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１． スポーツボランティアサミット 2017 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 

開 催 日： 2018年1月27日(土) 13：30～16：30 

テ ー マ： 誰もがスポーツを楽しむ共生社会に向けて ～障害者スポーツのボランティア～ 

会   場：  日本財団ビル 2階会議室（東京都港区赤坂1-2-2） 

 

プログラム： 

13：30～ 挨拶 

 渡邉 一利 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事長） 

 

 

13：40～ 基調講演 

  マセソン 美季 氏（パラリンピアン、日本財団パラリンピックサポートセンター） 

 

14：20～ 活動紹介① 

 「大学生としての国際スポーツイベントへの関わり方の提案①」愛媛大学 

 

14：40～ パネルディスカッション 

 ○パネリスト 

増子 恵美 氏 （パラリンピアン、日本パラリンピアンズ協会理事、福島県障がい

者スポーツ協会職員） 

長倉 富貴 氏 （山梨県ボランティア・NPO センター運営委員会副委員長、山梨

学院大学准教授、ソルトレイク 2002 冬季オリンピック&パラリンピック組織委員会

ボランティア担当スタッフ） 

矢萩 英樹 氏 （障害者アスリート） 

 ○モデレーター 

  澁谷 茂樹 氏（笹川スポーツ財団スポーツ政策研究所主席研究員） 

 

16：00～ 活動紹介② 

 「大学生としての国際スポーツイベントへの関わり方の提案②」産業能率大学 

 

16：10～ 話題提供  

 傳 夏樹 氏（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 

 

16：20～ 総括 

 二宮 雅也（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． プログラム内容 

（１） 挨拶 

渡邉 一利 

（日本スポーツボランティアネットワーク 理事長） 

 

日本スポーツボランティアネットワークは 

6 年前に誕生しました。その誕生とともにボ

ランティアサミットが生まれ、今まで歩みを

続けています。この間、日本のスポーツある

いはボランティア活動を取り巻く環境は大き

く変貌を遂げております。皆さんご承知のと

おり、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を始め、様々な国際競技大会の日

本招致がこの間に決定しております。またス

ポーツ庁も 2年前に発足しまして、さらには

日本の各企業のスポーツをキーワードとした

社会貢献活動も活発化しております。 

 

こうした中で、私たち日本スポーツボランティアネットワークも年々事業を拡充しておりまし

て、2017 年度におきましては年間 140 回の研修会および講習会を開催しております。2.6 日に 1

回は日本各地のどこかで日本スポーツボランティアネットワークの研修会や講習会が開かれてい

る、これが現状です。それだけやはりスポーツボランティアが熱くなっています。これは個人の

みならず、組織においても同じことが言えるという状況です。 

 

本日のテーマですけれども、「誰もがスポーツを楽しむ共生社会に向けて」「障害者スポーツの

ボランティア」をサブタイトルに置いております。先ほど日本スポーツボランティアネットワー

クの活動が拡充していると申し上げましたが、実は私たちは「みんながみんなを支える共助社会

の形成」を理念に掲げながら活動しています。障害者を取り巻くスポーツの環境であるとか、障

害者がスポーツをするためにボランティア活動としてどのような観点からサポートすべきかとい

う知見が実はまだまだ欠けているのが実情です。障害には様々な種類があります。また程度も

様々です。さらには障害者が暮らす全国各地の地域事情も異なります。このようなところから私

たちの知見がなかなか深まらないということにもつながってくると思います。 

 

さて、いよいよ 3月 9日、平昌で 2018 パラリンピック冬季競技大会が開催されます。皆さん

ご承知のとおり、パラリンピックは障害があるトップアスリートの世界大会ですが、その起源は

第 2次大戦後ロンドン郊外のストークマンデビル病院でリハビリテーションを目的として開催さ

撮影：星野恭子
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れたアーチェリーの競技大会が起源となっています。その後、1960 年のローマ大会を第 1回目

として今に至るまでパラリンピック競技大会は成長を続けております。 

 

一方、皆さんの周りの環境はどうでしょうか。首都圏のみならず全国を見渡して、障害者がス

ポーツに取り組む優しい環境があるでしょうか。笹川スポーツ財団が一昨年に実施した全国調査

では、障害がある方の週 1回以上のスポーツ実施率は 19.2％という数字が出ています。スポー

ツ庁でもこの数字を使っています。この数字については多面的な見方がありますので、解釈する

のは難しいですが、健常者の成人が 42.5％という数字を考えますと、この数字が高いとは決し

て言えないと思います。したがって、この数字から障害者を取り巻くスポーツ環境がそんなに優

しいものではないということは推して知るべしであります。 

 

今日は基調講演のマセソン美季さんを始め、登壇される方はそれぞれの立場で障害者のスポー

ツができる環境を作りましょう、振興しましょうという方が中心です。ぜひこのサミットを通じ

て、日本の現状はどうなっているのか、障害者がスポーツをする場合にボランティア活動をする

ことの留意点は何か、そういうことをこのサミットを通じて皆さんにお持ち帰りいただいて、今

後の日常の活動につなげていただければ幸いです。 

 

本日のサミット、そして今後の日本スポーツボランティアネットワークは、皆様のスポーツボ

ランティア活動が実り豊かなものとなるためのいろいろな情報を提供してまいります。みんなが

みんなを支える共助社会を形成するために一緒に活動していただけることをお願いしまして、開

会のご挨拶といたします。 
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（２） 基調講演 

マセソン 美季 氏 

（パラリンピアン、日本財団パラリンピックサポートセンター） 

 

ただいまご紹介にあずかりましたマセソンと申します。誰もがスポーツを楽しめる共生社会

に向けて障害者スポーツのボランティアというテーマで、私が今まで障害者スポーツにどのよ

うに関わってきたか、また共生社会に向けて誰もがスポーツを楽しむという観点で、私からど

のような提言ができるかについてお話いたします。本日の流れですが、簡単な自己紹介の後

で、共生社会のこと、それから障害者スポーツのボランティアをする際にみなさまに少し考え

ていただきたいことを中心にお話いたします。 

 

私は 20 才の大学生の時に交通事故に遭い、

車いすで生活をするようになりました。小さ

い頃からスポーツが大好きな女の子でしたの

で体育の教員を目指しておりまして、その途

中の事故だったのですが、体育の教員を目指

していたと言ってもパラリンピックなど障害

のある人たちがスポーツをできるとはその当

時何も知りませんでした。車いすで生活をす

るようになったらスポーツもできなくなって

しまうだろうと思っていたのです。ある日、

車いすバスケットボールを見て、速い、かっ

こいい、すごいと思ったのです。車いすで表

に出ると障害者と見られるのがすごく嫌でした。その障害者という言葉に偏見とか差別がどう

しても付随してしまいます。車いすに乗っている私は人として見られる前に車いすという物が

対象になって、その車いすという言葉から連想される可哀そうとか大変そうとか助けてあげな

ければというフィルターを透してしか見てもらえなくなったことがすごく嫌でした。外に出る

のは好きなのですが、車いすで外に出ると、少し差別されているなと人の視線や言動から感じ

るときに嫌だなと思ったことがありました。 

 

私にとって障害者スポーツとの出会いは車いすバスケットボールでしたが、自分で最初に行

ったスポーツは陸上競技でした。陸上競技をやっている時は自分の障害のことを忘れられる時

間でした。少しでも速くなりたい、強くなりたいと競技のことしか考えないのです。障害者ス

ポーツがあったから前向きに今まで通りの生活ができるようになったのだと思いました。ある

とき友達からスポーツをしていると美季は以前と同じ顔をしているねと言われました。昔は水

泳や柔道をやっていましたが、障害者スポーツをするようになって私の中にアスリートのアイ

デンティティーが残っていたと気づいてほっとしました。 

撮影：星野恭子
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1998 年に長野でパラリンピックが開催され、その時は日本代表として出場しましたが、2000

年シドニー大会、2002 年ソルトレイク大会、2010 年バンクーバー大会、2016 年リオ大会ではメ

ディア関係者や通訳、大会運営のボランティアとして関わりました。大学を卒業してイリノイ州

立大学に留学をしたのですが、その時に非常に印象的なことがありました。日本では車いすで生

活するのは我慢が当然ということに自分も慣れてしまいましたが、アメリカに行って気がつきま

した。旅行に行きたいと思っても行きたい所ではなく、車いすで行ける所を探し、消去法でしか

身動きができなくなっていたのです。自分のやりたいことよりも、環境的にできることを求めて

いました。アメリカに行ってびっくりしたのは自分がやりたいことは何なのかを周りの人が聞い

てくれ、そしてやるためにどうしたらよいのかを一緒に考えてくれるのです。 

 

大学ではスポーツもやっていましたが、学生に課せられる義務の一つがボランティア活動への

参加でした。私のイメージでは障害者スポーツのボランティアを割り当てられるのだろうと思っ

ていましたが、そうではありませんでした。車いすに乗っていてもボランティアはできる、私が

ボランティアをする側にも回れるということはアメリカへ行く前には頭の中になかったことでし

た。 

 

大学を卒業してカナダに移り、カナダ人の夫と結婚して今はカナダに住んでいます。カナダで

国連の外郭団体で仕事をしたことがありました。その時には障害者の人権についての仕事をして

いました。全世界的に障害のある女性の 93%がスポーツに関われていないと聞かされた時に、私

は障害者スポーツで自分のアイデンティティーをもう一度発見して前向きになれ人生が楽しくな

ったのに、そういう機会を与えられない人たちが世界にそんなにたくさんいると知って悲しい思

いがしました。 

 

今は日本財団のパラリンピックサポートセンターで仕事をしています。私が担当しているプロ

ジェクトは、学校教育の中でパラリンピック教育を通して共生社会を構築するためにはどのよう

なアイディアがあるのか、そしてパラリンピックスポーツを通してみんなが生きやすい社会を作

るにはどのようなアイディアがあるのかについて、子どもたちに教えるための教材を作っていま

す。パラリンピックが障害のある人たちがスポーツをする場であることはご存知だと思います

が、パラリンピックの競技大会を開催する目的はパラリンピックスポーツを通して共生社会を構

築することなのです。共生社会とは“これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になか

った障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは誰もが相互に人

格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会である。

“と言われています。 

 

私が住んでいるカナダは移民で構成されているモザイク社会で、いろいろな民族が集まって共

生しています。自分たちのそれぞれの色を残したまま調和しているのがカナダの特徴です。人

種、文化、言語、高齢者、障害者、LGBT などの方々が普通に共存できる寛容な国です。私が生
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活をしていて特別な視線を浴びることもなく、居心地よく感じています。日本に帰って来ると

障害者であることを意識させられることが多々あります。学校で子どもたちに共生社会のイメ

ージを絵で描いてもらうと、多くの人たちが輪になって障害者を囲んでいました。日本では大

事にされ、守られていると感じることがあります。本当の共生社会とはみんなで繋いだ輪の中

に障害のある人やいろいろな人が入るべきで、一緒に手を繋いでいる人たちが心地よく同じこ

とができるということではないかと思っています。 

障害者スポーツのボランティアをする前に考えてみて欲しいことをいくつか申し上げます。

障害者がスポーツをするのにバリアになることが 4つあります。1つは物理的バリア。2つ目

は制度や慣行。3つ目は情報のバリア。情報を入手することやコミュニケーションに関しても

そうです。4つ目が心のバリア。それは無知や無理解から来る差別や偏見。このような 4つの

バリアがあると考えています。 

 

海外の大会などに行った時に素晴らしい対応をしてくれたボランティアの印象で大会やその

国を評価することが多いです。リオのパラリンピックではハード面では何かと問題がありまし

たが、ボランティアの笑顔や一生懸命やりたいという気持ちが大会を成功させたと思います。

ボランティアと言葉が通じなくても、表情や態度が大切です。短い時間の少しの関わりでも、

この人は障害者を差別しているかがわかったり、ほんの少しの態度でも障害のある人に慣れて

いるかいないかがわかったりするのです。ボランティアをする時には自分の価値観も見直して

いただきたいです。 

 

日本でオリンピック・パラリンピックを招致する時におもてなしという言葉を売りにしまし

たが、おもてなしとは、予め来ることがわかっているお客様がいらっしゃる時にできるかぎり

の準備をすることだと思います。でも、ボランティアは突然来た人たちにできる限りの対応が

できるか、予知していなかった人が来ても臨機応変にできる限りのサービスを提供するのが本

当だと思っています。 

 

私がパラリンピック教育で使っている教材の名前は、“I’m POSSIBLE”と言います。車いす

の人や障害のある人を見るとできないところに目を向ける人が多いように感じます。たとえば

私が車いすでいれば、足が動かないとか歩けないなどできないところに目がいってしまいま

す。どうしてもネガティブな思考に陥りがちな印象です。カナダやアメリカの子どもたちに私

ができることは何だろうと聞くと、“お話が上手でしょ”、“料理ができるでしょ”、“洗濯は”

などいろいろなことを言ってくれます。でも日本の子どもたちは固まってしまい、“あの人は

車いす乗っている大変な人だ”と障害のある人の可能性に目に向ける思考回路に馴染んでいな

いと思います。“Impossible”という英語にアポストロフィーを付けると“I‘ｍ POSSIBLE”（私

にはできる）という言葉になります。少し工夫したり、考え方を変えたりすれば、できること

が増えるようになるという考え方を浸透させたく、それをベースに教材にしています。これは

パラリンピックの選手たちが体現しているパラリンピックの価値でもあります。不可能を可能

にして、考えられなかった成績を残すのがパラリンピックのアスリートなのです。障害がある
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人に慣れていないと、手を貸してあげよう、可哀そうな人たちに手を差し伸べようという感覚が

出てくることもあるように感じます。障害者スポーツのボランティアに興味のある方は、みなさ

んの中にある偏見とか先入観そして誤解などを取り払っていただくのが一番よいと思います。そ

して勝手な推測をしないことです。この人は“こうだろう”という推測をされると居心地が悪い

と感じます。 困っていそうな時に“大丈夫ですか”と聞かれると、大丈夫じゃなくても“大丈

夫”と言ってしまいます。“何かできることはないですか”、“どうやってお手伝いすればよいで

すか”と聞いてもらえると答えやすくなります。 

 

みなさんは走りに行きたいと思ったら簡単に準備できますが、視覚障害のあるマラソンランナ

ーの中には自分が走る準備ができていてもガイドがいないと走ることができない人もいます。共

生社会とはすべての人がやりたいことをやりたい時に好きなようにできることだと思います。視

覚に障害のある人がスポーツをしたいなと思った時に、気軽に「一緒に行こうよ」と声をかけて

くれる人がいたらいいです。一緒にやろうよという言葉は私がとても助けられた言葉でした。助

けてもらうのではなく一緒にやれるとの思いから気が楽になりました。確かに助けてもらってい

るかもしれませんが、助けられているというのは気分のよいものではありません。心の負担を感

じる時もありますが、その時に一緒にやりましょう、何かお手伝いできることはありませんかと

声をかけていただけるといろいろな可能性が増えてきます。 

 

世界中のアスリートたちが東京に行ってみたい、東京に行くためにがんばると言って練習に励

んでいます。その人たちが来た時に最高の笑顔を引き出せるサービスを心がけて素敵な関係を築

いてもらいたいと思っています。アスリートとボランティアの関係は大きな意味があります。そ

ういう大きなインパクトを世界中に発信できる力がボランティア個々に秘められています。みん

なが笑顔で好きなことができるように行動が変わるといいと思います。 
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（３） 活動紹介① 

「大学生としての国際スポーツイベントへの関わり方の提案①」愛媛大学 

ご紹介いただきました愛媛大学の中江と申し

ます。大学生の立場としてスポーツとの関わり

について、そして昨年 9月に台湾で開催された

ユニバーシアードで私たちが行った「勝手にボ

ランティア」の活動報告とそれらを踏まえてこ

れからの展望について発表いたします。 

 

スポーツボランティアを考えるきっかけにな

ったのは大学で行われたスポーツボランティア

研修会です。この研修会でスポーツボランティアの定義である「自主性・公共性・無償性・先

駆性・継続性」を学び、スポーツを支える重要性を知りました。また、私がスポーツを支える

楽しみを初めて実感できたのは、昨年 3月に台湾で現地の大学生と部活動を通して交流し、試

合の応援やサポートを行うことで信頼関係を築き、試合に勝つ喜びを共有することができた時

でした。ボランティアという枠組みではなかったのですが、活動を支える立場として現地の大

学生と交流し、スポーツは世界共通の文化であることを実感するとともにスポーツの新しい楽

しみ方、支えるスポーツというものを発見することができました。 

 

昨年 9月に行われたユニバーシアードの視察募集が大学内で発表された時、私は、私を大き

く変えてくれた台湾にもう一度行ってそこで世界中の人の心に残るようなスポーツとの向き合

い方がしてみたいと思い、渡航を決めました。愛媛大学から 7人と産業能率大学から 11 人の

学生が結集して大学ごとに大会の前半と後半に分かれてユニバーシアードの各競技会場を回っ

て選手の応援をし、その後に会場のごみ拾いを行うことにしました。私たちはこれを「勝手に

ボランティア」と名付け、愛媛大学では昨年 10 月に行われたえひめ国体、えひめ大会、2020

年の東京五輪の誘致、スポーツ会場の美化そして日本人の奉仕の精神を発信させるために SNS

（Facebook、Instagram）を活用してこの活動をアピールしました。現地では Japan の白い鉢

巻きをしてごみ拾いを行いました。バスケットボールの会場で試合終了後や試合の合間をみて

ごみ拾いを行いました。私たちの活動を見ていた多くの外国人の方々が各国の言語で話しかけ

てくださったり、ごみを渡しに来てくださったりしてコミュニケーションを取りながら楽しく

活動を行うことができました。しかし、成果ばかりではなく反省点もありました。台湾のスタ

ッフの方から試合を見ていないように思われるからごみ拾いをしないほうがよいと指摘を受け

ました。活動を行うにあたってごみ拾いより選手の応援を優先にすることをメンバー内で徹底

していましたが、より客観的な考えを持って行動を起こすべきでした。SNS では＃（ハッシュ

タグ）をつけて拡散していただき、この活動をアピールしたところ、現地の新聞にも取り上げ

られ、写真も掲載していただきました。 
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昨年、えひめ国体、えひめ大会が開催され、私はえひめ国体では陸上競技の審判、えひめ大会

では北九州市の男子バレーボール選手団サポートのボランティアを務めて、大会の運営サポート

に携わりました。特にえひめ大会の選手団サポートでは障害者スポーツへの理解が深まり、今後

愛媛にスポーツレガシーをつなげていくにはどのようにすればよいか考えるきっかけになりまし

た。また障害が個性であることをこの活動で改めて発見することができました。だれでもスポー

ツを楽しむ共生社会の構築やスポーツレガシーを未来へ繋げていくためにどのようなことが重要

なのかを考えました。 

 

このような体験から自分がどのように変化したかをまとめてみました。1つ目は、2回の台湾

訪問で、する・見るスポーツだけでなく、支えるスポーツの重要性や楽しさを発見しました。ス

ポーツに対する捉え方を大きく変化させてから、する・見る・支えるスポーツを心の底から楽し

み、視野を広げることができました。2つ目は、普通の大学生でも挑戦心をもち、行動に勇気を

もつことで多くの方に認めていただけることを理解しました。ユニバーシアード大会の「勝手に

ボランティア」では慣れない海外での大きな挑戦に初めは不安がありましたが、競技会場を回る

につれて自信がもてるようになりました。このようなスポーツボランティアを通して、する・見

る・支えるスポーツのやりがいを実感できるようになりました。3つめは、海外の人との交流は

スポーツだけでもできますが、より深いものにするには、英語などを通したコミュニケーション

能力が大切であることを実感し、TOEIC やスピーキングなど少しずつ学習を進めています。 

 

以上のようにスポーツボランティアの存在を知り、海外や国内でスポーツとの新しい関わり方

を学んで、それを自分の大学生活に還元していく考え方をもつことができました。先日大学内で

行われたスポーツシンポジウムで自分のスポーツへの関わり方の変化について話をする機会があ

りました。今後も機会があれば積極的に取り組んでいきたいと思っていますし、今回のこの発表

もその一つです。今しかできない大学生としてのスポーツとの関わり方として、アスリートとし

て本気でスポーツをすることと、スポーツボランティアなどでスポーツを支えることを精一杯取

り組み、それを発信していきたいと思っています。将来にわたりずっとスポーツと関わっていき

たいと思っています。 
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（４） パネルディスカッション 

モデレーター 澁谷 茂樹 氏 

（笹川スポーツ財団 スポーツ制作研究所主席研究員） 

 

このパネルディスカッションでは、今回のスポーツボランティアサミット 2017 のタイトルであ

る「誰もがスポーツを楽しむ共生社会に向けて」というテーマに合うお三方をパネリストとして

お招きしました。「誰もがスポーツを楽しむ共生社会に向けて」をもう少し別の言い方をしてみる

とどうなるかというと、障害のあるなしにかかわらず、Sport for everyone、誰もがスポーツを

楽しむ社会ということです。スポーツが得意であるとか苦手であるとかに関わらず、誰もがスポ

ーツに親しむ社会を作っていくことであると思うのですが、特に今回は障害のある人のスポーツ

という切り口で大きく 2 つ、このパネルディスカッションの中でみなさんと一緒に考えていきま

す。 

 

まず 1 つ目が障害のある人が今よりも多くスポーツをする環境をどのように作っていくか。そ

して 2 つ目はマセソンさんの講演の中で非常に興味深いお話がありましたが、障害のある人がス

ポーツを支える機会をどのように作っていくか。この 2つであると考えています。 

 

パネルディスカッションは、この後お三方にそれぞれ語っていただいたうえで、フォローも交

えながら務めていきます。トップバッターは福島県障がい者スポーツ協会からお越しいただきま

した増子恵美さんにお願いします。増子さんは福島県の障害者スポーツの指導者協議会の事務局

を担当するとともに、日本障がい者スポーツ協会の上級指導員の資格を持っています。障害者の

日常的なスポーツの活動や、障害者のスポーツイベントで活躍されているボランティアの状況を

含めてお話しいただきます。 

 

① パネリストからの活動報告 

増子 恵美 氏 

（パラリンピアン、日本パラリンピアンズ協会理事、福島県障がい者スポーツ協会職員） 

 

私は福島県の障がい者スポーツ協会に勤務しております。車いすバ

スケットボールのシドニーパラリンピック銅メダリストと紹介いただ

きましたが、今の職場のスポーツ教室がきっかけで日本代表の足がか

りをいただきましたので、一人でも多くの方にスポーツを通して、自分

自身、そして周りの人を笑顔にしていただきたいと思って今の仕事を

しています。今日は、普段私が活動している仕事の中身を紹介しなが

ら、活動の中でどういう人たちが私たちの仕事や活動を支えているか

を説明いたします。 
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（図を示して）県全体の裾野を広げ、競技力向上を目指すという、県の事業計画のもと、私た

ちは障がい者スポーツ指導員と一緒に身体・知的・精神に障害のある人がスポーツを通して楽し

い明るい生活を送ることができるように努めています。全国で 2 万人の障害者スポーツ指導者が

いますが、そのうち福島県の障害者スポーツ指導者は 220 人しかいません。その人たちで役割を

分担して活動しています。 

 

まず運動導入教室。これは障害を負って間もない方、先天性であったり、疾病であったり、難

病であったりの児童・成人を対象に行うものです。どこでどうやって運動したらいいかわからな

いという人を対象にしています。運動導入教室は週 1 回木曜日の夜に郡山で行っています。コン

ディショニングをチェックし、運動に適しているか、参加者全体を把握します。その後で、一人

ひとり体調チェックをします。障害者の場合、脳血管障害で片麻痺になった方もいます。既往歴

がありますので、寒いところだとまた梗塞を起こす可能性があります。そういうことも含めて血

圧などを測ります。指導員の指導で最初はマット運動から始めます。来たばかりの頃は、ご家族、

お母さんも一緒にストレッチやマット運動でトレーニングをします。こうして自宅に帰ってもス

トレッチや体を動かすことを覚えます。また、みんなそれぞれ障害はさまざまですが、同世代の

コミュニケーションとして同じマットの上でコミュニケーションをとります。そして、基本動作

を身につけた後、個別プログラムとして、卓球、バドミントン、パラ駅伝など、それぞれやりた

いことを家族や指導員が対応してやっています。いろいろな方に関わっていただいて、指導員の

他にも近くのボランティア精神旺盛な専門学校の人に来ていただいています。 

 

次に地域スポーツ教室です。定期的に県内の 6地区で開催しています。（写真を示して）これは

福島県の真ん中にある支部です。1つの体育館にたくさんの子どもたちや家族が集まって来ます。

ステーション方式でいろいろなブースを作っています。「今日、僕はボッチャからやる」と言った

らボッチャをやります。家族も一緒にやります。重度の障害の子どもも一緒で、サポートは家族

と指導員がお手伝いしています。地域のスポーツ教室を定期的に開催することで、支援学校卒業

後にもスポーツができる環境を残しています。最後は、協調性を養うためにみんなで楽しめるプ

ログラムを入れています。これを毎月 1回ないし 2回開催した後は、練習の成果を出す場として、

年に 1回必ずスポーツフェスティバルを開催しています。 

 

次に種目別教室です。どんどん競技に近づいてきました。運動導入教室や地域スポーツ教室を

経て、もっと何かやってみたいというアスリートに 17 種目を用意しています。（写真を示して）

これはウィンタースポーツ、福島ならではの裏磐梯でクロスカントリースキーをやっているとこ

ろです。陸上フライングディスク、全国障害者スポーツ大会の競技種目などハンドバイク、パラ

リンピックの種目も含めてやっています。こうした成果を出すところが福島県障がい者総合体育

大会、全国障害者スポーツ大会の予選を兼ねる大会です。13 歳以上が本大会に行けるのですが、

福島県内では 12 歳以下の子どもも出場できます。全国障害者スポーツ大会という国体の後に開か

れる障害者の国体です。こちらをみんな目指して種目別で練習して、県大会に選ばれて「がんば
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るぞ」となります。 

 

この他、パラリンピックに行ける運動能力がある子どもにはジャパンパラという競技力の高い

大会を見せに連れて行きます。その他、だんだん障害者の中だけではなく、一般の大会にも出場

したいという声が出てきます。福島県には競技用の車いす以外に日常車いすで出られるマラソン

大会があります。こういうところに車いすの人が参加する、視覚障害の人が参加する、聴覚障害

の人が参加する、知的障害の人が参加するというときに、私たち指導員がお手伝いに行きます。

そうこうしているうちに、才能のある人が出てきて、実業団に入る障害者アスリートが出てくる

ようになりました。地域のスポーツ教室の導入から始めたところ、福島県にパラリンピアンが多

く誕生しています。 

 

では、そうした活動を支えている人たちはどういう人たちかというと、福島県には障害者のス

ポーツ拠点がないので、人を育成して種をいっぱい蒔くしかありません。リーダとなる人を各地

区に配置して、その人たちにお願いして、スポーツを振興していくことをやってきました。その

中で病院・自治体・社協・支援学校・福祉事業所・障害者別の競技団体を含め、こうした皆さんに

指導員の資格を取ってもらって、種を蒔くことで当事者の入口をたくさん作ってきました。その

指導員はどういう人たちかというと、日本障がい者スポーツ協会の公認の資格を持っている人た

ちです。これは初級・中級・上級という 3 つの資格があります。その他もっと突き詰めたいので

あればスポーツコーチです。また障害者スポーツ医、障害者スポーツトレーナーという運動導入

教室の運営をしていただく人もいます。福島県には下肢に障害がある方も障害者スポーツトレー

ナーとして活躍し、全体をとりまとめ、指導員に指示を出してプログラムを組んでいます。 

 

初級障がい者スポーツ指導員は福島県の場合はどういう人がなっているかというと、主婦、学

校の先生、支援学校の先生、施設の指導員などです。会社員もいます。定年退職した 65 歳以上の

方もいます。本当に幅広く多様な方がこの初級の指導員の資格を取っています。中級、上級にな

ると運営やマネージメントにも携わっていただきます。私たちは指導員を目指す方には、障害者

フライングディスク協会のフライングディスク二種審判資格を取ることをお勧めしています。企

画、運営、マネージメント、指導等、厳しい講習で鍛えていただけるので、アスリートの皆さん

の安全や、大会や競技を楽しくすることに非常に役立っているのでこの資格を推奨しています。

指導員は指導だけでなく、大会の運営全般をして、皆さんが日ごろがんばってきた成果を確認で

きる場所を作ります。競技役員、準備、受付、手引き、手話の通訳などいろいろなことをやりま

す。当日までの事前準備やリハーサル、出場するアスリートの個別の指導案なども作成します。

そうした経験を経て、先ほどのように地域のスポーツ指導員から日本代表の監督になる人も出て

います。 

 

ではなぜボランティアをするのか。正直に言うと、私たち障害者だけでは何もできません。で

もそれは障害がなくても一緒だと思います。一人でも多くの障害がある方に一喜一憂して欲しい。

ハラハラしてドキドキして、できることだけではなく、できなくて悔しいという思いもしてもら
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いたい。その中でパラリンピックに行くもよし、地域で楽しくやるもよし、そういう人たちがス

ポーツをすることによって人生が変わる。障害がある人こそスポーツによって人生が変わること

を私はずっと見てきました。障害者にスポーツを勧めるのはリスクありきです。そのリスクをい

かに軽減して、その人をスタートラインに立たせて、やりたいことをやらせてあげるかというこ

とを考えています。だから、なぜボランティアをするのか、それはやはり皆さんがボランティア

をするのと同じ理由です。当事者の笑顔であったり、できないことができるようになったり、そ

れ以外の何ものでもありません。指導員の人たちもいい笑顔になるのです。支える側もみんな笑

顔になれるということで皆さん楽しくお互い WinWin な関係でやっているのです。 

 

 

長倉 富貴 氏 

（山梨県ボランティア・NPO センター運営委員会副委員長、山梨学院大学准教授、ソルトレイク 2002 

冬季オリンピック&パラリンピック組織委員会ボランティア担当スタッフ） 

 

アスリートでもない、指導者でもない、コーチでもない

私がこちらに呼んでいただいたのは、ソルトレイクオリン

ピックの時に組織委員会でスタッフとして働いていたこ

とがあり、その時にボランティアのトレーニングを担当し

ていたためだろうと思います。「するスポーツ」「みるスポ

ーツ」にははっきりした数値目標があります。「するスポー

ツ」ではスポーツ実施率、「みるスポーツ」では観客動員数

など。でも「支えるスポーツ」の目標はあまり数値化され

ていません。オリンピックになるとボランティア何万人な

どと言われますが、普段の地域のスポーツ大会でボランテ

ィア何人確保という話は聞かないので、まだまだ「支える

スポーツ」への関心は低いのかなと感じています。 

 

私自身の「するスポーツ」「支えるスポーツ」の経験を紹

介させていただきます。国体もインターハイも国際大会に

も出ていませんが、多分ここにいる皆さんの誰にも負けないくらいスポーツの経験があると自負

しています。私はこれまで 9 種目の大会・競技会に出たことがあります。母がベビースイミング

の指導者だったので、生後 2 か月からスイミングのバックグラウンドがあって、小学校でミニバ

スケットボール、家族でスキー。中学校ではバスケット部に入りましたが、陸上部と水泳部の顧

問の先生から「大会だけ出ろ」と、バスケット部と陸上部と水泳部を兼部していました。高校の

時は違うスポーツをやりたいとバレーボールで厳しい指導を受けました。大学では体育会のスキ

ー部に入りアルペンスキーをしていましたが、なぜかノルディックの先輩たちに誘われて女子野

球部を作ることになりました。これが上智大学の初代軟式女子野球部です。女子が野球をやって

いるとマスコミにも取り上げられました。就活の際にたまたまスポーツ好きの社長さんが女子野
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球部を作ろうという経緯になりミキハウスに就職して、野球とソフトボールをやっていました。

ミキハウスはスポーツ支援に熱心で、まだ女子の柔道がオリンピック競技でない時期に女子柔道

のミキハウスカップという国際大会を主催していて社員スタッフして関わりました。留学時代は

テニス、ゴルフ、ビーチバレー、スノボといろいろしました。 

 

「支えるスポーツ」については、英文科卒だったので本社にいた時に英語ができる社員が集め

られ関わった、ミキハウスの柔道大会の運営がとても楽しかったです。私はずっとスポーツが好

きだし、割りとできるほうだったので、中学高校の先生たちに「体育大学に行け」と言われなが

ら、体育大学に進んでもどんな仕事ができるのだろうという気持ちがありましたが、国際大会の

運営に関わって「支えるスポーツ」の楽しさを知りました。今専門にしているスポーツマネジメ

ントをミキハウスで経験させていただきました。その後、アメリカに留学して 2002 年ソルトレー

クオリンピック・パラリンピックで組織委員会のスタッフとして 1 年弱働く機会を得ました。ま

さに支える仕事で、オリンピック・パラリンピックは 2 週間くらいの間にギュッと凝縮されてい

て、長時間労働でいわゆるブラックですけれど誰も文句を言わないし、ものすごく楽しく働いて

いました。オリンピックとパラリンピックの組織委員会が合体した初めての大会だったのですが、

私たちの部署は 600 人程のボランティアスタッフを抱えていて、私はそのボランティアをトレー

ニングしたり、スケジューリングしたりする担当でした。オリンピックの後、そのままそのスタ

ッフが 10 分の 1 の 60 人くらいの規模になってパラリンピックの運営をしました。「するスポー

ツ」もすごく好きなのですが、「支えるスポーツ」はもっと楽しいと感じたのです。こういうスポ

ーツマネジメントを学生に教えたいと思って、日本に帰ってから学生に障害者スポーツの指導を

したり、ボランティアに行かせたりしています。 

 

今年度、日本スポーツボランティアネットワークから講師を委嘱されまして、ボランティア養

成事業に関わることになりましたが、「する」「みる」「支える」の一番の中核はやはりスポーツボ

ランティアではないかと思っています。スポーツボランティアの皆さんが「するスポーツ」「みる

スポーツ」を支えて循環する起爆剤になるものと可能性を感じています。 

 

ソルトレイクオリンピックの際には日本語を話せるボランティアがいなかったので、「お前行っ

てこい」と言われ竹田会長のアテンドをしました。会長のアテンドはフリーパスでどこでも行け

ましたので本部テントにいて電話対応するよりもずっと楽しかったです。ケント・デリカットさ

んがちょうど NHK の朝ドラにレギュラー出演している時で、ソルトレイクと日本を往復しながら

ボランティアとして参加していましたが、地元では誰もこの方を知らないので、「有名らしいけど

知っているか」と聞かれました。ボランティアにも医者とか弁護士とかいろいろな方がいて、そ

れまで私が持っていた、割と時間があって平日家にいる方が人のためにお手伝いするというボラ

ンティアのイメージがガラッと変わりました。こういう経験をして日本に帰って来ると、やはり

ボランティア文化がなかなかないので、レクリエーション協会と一緒にユニバーサルスポーツ教

室を企画したりしています。障害者スポーツとすると障害者しか参加できないスポーツ大会にな

ってしまうので、大人も子どもも障害があってもなくても一緒にやりましょうというのがユニバ
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ーサルスポーツです。こういう場には年齢の高い方と子どもはいるけれど、若い世代がなかなか

いないので、大学生を運営側に入れて多世代にする。ボッチャも車いす利用の方と子どもと大人

と年配の方と学生とみんなで楽しめる場を作ればいいです。W リーグ、山梨クィーンビーズの運

営に学生が入っていて、みんなすごく楽しそうです。山梨学院には日本代表やオリンピック選手

などトップアスリートがいますが、こういう人ほど自分の種目以外のスポーツ経験は少ないです。

小さい時からレスリングしかしていない人がサッカーの J リーグで活躍したり、野球部、ラグビ

ー部、サッカー部、空手部が地域の青年会議所のイベントに参加したり、グラウンドゴルフ大会

のおじいちゃんおばあちゃんたちがパソコンを使えないので学生に手伝ってほしいなど。いろい

ろな活動で学生を地域に送り込む活動をしていると学ぶことが多いです。 

 

ロンドンオリンピックの時のボランティアの様子を紹介します。オリンピックのボランティア

は語学ができないといけないというイメージがあると思いますが、いろいろなボランティアがい

ます。会場内のチケットホルダーしか入れないエリアで足の弱い方や高齢者を輸送する人。手品

をしたり、風船を持って子どもを遊ばせるだけのボランティアもいます。誘導して監視しながら、

マイクを持って歌って盛り上げる人もいれば、こっちですよと矢印を持っている人、チケットを

確認する人、ウィンブルドンのテニス会場でスコアをする人。バンクーバーオリンピックもロン

ドンオリンピックもうちの学生が選手として出たので応援に行きましたが、障害のある方がいろ

いろなところでボランティアをしています。これは日本では見たことがありません。先ほどのマ

セソンさんの話にもありましたが、障害のある方が当たり前のように普通にボランティアをして

いる姿があります。いろいろな方ができるところでボランティアをしている姿が当たり前にあり

ました。日本にいると障害のある方は支えてもらうのが当たり前で、支える側になるという感覚

は当事者にすらないし、関係者も持っていません。障害のある方が障害者スポーツを支えること

はあっても、健常者の大会を支えることがないというのはどこもそうだと思います。 

 

山梨では社会福祉協議会が日本スポーツボランティアネットワークの正会員になりました。社

協が主催なので障害のある方をどんどん健常者のスポーツ大会にスタッフとして活用しようとし

ています。W リーグの山梨クィーンビーズで私は運営アドバイザーをしているので、かなり強引

に「車いすの方を受け入れますよ」「態勢を整えますよ」と言っています。（スライドの写真を示

して）彼は進行性の重度障害、脊髄性筋萎縮症候群です。最初はスタンプを押してもらうとか出

入口でパンフレットを配ってもらうとか考えていましたが、すばやい行動ができません。でも、

声は使えるということで DJ の補佐をスタジアム DJ の横でやってもらいました。障害者を支えら

れる立場ではなく支える側にして実際に受け入れてみることでスポーツ組織が自分たちの組織を

確認できるのです。障害者の導線は大丈夫か、スロープを置くスペースはあるかなど。そのよう

にスポーツボランティアを受け入れること自体がスポーツ組織をステップアップさせるきっかけ

にもなります。ただ、受け入れ態勢を整えることにもなかなか難しい問題があると感じています。 
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矢萩 英樹 氏 

（障害者アスリート） 

 

多分この中で半分か 3 分の 1 の方にはお会いしていると思

います。僕がここにいるのと、そちらで皆さんがサミットに

参加しているのと、同じレベルの人間であって、僕は元々そ

ちら側の人間です。ただ、車いすに乗っているというだけで

僕はこちら側にいるという感じです。 

 

僕が車いすに乗り始めたのは 2002 年の交通事故で障害を

負ってからで、障害を負うまでは陸上のトラックの 10,000ｍ

や 5,000ｍが専門でした。僕は頚椎をやってしまったので、3

～5 年は普通の頚椎損傷みたいに首から下が動かない状況で

した。リハビリをいろいろやって、プールに入るようになっ

てここまで動くようになり、それから水泳、競泳という段階

を経ました。水泳は昔からやっていましたが、競泳はやって

いませんでした。それが競泳という形になると、もともとスポーツをやっていたので勝ちたいと

いうイメージを持ちました。とりあえず国体に出たい、その国体に出る前にジャパンパラという

大会に出たいという気持ちがありました。 

 

今、僕がいるグループは東京 DAC といって、大体 20 名ぐらいの障害者で、身体障害者がメイン

です。東京体育館をベースに活動しています。このグループは 2007 年の秋田国体に出場した水泳

や陸上の障害者の東京代表チームがベースになってできた団体で、みんな楽しくやりましょうと

いうよりは、コアなメンバーが集まって作られました。 

 

2008 年の北京の前、2006 年頃からボートもやっていて、その後水泳だったのですが、障害者ス

ポーツは当事者としてずっとやってきたという感覚を持っています。2006 年までは障害を負って

も自分がアスリート、プレーヤーとしてやっていたので、ボランティアの存在を当たり前に考え

ていました。最初にスポーツボランティアを見てすごいなと思ったのは 1986 年のロサンゼルスマ

ラソンです。僕はその当時向こうに住んでいて、第１回ロサンゼルスマラソンのボランティア活

動は、自分のポジションがあって、ちゃんと提案もできて、コマーシャルベースですけれど、す

ごく感動していました。今となってみれば障害者スポーツボランティアに関わるようになってか

ら感じたのですが、第１回ロサンゼルスマラソンが僕の中では強く印象に残っています。 

 

1998 年にはパリダカールレースに出ました。TSO というところがオーガナイズをやっているの

ですが、9割 9分ボランティアです。パリから始まってアフリカに行って、砂漠を走ってダカール

まで行くというレースです。その中のボランティアも、パリだけ、ヨーロッパだけ、アフリカに

入るとか、砂漠に入るとか、ボランティアのスキルによって活動場所が違います。スキルを持っ
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た人たちはスタート受付ではなく、アフリカの砂漠の中に入って行けます。これはすごいことで

す。ボランティアも適材適所というか、スキルを自分たちで持ってきて、「俺はこうなんだ」と言

うのです。それはすごいなと思いました。アメリカのコマーシャルベースに乗ったスポーツのボ

ランティアと、ヨーロッパの社会貢献的なスポーツボランティア。その違いを健常者の時に見ま

した。 

 

スポーツボランティアをやるきっかけは 2007 年の東京マラソンです。スタッフ側でやらせてく

れませんかと頼んだら、僕は車いすですけれども No problem と受け入れてくれました。ここにい

る先輩方と一緒に仲間も大勢いるのですが、当たり前のように障害者とか健常者とか関係なしに

扱ってくれたことが一番です。今ここにいて、スポーツボランティアを続けられることが僕の宝

物です。だから僕がこれからやっていくのは、もっともっと僕みたいに障害のある人がどんどん

普通の大会や普通のスポーツボランティアに参加できる場を作っていきたいということで、それ

が僕のこれからの使命です。 

 

② ディスカッション 

 

渋谷：こちらからパネラーに話を聞きたいのですが、矢萩さん、長倉さんからも障害当事者のボ

ランティアの話が出ました。増子さん、福島で下肢に障害がある方が指導者の統括をしてい

るとのお話でしたが、どんな種類の障害のある方が指導者として活動しているか教えてい

ただけますか。 

 

増子：福島県での障害者スポーツ指導員の方は、聴覚に障害のある方、肢体不自由、両肢障害、

切断などです。知的障害、精神障害のある方も障害者スポーツ指導員の資格を取って運営や

マネージメントをやったり、実際に一般の方のスキースクールの指導に行ったり、幅広くや

っているとお聞きしています。 

 

渋谷：ボランティアできる人が肢体不自由の人だけではないということがわかったと思います。

フロアに知的障害のスポーツ活動の支援に携わっている方がいらっしゃいますので、現場

で知的障害の方のボランティアの様子を伺いたいのですが、日向野さんいらっしゃいます

か。 

 

日向野：本日は貴重なお話をありがとうございました。スペシャルオリンピックスという知的障

害の方にスポーツの機会を提供する団体でボランティアのコーチとして活動している日向

野です。ご紹介ありがとうございます。知的障害がある選手の中に最初は自分がスポーツを

好きで参加し始めたという方がほとんどなのですが、継続的に活動していく中で後輩がで

きたり、自分より競技能力が少し劣る方が参加すると、知的障害のある選手が教える立場に

変わったりします。そこでスポーツをする楽しさに加えて教える楽しさを学んで、自分は選
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手ではなくて指導者として活動に参加したいと志願する知的障害の方もいます。スペシャ

ルオリンピックスではコーチの認定資格を設けておりまして、研修に参加して、実技・コー

チとして参加すると認定コーチになれます。コーチとして参加したいと志願した知的障害

のある方は、研修をしっかり受けてコーチ資格を取って活動に参加しています。私自身も長

く選手生活をしてきたのですが、年齢を重ねると同じ運動はできなくなります。しかし競技

に対して愛情はなくなっていません。知的障害のある方も激しい運動はできなくても、指導

者として参加し続けたいと考えるのは同じだと思っています。 

 

渋谷：ありがとうございます。多様な障害の人がボランティアとしてスポーツに関われるという

ことです。長倉先生、クィーンビーズでは社協さんを通じて結構重度な方にボランティアを

していただいているようですが、視覚障害の方でも活動としてやっていただけることもあ

ると思うのですが、具体的にそれについてお考えはありますか。 

 

長倉：日本のどこのスポーツ現場でも障害のある方がボランティアをしている例は少なく、山梨

県では社協がせっかくスポーツボランティア養成をしているので全国のモデルになろうと

意欲を燃やしています。ボランティアの活用側で実際にやってみていろいろな配慮が必要

ですが、配慮しすぎてもだめだなと感じました。山梨はマイナス 8度とものすごく寒く、健

常者でも寒いわけで、どこまで障害者に求めるのか、ボランティアに求めるのかの判断が結

構難しいです。オリンピックのボランティアを 600 人トレーニングした時に、一人ひとりの

細かいプロファイルを作って、どの言語ができるか、海外経験はあるか、どういう仕事をし

ているかなどのデータをファイリングしたうえでマッチングをしました。健常者、障害者に

関わらず細かいプロファイルをして、ボランティアの配置に関して細かい配慮が必要だと

思いました。 

 

渋谷：フロアの皆さんから質問を受けたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。 

 

質問者：私は聴覚障害の方とボランティアをしたことがあります。障害のある方とボランティア

をしたのは 15 年の経験の中で 1回しかありません。でもすごく充実した体験が今も残って

います。競技団体も皆さまももっと障害者がボランティアに参加できるようにするべきだ

し、障害者の大会に障害者がボランティアで普通に活動できるようにもっと推進すべきだ

と思います。これに関しても一言いただきたいと思います。 

 

渋谷：では増子さんから 

 

増子：はい、おっしゃる通りで私もボランティアすると考えた時に、一歩を踏み出す時に段差が

あるかなと、少しハード面で心配だったのです。ただやりたい気持ちはありまして、東日本

大震災の時も何かしなくてはと思って行動していました。あのように沸々と湧いていると

ころがあれば行きたいと思うのと、それも待っているだけでなく自分たちでもそのような
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場をこのようにしてほしいと言っていく必要があると今回お聞きして感じました。 

 

渋谷：矢萩さんお願いします。 

 

矢萩：障害者ももっとスポーツボランティアに参加したほうがよいと思います。障害者は手を上

げないのです。大体僕が声をかけると出て来てくれます。ハード面は僕が車いすでやってい

るから大丈夫だと。だからハード面よりは、障害者が障害者を呼ばない限り難しいです。健

常者から障害者にあなたはどこが悪いのですかなど聞きづらいと思います。車いすだから

歩けないのか、立位が取れないのかなどの区別とか、僕は脊損でも頸椎でもどのレベルなの

か聞けるので、それがあれば障害者はもっと出て来ると思います。実際に僕のメンバーは湘

南オープンウオータースイミングに参加してくれますし、車いすだからできない、聴覚障害

だからできないではなく、できるのは何だろうと探って行けばどんどんいろいろなことが

できます。 

 

渋谷：長倉さんお願いします。 

 

長倉：障害者のスポーツ実施率が低いという話がありましたが、障害者の実施率を上げようとす

るよりも、実は支える機会を提供することで、するスポーツはいいやと思っていたけれど自

分もやってみたいと思わせられる新たな接点を作れるところに大きな可能性があるのでは

ないかと思います。するスポーツは自分が笑顔になるものであって、支えるスポーツは人を

笑顔にする活動であるのですが、普段支えてもらうばかりの障害者が支える側に回ること

で、人の笑顔を作ることが自分の笑顔になるというところに非常に大きな可能性があると

思います。障害者当事者のスポーツボランティア活動はどんどん展開していただきたいと

思います。 

 

渋谷：今いただいた質問とお三方の答えがこのディスカッションのまとめに近いものになったと

考えております。もう一人から質問を受けたいと思います。 

 

質問者：ボランティアで自分のスキルを提供することが必要とありましたが、肢体不自由の方へ

のトイレに関してお話はありますか。 

 

渋谷：矢萩さんお願いします。 

 

矢萩：私は東京マラソンでは 10km の所で活動をしていますが、マラソンの時には私が多目的トイ

レを管理して必要な人にだけ使用してもらっています。 

 

渋谷：残り時間わずかになりました。お三方からひと言ずついただきたいと思います。長倉さん

からお願いします。 
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長倉：スポーツボランティアの大会運営ばかりに焦点が当たっていますが、だんだんグレードが

上がっていけばスポーツイベントの企画など運営者としても関われるスポーツボランティ

アの活動内容自体の広がりもあるといいです。それと、東京 2020 を盛り上げていきたいで

す。 

 

渋谷：では矢萩さんお願いします。 

 

矢萩：やはり障害者に対して声かけですね。「何かしましょうか ?」がよいと思います。 

 

増子：今日参加してよかったのは、皆さんが受け入れてくださるということを感じたので、これ

から一緒にお互いが参加する側、支える側に回れたらいいです。 

 

渋谷：最後に締めたいと思います。今回、進んだ取り組みをお聞きいただいた皆さんが障害者の

ボランティアと一緒に活動して、それを知らない人たちに広めていただきたいと思いまし

た。自分で体験しないとわからないと思うのですが、障害のあるなしに関わらず支え合って

スポーツを盛り上げていくことがこれからのボランティアに求められる役割ではないかと

考えます。 
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（５） 活動紹介② 

「大学生としての国際スポーツイベントへの関わり方の提案②」産業能率大学 

本日の発表は、最初に台湾研修での活動、次に台湾研修で感

じたこと、3つ目に大学生の国際スポーツイベントへの関わり

方の提案、最後にまとめの順に発表いたします。 

 

私たちは昨年の夏にユニバーシアードという大学生の国際

大会の観戦と銘傅大学の学生交流を目的に台湾へ行きまし

た。まず私たちは本学の協定校である銘傅大学の学生と交流

しました。キャンパスでは大学の紹介や大学の日常生活を紹

介しました。さらには国立台湾体育運動大学の学長であり、元

WBC 台湾チーム監督の林先生から台湾の野球について講義を

していただきました。その後、一緒に台湾のプロ野球観戦や、

学生同士で行き先を話し合って決め、案内をしていただきながら台湾文化に触れるフィールドワ

ークを行うなど有意義な時間を過ごすことができました。 

 

台湾研修の後半ではユニバーシアード大会の観戦に行き、その試合会場で「勝手にボランティ

ア」と「勝手にインタビュー」という活動を行いました。「勝手にボランティア」では愛媛大学の

活動を引き継ぎ、終わった会場でのごみ拾いを行いました。私たちがごみ拾いをしていると、観

客が一緒に手伝ってくれました。さらに私たちの活動を見た現地の方が SNS に活動内容を載せて

くれました。ごみ拾いをすることによって、観客が一緒に手伝ってくれて話すことができたので、

同世代の方だけでなく様々な世代の方と交流することができました。また、私たち独自の活動と

して、海外の方と交流を図るきっかけを作りたいと思い「勝手にインタビュー」を行いました。

インタビューで私たちは台湾を始めとする海外の方に「2020 年の東京大会についてどう思います

か ?」と聞きました。そこでインタビューした動画をご覧ください。（動画にて 「お祭り。」「も

し暇だったらぜひ行きたい。」などの答えが返ってきたことを示す。）このインタビューを受けて

くれた方は台湾の方で私たちは最初英語でインタビューを試みましたが、日本語のほうが話せる

と言われたので、日本語でインタビューを行いました。そこで台湾の方が日本の文化に関心があ

ることに私たちは刺激を受けました。この活動を私たちは SNS で発信し、愛媛大学の学生とも情

報共有を行いました。 

 

今回の台湾研修では同世代の海外の方と交流することによって、大学卒業後はワーキングホリ

デーを行うなど価値観や考え方の違いを知りました。また海外で過ごすという異文化を体験し、

日本では朝食を家で食べるのが一般的ですが、台湾では外食で済ませるなど、日本と違う文化を

多く体験できました。日本語を勉強するために日本のテレビを繰り返し観たり、流行しているも

のを研究したり、台湾の学生の日本への関心の高さを感じることができました。こうした体験に
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よって学生の時から国際交流することで将来の選択肢や考え方の幅が広がると思いました。 

 

またユニバーシアード大会を観戦して感じたことは、応援している人も多く、会場全体には活

気がありましたが、学生の観客や試合会場でのボランティア、外国人学生の数が少ないと感じま

した。実際に私たちは「勝手にインタビュー」をする際に台湾の方ではなく海外の方を探しまし

たが、なかなか見つかりませんでした。私たちは学生の国際大会なのに学生の関心が低いと感じ

ました。そこで日本人学生の国際スポーツイベントへの関心度を調べました。東京オリンピック・

パラリンピックにボランティアとして参加したいかを調べたところ 18 歳、19 歳、20 代を見ると

最も関心が高いことがわかりました。オリンピックなどの大規模なスポーツイベントへの興味・

関心は大学生などの若者でも高いようですが、私たちが体験してきたように学生レベルでの国際

大会への興味・関心は低いように感じられました。その一方で（スライドの写真を示して）選手

と観客がハイタッチしているように、選手間だけでなく参加者を含めた交流は深められるように

感じられました。そのため大学生として、国際交流を軸としたスポーツイベントへの関わり方を

考えるうえで、ユニバーシアード規模の大会でスポーツへの興味・関心を高めながら、国際交流

のきっかけづくりを行う場を設定したいと考えました。ユニバーシアードでは観客はもちろんの

こと、選手や大会関係者との距離が近く、国際交流のきっかけとする場として活用しやすいです。 

 

私たちの提案の内容は留学生に協力を仰ぎ、日本人と外国人の学生同士の交流情報を SNS で発

信してもらい、日本で開催される国際スポーツ大会をきっかけに国際交流を行うというものです。

具体的な案としては日本にいる留学生とスポーツイベントで交流を図り、その後、留学生の協力

によって、SNS で自国の学生向けに私たちの企画するイベント情報を発信してもらい、参加者を募

ります。そして海外ではごみ拾いをボランティアで行う文化がない国もあるので、日本にはこの

ような美徳という文化もあることを知ってもらうため、会場周辺のごみ拾いを参加者全員で行い

ます。そして一緒にボランティアとしてごみ拾いをしてくれた学生たちに対し、私たちが日本の

観光スポットの案内やスポーツイベントを実施することで様々な国の方と交流を図ろうという提

案内容です。 

 

実際にスポーツを通じて国際交流を行っている団体が 2 つあるので紹介いたします。1 つ目は

WorldFut という団体です。こちらの団体はフットサルを通じて国際交流を行い、カンボジアでの

子どもたちの支援を行っている団体です。もう 1 つはおりがみという団体です。こちらのおりが

みという学生団体は名前の由来のとおり 2020 東京オリンピック・パラリンピックを成功させるた

め、多くの学生を巻き込みたいと願い活動している団体です。このような団体と連携してイベン

トを行うことで、スポーツの価値観を知るきっかけにもなり、学生のスポーツへの関心がさらに

上がることと思います。 

 

最後に私たちの提案をまとめます。大学生が国際スポーツ大会で海外の人と交流することによ

って、スポーツを発展させていくことを提案します。先ほど紹介した学生団体のように学生の力

でスポーツを盛り上げようとしている団体と協力し合って、学生がスポーツの魅力に関心を持つ
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チャンスが増えればいいと思います。そうすることによって、将来にわたって国際交流を続ける

きっかけになり、つながりを構築していくことができると思います。 
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（６） 話題提供 

傳 夏樹 氏 

（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 

 

オリンピック・パラリンピックのボランテ

ィアとその募集についてお話いたします。オ

リンピック・パラリンピックのボランティア

は 2種類の予定です。大会ボランティアと都

市ボランティア、これは東京の場合ですけれ

ど、ロンドンでもこのような形で行われてい

ました。大会ボランティアは直接運営に携わ

るボランティアです。ロンドンではこのよう

に直接運営に関わる方を Games Maker と呼ん

でいて、まさに大会を一緒に作り上げる人た

ちだと聞いています。プロフェッショナルと

して誇りを持って 7万人の方が活動されまし

た。一方、観光・交通案内など街中で観光客にアナウンスする役割を担うのが都市ボランティア

で、ロンドンでも London Ambassador と呼ばれて活躍されました。 

 

東京ではこの大会ボランティアと都市ボランティア、今まで併せて 9万人以上の方に活躍いた

だきたいとお伝えしていましたが、昨日の夕方に新しい情報を発表しました。大会ボランティア

が 8万人、都市ボランティアは東京都が 3万人、埼玉県が 5,400 人募集すると聞いています。他

の自治体、例えば北海道、宮城、福島、茨城、静岡などもそれぞれ自治体で都市ボランティアを

募集することも検討していますので、私たちは全部で 11 万人以上になると考えています。日本

のいろいろな所でスポーツボランティアに活躍いただけると思っています。私がいる組織委員会

が担当しているのが大会ボランティア。東京都、埼玉県、静岡県など各自治体が運営するのが都

市ボランティアということで、担当が分かれていてわかりにくい部分もありますが、そのように

募集していく予定です。 

 

それでは大会ボランティアについて説明いたします。主に活動いただく場所です。各競技会場

の中や選手村など選手たちが生活の基盤とする場所です。その他、大会関係施設です。例えばメ

ディアが集まるメディアセンターなどがありますので、そこにもボランティアに活躍いただきた

いと思っています。大会ボランティアの活動内容のうち今日は 4つお話しいたします。まず会場

内の誘導・案内です。会場の至る所で観客のみなさんをご案内する活動。これは多くの方に参加

いただきたいと思っています。それからなかなか馴染みがないと思うのですが、ドライバーも過

去のオリンピック・パラリンピックではボランティアにやっていただきました。オリンピック・

パラリンピックの関係者を会場から会場へ輸送する移動のお手伝いをする役割です。リオ大会で

撮影：星野恭子
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は運転のボランティアに携わっていた方から「運転をしている間にその人からじっくり話を聞く

ことができて、すごく親しくなれて楽しいボランティアだった」という声も聞いています。そし

て、言語サポートとして選手やメディアとのコミュニケーションのサポートです。これは通訳と

いう役割よりも、言葉のサポートをしたり、何かできることがあればお手伝いをしていただくボ

ランティアです。それから選手団サポートです。各国からいらっしゃる選手団にいろいろなお手

伝いをしていただきます。これは選手団に付いて活動するので、有名選手と近くなれるかもしれ

ません。なかなかお付き合いのない国の選手と接する機会にもなります。 

 

一方、都市ボランティアは、空港や駅、観光地などで活躍いただくボランティアです。東京オ

リンピック・パラリンピックの時には海外からのお客様だけではなく、日本全国から東京のこと

をあまり知らない方もいらっしゃると思うので、交通・観光の案内がボランティアにお願いする

役割になる予定です。 

 

ボランティアの募集について今まで 2018 年の夏頃という曖昧な表現をしていましたが、昨

日、2018 年 9 月中旬と発表しました。日程が確定したらすぐに発表いたします。大会 2年前か

ら募集して早くないかという声も聞きますが、2年の間に面接や研修に来ていただきます。その

間に研修だけが目的ではなくボランティア同士も仲良くなってほしいですし、運営側と一緒にな

ってワンチームとしてやっていくので、私たちも仲良くなりたいという思いもあります。一緒に

この 2年間かけて関係を築いていき、2020 に向けてロケットスタートを切りたいです。少し長

くてうずうずする部分もあると過去大会でも聞いていますが、ここはワンチームになるための大

切な時間とご理解いただきたいです。 

 

大会ボランティアの募集条件は、2020 年４月１日時点で 18 歳以上の方、ボランティアの研修

に参加してくださる方、10 日以上活動できる方。これが結構難しいと思うのですが、10 日連続

ではなく、5日担当して 1日休んで 5日とか、もしくは競技スケジュールによって 3日間しかな

い競技を担当した後、4日間しかない競技を担当するとか。会場によっても活動の役割によって

も、シフトはフレシキブルになると思います。一方、都市ボランティアは同じく 18 歳以上、研

修を受けられる方、5日以上活動できる方と言われています。 

 

この東京大会のボランティアはさまざまな方にご参加いただきたいと思っています。先ほどか

らお話のある障害者について私が勉強になったのは、先ほどマセソンさんが「やりたいことを聞

いて、どういうことが私たちにお手伝いできるか」ということが大事だと聞いたので、オリンピ

ック・パラリンピックでも、「これが障害者の役割です」と切り出すのではなく、その方のやり

たいことを伺いながら進めていきたいです。それから、障害者が声かけすると障害者が来やすい

という声もありましたので、周りに自分もやってみようかなという障害者がいらっしゃればぜひ

お声かけいただいて、障害者にも活躍いただきたいということもお伝えいただきたいです。 
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さまざまな方に参加いただくために、私たちも仕組みを整えようと考えています。企業のボラ

ンティア休暇の整備に関してお願いしたり、大学の試験期間をずらせないかとかお伺いをした

り、このような取り組みを始めています。 

 

ボランティアの募集まであと半年になりました。言葉ができないとだめですかという質問がよ

く聞かれます。実は私はリオ大会で道に迷った時に、ID カードに“I speak English”と書いて

いるボランティアがいたので英語で聞きました。「ここに行きたい」と言ったら実は英語ができ

なくて、「かっこいいから付けているんだ」。その後、英語ができる人を 10 分ぐらいかけて一緒

に探してくれて、そういうリオの人の温かさに触れて、だからリオ大会のボランティアはこのよ

うにすばらしいと思われるのでしょう。必ずしも英語ができないと参加できないとか、フランス

語ができないといけないということはないので、安心して応募いただきたいです。これからあと

2年半ありますので、中学 2年生くらいの英語までは頑張っていただきたいです。 

 

私たち組織委員会や関係者の気持ちを代弁しますと、一緒に大会を成功させたいと思っている

方にぜひ応募いただきたいです。9月の中旬から募集が始まりますので、みなさんぜひホームペ

ージを見てください。よろしくお願いいたします。 
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（７） 総括 

二宮 雅也 

（日本スポーツボランティアネットワーク 理事） 

 

本日はお休みの日にも関わらず、これだけた

くさんの方にご参加いただき、本当にありがと

うございました。そしてマセソンさんを始めさ

まざまな方に熱いお話を展開していただきま

した。ご登壇いただいた方にもお礼を申し上げ

ます。 

 

総括として一言だけまとめとするならば、私

が今一番悩んでいることがダイバーシティー、

直訳すると多様性という言葉です。今日のタイ

トルにもあります「誰もが」というところがそ

れに当たるのではないかと思うのですが、今日

はマセソンさんにすばらしい言葉をいただきました。それは「可能性に目を向ける」という言葉

です。一番勉強になりました。できないことを探していくのではなく、何ができるのかを探して

いくことによって、逆に多様性の強みが発揮されるのではないかと感じました。 

日本は歴史的なこともあるかもしれませんが閉鎖的な社会として批判されている部分もありま

す。ただ、海外に目を向けると、いろいろな意味で多様性を乗り越えながら、あるいは理解しな

がら、共生しているところがあると思います。私たちは 2020 年以降を考えていかなければならず、

これだけ人口が減っていっている社会の中で一人ひとりが相当大事な人材としての資源になって

くるのではないでしょうか。それはもちろん子どもたちから高齢者までという発想もありますが、

おそらく国籍を考えても、いろいろな人が一緒に手を取り合って進んでいかなくてはなりません。

その中には障害がある方もいるかもしれません。本人ができないことに目を向けて、何をしてあ

げなくてはいけないとか、何に配慮しなくてはいけないということばかり考えていると、やはり

私たちも疲弊してしまうこともあるでしょう。そうではなく、この人はこれができるからこれを

お願いできないか、この人はこれが得意だからお願いできるのではないか、そういったそれぞれ

の強みを活かしていく視点を持つことによって、人がより楽しんでボランタリーな活動やさまざ

まな社会活動を豊かにしていくことにつながっていくということを今日一番感じました。またそ

のようなことがおそらく 2020 年の東京大会の成功にとても大事になってくる哲学であるとも思

いますので、今日共有したことをぜひお持ち帰りいただいて、また今後もみなさまのさまざまな

スポーツボランティア活動に活かしていただきたいと思っております。本日はありがとうござい

ました。 

以上 

 

撮影：星野恭子
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＊＊ 編集協力 ＊＊ 

 

執筆担当：及川 登代子（広報ボランティア） 

 

松本 明子 （広報ボランティア） 
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