

まだまだ人々に知れ渡っていないが、大規模イベン

トをきっかけにスポーツボランティアを知るきっかけ

にあること。 

二つ目に、大規模イベントが終わった後、何が遺

ったのだろう、ではいけません。スポーツは、「する・

みる・ささえる」のそれぞれの関わり方があり、身近な

地域とのコミュニケーションを図ることで無理なく活動

を続けられる、という話もありました。 

三つ目に、スポーツボランティアは自発的な活動

であり、強いて動員することとは異なります。スポーツ

ボランティアは、参加者に平等な活動なので、社会の縮図であると思います。誰でもが少しずつ力を

出し合う“協働”が、スポーツを楽しむ気分を高まらせてくれるのではないでしょうか。 

 

最後に、スポーツボランティア活動に関する情報が不足しているため、どの様な活動なのか、どこ

で活動できるのか、などスポーツボランティアを知るための情報を発信し続けなければならないの

が、今の環境です。皆さま方が中心となって、スポーツボランティアを発信し続けていくことで、今後

の環境が変わるのではないでしょうか。本日は、どうもありがとうございました。 
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（６） 閉会 

渡邉 一利 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事） 

 

今日が３回目のスポーツボランティアサミット2014

ですが、3時間に渡りまして主役の皆さん一人一人

がワールドカフェに参加して、それぞれのリーダー

が1分間にまとめてくださいました。本当にありがとう

ございました。 

 

3年間を振り返ってみますと、1年目はボランティ

アネットワークが誕生して最初のサミットが開催され

た訳ですが、参加する方も主催する我々もぎこちな

さがあったように思います。そして２回目の昨年は、

それが少し緩和されてきたかなと感じました。そして今日の3回目は、先程発表にあったように、ご縁

が点から線になり、面になりつつあるなというのが実感です。 

 

今日は、「大規模スポーツイベントの開催後にスポーツボランティアは何を遺せるか」というテーマ

を皆で考える時間を3時間持たせて頂きました。本日、基調講演やパネルディスカッションがありまし

たが、主役はあくまでも皆さんです。 

 

先程発表にありましたが、スポーツボランティアをメディアでたくさん取り上げて頂いて、それが更

に励みになって、繋がりを持つという意見が出ました。皆さんの活動をメディアで取り上げて頂いて、

皆さんの活動が広がりを持てるようにして頂きたいと思います。尚、ここに何を遺せるかということで、

レガシーについてご検討いただきましたが、日本で過去3回行われたオリンピックにそれぞれに大き

なレガシーがあります。 

 

また来年ここで皆さんとお会いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
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