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序章	 はじめに  
 
第 1節	 研究概要                                                                  
近年、「地域振興」「地域活性化」「地域再生」「地域おこし」など「地域」という単語が

一般用語となりつつあり、社会的な注目を集めている。また、各論的なものとしては「ア

ートによる地域再生」「祭りによる地域おこし」「スポーツによる地域づくり」などといっ

たテーマの文献が書店に並び、様々なツールによる「地域」に着目した取り組みが世間を

にぎわしている。その中でも、平成 12 年、文部科学省が「スポーツ振興計画」を策定し、
2011年 3月上旬には、新たな制定するスポーツ基本法案を国会提出する方針を固め、日本
おいて、スポーツを主軸とした国家づくりに本格的に力を入れ始めた。スポーツを主軸と

して更なる発展を遂げることを目標としたことにより、スポーツをツールとした地域活性

化、地域再生の取り組みが増えつつある。自治体においても国からの予算をもとに、地域

活性化や地域振興、まちおこしを目的とするマラソン大会や各種スポーツイベント等が全

国各地で広く展開され、スポーツを重要視する自治体が増え始め、スポーツ・健康都市を

宣言する自治体は、近年全国自治体の 10.7％に及ぶことが報告されている。 
	 しかし、スポーツによる「地域振興」「地域活性化」の取り組みが増える一方で、しっか

りとした成果を残せている地域は少ない。成功を残し、「～のスポーツのまち」として名を

あげている地域と、目標をたて取り組み始めたものの、なかなか成果を残せていない地域

にはどういった違いがあるのだろうか。 
	  
本稿では、その違いを明らかにするとともに、スポーツによる「地域おこし」「地域活性

化」に成功するための方策を明らかにすること、また本当にスポーツは地域を活性化させ

ているのか明らかにするために二つの事例調査を行った。サッカーのまちとして長い歴史

を持ち全国的にその名を轟かせている静岡県静岡市、近年スポーツの力により街全体を盛

り上げ多くのプロスポーツチームの試合において多くの観客動員数をほこっている新潟県

新潟市に拠点を置くアルビレックス新潟、の二つだ。それらの事例を取り上げ、その取り

組みを明らかにし、スポーツによるまちおこしがどういった影響を与えているのか、また

果たして本当にスポーツは地域を活性化させるのか、を明らかにする。 
 
第一章でまず日本における地域活性化、まちおこしの現状を述べる。第二章では、なぜ

そうした地域に着目するのか、なぜまちおこしなのか、その時代的背景、理由や今日的意

義、さらには従来型の地域活性化策に対し、スポーツを核とした地域活性化政策は何が違

うのか、なぜ有効だと考えるのかを述べていく。第三章ではスポーツによるまちおこし、

地域活性化の具体的事例として新潟県新潟市のアルビレックス新潟、静岡県静岡市のサッ

カーに関して述べていく。そして第四章では、スポーツをツールとしたまちおこし、地域

活性化はどうやったら成功へ導くことができるのか、に関して述べていく。 
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第 2節	 研究手法                                                                    
本研究の調査は、インタビュー調査とフィールドワーク調査を行った。 

インタビュー調査は、アルビレックス新潟、清水エスパルスのプロスポーツ組織の職員に

対する調査、アルビレックス新潟、清水エスパルスのボランティアに対する調査、新潟県

スポーツ振興課、新潟市スポーツ振興課、静岡市生活文化局文化・スポーツ部スポーツ振

興課に対する調査を行った。プロスポーツ組織の職員に対する調査では、プロスポーツに

よる地域活性化の背景と目的、プロスポーツクラブの活動内容や自治体との関係で抱える

課題、今後の方向性について把握するために行った。自治体に対する調査では、具体的な

活動内容、スポーツを軸とした地域活性化の背景、スポーツによる地域活性化が地域にど

のような影響を与えているか、政策としてどのようなことを考えているのか把握するため

に行った。 
フィ‐ルドワーク調査は、新潟市、静岡市で行った。新潟で行った調査は、アルビレッ

クス新潟を対象に行った。ビックスワンというスタジアムでのホームゲームのボランティ

アに参加して参与観察、現場観察を行った。調査期間は 2010 年 9月 10 日から 9 月 12 日
である。静岡で行った調査は、2010年 8 月から 2011年 1 月まで、計 3回ほど静岡に向か
い、調査を行った。 
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第 1 章  地域活性化とスポーツ  
 
第 1節	 地域活性化とは	 	 	 	 	                                                              
1.地域活性化の定義 
	 まず本稿で扱う地域活性化の定義をしたいと考える。一般的に用いられる地域活性化と

は、人口が流出して地域の産業や住民層が空洞化してしまった後の経済的な建て直しや人

口回復などを試みるための市町村、あるいは市町村内の一定の地区の経済や文化を活性化

させることを指し、まちづくり、まちおこし、地域振興と呼称することがある。その指標

として一般的に用いられるのが GDP成長率である。しかし、ここでは経済性による解釈で
はなく、より具体的に「地域」「活性化」の二つに分け、地域活性化を定義する。 
	 まず地域に関してだが、地域の定義は使われる目的によって異なる。地域の基本単位で

ある集落（むら）や街区（まち）を指し、べつのときは行政上の単にとしての市・町・村

であったりする。しかし、これらの定義では、本稿で述べていく地域活性化を定義しづら

くなるため、本稿では次のように定義する。「地域」＝「集落（むら）や街区（まち）の中

で、人と人とが関わる域」。 
	 次に活性化を次のように定義する。「活性化」＝「活力あるいは活性のない状態に、何ら

かの手段によって活力・活性・生命力を吹き込むことで、活性をはかること」と定義する。

つまり、より大きく変わることで、より大きく動かすことと捉える。 
	 よって、地域活性化は次のように定義する。「地域活性化」＝「集落（むら）や街区（ま

ち）の中で、あまり活力が見られない人と人とが関わる域において、何らかの手段によっ

て活力・活性・生命力を吹き込むことで、活性をはかること」。 
以下、地域活性化という言葉が多々出てくるが、この定義を忘れずに読んで頂きたい。 

 
2.なぜ地域活性化なのか 
一般的に地域活性化の取り組みが行われる背景を４つの観点から述べていく。 
① 日本経済の成長鈍化と県民所得の減少 
② 人口の急激な減少・高齢化による地域のゴーストタウン化、地域経済の衰退・財政

破綻の危機 
③ 縦割り構造の限界 

 
	  
まず１つ目に関して述べる。図１を見ていただきたい。 

 
(図 1)OECD諸国の一人当たり国内総生産ランキングにおける日本の順位の推移 
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(内閣府経済社会総合研究所資料より作成)	  
1960年代から日本の経済成長率は年平均 10％を越え、諸国外にも例を見ない急速な右肩

上がりの経済成長を遂げ、図１を見て頂ければわかるとおり 1988年代まで目まぐるしい成
長を遂げてきた。しかし、その後 GDPは成長鈍化に陥り、2000年以降は OECD諸国にお
ける一人当たり国内総生産は 1980年代の順位に戻りつつある。これは、日本の輸出依存の
経済に限界が出てきたことに起因する。 
戦後、日本では政府が工業振興を基軸にビジョンを提示し、装置型産業、いわゆる鉄鋼・

造船・石油化学といった重化学工業を、原料の運搬、製品の搬出の関係から海の近くの地

域において発展されることで、1960年代以降他の国に例がみられないほどの成長を実現し
てきた。これにより、日本の主要都市東京圏、名古屋圏、大阪圏だけでなく、多くの地域

が大きく発展した。図 2 のグラフを見て頂きたい。このグラフは内閣府経済社会総合研究
所の資料をもとに、県民所得増減率の 1960年から 2007年までの推移を表したグラフであ
る。1980年代後半まで、東京圏、三大都市圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の東京
圏、愛知県、岐阜県、三重県の名古屋圏、大阪府、京都府、兵庫県の大阪圏）三大都市圏

以外すべてにおいて、5.0％以上の増加を遂げてきた。 
(図 2)県民所得増減率の推移(内閣府経済社会総合研究所資料より作成) 
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戦後から高度経済成長が終わる 1980年代まで、日本の県民所得は東京圏だけでなく、三
大都市圏以外においても、5％以上の増加率を誇っていた。しかし、2000 年以降成長が止
まり、東京圏、三大都市圏においてはわずかな成長があるものの、三大都市圏以外の県民

所得はマイナス傾向に陥った。こうした流れから、三大都市圏以外の地域では雇用を求め

た人口流出がおこり、労働力を必要とした東京圏、三大都市圏に産業も集中し、地方では

雇用の減少、産業の高齢化による衰退といった問題が発生している。 
こうした状況を解決するためには、日本国内を一緒くたにする国の政策を削減し、各地

域の課題、実態、ニーズに合わせた戦略を取る、地域を主体とした活動にシフトすること

が必要と考えられ、そうした観点から地域活性化が叫ばれるようになったと考えられる。 
 
	 次に２つ目に関して述べる。図 2を見ていただきたい。 
 
(図 2)人口増減率の推移（総務省「平成 20年版過疎対策の現状」より作成） 
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※	 三大都市圏は、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)、大阪圏(大阪府、京都

府、兵庫県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)の合計 
 
	 地域の活動を支える人口の移動状況を見ると、東京、大阪、名古屋の三大都市圏では、

人口が増加している一方、その他の地域では人口が減少している。このように人口が減少

していることで、地域の産業や地域の様々な活動を担う担い手が不足し始めた。さらには、

地元に伝わる伝統芸能や伝統工芸、地域の象徴となっている祭といった伝統的な活動の担

い手や後継者不足も顕著になってきている。事実、私が夏に訪れた秋田県能代市では、若

者の不足から夏に行われるお祭りが存続の危機にあると商工会議所の方がおっしゃってい

た。日本特有の寄り合いといった地域社会の社会生活に変化が起こり、地域の魅力・ブラ

ンドが薄れ、更に人口の減少につながるといった悪循環に陥っている。また、人口の減少

により、労働力の確保が困難となった場合には、企業・工場の流出を招くことが想定され

る。これにより、地方自治は法人税といった税収が低下し、自治体の財政を悪化に陥る。

さらに、自治体財政の悪化は、行政サービスの低下につながり、人口流出が一層深刻化す

るという負の連鎖を引き起こしかねない。こうしたことから、平成 19 年 10 月、地域再生
に向けた戦略を立案し実行する体制をつくり、地域に向けた政策を実施していくため、閣

議決定により 4 本部の事務局を統合した「地域活性化統合事務局」が設置された。このよ
うに国家としても、地域に目を向け、地域をどうにかして立て直そうといった議論が行わ

れるようになったと考えられる。 
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３つ目は縦割り構造の限界に関して述べる。 
縦割り構造とは個別の中央省庁が国から地方自治体にいたるまでをその管轄ごとに支配

しているピラミッド型の構造のことをさす。これは、戦後から高度経済成長期まで、欧米

に追いつくためには非常に効率的な構造だった。政府が主導、統制、管理しながら基幹産

業や企業を育て、さらに貿易の振興をはかり、生産物を積極的に輸出する。そして、それ

によって得られた富を政府が国民や各地方に分配するような税財政システムをつくって、

個人の所得や各地方の社会資本が平均化する社会を築いてきた。結果として、日本は敗戦

後間もない期間に、アメリカに次ぐ経済大国に変貌すると同時に、累進課税の税体系によ

って富の平準化が行われ、世界的にみる貧富の差の小さな社会となった。しかし、この縦

が今機能不全に陥りかけきているとともに、国民の持つ価値観が「豊かさ」といった一元

的なものから、「個性」「らしさ」という多様的なものに変わりつつあり、日本全体が一つ

の第企業のようになった一元的な統治システムが弊害となりつつある。そこで注目が集ま

るのが図 3 にまとめられた縦軸に対し、横軸に位置する「地域」に権限を委譲し、地方は
地方により改革を進めていくという考えだ。ゴミの分別問題から都市計画まで、目の前の

住民のニーズを把握し動かしていくことが地域には求められる。その横の世界を動かす地

域が注目されるのは、今まさに縦の機能が混乱に陥り、地域は地域で変えていくことが求

められてきているからだ。 
 

(図 3)縦割り構造からの横型構造へのシフト転換モデル 
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以上３つの点から地域活性化、地域振興の取り組みが行われるようになり、地域に着目し

た取り組みが増えるようになったと考えられる。 
 
第 2節 地域活性化におけるスポーツ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 本節では、第１節の地域活性化の取り組みの背景を踏まえたうえで、様々な地域活性化

の取り組みの中で、スポーツによる地域活性化、祭りよる地域活性化、B級グルメによる地
域活性化、芸術祭による地域活性化等にどんな事例があるのか、まず見ていく。その後、

なぜスポーツによる地域活性化なのかを述べていく。 
 
(1) スポーツによる地域活性化の取り組み 
	 本研究を進めるための事前調査で私は日本全国でどういったスポーツによる地域活性化

の取り組みが行われているのか、調査を行った。その中のいくつかをここでは紹介する。 
 
＊スポーツによる地域活性化	 青森市、北海道壮瞥町 
・青森カーリング「チーム青森」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
青森市におけるカーリングは、カルガリーオリンピック冬季競技大会が開催される直前

の１９８６年に、カーリング愛好者により青森県カーリング協会が組織され、青森県営ス

ケート場で活動を開始した。これ以降、冬をもっと楽しくしようという市民の人々が、冬

のスポーツとしてカーリングの普及に努めてきた。2003年に青森で開催された第５回青森
冬季アジア大会にてカーリングが正式種目として認定されたことを契機に、大会のカーリ

ング会場として青森市が「青森市スポーツ会館」を設立、待望のカーリング専用のコート

が完成した。カーリングに専念できる環境が整ったことにより、全国各地からカーリング

プレイヤーが集結し、トリノオリンピックでの「チーム青森」活躍の立役者となる。近年

は公式大会のできる冬季専用カーリング場を併設した「青森市スポーツ会館」の整備を契

機に、各種大会や教室等が開催されている。多くの人々がカーリングを楽しむ、カーリン

グの盛んな街になりつつある。２００６年のトリノオリンピック冬季競技大会での「チー

ム青森」の活躍により、広く知られるようになり、カーリングのまち青森を形成していっ

た。 
みちのく銀行のチーム青森応援定期預金というものがつくられ、600億円を集め、0.05%

がチームに寄付されるので、3000万円が寄附されているようだ。大会の観客も増加し、現
在では、東北新幹線新青森開業により「カーリングの街・青森」を確立すべく、市内各団

体と協力し、カーリングストーンなどの マスコットキャラクター商品の企画、カーリング
体験観光事業や講師派遣など、地域資源としてのカーリングのブランド化に取り組む。 
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・北海道壮瞥町	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 北海道壮瞥町は、農業と観光を主産業とする人口約 3600人の町である。最盛期の 8月は
45 万人の観光客があったが、2 月は約 4 万人で、冬の誘客策として中核となるイベントを
模索していた。1987年、商業・観光・農業・公務員の若者グループによるアイデア検討会
が結成され、『昔の雪遊びの楽しさを現代に再生しよう』と雪合戦をイベント化するアイデ

アが誕生した。 
1989 年の第 1 回昭和新山国際雪合戦を皮切りに、過去 22 回開催されている。日本雪合

戦連盟として、全国に 17連盟がある(北海道、青森、岩手、長野、富山、東海、群馬、鳥取、
岡山、広島、島根、兵庫、大分、宮城、四国、福島、山梨)。各連盟地区で大会が開催され、
上位チームが昭和新山国際雪合戦にエントリーされる。また、雪合戦の輪は世界にも広が

り、昨シーズンはフィンランド・ノルウェー・スウェーデン・オーストラリア・オランダ

でも雪合戦大会・イベントが開催されている。中には、雪合戦の権利上の問題を考慮し、

北海道壮瞥町に雪合戦大会の開催許可を求める国もあるという。（2010 年 2 月 27・28 日、
例年のように昭和新山国際雪合戦では白銀のコート上で熱戦が繰り広げられた。1チームは
選手 7名、監督・控え選手 2名の合計 10名で構成される。コート（縦 40m、横 10m）内
で、相手チームに雪玉を命中させ多くのアウトを奪取するか、あるいは敵陣のフラッグを

奪取すると勝利である。） 
	 現在、世界各国で行われる『雪合戦』。その発祥の地が北海道壮瞥町であると言い切るこ

とも可能である。昭和新山国際雪合戦を通じて北海道壮瞥町が雪合戦発祥の地としての地

位を確立するに至った要因には、一定の知見を見出すことができると考える。 
 
＊芸術祭による地域活性化	 瀬戸内国際芸術祭 
	 芸術祭に関しては、１９９３年に始まった葉山芸術祭を始めに、２０００年以降、横浜

トリエンナーレ、BIWAKOビエンナ、越後妻有アートトリエンナーレが行われ、２０１０
年から西宮船坂ビエンナーレ（兵庫）、あいちトリエンナーレ（愛知）、道頓堀芸術祭（大

阪）、瀬戸内国際芸術祭（香川、岡山）、登米アートトリエンナーレ（宮城）と盛んにおこ

なわれるようになってきた。 
 
その中の瀬戸内国際芸術祭は、「アートと海を巡る百日間の冒険」とのコンセプトのもと、

現代アートと瀬戸内海の風景、また島々に根ざした文化などを融合させ、その魅力を世界

に発信することを通じて、「地域活性化」と「海の復権」を目材している。芸術祭の舞台と

なる瀬戸内海は、はるか昔より交通の動脈として、多くの新しい文化を伝播する役割を担

い、瀬戸内の島々には伝統的な文化や美しい自然景観が今も残っている。しかし、高齢化、

過疎化により、近年島の活力を失いつつあるのが現状であった。そこで、瀬戸内国際芸術

祭の開催することにより、島の住人と世界中からの来訪者の交流により島々の活力を取り

戻し、島の伝統文化や美しい自然を生かした現代美術を通して瀬戸内海の魅力を世界に向
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けて発信していこうとしている。 
高松港周辺、直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島といった会場で美術作

品の展示、アーティストや劇団・楽団などによるイベント、地元伝統芸能・祭事と連携し

たイベントなどが行われる。２０１０年は 18 の国と地域から 75 組のアーティスト、プロ
ジェクト、16 のイベントが参加している。この芸術祭により、新航路の設置や既存航路の
増便など、交通手段の整備も進められ、経済波及効果は、計 50 億円とされている 1)2)3)。 
 
＊祭りによる地域活性化	 青森県 
	 祭りによる地域活性化は様々な地域で行われている。中でも代表的なのは東北地方の祭

りだ。 
東北の四大祭りは、8月初旬、青森県のねぶた祭を皮切りにして、わずか 1週間ほどの間

に次々と開催される。青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、仙台七夕まつり、山形花笠まつり

の４つの祭りだ。それらは東北の長く厳しい冬を乗り越えた人々が、足早に過ぎ去る夏を

目一杯に楽しむための絢爛豪華な祝祭として開催されている。期間中には数多くの観光客

が４つの地域を訪れ、祭りを楽しんでいる 4)。これら４つは、高度経済成長期までに祭り
として確立し、すべてその土地の県庁所在地で開催されるという共通点を持つ。 
中でももっとも大きく、歴史ある祭りと言われているのが青森のねぶた祭りである。青

森ねぶた祭りの始まりは１５９３年、秋田竿燈まつりは１７８９年、仙台七夕まつりが１

６１８年、山形花笠まつりは１９６３年とされている。青森ねぶた祭りは、１５９３年京

都にて秀吉侯の御前で津軽為信｢津軽の大灯籠｣を紹介し、以後年中行事となって現在に至

っている 5)。8 月初旬に６日間開催し、延べ 300 万人以上の観光客が訪れるとされ、1980
年には国の重要無形民俗文化財に指定された。 
 
 
＊B級グルメによる地域活性化  
	 近年、地域おこしの重要な要素として B 級グルメは脚光を浴び始めている。B 級グルメ
とは、「安くて旨くて地元の人に愛されている地域の名物料理や郷土料理」を指す。「B級」
というと、A級と比較して劣っているものと誤解されやすいが、けっしてそうではなく、地
元の文化、歴史、誇り、希望と勇気に裏付けされた職、手頃な値段でいつでも食べられる、

身近にあって誰にでも親しまれる存在、その意味での「B級」とされている。6) 
	 八戸せんべい汁、厚木シロコロホルモン、富士宮やきそば、静岡おでん、神戸そばめし、

久留米やきとり、横手やきそばといった B 級グルメが全国各地に存在する。B 級グルメを
によりグランプリを競う B-1 グランプリと呼ばれる大会は、２００６年に青森県八戸市で
第 1 回が開催され、２００７年に静岡県富士宮市、２００８年に福岡県久留米市、２００
９年に秋田県横手市、２０１０年に神奈川県厚木市で行われた。 
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(2)なぜスポーツなのか 
本稿第２節（１）では様々な地域活性化の事例をみてきた。芸術祭、B級グルメ、祭り、

スポーツ。その中で、なぜ私は地域活性化においてスポーツが有効なのか、なぜスポーツ

を用いて地域活性化を行うのか、以下で示していく。 
 
下の図を見て頂きたい。これは近年地域活性化において注目を集めているスポーツ、祭

り、B級グルメ、芸術祭、の４つのツールをあげ、左に要素を取り上げ、各ツールがどんな
要素を持っているか、格付けしたものだ。 

 
５つの種類の丸は達成度合いを示し、黒丸が「大変よくある」４分の３黒丸が「よくあ

る」半分が「ある」３分の１黒丸は「少しある」白丸は「あまりない」と表している。そ

れぞれに関して説明していく。 
 

1経済性 
	 まず、祭りの経済性からみていく。下の表を見て頂きたい。 

 直接効果（単位：億円） 波及効果（単位：億円） 総合計（単位：億円） 

青森ねぶた祭り 

(３１０万人) 

１５４ ８４ ２３８ 

弘前ねぷたまつり 

(１６８万人) 

８６ ４７ １３３ 

五所川原立佞武多 

(１３９万人) 

６６ ３６ １０２ 
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八戸三社大祭 

(１０９万人) 

５４ ２９ ８３ 

合計 

(７２６万人) 

３６０ １９６ ５５６ 

(日本銀行青森支店 http://www3.boj.or.jp/aomori/tokubetuchosa/keizaikouka.pdf) 
これは、青森県内主要夏祭り（青森ねぶた祭、弘前ねぷたまつり、五所川原立佞武多、 
八戸三社大祭）が県経済にもたらす経済波及効果に関してまとめたものだ。青森ねぶた祭

りは６日間の開催で３１０万人の人々を呼び込み、２３８億円の経済効果を生み出し、青

森県内で行われる４つのまつりにより５５６億円の経済効果を青森県にもたらしている。

他のツールに比べて、もっとも多い観光客呼び込み数、もっとも多い経済効果をもたらす。 
	  
芸術祭に関しては、細かい調査をされていないが、経済効果に関しては約 50億円から多く
て 100億円とされている 7)。 
	  
B級グルメに関しては、平成２２年Ｂ―１グランプリで優勝した「甲府鳥もつ煮」の経済効
果が直接効果（県産業への投入額）１８．７４憶円、間接効果（第一次波及効果：５．５

２億円、第二次波及効果：３．７０憶円）とされ、合計２７．９７億円の経済効果があっ

たと報告されている 8)。また、２年連続優勝を果たし殿堂入りを果たした「富士宮やきそ
ば」は２０００年から２００６年までの６年間で２１７億円の経済効果を生みだしたとさ

れ、年間６０万人もの人が富士宮やきそばを食べにくるという 9)。 
 
それに対して J リーグクラブで約 30～40 億円（クラブの規模によって違いがある）程

度とされている。その点に関して一橋大学の内海教授は次のように述べている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治アメリカとイギリスの資料にあたっているんですけど、アメリカの場合、4
大スポーツを誘致して、でかいスタジアムつくってやってるんだけど、経済効果

っていうのはそれほどないんですよ。というのはね、野球もそうなんだけど、年

がら年中試合をやっているわけじゃないんです。半分は外に出て、別の土地で試

合をしている。メジャーリーグでも 160試合って言うんですけど、実際にホーム
ゲームは 80試合。日本でも、140試合のうちの 70試合。365日のうち、70日で
すよ。しかも、そこにとどまる人は少ないから。そういった意味では、スポーツ

産業がもっとも進んでいるアメリカでも、いろんなメジャースポーツの中でも、

経済効果は見合ったものがないというのが一般論。だから、日本の自治体にプル

スポーツを呼ぶ時、「経済効果がある」と言うと、「うそつきだ」といわれるくら

いになっている。日本でも事実上、経済効果はないといわれている。 
アントラーズ饅頭というのがあっても、微々たるものですよ。 

（ニイガタ現象	 日本海サッカー天国の誕生をめぐって P117引用） 
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以上より、他のツールに比べスポーツによる経済効果といったものはあまり期待できな

いことがわかる。 
 

2社会性 
	 次に社会性に関して見ていく。ここで述べる「社会性」とは、社会的役割・意義を指し、

人口の増加、地域アイデンティティの形成や地域コミュニティの形成、人としての自立と

いった社会的役割を指す。 
	 祭りの社会性に関しては、高い達成度と評価できる。ねぶた祭りの開催に向け、地元住

民たちは、自らの地における結束力を高め、様々なアクターが参加し話し合いを重ね、祭

りの成功に向けて準備をしている。またねぶたを作る人たちには、地域のこども会、町内

会、学校、小学校 PTA、ねぶた愛好会といった方々があらゆるコミュニティを形成し、ね
ぶたをつくり、コンテストに優勝するために競い合っている 10)。よって祭りは地域アイデ
ンティティ形成や地域コミュニティの形成に役立つと考えられ、達成度が高いと考えた。 
	  
次に芸術祭の社会性に関してだが、この点に関して東京芸術大学の枝川明敬氏は次のよう

に述べている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芸術祭の社会性に関しては、定住人口の増加において効果が見られにくいこと、日本に

おいては地域住民による核となる文化資源の発掘により、地域の誇りを作り出す効果がみ

られないこと、全体の８割が地域への効果として「地域における文化活動の向上」の点を

あげていることから、社会性に関してはあまり達成度が高くないといえる。 
	  
スポーツの社会性に関してだが、これに関しては、他のツールより高い成果が見込まれ

ると考える。イギリスにおいては、スポーツを活用した地域活性化政策が実行され、都市

の貧困層を対象に、人々の能力や自信を向上することが主目的として行われていた。 

社会的効果には芸術文化活動それ自体がもたらす効果と鑑賞者・参加者と地域との交流

がもたらす効果とがある。一般的には、前者の効果として、開催地が国内外に向けて文

化情報を発信させることにより、当該地域のイメージアップや環境整備が行われやすい

ことがあげられ、また最近では地域住民による核となる文化資源の発掘によって、地域

の誇りを作り出す効果も見られている。（中略） 
	 しかし、わが国では、文化活動の開催による地域への効果で最も多いのは、「地域にお

ける文化活動の向上」であり、全体の８割以上であった。一方、「定住人口の増加」や「環

境面の悪化」は少なく、「観光客の増加」「関連施設の整備」も低いのが現状である。 
(地域文化活動の効果と今後の文化活動のあり方) 

(http://www.surugadai.ac.jp/sogo/media/bulletin/bunjo15-01/Bunjo15-01edakawa.pdf) 
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イギリスの政策に関して研究したロングとサンダ‐ソンは、スポーツのもたらす社会的

効果に関して次のようにまとめている 11)。 
個人能力の開発 自己評価と自信の向上 
地域社会の結束力の強化 地域アイデンティティの醸成と地域社会の結束力の強化 

地域社会の健康状態の改善 
健全な青少年の育成 

権限委譲および地位向上 めぐまれない社会層の地位向上 
地域社会が自ら主導権を取れるように改善 

経済的効果 若者の雇用促進 
スポーツ関連企業の育成 

このようにスポーツは、社会的な役割を担う要素を多く持っていると捉えられている。

また、日本のスポーツの社会的な役割調査結果からは、その土地でスポーツに取り組んだ

選手たちは、その土地に愛着を持ち、選手やコーチとしてその土地に戻り、今度は自らが

スポーツの普及に携わるといった流れを生み、若者の人材確保といった社会的な役割を果

たしていると考えられている。 
 
3グル―バル 
「グローバル」な要素に関してだが、スポーツはこの達成度あいが非常に強い。スポー

ツは勝敗がつくものであり、その相手は、全世界に存在する。オリンピックを見て頂けれ

ばわかるとおり、マイナースポーツからメジャースポーツまで、ありとあらゆるスポーツ

が世界を相手に戦うとともに、交流を深めている。この要素は、単にスポーツによって勝

ち負けをつけるといったことだけなく、勝負に挑む選手の地域が応援することによって結

束力を高める効果、戦う選手同士互いの育った地域の情報発信、アイデンティティ形成に

つながる。また「交流」といった要素の促進にもつながり、グローバル化が進んでいるス

ポーツは他のツールにない地域活性化におけるポテンシャルを秘めていると考えられる。

それに対し、祭りであれば、青森ねぶた祭りがフランスのカーニバルの他、イタリア、ハ

ワイのさくらまつり、ブラジルのサンパウロ日本人移民 70年祭、中国の北京へと世界を代
表する祭りに参加しているものの、非常に珍しい例であり、祭りのグローバル化は達成度

が低いと評価される。また、B級グルメも、食ブランドとして海外進出といったものは事例
調査からも、現在は乏しいことがわかった。 
 
4交流 
	 最後に交流に関してだが、祭り、B級グルメ、芸術祭に比べ、スポーツは交流要素が非常
に高い。祭り、芸術祭は主催者側の交流は見込める。主催者側は、様々な協力者と関わり、

祭りを企画運営していくため、多くの交流を伴うと思われる。しかし、参加者側の交流は

少ない。ねぶた祭りのような、コンテスト形式で互いに競い合い、優勝作品を決めていく
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ものに関しては、参加者側の交流は見込めるが、一般的な日本の祭り、芸術祭では参加者

における交流はほとんど発生しないと考えられる。B級グルメに関しては、B‐１グランプ
リを通し、参加者（販売者）が互いに交流を深め、互いに切磋琢磨し頑張っているといっ

た報告があるが、あくまで参加者の数少ない交流であり、参加者（販売者）購買者におい

て、ほとんど交流といった要素は見られない。 
 
「経済性」「社会性」「グローバル」「交流」といった要素は地域活性化、まちおこしをし

ていくうえで大変重要な要素だと考える。なぜなら、「経済性」を伴うことは、県民所得の

増加、すなわち地域経済を潤すことにつながり、マーケットの拡大により観光客の増加に

つなげることができる。「社会性」を伴うことは、その土地の帰属意識形成などにつながり、

近年起きている若い人材の流出に歯止めをかけること、またその土地に住む人たちの住み

やすさ向上などに役立つと考えられる。「グローバル」に関してだが、この要素を伴うこと

は、近年のグローバル社会において、海外からの注目をどう集めるかは非常に重要であり、

海外からの観光客の集客といった面で大変重要だと考えられる。最後に、交流に関してだ

が、交流をはかどることは他の地域との連携や新たな人とのつながりを生みだし、「社会性」

につながっていくことが想定される。 
	 上のプロット図を見て頂くと、一番地域活性化・まちおこしにおいて達成度の高いツー

ルは「祭り」である。しかし、祭りは「長い歴史」があることで、その価値を高める傾向

があり、1年や数年で高い成果を残すことは非常に難しい。そこで、もっとも簡単に取り組
め、即効性のあるツールとして、スポーツは地域活性化において非常に有効であるのでは

ないか、という結論に私は至った。 
 
■第一章まとめ 
・スポーツは「社会性」「グローバル」「交流」といった要素において高い達成度をほこる 
・社会性・グローバル・交流といった要素を伴うスポーツによる地域活性化における仮説 
（第一章第二節(1)の事例調査から） 
① 自治体によるインフラ整備が行われるのではないか 
② スポーツ少年団の父母会、ボランティア組織の形成が行われるのではないか 
③ 学校教育やスポーツ少年団、ボランティア組織での人材育成システムが確立されている

のではないか 
④ 大会開催（国体や国際大会）を行っているのではないか 
 
	 第二章では、第一章を踏まえたうえで、新潟県新潟市と静岡県静岡市の事例調査から、

本当にスポーツが有効なツールかどうかを明らかにしていく。 
 
第二章	 サッカーによる地域活性化の取り組みと成果  
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	 第二章では、スポーツによるまちおこしが積極的に取り組んでいる地域の中でも、２つ

の事例を取り上げ、フィールドワークの調査結果を述べる。その二つは新潟県新潟市と静

岡県静岡市である。 
	 まずは、Jリーグと地域活性化に関して述べ、その次に新潟県新潟市とアルビレックス新
潟に関して、最後に静岡県静岡市とサッカーに関して述べる。 
 
第 1節 Jリーグの歴史と百年構想	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 1993年に開幕して以来、スポーツ社団法人日本プロサッカーリーグが主催する J リーグ
は、日本のスポーツ界に大きな影響を与えてきたと考えられている。単に新しいプロスポ

ーツリーグとして設立に成功しただけでなく、Jリーグは従来の日本独自の学校体育との同
一視やアマチュアリズムという差別思想の同一視などといったスポーツ観を根本的に変え、

スポーツ文化の普及・発展に他大な貢献をしたといえる 12)。その核となるが J リーグの
「理念」と「百年構想」であり、長期的なビジョン策定に大きな影響力をもたらした。以

下が百年構想の基本理念である 13)。 
 
 
 
 
 

 
このような理念のもと、Jリーグは 1993年の設立始めから、地域に根ざしたスポーツク

ラブやスポーツの普及といったことを核としたスポーツ文化の振興活動に取組むことをリ

ーグ全体として積極的に行い、各クラブに実行するよう命じてきた。また、広瀬は、リー

グ設立時の創設者や関係者に対するインタビューを踏まえ、以下の点を指摘している 14)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
このように、Jリーグは地域戦略を事業の柱に据えていることがわかる。 

	 このような「理念重視」のリーグのもと、10 チームで始まった J リーグは、1994 年か

・あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場やスポーツ施設を作ること 
・サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめるスポーツクラブを作ること 
・「する」「みる」「参加する」。スポーツを通じて世代を超えた触れ合いの輪を広げること 

例えばフランチャイズの問題であるが、前述のように「自治体」との連携はプロ

リーグ参加の必須条件であり且つ重点項目として位置づけられていた。＜中略＞川

渕はこの点の解決のために各自治体に自ら赴き、説明と協力要請を行なっている。

その際のロジックは、「地域振興」であった。決して「サッカー振興」を全面に打

ち出さなかったのである。つまり、「地域振興」という「公共性」を強調している

のである。＜中略＞「公共性」を打ち出したことによって、チーム名から「企業名」

を削除するという帰結は、必然であったといえよう。 
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ら 1998 年の間に加盟クラブを 18 に増やし、1999 年より J1・J2 の 2 部リーグ制を開始
した。 
その後年々チーム数を増やし、2011 年シーズンからガイナーレ鳥取が J2 に昇格し、来

年 2011年シーズンを迎える現在、日本国内の 28都道府県に本拠地を置く 38のプロサッカ
ークラブが加盟し、J1に 18クラブ、J2に 20クラブが所属している。約 17 年でクラブ数
が 3 倍以上に拡大し、地域密着・地域振興を理念に掲げ、新規参入がしやすい諸制度を整
備しながら事業の拡大を展開してきたことが J リーグの特徴である。 
	  
	 そんな J リーグの中でも、「日本のブラジル」「サッカー王国」と呼ばれ、サッカーのま
ちとして全国に知れ渡っている静岡県静岡市と、スポーツ不毛の地といわれた新潟県新潟

市において、年間 J リーグ第二の入場者数を誇り、サッカーにより盛り上がりを見せてい
る新潟県新潟市を調査事例として取り上げた。静岡市では、サッカーを地域資源の一つと

して捉え、「静岡市サッカーフレンドシティ計画」をたて、サッカーによる地域活性化、ま

ちおこしを行っている。新潟市では、新潟市をホームタウンとするアルビレックス新潟が J
リーグの掲げる地域密着・地域振興を積極的に推進するクラブとして、他の J リーグクラ
ブからも大変注目を集めている。 
	 この二つの事例を調査することは、単にスポーツによる地域活性化が進んでいるという

理由からではなく、なぜスポーツなのか、またスポーツによる地域振興・地域活性化はど

うやると上手くいくのか、両面の本質を明らかにすることができるのではないか、と考え

私はこの２つの事例を調査事例として選定した。では、第 2 節でその調査結果を述べてい
く。 
 
第 2節  新潟県新潟市とアルビレックス新潟                                           	      
(1) 新潟県新潟市とアルビレックス新潟 
新潟県新潟市は、人口は 811,876 人、新潟県北東部に位置し、新潟県の県庁所在地であ

る。平成 17年に近隣市町村と合併し、日本海側では唯一の政令指定都市となった。 
 
	 J リーグのアルビレックス新潟は、1955 年に前身となる新潟イレブン SC をベースに設
立された。1986年に北信越リーグに昇格し、1994年、プロサッカーチーム設立の気運の高
まりを受けて、新潟蹴友会（現：グランセナ新潟 FC）の一部の選手を加える形で、アルビ
レオ新潟 FCに改組を行った。1996年、クラブをプロ化し Jリーグ入りを目指すチーム作
りに本格的に着手し、北信越リーグを勝ち抜き、優勝を飾った。翌 1997年、商標問題から
一般投票の結果に基づき現在のクラブ名「アルビレックス新潟」に改名した。そして、1997
年 7 月、北信越リーグで優勝し、12 月に地域リーグから唯一 J2 入りが認められた。2003
年には J2で優勝を飾り、J1昇格を果たした。 
	 アルビレックス新潟のこれまでの成果を表す３つのグラフを見て頂きたい。1つ目は、年
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度別平均入場者数の推移を表したグラフ。2 つ目は 2009 年 J１リーグ平均観客動員数の順
位を表すグラフ。3つ目はアルビレックス新潟後援会の会員数の推移を表すグラフである。 
年度別平均入場者数グラフでは、1993年から昨年 2009年までのアルビレックス新潟（前

身アルビレオ新潟 FC）からの年度別平均入場者数の推移を示している。J１平均の年度別
平均入場者数の推移と比べたグラフであるが、アルビレックス新潟の平均入場者数は常に J
１平均入場者数より多い。また、2009 年 J１リーグ平均観客動員数の順位では、アルビレ
ックス新潟は浦和レッズにつぎ第二位となっている。上位 5 チーム、浦和レッズ、横浜 F
マリノス、FC東京、鹿島アントラーズを見ると、どのチームも①関東圏に位置する（人口
が多い）②母体となる親会社を持つ（豊富な資金力を持つ）③長い歴史を持つ、といった

豊富な観客動員数を集まる理由があげられるなかで、関東圏に位置せず、母体となる親会

社もなく、長い歴史も持たないアルビレックス新潟が平均観客動員数において、J１第二の
順位に位置することは、大変凄いことだ。 

 
(アルビレックス新潟公式 HP参照) 
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(Jリーグ公式サイト参照) 
次に、アルビレックス新潟後援会の会員数の推移グラフを見て頂きたい。後援会とは、

1994 年アルビレックス新潟の前身、アルビレオ新潟 FC が誕生した際、クラブの活動支援
をするために設立され、現在ではアルビレックス新潟を物心両面にわたり支援をする団体

である。設立当初 1000万円ほどであった後援会によるサポート費用は、2009年度 100035
万円もの費用をサポートする団体となっている。(後援会は会員の方々からいただく年会費
(年間費個人：1口 10000円、法人：1口 30000円)をアルビレックス新潟に財政支援し、様々
な場面でクラブ・選手をサポートしている。現在では、個人会員数 9592人、法人会員 1087
社により 10035 万円の財政支援を受けている。)2005 度以降減少傾向にあるものの、2010
年シーズンは、2005年度とほぼ同額に戻ってきているようだ（アルビレックス新潟インタ
ビューより。） 
後援会の会員数の数字は、そのクラブがその土地において、どれだけの人に認知され、

また愛着感を持たれているかを示していると考えられる。個人 9592、法人 1087 社からの
支援は、まさにアルビレックス新潟がこれまで新潟において残してきた成果であり、クラ

ブを応援する人々の思いと捉えられる。 
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(アルビレックス新潟後援会資料参照) 
(2) アルビレックス新潟による地域活性化 
	 アルビレックス新潟の功績により、今となっては J リーグクラブだけでなく、日本のス
ポーツ界から、スポーツによる地域活性化の事例として注目を集める新潟であるが、新潟

はアルビレックス新潟が出来るまで、長きにわたり「不毛の地」といわれてきた。日本有

数の豪雪地帯であることもあり、1990年の段階では、県内の中学校においてサッカー部が
存在していたのはわずか 29％に過ぎず、全国平均（56％）の約半分に過ぎなかった 15)。 
そんな新潟において、アルビレックス新潟によるサッカー隆盛の契機となったのが 1989

年に、日本サッカー協会が 2002年ワールドカップの開催地立候補を FIFA本部で表明した
ことであった。これまでワールドカップは 14回開催されてきたが、開催地は欧州・北南米
に限られていたが、日本は構内リーグのプロ化への動きを控えていた流れもあり、アジア

発のワールドカップ開催を目指して立候補し、1991年日本サッカー協会は全国に国内開催
都市の立候補の募集を行った。このとき、新潟県サッカー協会内にワールドカップ招致委

員会が発足し、本格的にワールドカップ招致に向けて動き始めた。当時のことに関して、

新潟県サッカー協会会長を務めた澤村哲郎氏はこう述べている。 
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その翌年 6 月、新潟県議会でワールドカップ招致活動の開始が反対なしの全会一致で可

決され、新潟は正式に国内開催地への立候補を日本協会に届け出た。 
	 その後、県内に J リーグクラブが必要だったことから、地元社会人チームを母体にチー
ムをつくり、県内の経済界に後援依頼を募った。依頼を受けた有力者の中に、NSG(新潟総
合学院)グループの理事長として県内各地に 10 以上の分野の専門学校を営んでいた池田弘
氏（現：アルビレックス新潟代表取締役会長）もいて、池田氏が中心となって、サポート

費用は約 1000万円のクラブが創設された。 
	  
	 こうしたクラブが、多大なる努力を続け、Jリーグにおいて成果を残し、地域密着型クラ
ブの一つとして注目を集めている。アルビレックス新潟が地域にどういった影響を残して

きたのか、以下の調査結果を見て頂きたい。 

1990年から 1991年頃、日本サッカー協会がワールドカップ招致を表明し
たところ、市内に「ワールドカップを新潟に呼ぼうじゃないか」という思

いをもった人たちでグループを作ったんですよ。その話が新潟県サッカー

協会に伝わって、新潟県サッカー協会内にワールドカップ招致委員会が発

足したんです。 
(アルビレックス新潟 11年史記念対談引用) 
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	 	 	 	 (順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻第 2 号（通巻 14号）231～238 (2009)抜粋) 
これは順天堂大学大学院所属の青山 15)がアルビレックス新潟のホームタウンの住民に

対して、チームとの関与の度合いが、住民の意識にどういった影響を及ぼしてきているの

かをアンケート調査した結果の一部である。調査対象は新潟市在住住民（配布数 250、回収
数 167）、2007 年 11 月中旬から 12 月中旬の 1 ヶ月間、新潟市内の病院、大学、新聞社、
保険会社、居酒屋等、配布・回収が効率的に行えると考えられる場所にアンケート用紙を

留め置き配布、回収する方法により行った。 
社会的及び経済効果に対する認識に関する質問項目は、2002年ワールドカップ開催後に

行政に対して行った調査で使われた 25 項目の内、今回調査に有用と考えられる 22 項目を
選び、「影響していない」、「どちらかといえば影響していない」、「どちらともいえない」、「ど

ちらかといえば影響している」、「影響している」の 5 段階尺度で測定している。  
その結果、影響があったとする（平均値 3.39を上まわった）項目としては、まず「サッ

カー人気の高まり」、「地域スポーツの活発化」、「スタジアム等スポーツ施設利用の活発化」、

「スポーツ参加率の上昇」、「スポーツイベント運営ノウハウの獲得」であり、当り前では

あるが、スポーツの振興に影響があったことが 4.0 以上と強く認識されている。次に、「地
域名のメディア露出」、「地域の誇りや住民の自信の獲得」の認識の度合いが強く、「住民意

識の一体化」、「住民の連帯感の醸成」にも影響が見られたとされている。アルビレックス

新潟の存在が、「スポーツの振興」はもとより、「郷土愛の醸成」、「住民参加」、「交流の促
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進と教育的効果」に影響を与えていると考えられる 15)。 
 
こうしたアルビレックス新潟の地域活性化の成功背景には、３つの要因がある。１つ目

は行政の協力、２つ目はワールドカップの存在だ。 
	 以下、インタビュー調査から明らかになったことを踏まえ、述べていく。 
	 2010 年 9 月、「クラブの地域活動」が「地域のクラブ支援」や「地域の活性化」にどの
ようにつながっているのかを把握するために、アルビレックス新潟を支援する合計 5 名、
新潟駅周辺 10名に対してインタビュー調査を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	 まず１つ目の行政の協力に関して述べる。アルビレックス新潟の活躍とともに、新潟で

は「社会性」「交流」を伴うサッカーによる様々な活動が行われている。小学校の選手訪問、

サッカー教室、後援会での活動、無料チケット配布。これらは「地域の誇りや住民の自信

の獲得」「住民意識の一体化」「住民の連帯感の醸成」といった効果を生みだし、「社会性」

において高い達成度をほこっていると考えられる。だが、これらは行政の協力があって初

めて成り立つ。なぜなら、行政はスポーツ事業において重要な「人材」「施設」といったも

のを管理しているからだ。小学校を訪問し、何かを行うためには教育委員会の理解が必要

ですし、サッカー教室を行うためには、スポーツ施設が必要だ。 
	 アルビレックス新潟の試合（試合が行われるビックスワンは新潟県所有）における応援、

ボランティア組織での集まりにより、住民の連帯感や住民意識の一体化がはかられ、アル

ビレックス新潟の地域での活動（学校における活動）により、アルビレックスを誇りに感

じ、「新潟＝アルビレックス」といった思いを醸成し始めている。しかし、これらを根底か

ら協力しているのは行政であり、行政の協力なくしてアルビレックス新潟のこれまでの活

躍はありえなかった。また、アルビレックス新潟の無料チケット戦略（新潟の小学校にチ

[調査期間] 
	 2010年 9月 10日～12日 
[調査対象] 
NSGグループに紹介して頂いた 5名＋自治体関係者 2名＋新潟市民 10名 
	  
	 新潟市役所勤務 
	 新潟県庁勤務 
	 アルビレックス新潟ボランティアスタッフ 
	 アルビレックス新潟後援会会員 
	 アルビレックス新潟スポンサー企業勤務 

(＊対象者には、子供のころよりサッカーを行ってきた方はいない) 
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ケットを無料で配り、多くの学生をスタジアムへ運ぶ事業）に関して、アルビレックス新

潟職員は次のように述べていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上より、スポーツによる地域活性化をはかる場合、行政との関わりは非常に重要であ

ると考えられる。 
 
つぎにワールドカップの存在に関して述べる。2002 年日韓ワールドカップは第二節(2)

を読んで頂ければわかるとおり、アルビレックス新潟を誕生させるすべてのはじまりであ

り、スポーツ不毛の地新潟を変えたすべてのはじまりである。 
ワールドカップは言うまでもないが、オリンピックにつぎ、世界では 2 番目に大きいグ

ローバル規模の大会であり、各国の代表チームが世界一を目指し戦いを繰り広げる。2002
年日韓ワールドカップの開催は新潟にビッグスワンという巨大スタジアムをもたらし、ア

ルビレックス新潟を誕生させ、そして新潟の人たちに「スポーツの楽しさ」を知らしめた。 
ボランティアスタッフの方は次のようにおっしゃっていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また池田弘氏（現アルビレックス新潟代表取締役会長）は DREAMGATE のインタビュー
で次のように答えている。 
 

県や市からは現在補助金等で協力を頂いておりません。新潟という地域をどうに

かしよう、新潟を盛り上げようと大企業からの支援のない中、頑張っている私達

の姿を、自治体としても支えて頂きたいという思いがあります。ただ、自治体の

人たちが何もしてくれていないか、といったらそうではありません。アルビレッ

クス新潟が行っている無料チケット配布事業を始めた際は、に大変お世話になり

ました。主に教育委員会ですね。2001年から公立の小・中学校経由で生徒にチケ
ットと交換できる往復はがきを配布してもらい、夏休みを中心に生徒を無料で招

待しました。クラブが一つの地域をホームタウンとして活動し、地域活性化など

を目指すのであれば、自治体との関係性は大変重要だとおもいます。 

ボランティアスタッフを始めたのは 2002年ワールドカップの時からです。(中略) 
今の新潟はワールドカップによって出来上がったといってもいいと思います。私は

昔からサッカーが好きでしたが、ワールドカップ前新潟におけるサッカー熱は非常

に低かったですね。野球はみんな好きなんですが。それがワールドカップによって

いまのようになりました。ワールドカップが行われず、アルビレックス新潟が出来

ていたとしたら、今のような盛り上がりはなかったと思いますよ。それくらいワー

ルドカップは凄かったですね。 
男性スタッフ 
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ワールドカップに関する分析が出来ていないため、ワールドカップのもたらす成果に関し

て正確に答えることができないが、新潟に「サッカー」という苗を植え付け、アルビレッ

クス新潟がつくった「社会性」の基礎になっていることは確かであると考えられる。よっ

て、アルビレックス新潟のこれまで、サッカーによる地域活性化においてワールドカップ

の存在は大変大きいと思われる。 
 
	 新潟の現象を整理する。 
① ワールドカップ開催に向けたビッグスワン建設により、スポーツのインフラ整備が進ん

だ。 
② ワールドカップ開催に向け、ボランティア組織等様々な住民組織、住民の連携が行われ

た。 
③ ワールドカップにより新潟にサッカー熱が生まれる 
④ 学校（小学校でのサッカー教室、無料チケット配布、スポーツ専門学校生をアルビレッ

クス新潟のボランティアとして活用）のなかにアルビレックス新潟が深く入り込み、サ

ッカー人口拡大につなげている 

新潟青年会議所の理事長に就任した時、ブランド力のない新潟をなんとかできないか

と議論してたんですよ。やはり県内の若者が残りたい、県外の人たちが行ってみたい、

住んでみたいと思える場所にしなくてはいけないと。街なかで行われるイベントやい

ろんな活動に積極的に参加していました。 
	 1993 年に J リーグが開幕したでしょう。あるテレビ番組で、アントラーズの本拠
地である鹿島が特集されていました。暴走族がアントラーズのフラッグを振って熱狂

し、農家のおばさんも鍬をフラッグに持ち替えて応援しているとか、そんな内容だっ

たんですよ。さらに新聞記事では、若い女の子が行ってみたい街の 4位に、鹿島がラ
ンクインしていた。もともとは、ただの臨海工業地帯じゃないですか。それがサッカ

ーでこうも変わるのか、と思いました。 
	 新潟が 2002 年の日韓ワールドカップの開催地として手を上げ、私はその誘致委員
になっていました。その一環で、1994年のアメリカ大会の準決勝を視察に行ったので
す。9万人収容できる、LAのローズスタジアムは超満員。熱狂するサポーターたちに
圧倒されましたよ。国際イベントを一度も経験したことがない新潟で、この熱狂空間

を実現できたなら、地元の人々はどんなに喜んでくれるだろう。暗かった港町・新潟

が一気に明るい街になるイメージが浮かんで、私自身ものすごくわくわくしたことを

覚えています。 
(http://case.dreamgate.gr.jp/mbl_t/id=704抜粋) 
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⑤ アルビレックス新潟の活躍 
こういった流れでワールドカップ開催から整備されてきたサッカー環境が整えられ始めた。

それにより、これといったスポーツがなかった新潟において、ワールドカップの与えた強

いインパクトとアルビレックス新潟のこれまでの活躍により新潟において大きな盛り上が

りを見せていると思われる。そして、アルビレックス新潟のこれまでの活躍により、順天

堂大学大学院所属の青山氏の調査結果からもわかるとおり、「郷土愛の醸成」「住民参加」

＝「社会性」「交流の促進と教育的効果」＝「交流」といった成果をサッカーにより残して

いることがわかった。 
 
第 2節	 静岡県静岡市とサッカー	 	 	                                                          
(1) 静岡県静岡市 
静岡県静岡市は静岡県の東西のほぼ中央、東京と名古屋のほぼ中間の太平洋ベルト地帯

上に位置し、範囲は駿河湾から赤石山脈まで南北に広がる地勢に位置している。2003 年 4
の旧静岡市と旧清水市との合併でいわき市（福島県）を抜き、2005年 2月に高山市（岐阜
県）が周辺 9町村と合併するまで、日本一広い面積を持つ市であった。現在では、高山市、
浜松市、日光市（栃木県）、北見市（北海道）に次いで、全国で 5番目に面積が広い市とさ
れ、都道府県庁所在地の市としては日本最大である。南北に静岡県を貫いており、東海道

ルートで長距離移動する際、本市を横切らずに東西に移動することは不可能である。 
静岡県内では統計上浜松市に次いで総人口・面積共に 2 位であるが、人口集中地区、都

市圏、商圏の規模は県内最大である一方で、政令指定都市の中では一番人口密度が低いと

されている 16)。 
 
(2) 静岡サッカー 
	 静岡のサッカー史は大正 8年（1919年）の静岡師範学校蹴球部創設を始まりとされてい
る 4)。イギリス生まれのサッカーが日本に伝わったのは、明治 6 年。東京・築地の海軍兵
学寮に招請したイギリス軍人ダグラス少佐らが日本人に教えたという。これが「異人の蹴」

と映り、明治後期には野球、庭球にならって「蹴球」と書かれるようになった。それをサ

ッカーと言い始めたのは大正時代にたってからだ。サッカーがいつごろ静岡県に入ったか

は必ずしもはっきりしないが、静岡師範の蹴球部誕生は明治 6年から実に 46年も後のこと
だった。ボールを蹴ってやみくもに突進する初歩的なサッカーがルールを知り、体力と知

力を振り絞って高度なゲームを展開するまでの 90年、静岡県のサッカーは、旧制中学や高
等学校などの学校サッカーを中心に発展し大きな成果を上げた戦前の実績を基礎にして、

戦後は「サッカー王国静岡」が大きく開花した。さらに時代は昭和から平成へと移り、国

内的には J リーグの誕生、袋井市のエコパも会場となり静岡県民が熱狂したワールドカッ
プの開催などでますます発展、静岡サッカーもそれと歩みを共にした。 
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	 静岡サッカーの中でも、静岡市は「サッカーの町」中でも旧清水市は「サッカー王国」

などと呼ばれている。静岡市をイメージづけるものには、清水港、日本平、三保の松原、

お茶のまち、登呂遺跡、などサッカー以外にも多くの文化的、地理的な資源がある。しか

し、私自身実際に静岡を離れ、大学に進学し各地の人に接した時、「出身は？」聞かれ、「静

岡です」と答えると「おっ、静岡、じゃあ、サッカーやってたの？」と必ずといっていい

ほど聞かれる。大学から静岡を出て都内に来た私の友達の多くも、同じようなことを聞か

れ、静岡＝サッカーの印象が大変強いことを静岡から出て初めて知った。 
SFC学生（対象 1~4年男女	 N＝55）に静岡に関するイメージ調査を行ったところ、以

下がその調査結果だ。 
1. お茶 

79 
2. サッカー 

63 
3. 富士山 

37 
4. みかん 

16 
5. 伊豆 

5 
これは男性 17人、女性 18人の計 35人（慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの図書館、食

堂においてランダムにインタビュー形式で調査）に対して、「静岡」と言えば何か、を 3つ
あげてもらい、静岡のイメージ調査を行った。回答者が一番目にあげたものを 3、2番目に
あげたものを 2、3 番目にあげたものを 1 とし、イメージの強いものを数値化した。（この
調査の中に静岡県出身者は 2人、サッカーをやっていた人は 5人である。） 
結果、1番印象付けるものはお茶であったが、2番目が静岡＝サッカーというイメージで

あることがわかった。（清水エスパルス、サッカー選手名、といったサッカーに関連する特

定団体、固有名詞はサッカーという枠組みでとらえた。）サッカーを連想する理由としては、

「サッカー王国静岡」というイメージ、小さな子から多くの人がサッカーをやっていそう

というイメージがあることと、ワールドカップでの静岡出身のサッカー選手の活躍があげ

られる。特に 2002年の日韓ワールドカップの影響は強くみられたことと、現日本代表で活
躍する内田篤人（現：ドイツ 1 部リーグシャルケ FC 所属）や長谷部誠（現：ドイツ 1 部
リーグヴォルフスブルク所属、2010ワールドカップ日本代表キャプテン）といった顔立ち
の整ったビジュアル系選手が女性層に人気があることで、今回の調査では女性層の静岡＝

サッカーの回答が多かった。また、サッカー選手を広告体として用いることが増えている

こともあり、中山雅史（現：コンサドーレ札幌）が資生堂の CM、小野伸二（現：清水エス
パルス）が TOYOTA カローラフィールダー、コカコーラボトラーズの CM、内田篤人が
SONY のワールドカップ広告塔として用いられていたこともあり、メディアに数多く登場
することで、決してサッカー通でない人たちにもサッカー選手の存在が知られ、かつその

サッカー選手が静岡出身であることが多いことから、静岡＝サッカーと多くの人たちに認

知されるようになったとわかった。（5 番目以下には、水、東海道、駿河湾、駿府城、御殿
場といった回答があった。） 
	  
静岡出身のサッカー選手で、日本代表でワールドカップに出場した選手を見ると 1998年

23人（ワールドカップのメンバー人数）中 9人、2002年 23人中 6人、2006年 23人中 4



30 
 

人、2010 年 23 人中 4 人と常に多くのワールドカップメンバーを輩出している。こうした
多くの選手を輩出できる理由として、調査の中で聞こえた声のように「サッカー王国静岡」

や「小さな子から多くの人がサッカーをやっている」というは確かなのか、都道府県別サ

ッカー競技人口割合、Jリーグ出身地別選手数を表す表の二つの表を見て頂きたい。 
 
下の２つ表を見て頂きたい。1つ目は都道府県別サッカー競技人口割合をみたものだ。そ

の土地の人口に対して、サッカー選手がどれほどいるのか、をみることでサッカー人口割

合を求めたものだ。静岡県は 1.23％で全国 1位、静岡市は 1.54％となった。 
 

順位   都道府県名   選手数   人口（人）   サッカー人口割

合   

＊ 静岡市  11233  727340  1.54％   

１  静岡県  46310  3773694  1.23％   

２  熊本県  19001  1839309  1.03％   

３  佐賀県  8735  862156  1.01％   

４  大分県  11850  1211042  0.98％   

５  島根県  7074  727793  0.97%  

６  鹿児島県  16688  1728554  0.97％   

７  沖縄県  13280  1397812  0.95％   

８  長崎県  13793  1458404  0.95％   

９  徳島県  7480  800825  0.93％   

１０ 鳥取県 5581 598485 0.93％  

平成 20年度（財）日本サッカー協会登録者数（日本サッカー協会ホームページ） 
住民基本台帳に基づく人口（総務省統計局ホームページ） 

 
次に、2つ目の表として Jリーグ出身地別選手数を表す表を見て頂きたい。	 	 	 	 	  

 
順位   出身地  合計  J１  J２  都道府県別人口（千人） 

１ 東京都  ９６ ５１ ４５ １２５４８ 

２  静岡県  ７８ ４４ ３４ ３７７４ 

３  埼玉県  ７４ ４０ ３４ ７００６ 
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４  大阪府 ６８ ３４ ３４ ８６７７ 

５  神奈川県 ６１ ２９ ３２ ８８４８ 

６  千葉県  ５９ ２４ ３５ ６１２４ 

７  兵庫県 ５２ ２９ ２３ ５５８６ 

８  福岡県 ３５ ９ ２６ ５０３２ 

９  茨城県 ３１ １７ １４ ２９８０ 

１０  鹿児島県 ３１ １３ １８ １７２９ 

１１ 広島県 ３０ １６ １４ ２８５９ 

１２ 北海道 ２８ １０ １８ ５５４４ 

１３ 熊本県 ２７ ８ １９ １８３９ 

１４ 京都府 ２２ １１ １１ ２５５６ 

１５ 群馬県 ２１ １２ ９ ２００９ 

＊ 静岡市 ２８ １５ １３ ７２７ 

平成 20年度（財）日本サッカー協会登録者数（日本サッカー協会ホームページ） 
住民基本台帳に基づく人口（総務省統計局ホームページ） 

2つの表を見て頂くと、イメージ調査からわかった静岡＝サッカーが確かなことがわかる。
静岡においてサッカーが非常に盛んであり、かつ多くのプロサッカー選手を育てることで、

全国に静岡のサッカーを知らしめている。そして、静岡のサッカーを外に示すとともに、

静岡の中でも自分たちの地から選ばれた選手を応援しようという思いが生まれ、さらにそ

れに感化し子供たちが日本代表を目指し、サッカーに打ち込むようになる。 
 

	 では、その背景にどういった取り組みがあり、静岡のサッカーはどうやって出来てきた

のか、インタビュー調査から明らかになったことを踏まえ、次の静岡サッカーと地域活性

化で説明していく。 
 
(3) 静岡サッカーと地域活性化 
	  
 
 
 
 
 
 
 

[調査期間] 
	 2010年 9月 17日～19日 
	 2011年 1月 11日～12日 
[調査対象] 
静岡サッカー関係者	  

	 静岡市役所勤務 
	 静岡県庁勤務 
	 清水エスパルスホームタウン推進室 
	 NPO清水サッカー協会理事長 
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	 静岡のサッカー発展に関して、インタビューをした中で、「静岡サッカー」への発言とし

てもっともインパクトが強かったのは、市役所勤務の方の次の発言であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここから、発展の過程においてキーポイントは大きく分けて２つあると考えた。1つ目は、

小学校、中学、高校、などの各階層における環境整備、2つ目は、静岡サッカーの指導者人

静岡が小学校、中学校、高校、社会人において数多くの強豪チームを育て、サッカー

を多くの人が取り組んでいるのは、サッカーができる環境を早くから整えられたこと

と静岡の経済界の方々が静岡に関心を持ち、静岡新聞さんや静岡第一テレビさんや

SBS さんがサッカーに関する報道をしてくれていることにあると思いますよ。静岡
新聞を見て頂くとわかりますが、サッカーに関する記事はスポーツ記事の欄でも一番

多く取り上げられているんですよ。 
 
静岡のサッカーはまず小学校の整備から始められたんです。小学校や中学校のグラウ

ンドを見て頂くとわかりますが、ほとんどすべての学校に照明が設置されています。

小中学校のグラウンドの約９０％に設置されています。これは、サッカーをする環境

を整え、夜でもサッカーに取り組むことができるように保護者が主体となって教育委

員会にお願いし、設置され始めました。（中略） 
次に指導者を育成することに取り組みました。少年サッカーコーチングスクールがそ

れにあたります。これは静岡で教員をしていた堀田氏を中心にはじめられ、毎週講習

会を開いていたそうです。ここで多くの優秀な指導者（清水 FC、静岡 FC、清水商
業や静岡学園を過去全国優勝に導いた方々）が生み出されました。講習の内容は、単

にサッカー選手として上手くなることだけでなく、一人の人として生きていく上での

マナー（挨拶や礼儀）といったことも教えたこともあり、指導者の質も高かったよう

です。こうした方々が小学校、中学校、高校の各年代で優秀なコーチングを行ってく

れたことが選手だけでなく、静岡の方々とサッカーに対する目を育成したんだと思い

ます。（中略） 
そして、最後に清水草サッカーや SBSカップといった国際的なサッカー大会を早く
から行い、小学校、中学校、高校の選手たちに世界と触れ合い、サッカーとはどんな

ものかを教えてきました。 
こうした過程があり、静岡から多くの優秀な選手を誕生させ、多くの人にサッカーを

意識づけることにつながっていると思いますよ。 
 

静岡市役所インタビュー 
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材育成、3つ目は国際化だ。 
一連の発言からもわかるとおり、静岡の小学校、中学校、高校においてサッカー環境が

早くから整えられたことは、静岡でサッカーが広まったことに影響を与えてきたと考えら

れる。静岡からサッカーの少年、中学、高校、などの各段階に強豪チーム（表 2 静岡サッ
カーの階層は、それを表したもの）が存在してきたのは、こうしたサッカーを「する」環

境を身近に整えたからと考えられる。今となっても、ある一定都道府県のほとんどすべて

の小学校や中学校に照明が設置されているのは静岡だけだという。私の周りの友達に聞い

ても、小学校から照明が設置されている学校は少なかった。こうした環境が整えられたこ

とで、少年の部では、清水 FCや静岡 FCといった選抜が過去数十回全国大会等で優勝を果
たし、中学の部では近年私立中学校や下部組織チーム（清水エスパルスジュニアユース）

や各クラブチームが全国大会に出場し、成果を残している。さらに、高校では選抜を含め、

全国大会で静岡県選抜が 11回、清水商業 3回、清水東 5回、静岡学園 2回、等の成績を残
している。 
	 「する」環境を整えたうえで、それだけでなく、より洗練された選手を育成するために

優秀な指導者を育てたことは、のちの優秀な選手を生み出すためのレールと考えられ、そ

こから育った選手の試合を観戦しに行く流れから「観る」場を作られたと考えられる。 
	 そして、清水の草サッカー大会（8月中旬に行われ、のべ５０００人の参加者が 5日間静
岡でサッカーを行う大会、毎年海外チームも参加）、SBSカップ（海外チーム数チーム＋日
本チーム 2 チームが参加し行われる国際色を伴わせた大会）は、子供に国際的な国際交流
を持たせ、広い世界を見せるだけでなく、ヨーロッパや南米の本場のサッカーを早くから

肌で感じる世界を提供している。 
こういった流れは、サッカーが自分たち地域のアイデンティティとして認識され、サッ

カーを通じた地域コミュニティの形成効果を生み出していると考えられる。静岡サッカー

と地域活性化に関して、清水サッカー協会理事長は次のように述べている。 
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	 このインタビューからわかることは、サッカーによって地域住民のつながりを生みだし、

行政・企業・住民が協働しあう場を創出していること、地域の集まりの場が生み出されて

いることだ。 
以上から静岡のサッカーにおいて、「グローバル」＝「国際的な大会多数」「交流」＝「サ

ッカーを通じたチーム同士の交流」「社会性」＝「地域住民の集まりの場」「協働の場」「住

民同士のつながり」において、強い成果を残し、特にサッカーが「社会性」の役割を大き

く担っていることがわかった。こうした結果、静岡ではサッカーが広まり、静岡の住民の

一つのアイデンティティとして確立されてきたと考えられる。 
	 	  
第三章	 考察  
第 1節	 地域活性化においてスポーツがもたらす成果 
 

静岡や清水のサッカーの発展には、保護者の支え、地域の経済界の力、地域住民

の協力なしに成り立ちませんでした。小学校のチームなんかの父母会は、毎週のよ

うにある試合を見に来て、試合の際使用する飲み物等いろんなものを用意してくれ

るだけでなく、送迎からいろんなことを行ってくれています。これは今も昔も変わ

りません。だから、小学校の父母会の人たちなんかはどこのチームも凄く仲が良い

と聞いています。子供が卒業してからも、父母会の集まりはありますし、子供の親

のコミュニティの一つになっていると思いますよ。そして、その小学校を卒業した

子供たちも、一緒にプレーした仲間とのつながりは強いようで、静岡で今サッカー

をしているコーチの多くは、自分が育ったクラブや少年団に戻ってきてコーチなど

をしているようです。また、静岡でサッカーをしていると自分と同じ代の近く（＋

‐５）でサッカーをしていた選手の中から、一人はプロサッカー選手になる人がい

て、かつその中に清水エスパルスやジュビロ磐田でプレーする選手がいるため、彼

らを応援するために、多くの人が試合を観戦しに行く、といった流れがあります。 
(中略)また、清水ではサッカー大会が数多く行われています（ほぼ月に一度大会が行
われている）が、これからは地域の経済界の支え、地域住民の協力なしには成り立

ちません。草サッカー大会が有名ですが、あれは清水銀行さんを始め、多くの企業

の支援のもとに開催されています。また 8 月の中旬に全国から男女合わせ選手だけ
で 5000人の小学校サッカー選手が集まりますので、清水や静岡の宿が全て埋まるわ
けですよ。今は草サッカー大会のために、宿を含め富士の方まで協力してもらって

います。こういった地域との連携、地域の集まりの形成なんかが、清水・静岡では

サッカーによってつくられていることが数多くありますよ。 
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	 第２章から明らかになったスポーツによる地域活性化のもたらす成果を整理する。 
新潟県新潟市 ・社会性 

「郷土愛の醸成」「住民参加」「地域の一体感」 
・交流 
「交流の促進と教育的効果」 
・グローバル 
「ワールドカップ」 

静岡県静岡市 ・社会性 
「帰属意識」「地域コミュニティの形成」「地域アイデンティティの形

成」「住民のつながり」 
・交流 
「サッカーを通じた他地域との交流」 
・グローバル 
「国際的な大会多数」「国際的な大会による海外との協力」 

	 第一章で見てきた地域活性化における要素の達成度は確かに見られ、特に静岡において

は、長い歴史を伴うことから大きな成果が見られた。 
 
それらの成果を、国土庁が掲げる地域活性化の成果をはかる指標をもとにみていく。地

域活性化をはかる指標は以下の６つである。 
１.地域コミュニティの形成 
２.地域アイデンティティ醸成 
３.人材育成 
４.地域情報発信 
５.交流 
６.経済的効果 
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（スポーツで地域をつくる	 堀繁	 東京大学出版会参照） 

 
	 これらを参考に静岡市、新潟市での調査結果を見てみると、スポーツが地域活性化のツ

ールとして「社会的効果」の面で高い成果を残していることが明らかとなる。 
 
ここで、地域活性化が叫ばれる背景をもう一度整理する。第一章で私は３つの観点をあ

げた。１つ目は日本経済の成長鈍化と県民所得の減少、２つ目は人口の急激な減少・高齢

化による地域のゴーストタウン化、地域経済の衰退・財政破綻の危機、３つ目は縦割り構

造の限界だ。この点の中でも、地域活性化が叫ばれる直接的な要因は、「県民所得の減少」

と「三大都市以外の人口の減少」の２つだ。 
地域の負のスパイラルは次のように起こると私は考える。「観光客の減少」→「マーケッ

トの縮小」→「県民所得の減少」→「人口の減少と高齢化」→「交流人口、観光客の減少」

→「人口のさらなる減少」→「市街地の魅力低下」→「交流（観光客）人口のさらなる減

少」といった流れだ。第一章で述べたとおり、人口の急激な減少・高齢化によるゴースト

タウン化は進んでいる、そして「県民所得の減少」も進んでいる。これが、地域が腐敗し

ていくボトルネックだとすれば、今取り組むべき策は、観光客の増加をねらう新たな産業

を確立することだ。だが、第一章でみてきたとおり、経済効果に関してはスポーツがもた

らす価値は低く、新たな産業の確立にもならない。スポーツが役立つのは、上記で見てき

たように「社会的効果」の部分であり、この点に関して価値をもたらすと考えられる。 
	 よって、本当の意味での地域活性化を行っていくためのスポーツの位置づけは次の図の
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ような位置だ。 

 
右上の赤い部分が経済性と社会性を伴い、地域経済を潤し、地域再生などにつながると

考えられる。しかし、スポーツは赤い部分までの役割を果たすことは現在できていない。

スポーツが位置するのは右下の、「社会性」の高い部分だ。 
赤の部分で新たな産業を生み出し経済を活性化させたりするためには、人と人とのつな

がり、住民の連帯感、行政・企業・地域住民の連携が不可欠だと考える。よって、地域活

性化の初期段階、「住民の社会性強化」においてスポーツは価値をもたらし、地域活性化に

役立つと私は考える。 
 

第 2節	 スポーツによる地域活性化の成果を高める手法・取り組み	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 これまでアルビレックス新潟と静岡のサッカーを見てきた中で、スポーツによる地域活

性化を促進させるために重要な点は３つあると私は考える。１つ目はアマチュアの整備、

２つ目は行政との関わり、３つ目は大会開催だ。 
 
(1)アマチュアの整備 
アマチュアの重要性に関して説明する。アマチュアの整備を重要な点としてあげる理由

は二つある。１つ目は、人材の循環を生みだすこと、2 つ目は「社会性」「交流」の地域活
性化において重要な点を強化するためだ。 
まず 1つ目に関して説明する。下の図を見て頂きたい。縦軸に「professional(プロフェッ

ショナル＝職業)」「armature(アマチュア＝趣味)」横軸に「Free(無料)」「Not Free(有料)」
という切り口で、一つのスポーツにおける小学校からプロまでをプロットしたものだ。 
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	 左の赤みがかったエリアは、静岡のサッカーにおいて最初に強化・整備が行われたエリ

アだ。静岡におけるサッカーはまずこのエリアに位置する小学校、中学校におけるサッカ

ーの環境整備（小学校・中学校の照明設置）により、選手、保護者両者の裾野を広げると

ともに、小中学校の選手の育成部門の強化（指導者講習会）を行うことで、アマチュアに

おいて優れた選手を生みだした。 
	  

 
そして、小中学校で育った選手たちは、静岡の各名門高校サッカーチームに派遣すること

で、より、より優れた選手を育成した。そして、彼らを大学、プロに送りこみ、多くの有
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名選手を誕生させる。これらの一連の流れを静岡といった区域で全て行えるといった一貫

した循環システムがあることも発展の一つの要因である。また、単に素晴らしい選手を育

成するということではなく、地域におけるサッカーリテラシーを向上させる、また素晴ら

しい選手が誕生し、彼らが活躍することで、まちのシンボルとなり、地域の誇りとなると

いった、サッカーが一つのブランド形成に役立っているのも確かだ。そして、彼らが現役

を引退してからは、アマチュアの世界で、コーチとして招きセカンドキャリアの場を提供

し、また静岡の社会人チームで活躍する場を提供している。こうしたアマチュアの強化は、

多くの優秀な人材を育てるため場、また多くの人がサッカーに携わる場を提供するための

場、そして、人材を呼び戻すための場として、アマチュアはスポーツによる地域活性化に

おいて大変重要だと考えられる。 
アマチュアを整備することが重要と考える 2 つ目の理由を説明する。アマチュアを整備

することが重要と考える二つ目の理由は、スポーツにおける「社会性」「交流」といった要

素における達成度を高めていくためには、アマチュアの整備が重要だと考えるからだ。ア

マチュアの構成員は「小学校選手」「中学校選手」「高校選手」「大学生選手」「一部社会人

選手」だ。静岡の事例を振り返ると、アマチュアの中でも「小学校」「中学校」においてサ

ッカーの環境を整備を行うことで、小学生チームを数多くつくり、父母会の形成、大会運

営に向けた地域住民の連携、により地域コミュニティを生みだし、地域アイデンティティ

を形成してきた。アマチュアの中でも「小学校」「中学校」チームは「保護者」と密接に関

係しているため、このアマチュアエリアを整備することは、保護者層つまりは大人の層の

コミュニティ形成や地域アイデンティティの形成といった「社会性」といった要素の達成

度合いを高めることにつながると考えられる。そして、アマチュアにおいて数多くのチー

ムが存在し、試合が繰り広げられることで数多くの「交流」といった要素の達成度合いを

高めることができる。 
以上 2 点より、アマチュアはスポーツによる地域活性化を行っていく上で大変重要だと

私は考える。 
 

(2)行政との関わり 
スポーツによる地域活性化を実行していくためには、行政との関わりが大変重要となっ

てくる。新潟、静岡の両事例からもわかるとおり、基盤となるハードを整備するのも、整

備されたところに人を巻き込むのも行政のサポートがあってなりたった。 
スポーツがたとえ「社会性」「交流」「グローバル」といった地域活性化における重要な

要素を秘めていたとしても、そのスポーツを「する場所」や「観る場所」いったところが

整備されていなければ、スポーツの秘める価値を生み出していくことはできない。上記で

も述べたが、「施設」「人」を抑えているのが行政であり、ここをどうしていくかによって、

スポーツによって成果を生み出していける幅も変わってくる。 
「地域」において重要なのは、やはり行政であり、「地域」に関して包括的に知り得てい
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るのも、行政である。（１）で述べたアマチュアにおける整備においても、「小学校」「中学

校」といったエリアにおいて、なにかを行おうと考えた場合、教育委員会が関係してくる

もスポーツよってはありうる。そうした場合は、やはり行政の協力が必要であり、行政と

の関わりといったことが大変重要となってくる。よって、スポーツによる地域活性化を推

進していくためには、行政との関わりが大変重要となってくる。 
	  
(3)大会開催 
	 大会開催に関して述べる。大会を開催することは大きく二つの理由から重要だと考える。

まず１つ目は大会開催の準備により、地域住民の連携を生みだすこと（＝社会性）、２つ目

は、大会開催により地域情報を発信することで様々な地域と交流を生みだすことである。 
	 まず１つ目に関して説明する。大会を開催することは一つのお祭りを開催することによ

く似ている。会場準備から、様々な準備が必要なことから、地域住民同士の連携が大いに

必要となってくる。静岡のインタビュー事例でも紹介したが、清水の草サッカー大会では、

行政・企業・地域住民、様々なアクターが協力し合い、連携をはかるなかで開催されてい

る。これは、お祭りにおける開催準備と同じで様々なコミュニティをつくるとともに、多

くの人と人とを結び付ける効果がある。よって、大会開催は地域住民同士の関係性に大き

な影響を与えると考えられる。 
２つ目に関して説明する。大会開催は参加者に「交流」を生みだすとともに地域情報発

信に役立ち、スポーツによる地域活性化の成果を高めると考えられる。スポーツの大会は、

選手同士、チーム同士だけでなく、保護者や主催者間においても様々な「交流」をもたら

す。また、交流を生みだすことは、新たなコミュニティ形成、例えば選手間の交流によっ

て新たなチームが誕生する、といったことに役立ち、「交流」により「社会性」の要素の達

成度合いを高めることが期待できる。こうしたスポーツ大会を開催することは、この二つ

のスポーツの成果を高めることから、重要だと考える。 
 
以上、アマチュアの整備、行政との関わり、大会開催がスポーツによる地域活性化を促

進させるために重要であり、これらが全てではないが、この 3 つをおさえることでスポー
ツよる地域活性化は高い成果を残すことができると私は考える。 
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おわりに  
 
	 4 年間の大学生活が終わろうとしている。大学に入学し、12 年間続けてきたサッカーを
辞めた。小学校では選抜でプレーし、将来サッカー選手となることを夢見てきた。中学で

は 3 年間クラブチームでプレーし、高校では実質 2 年半、平日は夜遅くまで、休日はバス
に乗り様々な地域に試合に行き、サッカー漬けの毎日を送った。最後は、負けたら終わり

というあっけない高校総体の県予選、PK戦ののちに敗れ私の高校サッカーは終わりを告げ
た。 
大学への進路が決まった時、大学体育会に所属しサッカーをすることを決めていた。サ

ッカーへ打ち込めるのも大学 4 年間が最後、といった思いがあったからだ。しかし、それ
と同時に、競技者から離れ過ごした高校卒業までの半年間、このままサッカーをしている

だけでいいのか、という思いがあった。スポーツを「する」立場から離れ、「見る」「支え

る」立場からスポーツに関わった半年の間に、ボランティアなど色々な形でスポーツに関

わってきた。この経験は、スポーツは専ら「する」ことだと認識していた自分にとって、

スポーツに対する新しい関わり方の発見と、そのような形で社会にインパクトを与えてい

くことの面白さを見出した。  
	 そんな思いもあって、大学では競技者としてサッカーを続けることをやめ、サッカーの

コーチをする場に携わった。高校生や中学生の指導者の方と接する機会は、スポーツと教

育というテーマにおいて非常に考えさせられるものであった。学生コーチアルバイトとい

を経験することで、改めて日本のスポーツがいろんな人たちに支えられているということ

を認識した。また、大学入学と同時に SMRG［Sports Management Research Group］に
出会った。大学にスポーツビジネス・スポーツマネジメントを学べる環境があることが本

当に嬉しかった。SMRG では、問題意識の強い先輩と一緒に活動させてもらい、実践をベ
ースに研究を行うことで知識と経験が蓄積された。特に、1年時政策支援機構の助成のもと
に、SMRG の 4 年生と行った研究活動はその後の学生人生に大きな影響を与えた。また、
SMRG で大学の資源を利用して、大学と地域間、異世代間のスポーツ交流（スポーツキャ
ンパス）を企画実施したことは大学生活で最も大きな経験だった。これらの経験は今後の

私の人生においても大きな糧となるだろう。SMRG で出会った先輩方、同期の四人、後輩
にはこの場を借りて感謝の意を述べたい、ありがとうございました。 
	 卒業プロジェクトを通じ、日本の様々な地域を訪れた。自分の行きたいところ、行くべ

きだと思ったところに行き、色々な人間に出会った。フィールドワークも最初はうまくい

かなかった。ヒアリングをする人の真意を聞きだすことが出来ず、何度も失敗した。しか

し、徐々にヒアリングのポイントをつかみ始め、納得いくヒアリングが出来るようになっ

た。この半年は、大きく成長する事ができ、またすごく勉強になったと同時に、素晴らし

い志を持った人たちと出会い、新たな繋がりをつくることができた。 
	 来年からは大学院に進学する。修士課程においての研究は、今日までの研究とは比べ物
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にならない過酷なものとなるであろう。だが、そんな日々が楽しみでしかたない。多くの

失敗を繰り返し、大きな成功を導くために、新たな 2年間を邁進していきたい。 
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弘氏、取締役営業部長山本英明氏、NSGグループ秘書室高野氏、新潟県スポーツ振興課、
新潟市スポーツ振興課、株式会社清水エスパルスホームタウン推進室大瀧隼人氏、静岡市

生活文化局文化・スポーツ部スポーツ振興課池田好正氏、ＮＰＯ法人清水サッカー協会理

事長の西村氏、ボランティア関係者の皆さまに、この場を借りて感謝申し上げます。現場

で聞く皆さまのお言葉は何もかも新鮮で、皆さまのスポーツに対する情熱を感じることが

できました。 
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＊静岡県サッカー競技人口の推移 

 平成 12年 平成 13年 平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 平成 19

年 

平成 20年 

１種 

（一般・大学生） 

10,975 10,865 10,618 10,635 10,655 10,758 10,528 10,302 10,017 
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２種 

（高校生年代） 

5,899 5,833 5,915 6,110 6,273 6,218 6,177 6,288 6,304 

３種 

（中高生年代） 

10,094 9,594 9,413 9,600 9,707 9,785 10,395 10,818 10,978 

４種 

（小学生年代） 

15,863 15,895 16,501 17,838 17,639 17,582 16,968 17,481 16,854 

シニア 

（４０歳以上） 

404 412 450 523 575 597 639 684 732 

女子 1,517 1,523 1,574 1,582 1,668 1,691 1,705 1,731 1,684 

合計 44,752 44,122 44,471 46,288 46,517 46,631 46,412 47,304 46,310 

 
 
	 静岡市は平成 21年度に、静岡市と清水エスパルスに関して次のような調査を行った。 
「あなたは静岡市が清水エスパルスのホームタウンであることを知っていますか？」 

 
「清水エスパルスに親しみはありますか？」 

成人 未成年 
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「静岡市サッカーフレンドシティ計画抜粋」 

「あなたは静岡市が清水エスパルスのホームタウン（本拠地）であることを知っています

か？」「清水エスパルスに親しみはありますか？」に関しては、成人 2055 人、未成年 518
人にアンケート調査を実施し得た結果である。清水エスパルスの存在に関しては、成人９

５％、未成年８４％が知っていることから、多くの人が清水エスパルスの存在を知ってい

ることが伺える。そして、清水エスパルスに対する親しみに関しては、成人で約７０％の

人があると答え、未成年で約４０％の人があると答えている。この二つからも静岡市と清

水エスパルスとサッカーというものが非常に密接な関係にあることが伺える。静岡市の住

民の多くがサッカーの存在、プロスポーツ組織清水エスパルスの存在をしっているととも

に、清水エスパルスに親しみをもっていることがわかる。 
 
 


