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１． スポーツボランティアサミット 2013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： 2013年11月４日(祝・月) 

テ ー マ： 国際大会を成功させるためにみんなができること 

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） 

 

13：15～ 基調講演 

 「東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催について」（30分） 

 水野 正人 氏 （東京 2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 CEO）  

 

13：45～ パネルディスカション 

 「国際大会のボランティア運営について各立場からの見解」（60分） 

 

 ○コーディネーター 

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

 ○パネリスト 

       西川 千春 氏 （ロンドンオリンピック ボランティアリーダー） 

 中里 裕一 氏 （日本ラグビーフットボール協会 総合戦略室 国際部 部長） 

 渡邉 一利 氏 （日本ワールドゲームズ協会 執行理事） 

 

14：45～ 参加者代表コメント 

 師岡 文男 氏（元スポーツアコード 理事／上智大学 教授）（5分） 

  

〈休憩〉 

15：00～ グループワーク（ワールドカフェ） 

 「国際大会の成功に向けた日本の特徴をいかしたおもてなし」（50分） 

 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～ 日本スポーツボランティアネットワークの活動紹介（5分） 

 但野 秀信 （日本スポーツボランティアネットワーク 事務局） 

 

15：55～ 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） 
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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）  

 

 

本日は、お忙しい中「スポーツボランティアサミ

ット 2013」にご参加いただき誠にありがとうござい

ます。 

 

私ども日本スポーツボランティアネットワークは、

「我が国のスポーツボランティア文化の醸成を図り、

国民の生涯にわたるスポーツ活動を通じた豊かな生

活の形成に寄与すること」を目的に、昨年 4 月に設

立し、現在は、特定非営利活動法人として各種事業

を推進しております。 

 

本日は、「国際大会を成功させるためにみんなができること」をテーマにサミットを開催させ

ていただきました。 

 

近年、日本においてもスポーツボランティア活動が広く社会に認知されようになり、昨年の

ロンドンオリンピック・パラリンピックでの「ゲームズメーカー」の活躍は、スポーツボラン

ティアがスポーツイベントの成否のカギとなる重要な存在であることを世界に知らしめました。 

 

そのような中、本年 9月ブエノスアイレスにおいて、2020年のオリンピック・パラリンピッ

クの東京開催が決定いたしました。これは日本にとって、そして私たちにとって、大変喜ばし

いことであります。改めて、東京開催決定にご努力いただいた招致委員会の皆様、関係者の皆

様、そして東京を支持していただいた IOC メンバーの皆様に感謝申し上げるとともに、本日、

基調講演をいただく水野正人様に本当にお疲れ様でしたと申し上げます。 

 

そして、日本での国際大会は東京オリンピック・パラリンピック開催だけはなく、2019 年に

はラグビーワールドカップが開催されます。また現在、多くの種目団体が国際大会の日本招致

に向けて活動していると聞いております。 

 

これからの 7 年は、日本のスポーツ環境に大きく変革をもたらす 7 年であり、その変革は、

2020 年以降を視野に入れたものでなければなりません。スポーツボランティアもその中でしっ

かりとしたポジションを築いていかなければならないと考えています。 

 

本日ご参加の皆様には、本日を機にスポーツボランティアに興味を持っていただければ幸い

です。すでに活動している皆様には、一人でも多くの方にスポーツボランティア活動に参加い

ただけるよう、スポーツボランティアの楽しさや、やりがいをご友人などに伝えていただきた

いと思います。 

 

また、大規模イベントだけでなく、地域の身近なスポーツイベントにも目を向けていただき

たいと思います。そのような皆様一人ひとりの地道な活動が、スポーツボランティアへの理解

が深まるものと考えますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

最後になりますが、本日のスポーツボランティアサミットは、非常に興味深い貴重なお話が

聞けることと思いますので、どうかこれからの皆様のスポーツボランティア活動に、お役立て

いただきますことをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 
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（２）基調講演（要旨） 
「東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催について」 

水野 正人 氏 （東京 2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 CEO） 

 

 

本日は、スポーツボランティアの皆様の前で、「国

際大会を成功させるためにみんなができること」と

いうテーマで、お話できることをうれしく思います。 

 

「たいまつの火は消さない。ともし続ける。」と前

都知事の石原慎太郎さんがおっしゃいました。それ

は、2016年オリンピック・パラリンピックの招致に

敗れたときのことでした。日本オリンピック委員会

は、すぐに招致戦略本部をつくり、2020年の招致に

立候補することを決めました。 

 

1回の招致立候補でオリンピック・パラリンピックの招致に成功することは、至難であること

を 2016 年に立候補する前に予想していました。そして現実に 2009 年 10 月 2 日に 2016 年の招

致レースに敗れてしまいました。その後、2011年 3月 11日の東日本大震災を受け状況が一変し

ました。被災 3県の知事にお会いし、2020年の招致について同意書を得て、再び招致活動を始

めました。そして、日本オリンピック委員会創立 100周年である 2011年 7月 15日に、2020年

の招致に立候補することが決定し、9月に再度立候補申請を提出しました。 

 

2016年の招致レースに敗れたことから学んだことは山ほどあり、これを 2020年の招致に全て

生かす様にしました。例えば、IOC評価委員会が東京を訪れた際に、東京の招致について聞いた

ところ、関係者の縦横の連携が取れていないとの指摘を受け、このことから 2020年では、評議

会をつくり、経団連や日本商工会議所、PTAなど 63の団体にご支援いただくと共に、縦横斜め

にも連携が取れるようオールジャパン体制を敷きました。 

 

今回の招致委員会の予算は、前回の 150億円の半分である 75億円の半分とし、東京都から 37

億円、招致委員会が 38億円を負担しました。 

 

招致活動は、主な 6つに分けて運営を行いました。 

（１）計画作り。2016 年の計画を見直し改善をしました。例えば、メインスタジアムは、晴海

で計画をしていましたが、三方を海に囲まれた場所は有事の際に危険だと IOC から指摘

を受けたことから、国立競技場への変更を行いました。 

 

（２）支持率。招致委員会の事業部が様々な事業を行いました。550 万個のピンバッチを作り、

多くの都民に付けてもらい、支持率の向上をはかりました。 

 

（３）広報。国内での広報活動に加え、国際的な広報活動を許可される 2013年 1月 8日から幅

広く活動を開始しました。 

 

（４）IOC委員への対応。IOC委員は立候補都市を訪問してはならず、また立候補都市も IOC委

員を訪問してはならないと定められています。IOC 委員が立候補都市の情報を得るには、

立候補ファイルと IOC評価委員会からの報告をもって判断することになります。従って、

日本を訪問する IOC評価委員 15名の視察は、ミスをおこさないために万全の準備を整え

ました。 

 

（５）プレゼンテーション。2013年 5月、2013年 6月、2013年 7月のテクニカルブリーフィン

グ、そして 2013年 9月 7日の最終プレゼンテーションの 4回プレゼンテーションを行い
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ました。最終プレゼンテーションは、サプライズとエモーションをテーマとし、英語が

苦手な IOC 委員にも伝わりやすいように、短く、はっきり、分かりやすいプレゼンテー

ションを心掛けました。 

 

（６）ロビイング活動。立候補都市の IOC 委員は投票することができませんが、立候補に落選

した場合は、投票することができます。IOC 委員には、2020 年の開催に向けてオリンピ

ック・パラリンピックの理想や考えをヒアリングすることから始めました。ロビイング

活動に必要なのは、友情と信頼と理解です。 

 

2013年 8月中旬までは、東京が招致活動を優位に進められていると感じていました。しかし、

8 月 20 日に発表された福島の汚染水問題が公になると、状況が一変しました。そこで、9 月 7

日の最終プレゼンテーションにおいては、総理から「福島の汚染水問題は国が補償する」こと

を発表してもらう必要があると考え、竹田会長とともに安倍総理にお願いをしました。 

 

招致を決定する投票方法は、立候補している 3 都市の中で最少得票都市が名前を呼ばれて落

ちるルールとなっています。もしも 1 回で過半数の投票を獲得する都市があった場合は、ロゲ

会長が「もうこれ以上投票はありません」と発表することになっています。 

 

当日は、1回目の投票で「インタンブール、マドリッドが同票」と発表され、これは東京が他

の 2 都市よりも多く投票を得ていることであり、まず一安心をしました。同票 2 都市の決選投

票が行われ、イスタンブールが 49 対 46 という僅差で通過したことを後程知りました。最終投

票は、別室で行われるため、投票結果はロゲ会長も知りません。選挙管理委員長がロゲ会長に

手紙を渡し、招致決定都市を読み上げられ、公表となりました。 

 

招致に成功したのは、多くの皆様が東京開催を願ってくださったからであり、心からお礼を

申し上げたいと思います。2012年の 5月に IOCが発表した東京の支持率は 47％でした。そこか

らロンドン開催前に 58％、ロンドン開催後は 63%。そして 50万人の銀座パレードなどを行い 2013

年 1 月には 70%となり、3 月に招致委員会が同じ方法調査した際は 83％となりました。そして

2013年 8月の調査では、92％という支持率をいただきました。この支持率は私たちにとって大

変心強いものです。国民・都民の支持率は、IOCに対して非常に良い PRとなります。 

 

2020年の立候補ファイルには、有形・無形のレガシー（遺産）を残すことを約束しています。

有形は、施設など形のあるモノを残すことです。私たちは 1964年の東京オリンピックの施設も

まだ使っています。新しく作る施設は、新国立競技場を含め 11の公共施設です。仮設施設も 11

作ります。そして無形のレガシーも残す必要があります。ボランティアリズムの醸成も記して

あり、健全とした社会や生き生きとした社会をつくることが無形のレガシーとなります。 

 

国内のスポーツボランティアの事例として、プロゴルフのツアーでは、毎年多くのスポーツ

ボランティアにご協力をいただいています。ボランティア活動をしていない時間は、ツアーを

観戦できる環境とし、また毎年色の変わるピンバッチをボランティアにお渡ししています。そ

して活動後に、ツアー優勝者とボランティアの集合写真を撮るなどして、ボランティアの意思

を尊重しています。ロンドンのボランティアと同様に、イベントを一緒につくるゲームズメー

カーという言葉が正に当てはまります。 

 

東京への招致活動が私の役目であり、目標を果たすことができました。これから開催に向け

て、オリンピック・パラリンピック組織委員会が組織化され運営します。運営に必要なボラン

ティアは、7～8 万人となります。皆さんの力で素晴らしい大会を開催し、その後に素晴らしい

社会が続くように、皆さんと共に 2020年を楽しみに頑張りたいと思います。 
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（３）パネルディスカッション（要旨） 
「国際大会のボランティア運営について各立場からの見解」 

 

コーディネーター 

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

 

本日は 3連休の中、このようにたくさんのかたに

お集まりいただき、本当にありがとうございました。

秋も深まり、スポーツイベントのシーズンとなりま

した。昨日も湘南でマラソン大会が開催されました

が、スポーツのボランティア活動の関わり方も多様

化しています。本日は、各パネリストから色々なお

話をしていただきますが、皆さんと一緒に私も勉強

をして参りたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

①パネリストからの発表 
西川 千春 氏 （ロンドンオリンピック ボランティアリーダー） 

 

 

西川と申します。ロンドンに 23 年住んでおり、

ロンドンオリンピックでは、ボランティアのリーダ

ーとして活動しました。このような機会を与えてい

ただきましたことに、感謝いたします。 

 

今まで開催されたオリンピックの中で、ロンドン

は最も成功された大会だと思っています。この大会

を一緒に作り上げたメンバーという誇りにあふれ

た象徴となるこのユニフォームを再び着られたこ

とをうれしく思います。 

 

2013年 9月 7日に東京に開催が決定し、私も歓声をあげ、感極まり涙を流しました。 

先日、ロンドンで BBCという TV番組のワールドニュースに出演し、招致決定前と招致決定後に

取材を受け、想いを語りました。 

 

2005年 7月にロンドンにオリンピックの開催が決定した際、私も何かに関わりたいという気

持ちから、ボランティアとしての活動を決めました。東京の開催が決定し、ボランティア活動

を目指す方もいらっしゃると思いますので、その想いを忘れずに活動してください。 

 

ロンドンオリンピックは、24 万人が申し込み、7 万人が活動しました。多くは、会場での案

内や誘導、チケット切りなどです。面白い活動としては、ボランティアユニフォームの配布や

ID の発行、スポンサーから提供された車両を運転するドライバーなどもありました。専門的な

知識を有する活動としては、通訳や医療などもあります。式典の演者もボランティアでしたが、

申し込み手続きが若干異なり、オーデイションがありました。 

 

ボランティアは、募集当初からゲームズメーカーと呼ばれ、ボランティアである「あなたが

ゲームを作るメンバー」という意味が込められています。 



 6 

申し込みは、開催の 2年前に行われ、ホームペー

ジ上からエントリーします。その時点で自分が希望

する職種を 3 つほど選択します。開催 1 年半前の

2011 年 2 月からボランティアのインタビューが行

われました。24 万人を行ったそうですが、インタ

ビューをするボランティアをしないかと関係者か

ら誘われました。その後、待望のボランティアのオ

ファー（活動依頼）が 2011 年 10 月にありました。

そして 2011年 11月に各種目のテストイベントが開

催されました。 

 

オリエンテーショントレーニングは、まずオリンピックの精神、歴史、種目、テロ対策など

一般的なことを学びました。その後、自分の職種に関するトレーニングが続きます。最後に配

属になる施設に関する説明が現場でされました。またソーシャルネットワークの対策も行われ、

当初は使用不可でしたが、現実的に使用させないことは難しいとの判断から、開催前には使用

可能となりました。但し、ボランティア活動に差支えなく、公開されている情報以外の掲載を

しないという制限が設けられました。 

 

イギリス人の考え方は、問題は必ず起きるという視点から物事を考え、現実にセキュリティ

ーが追い付かないというトラブルが発生し、イギリスの兵士 2000人の動員がありました。 

 

オリンピック・パラリンピック開催後に行われた沿道でのパレードでは、選手団の後ろに我々

ボランティアが歩きましたが、選手と同じように沿道の観衆から祝福を受けました。また、オ

リンピックの閉会式で、ボランティアに対するお礼の拍手がとても長かったように、市民が応

援してくれる環境でありました。 
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中里 裕一 氏 （日本ラグビーフットボール協会 総合戦略室 国際部 部長） 

 

 

私は、日本ラグビーフットボール協会の国際部に

属しており、日本で行われる国際大会の運営や海外

チームの受け入れなどを担当しております。今回は、

これまでの経験やラグビーワールドカップのボラン

ティア活動を皆さんにお伝えします。 

 

ワールドカップと言いますと、サッカーを思い浮

かべる方が多いかと思いますが、ラグビーワールド

カップは、世界三大スポーツイベントに数えられる

イベントです。 

 

4年に一度の開催で、世界からトップ 20のチームが参加し 48試合を行います。主催は、オリ

ンピックなどと同様に、大会ごとに組織委員会が立ち上がり運営を行います。特徴としては、

オリンピックのように１都市開催ではなく、国としての開催となります。この大会は、7週間で

開催され、約 5,500 人のボランティアに支えられて運営をしています。主な活動内容は、誘導

やチケット切り、式典や広報対応などがあります。 

 

第 1回大会は 1987年に行われ、これまでヨーロッパを中心にラグビーの強豪国で開催されて

いましたが、2019年のワールドカップはトップ 10に該当しない国での初開催であり、アジアに

おいて初開催となります。これは、国際ラグビー連盟にとって大きな決断であると同時に、我々

にとっても大きな挑戦となります。 

 

2011年のニュージーランド大会では、12の試合会

場に加えて、各地でキャンプも行われるため、広範

囲な活動となります。大会のキャッチコピーは、「ザ 

スタジアム フォー ４ミリオン」です。400 万人の

スタジアムという翻訳で、ニュージーランド人口 400

万人全員で大会をホストしようというメッセージで

す。 

 

開催国のユニークな取り組みとして、2007年のフ

ランス大会では、ブラスバンドがスタンド内で常時

演奏をしていました。試合中は演奏しないのですが、

この大会では演奏されており、フランスらしい明るい雰囲気を作り出していました。また、2011

年のニューランド大会は、「アドポト セカンドチーム」という仕組みがあり、地域に参加チー

ムを割り振り、第二のホームチームとして応援を通じて大会を盛り上げる手法です。逆に参加

チームが地域へ貢献する活動として、「レガシープログラム」があります。これは、選手が小学

校や施設を訪問して国際交流を図る取り組みです。 
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渡邉 一利 氏 （日本ワールドゲームズ協会 執行理事） 

 

【ワールドゲームズについて、プロモーションビデオで紹介】 

 

いま一度、ワールドゲームズの概略、特徴について、

簡単に説明いたします。 

 

（１）ワールドゲームズは、世界のトップアスリート  

による「総合競技大会」です。 

（２）オリンピック･パラリンピック大会との違いは、 

① 競技種目が異なること。 

② 参加選手は、各国の代表ではなく、各競技種

目の国際スポーツ連盟（IF）が選出する世界

最高レベルのトップアスリートであること。 

③ 既存の施設を活用した大会運営のため、巨額の費用を必要としないこと。 

（３）国際ワールドゲームズ協会（IWGA）と国際オリンピック委員会（IOC）の「相互協力の覚

書」に基づき、ワールドゲームズ大会は IOCから様々な支援を受けています。 

こうしたことから、ワールドゲームズは「第二のオリンピック」と言われているのです。 

 

歴史的には、1981年にアメリカ合衆国・サンタクララで第 1回大会が開催され、18競技種目

に約 1,300 人の選手が参加しました。その後、規模も大きくなり、第 9 回となるコロンビア・

カリ大会には、31競技種目に 3,000人の選手が出場しています。また、参加選手の国・地域は

実に 101に及び、これはオリンピックに参加する国・地域の約半分の数に相当します。 

なお、11 日間にわたり熱戦が繰り広げられたカリ大会には、選手・コーチ、大会関係者、応

援者など約 500,000人の外国人訪問者があったそうです。 

 

いよいよ本題です。この大規模な国際大会の運営を支えたボランティア活動を紹介します。 

先ず、カリ大会の運営組織体制を日本方式で局・部・課・係で説明します。組織委員会の中

に 8 つの局があります。その一つ「サービス局」の中にボランティア部が位置付けられます。

さらに、ボランティア部は、競技会場、メディア、文化プログラム、ID発行、など 9つの課に

分かれ、それぞれの課に複数の係があります。各課の人数はスライドの通りで、最大が競技会

場の 1,670人、最少が IWGA事務局運営補助の 20人、延べ 4,500人となります。 

 

ボランティア募集は 1年 6ヵ月前の 2012年 1月に開始し、7,200人の申込みを数えました。

2012年 7月からは、申込者全員に個人面接、その後、外部教育機関でのボランティア講習会、

語学研修などを実施し、本番に向けた準備を整えました。語学研修には 2,500 人が参加し、英

語、フランス語、ドイツ語、日本語などカリ市内の大学で学んだそうです。かつては、スペイ

ン語以外通じない時代もあるようですが、今ではすっかり外国語教育にも熱心なようで、高校

生はじめ多くの若者が通訳ボランティアとして活躍していました。競技会場、メディア対応、

空港、ホテルなどで多くの若者が笑顔で気持ちよくボランティア活動をしていましたが、人を

知る、社会を知る、世界を知る、といった教育的側面からも若者のボランティア活動は大いに

奨励すべきだと思います。 

 

最後になります。これまでのワールドゲームズ大会には、4,000人から 5,000人のボランティ

アが活躍していますが、オリンピック・パラリンピックとなると一桁異なります。2012 ロンド

ン大会は 70,000人、2020東京大会は 80,000人です。 

従って、2020 東京大会を成功に導くためには、大会組織委員会が中心とはなりますが、日本

スポーツボランティアネットワークはじめ、日常的にスポーツボランティア活動にいそしむ一

人ひとりが、積極的にゲームズメーカー（大会をつくる一員）として参加できる環境創出が重

要になってきます。 

日本スポーツボランティアネットワークの今後の活動を大いに期待しています。



 13 

  
 

  
 

  

 

  
 



 14 

  
 

  
 

  
 

  
 

 



 15 

②ディスカッション 
 

○二宮 

市民がスポーツボランティアを楽しむために、スポ

ーツボランティアの魅力を、経験者または主催団体

等それぞれの立場からご意見をいただきたい。 

 

●西川 

オリンピックは、想像以上に大きなイベントでした。

それは、各種目の競技内容もさることながら、観客

や映像等の最新技術など、あらゆる面から刺激があ

りました。今までスポーツやボランティアに縁がな

かった方をこのイベントをきっかけに参画できる機

会ではないでしょうか。 

 

●中里 

競技団体の競技役員などは、ボランティアとして活動しています。この仕組みは、ラグビーに

限らず多くの競技団体と同じですが、その競技の未経験者が関わりづらいというのが現状であ

り、我々の課題です。一方、外国人の選手や来場者に試合後にインタビューをすると、ボラン

ティアやスタッフの気遣いが素晴らしいとの意見が多く寄せられます。このように色々な人か

ら感謝されることが、やりがいにつながるのではないでしょうか。 

 

●渡邉 

大会組織委員会、ボランティア担当事務局が、ボランティア活動の大切さと楽しさを伝えるこ

とが重要です。そのためには、形式的な講習会だけでなく、模擬体験や実戦経験を積める機会

をできるだけ提供することです。なぜボランティア活動が必要なのか理解促進を図ると同時に、

ボランティアとしての心構え、知識、技能など実体験を通じて身に付けていただく。そのうえ

でボランティア活動は楽しいという気持ちになってもらう。この努力を主催者が戦略的に計画

的に行うことが大事だと思います。 

 

○二宮 

スポーツイベントを運営する際、様々な組織や団体、地域住民などの協力があって開催されて

いますが、どのような協力体制があったのか、または日本型として望ましい協力体制について、

それぞれの立場からご意見をいただきたい。 

 

●西川 

ロンドンの組織委員会は積極的にリーダーシップをとり、ボランティアに対して「あなたたち

ボランティアが主役」という言葉を常に我々に伝えていました。その中でも、組織委員会会長

のセバスチャン・コーは、自らが汗をかき様々な活動をしている姿がとても印象的で、非常に

強いリーダーシップを発揮していました。近代オリンピックは、スポンサーなしには運営でき

ない現状であることから、スポンサーシップを大切にしています。例えば、アディダス社から

提供されたボランティアウエアを大切に扱うことなど。また、ボランティアのマネジメントや

教育プログラムなどは、スポンサーであるマクドナルドのノウハウが生かされ、テキストなど

各所にロゴが印字されていました。 

 

●中里 

ラグビーワールドカップの開催は、広域での開催となることから、各自治体との連携が最も重

要となることから、組織委員会に各自治体やそれぞれの専門家で構成されます。日本の特性を

考慮すると、会社員がある一定期間をスポーツボランティアとして活動できるのか不安なため、

企業や団体と協力した運営方法を構築など様々な方法を模索します。 
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●渡邉 

ワールドゲームズのような大規模イベントになると、大会組織委員会の構成が重要になってき

ます。政治、行政の代表はもちろん、経済界や法曹界などの有力者にできるだけ関わってもら

い、大会成功に向けた意思決定と行動展開を迅速かつ的確に実施することです。一方、地域イ

ベントでは、行政、商工会議所、青年会議所、PTAなど各種団体、関係者との連携が円滑な運営

につながります。そして何より大事なことは、イベント開催後にそのボランティア活動をどう

継承できるかということだと思います。一過性で終わらせず、どう地域コミュニティの活性化

につなげることができるか、むつかしいですが、これこそがレガシーとして大事なことです。 

 

○フロアからの質問 

学生のボランティア活動について、事例があれば紹介していただきたい。 

 

●西川 

ロンドンオリンピックのボランティア募集条件は、18 歳位でした。ロンドンオリンピックの象

徴的な活動として、子どものボランティアがありましたが、一般的な活動ではありません。オ

リンピック開催期間は学校の夏休みであったため、大学生のボランティアは多いが、過度の人

数ではなく、学生が団体で参加していることは見かけませんでした。学生と同様に夏休みを利

用してボランティア参加をする教員がいました。教員はマネジメントする能力を兼ね備えてい

るため、ボランティアリーダーとして、適切な活動をしていました。 

 

●中里 

ラグビーワールドカップにおいて、学生が特別に多く活動していることはなく、ナイトゲーム

もあるため、一般的な活動は 18歳程度以上が適当かと思います。但し、試合の運営には、青年

によるボールボーイや入場セレモニーなど幅広い年齢層の方がボランティアとして関わってい

ました。 

 

●渡邉 

ワールドゲームズのカリ大会では、通訳ボランティアとして高校生が多く活動していました。

高校生の笑顔で気持ち良いボランティア活動が各所でみられ、大会運営に一役かっていました。

また、ワールドゲームズではありませんが、2011年に TAFISA（国際スポーツ・フォー・オール

協議会）のスポーツ・フォー・オール・ゲームズがリトアニアで開催されたのですが、ここで

も多くの高校生がボランティアとして活躍しました。国内産業に乏しいリトアニアは学校教育、

特に語学教育に熱心なところで、高校生が通訳ボランティア、案内ボランティアなど生き生き

と活動していました。やはり、若者に対する教育の一環として、外国人と一緒に過ごす時間、

活動する機会は非常に有益であると思います。日本でも 2020大会に向け、若者に対するボラン

ティア教育、参加機会の提供を積極的に行うべきだと思います。 

 

○コーディネーター 二宮 まとめ 

イベントにおけるスポーツボランティアは、種目や

大会だけではなく、種目やルールを知ることによっ

て、楽しみの幅が広がるのではないでしょうか。水

野様の基調講演にもありましたが、ボランティアは、

無形の遺産として残さなくてはならず、それは単純

にボランティア活動した事実が残るということでは

なく、色々な人が主役となって協働するモデル形成

が望まれるのではないでしょうか。東京オリンピッ

ク・パラリンピックまでは、7 年弱の時間があり、

その前後にも様々な国際イベントが日本で開催され

ます。これらのイベントをきっかけに、これからの日本を形成するスポーツボランティア・レ

ガシーを残すためのきっかけを本会で感じることができたとすれば、コーディネーターとして

幸いです。 
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（４）参加者代表コメント 
師岡 文男 氏 （元スポーツアコード 理事／上智大学 教授） 

 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンンピックの招

致活動などに関った経験や本日の発表内容を聞い

たうえで、これからのスポーツボランティア活動に

必要な心構えを 6つにまとめました。 

 

(１)国際大会では、レベルの差はあれ、英語会話力

のアップが必要。1 日 10 分間さけば一年間で

60時間になる。また最近の脳科学で、週３日の

有酸素運動で記憶力は落ちないことが分かっ

た。いまから始めるべし。 

 

(２)大会のこと、その大会のスポーツのことをよく理解すべし。 

 

(３)アセスメント。参加国のことをよく調べ理解すべし。 

 

(４)障害者ケアを身につけるべし。  

 

(５)下からの盛り上がりが大切。上からの指示まちではなく、提案し、準備すべし。 

 

(６)ボランティアはレクリエーション(自ら楽しさを求めて行う活動)。他者の役に立つ楽しさ

を追求すべし。 
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（５）グループワーク（ワールドカフェ）（要旨） 
「国際大会の成功に向けた日本の特徴をいかしたおもてなし」 

東 正樹 （日本スポーツボランティアネットワーク 理事）  

 

 

170名の参加者が 21のグループに分かれ、「世界」

「おもてなし」「スポボラ」のいずれかを題材に、川

柳をつくり発表をしました。 

 

（スポーツボランティアサミット 2013 川柳発表） 

●ボランティア 人と自分の 高めあい 

●ボランティア 参加は簡単 やってみょう 

●手をつなぐ 選手もボラも 笑顔はばたく 

●おもてなし 世界の文化の 理解から 

●微笑みで 世界を結ぶ おもてなし 

●おもてなし 世界に響け ありがとう 

●スポボラの おもてなしには 裏がある？ 

●スポボラが 世界に広める おもてなし 

●感動の 舞台をつくる ボランティア  

●おもてなし 笑顔のパレード 世界に向けて 

●美四季 日本の笑顔 おもてなし 

●外国語 ウンコおしっこ 云えるかな 

●ボランティア 笑顔で声かけ 第一歩 

●差しのべる 両手と心で おもてなし 

●つどいの輪 もてなす心 ささえ合い 

●おもてなし ボラで呼び込む 世界の笑顔  

●おもてナシ きっかけなんでも もんだいナシ 

●世界中 笑顔でつなぐ おもてなし 

●スポボラで 婚活励み 国際結婚 

●ボランティア 世界につなぐ 笑顔の輪 

●こい世界！ 笑顔で花さく ２０２１ 

 

 

市民が自主的に関わったイベントは、関わった市

民のやりがいと想いが詰まっているため、レガシー

として残ります。我々は幸運にも、オリンピック・

パラリンンピックなどの国際イベントを経験するこ

とができるのです。我々が行動を起こせば、日本に

スポーツをきっかけとしたボランティアのレガシーを残せるはずです。 

自分たちで作った川柳や他グループの川柳を記憶として残し、日々のスポーツボランティア

活動に役立ててください。本日の出会いに感謝をして、グループワークを終了いたします。 
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（６）日本スポーツボランティアネットワークの活動紹介（要旨） 
但野 秀信 （日本スポーツボランティアネットワーク 事務局） 

 

 

日本スポーツボランティアネットワークの活動

を事務局からご紹介いたします。説明する内容は、

配布資料に同封してあり、本日は要点のみご説明

いたします。詳細はホームページに掲載しており

ます。 

 

国内には、146のスポーツボランティア団体がホ

ームページを有し活動をしています。その活動は

自らの地域や特定のスポーツ種目のための活動で

あることから、他団体との連携は非常に乏しいの

が現状です。 

 

日本スポーツボランティアネットワークは、スポーツボランティア団体をネットワーク化し、

国内で活動するスポーツボランティア団体を点から線に、そして面にする活動です。ネットワ

ーク化により、それぞれの団体が有するノウハウや課題を皆で共有し合う環境をつくります。 

 

具体的な活動は３つあります。 

（１）コーディネート事業は、ボランティアを必要とする団体とボランティアに参加したい人

をつなぐ情報提供です。特にボランティアを必要とする団体に対し、ボランティアの受

け入れ方を説明し、活動の場を増やしています。 

（２）スポーツボランティア養成事業は、レベルに応じた４つの養成プログラムを学ぶライセ

ンス制度です。これからスポーツボランティアを始める方には、やりがいや魅力を伝え、

スキルアップを目指す方には、チームビルディングや組織運営、安全管理などを学ぶこ

とができます。 

（３）スポーツボランティア周知・啓発事業は、スポーツボランティアに関わる様々な立場の

方が一堂に会し、活動報告や意見交換を行います。本日開催しているスポーツボランテ

ィアサミットや、地域や競技種目ごとに行う小規模な活動も開催します。 

 

本団体は、組織設立 5年後である 2017年までに、47都道府県にネットワークの構築を目指し

ます。全国で開催されるスポーツボランティアに関する情報を、スポーツボランティア団体同

士で共有し、日本にスポーツボランティアの文化を醸成させることを目的に活動しています。 
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（７）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） 

 

 

昨年開催した、第 1 回目となるスポーツボランティア

サミット 2012 において、スポーツボランティアの行動指

針をスポーツボランティア宣言 2012 として定め、皆さん

の気持ちを一つにまとめました。 

 

日本には、まだスポーツボランティアは定着していま

せん。本日参加した皆さんが、自らスポーツボランティ

アを楽しみ、日本にスポーツボランティアを広める先駆

ける役目となります。 

 

本日の登壇した方々の意見を集約し、スポーツボラン

ティアサミット 2013の総括とさせていただきます。 

 

 

【スポーツボランティアサミット 2013 総括】 

○オリンピック・パラリンピックをきっかけとする、スポーツ振興の高まりと共に、これから 7

年間で事前・大会期間・大会後につながるスポーツボランティアづくりが、オリンピック・パ

ラリンピックの成功につながる。 

 

○国民・ＮＰＯ・企業・行政・政府などが、スポーツボランティア活動を通じて協働し、日本に

素敵なスポーツの新しい息吹を起こし、将来に残し続ける。 

 

○日本で開催される国際大会は、スポーツボランティア活動もオールジャパンで臨み、おもてな

しの中身を磨くことが大切。 

 

○そして、このサミット開催に関心を持っていただき、スポーツボランティア団体のネットワー

クを全国級にした連携が、この団体を支え、関係する人たちが育まれる。

 

【スポーツボランティア宣言 2012】 

 

私たちスポーツボランティアは、国民一人ひとりが生涯を通じてスポーツを楽しみ、幸福を感じられる社会を

実現するため、全国の仲間と一致協力して、スポーツボランティア文化の確立を目指すことを、ここに宣言し

ます。 

 

行動指針 

○スポーツボランティアは、スポーツイベントや日々のスポーツ活動など、あらゆるスポーツシーンをささえ、

自ら楽しみ、その魅力を多くの方々に伝えます。 

○スポーツ振興組織は、スポーツボランティアの協力を得て、イベントの成功やクラブ運営の充実などを通じ

て、全ての参加者の豊かな人生づくりを支援します。 

○スポーツボランティア組織は、構成メンバー間でミッションを共有し、スポーツボランティア活動を通じて、ス

ポーツの振興と地域の活性化に貢献します。 

○日本スポーツボランティアネットワークは、調査研究、研修会、情報提供などの事業を通じて、全国のスポ

ーツボランティア活動の協力連携を促進し、我が国におけるスポーツボランティア文化の醸成に努めます。 

 

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 

2012年 11月 3日 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツボランティアサミット 2013 報告書（2013年 11月） 

 

 

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 
〒107-6011 

東京都港区赤坂 1-12-32アーク森ビル 11階公益財団法人笹川スポーツ財団内 

電話：03-5545-3301  ＦＡＸ：03-5545-3305 

http://blog.canpan.info/jsvn/   E-mail: info.jsvn@gmail.com 

 
 


