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１．は じ め に

　2011年３月東日本大震災による津波の影響により，
いわき市の沿岸地区の多くは壊滅状態となった。また，
東京電力第一原子力発電所の事故も重なり，その年，
いわき市にあった９カ所の海水浴場はどこも泳ぐこと
ができなかった。翌年2012年，勿来海水浴場が唯一海
開きをし，続いて2013年，四倉海水浴場で海開きとなっ
た。その４年後の2017年，薄磯海水浴場が海開きをす
ることになり，ようやく３カ所の海水浴場が開かれる
ことになった。
　震災２年後海開きとなった四倉海水浴場の空間線量
は，監視塔付近に設置された測定器から2013年から
2016年の間0.04～0.07μSv/hであり，これは震災前
のいわき市内の空間線量0.03～0.07μSv/hとほぼ変
わらない数値であった注１。また，2016年の海水の放
射性セシウム濃度は，Cs-134，Cs-137のどちらも不
検出（ND）であり，海底砂の濃度も基準値以下であっ
た注２。いわき市の海水浴場において，海開きが進ん
でいない理由として，放射線の空間線量の問題よりも
むしろ海岸復旧に伴い防波堤や津波に対する避難経路
の確保などの「安全対策面」や海水浴場後背地やトイ
レなどの「環境衛生面」などの公共工事が思うように
進んでいないことが挙げられる。

　海水浴場の入込み客状況について，震災前2010年の
いわき市９カ所の海水浴場の客数は合計789,533人，
その内，四倉海水浴場の客数は101,667人と市内海水
浴場としては３番目の客数であった。（表２）震災後，
2013年四倉海水浴場の客数は13,395人と震災前の約
13％と激減している。徐々に増加はしているが2016年
四倉海水浴場客数は30,878人と，震災前の３割程度に
留まっている。

２．いわき市四倉町地区について

　いわき市四倉地区には，「四倉地区グランドデザイ
ン」という住民が中心となって策定したまちづくり計
画がある（2009）。その中の４つの方針に「あおい海」
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表１　四倉海水浴場における放射線モニタリング
数値

測定日 空間放射線
（μSv/h）

海　　　水

Cs-134 Cs-137

2013年７月20日 0.07 － －

2014年７月20日 0.04 － －

2015年７月21日 0.05 N.D. N.D.

2016年７月19日 0.05 N.D. N.D.

いわき市四倉支所所持データより著者作成
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というものがある。それは，四倉海岸を中心とした内
容で「道の駅を中心とした観光と商業の拠点づくり」
「漁港や海水浴場を利用した観光エリアの形成。ビー
チ・マリンスポーツの振興，施設の整備やシンボルロー
ドづくり」「海を利用したイベントの開催とその充実
を図る」とある。四倉地区の住民にとって，四倉海岸
は，シンボルエリアであり，地域活性化に繋がる「ま
ちづくり」の拠点と考えられている。

３．四倉海岸でのイベント

⑴　ビーチバレーボール
　四倉海水浴場では，1992年から四倉地区体育協会
主催のビーチバレーボール大会が開かれている。第
１回大会は35チームが参加し，関係者も含めると約
300人規模のイベントとなり，盛大に開催された。
その後も継続して開催され，震災前の2010年には，
約100チームを集め，約650人の参加者があった。震
災により３年間大会は中止となったが，2014年，い
わき市からの補助を得て，復興支援事業の一つとし
て大会が再開された。再開を待ち望んでいた地元住
民が中心となり，37チームの参加があった。その後
も2015年47チーム，2016年53チームと着実に参加者
を増やしている。
　再開にあたって，主催する四倉地区体育協会関係
者は，「震災前の盛り上がりまで戻し，地域の復興
に繋げたい」「若者がイベントに参加してくれるこ
とで，地域に若者を戻したい」と話をしていた。
　また，2017年に第12回を迎える福島県ビーチバ

レーボール選手権は，震災前まで相双地区といわき
地区で隔年開催していた。震災以降2011年から2014

年は一時中断となっていたが，2015年からは四倉海
岸で毎年開催されてきた。福島県ビーチバレーボー
ル連盟会長から開催について話を伺うと，「残念な
がら福島の海岸でのビーチバレーボール大会の開催
は，復旧作業や放射線の影響から限られた場所でし
か開催できない。この四倉海岸は，ビーチバレーボー
ル競技に適した場所であり，福島県ビーチバレー
ボールの拠点となってほしい」と言う。

⑵　ビーチフェスティバル in 四倉
　2015年に四倉海水浴場で，「アクアソーシャルフェ
スティバル in 四倉」と「ビーチフェスタ in 四倉」
が２週連続で開催された。この２つのイベントは，
震災後の四倉海岸に再び多くの人たちが集まり，海
辺の素晴らしさや楽しさの再認識と風評の払拭を
し，海岸への観光客回帰を促進させることを目的と
している。事業としては，砂浜の空間線量調査と四
倉海岸の砂浜特有である「鳴き砂」の放射線の影響
調査を参加者に伝えることに加えて「砂像つくり」
によって四倉海岸の安心安全を広めている。2017年
も「アクアソーシャルフェス」として継続して開催
された。

４．目　　　的

　東日本大震災後，被災地支援を目的としたスポーツ
イベントが数多く開催された。そして，その中には単

表２　いわき市内海水浴場入込み客数の変化

海水浴場 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

久野浜・波立 16,294

開設
見送り

開設見送り

見送り

新舞子ビーチ 65,275 見送り

薄磯 263,338 開設予定

豊間 34,773 見送り

合磯 20,535 見送り

永崎 97,788 見送り

小浜 8,137 見送り

勿来 181,726 8,470 21,938 16,089 31,805 36,512 開設予定

四倉 101,667 13,395 10,340 27,139 30,878 開設予定

合計 789,533 8,470 35,333 26,429 58,944 67,390
福島県商工労働部観光交流局観光交流課資料より著者作成
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なる復興支援に留まらず，「復興五輪」として位置づ
けられた2020年東京オリンピック・パラリンピック，
さらにその後もレガシーとして継続していくことを目
的としたイベント活動が含まれている。
　そこで本研究では，福島県において，オリンピック
ムーブメントと関連した被災地支援のスポーツイベン
トの実施状況について検証する。また，被災地の一つ
であるいわき市四倉地区で震災後に開催されたスポー
ツイベントについて調査し，震災から６年が経過した
現在，地域の活性化に繋がるスポーツイベントのあり
方，さらに2020年東京オリンピック・パラリンピック
以降のレガシーとしてスポーツイベントを継続開催す
る方法を検討し，提案することを目的とした。

５．研 究 方 法

　震災直後から，被災地３県（福島県，宮城県，岩手
県）でスポーツイベントを開催し，被災地をスポーツ
による復興で支援してきた団体「一般社団法人日本ア
スリート会議」の取り組みについて，関係者からのヒ
ヤリングやこれまでの報告書を基に，福島県内でのイ
ベントについて実践事例として，開催の主旨や内容を
検証していく。
　そして，その一環で2016年７月にいわき市四倉海水
浴場で開催されたスポーツイベント「2016ふくしま中
学生ビーチバレーフェスタinいわき」に参加した選手
とその指導者および引率者に，被災した沿岸における
スポーツイベントに対する意識，考えについてアン
ケート調査を実施した。また，いわき市四倉支所職
員，四倉地区の行事を管理，運営している体育協会関
係者および地区行政嘱託協議会関係者に，震災前後の
住民の意識や取り組みについてヒヤリング調査を実施
した。

６．日本アスリート会議の実践事例

　震災後，被災地では，被災地を勇気付けようと多く
のスポーツイベントが開催されてきた。その中でも，
震災直後に設立され，今も継続して被災地支援活動を
行っている「一般社団法人日本アスリート会議」の活
動について，福島県での活動を事例として挙げる。

⑴　一般社団法人日本アスリート会議
　一般社団法人日本アスリート会議は，東日本大
震災の３か月後の６月に設立された団体である注３。

震災直後，多くのトップアスリートは被災地を訪れ，
多くの人たちに勇気や希望を与える活動をした。こ
の活動を，競技種目や組織の枠を超えてより充実し
た取り組みにするために中間支援団体として早稲田
大学の間野義之氏や元全日本女子バレーボールの監
督であった柳本昌一氏を中心に日本アスリート会議
が設立された。
　東日本大震災の被災地支援事業として，2011年か
ら2013年まで「ウォームアップ・ジャパン・プロ
ジェクト」として，被害の大きかった福島県，岩手
県，宮城県の３県で，トップアスリートを派遣した
スポーツイベントを開催した。３年間継続して実施
した後，2014年から名称を「パワーアップ・ジャパ
ン・プロジェクト」としてさらに継続して活動して
いる。
　2016年，2017年に開催したいわき市四倉地区での
中学生対象のビーチスポーツイベントもこの事業の
一環として開催している。

⑵　被災地支援事業
　福島県では，2011年８月に福島大学を会場に，原
発事故の影響から避難を余儀なくされたサテライト
校の高校生たちを対象にしたスポーツイベントを開
催した注４。参加者は359名。オリンピアン５名。ソ
フトボール，バスケットボール，バレーボール，サッ
カーの中で希望する競技に分かれて，オリンピアン
から指導を受け，その後にゲーム形式でスポーツを
楽しんだ。筆者は，当時，このイベントに参加した
生徒の担任をしていた。実際に参加を希望した生徒
に，参加した感想を聞いている。
　「トップアスリートから専門的なことを教えても
らえて嬉しかった」「他の高校の友達と久しぶりに
再会してスポーツができて楽しかった」この当時，
生徒たちは避難した場所での学校生活により体育活
動や部活動が限られた場所，時間でしかできない状
況だったため，トップアスリートからの指導や思
いっきり汗を流すことができたことに大満足の様子
であった。
　同年11月には，いわき市で「ふくしま大運動会in
いわき」というスポーツイベントを開催し，小中高
生約1,500人が集まった。このイベントにもオリン
ピアン３名を含むトップアスリートが参加し，イベ
ントを盛り上げた。このイベントの参加者の中には，
避難先からの参加者も多く，また，外での運動活動
に不安を抱えながら生活している保護者と一緒に参
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加する小学生の姿もあった。参加者からは「オリン
ピック選手の見本が見られて，すごく上手で驚いた。
教えてもらって，とても楽しかったです」「プロの
選手に教わることは初めてなので，とても勉強にな
りました。すごい球を打ってくれて，途中で曲がっ
たりして，すごくいい経験になりました。これから
も練習してもっとうまくなりたいです。」と感想が
あった。トップアスリートにしかできない技術を実
際にみることができた喜びやその指導が今後の励み
となっていることが分かる。
　2012年は福島大学，いわき市での開催に加え，会
津地区でも開催した。福島大学と会津地区に派遣さ

れたトップアスリートはその地域出身のアスリート
であり，地元への恩返しとなる社会貢献事業となった。
　2013年は，福島大学，いわき市，会津地区に加え，
相馬市でのイベントも開催された。この相馬市は震
災と原発事故の影響のあった地域である。さらにこ
のイベントに派遣されたアスリートは，自身の出身
地が原発事故の影響で帰宅困難とされている地区出
身のアスリートである。被災地出身のアスリートが，
被災地で支援事業に関わることは，文部科学省が提
唱する「トップアスリートの好循環」（2013）とも
言える。

表３－１　日本アスリート会議の福島県内復興支援事業＜ウォームアップジャパン＞

実施年 会場 事業名 参加者数 トップアスリート

2011

福島市
青春スポフェス
サテライト高校生

スポーツフェスティバル

高校生
359名

宇津木妙子/萩原美樹子
ヨーコゼッターランド
野田朱美/川上直子

いわき市 ふくしま大運動会
inいわき

小中校生
1,982名

朝原宣治/岩城ハルミ
永井紀佐子/上原卓

山口学

2012

福島市
パワーオブスポーツinふくしま

ふくしま大運動会
（４時間リレー）

中学生・一般
848名

久保倉里美/佐藤敦之
江里口匡史/伊藤正樹
増子恵美/佐藤真有
千葉麻美/佐藤美保

いわき市 パワーオブスポーツinふくしま
ふくしま大運動会

小中校生
ファミリー
2,730名

朝原宣治/岡本依子
江里口匡史/三浦淳寛
永富有紀/太田雄貴
平野早矢香/伊藤正樹

岸彩乃

会津地区 ふくしま大運動会
in会津

小中校生
ファミリー
1,017名

仲村錦治郎/柳本昌一
植野恵美子/山本篤

須佐勝明（福島県会津出身）
/大日方邦子

2013

福島市 ふくしま大運動会 小中学生
約350名

秋本真吾（福島県大熊町出身）
/岡本依子
鈴木祐美子

いわき市 ふくしま大運動会
inいわき

高校生
約350名

柳本昌一/岩城ハルミ
永井紀佐子/三科真澄

大石寛之

相馬市 ふくしま大運動会相馬市 小中校生
約350名

秋本真吾（福島県大熊町出身）
/東邦銀行
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⑶　学生企画によるイベントの開催
　2011年から福島県で開催するイベントの一つを福
島大学の学生が「スポーツ企画演習」という授業の
一環で，企画・立案・運営をしていくことになった。
日本アスリート会議の設立趣旨とこの事業のコンセ
プトを基に，学生が主体となって企画を考え，地域
や関係団体と連携しながら協働した。
　震災後，福島の子どもの体力低下（小川2012）が
言われるようになったことから，2014年は子どもの
運動の機会の創出とオリンピック競技に挑戦するこ
とで，子どもたちが新たな目標を見つけるきっかけ
作りとして「トライアスロン」にチャレンジするイ
ベントを企画した。約90名の参加者があった。そし
て，福島県南相馬市出身のオリンピアンが派遣され
た。参加者からは「１つの競技で３種目もできるの

で楽しかった」「つらい種目だと思ったけど完走で
きて嬉しかった」という感想が聞かれた。
　2015年は，「野球」でのイベントを企画した。「福
島県の「野球」をする環境は震災後，変化した。地
域の多目的広場としての役割を持つ野球場には仮設
住宅が建ち，子どもたちが気軽に野球をする場所を
失った。また，少子化が進む中で，さらに震災の影
響で転居を伴い，人数が揃わず，チームを組むこと
ができなくなった地域も多い。その少年野球チーム
のために，福島大学の施設を活用し，元プロ野球選
手の指導を受ける機会を作った。参加者からは「す
ごく指導が分かりやすかった」「すごい球が速かっ
た」，保護者からは「震災の影響で丸２年新入団員
がいませんでした。野球を始めて間もない子が多い
中で元プロ野球選手に教えてもらう機会があること

表３－２　日本アスリート会議の福島県内復興支援事業＜パワーアップジャパン＞

実施年 会場 事業名 参加者数 トップアスリート

2014

福島市 チャレンジトライアスロン駅伝 小中学生
約90名

大西順子
西内洋行（福島県南相馬市出身）

江里口匡史

いわき市 ふくしま大運動会
inいわき 小中学生

朝原宣治/中地舞
柳本昌一/宮崎義仁

長崎峻侑

福島市 ももりんダッシュ 自由参加
千田健太

須佐勝彦（福島県会津出身）
秋本真吾（福島県大熊町出身）

2015

福島市 ふくしま大運動会
in福島大学（４時間リレー）

一般
350名

根本慎志/田中琴乃
新竹優子

福島市
ふくしま大運動会in福島大学
集まれ野球キッズ！

ふくしまベースボールフェスタ

小学生
40名 河野友軌/川崎泰央

いわき市 ふくしま大運動会
inいわき 小中校生・一般

塚原直貴/中西永輔
山本隆弘/宮崎義仁

長崎峻侑

南会津町 ふくしま大運動会
in南会津 小学生 朝原宣治/荒川大輔

塚原直貴

2016

いわき市 ふくしま中学生ビーチフェスタ 中学生
112名 庄司憲右

いわき市 ふくしま大運動会
inいわき

小中校生
580名（延べ人数）

高平慎士/齊藤信治
朴廣造/坂本竜介
長崎峻侑

南会津町 ふくしま大運動会
in南会津

小中学生
58名

川端絵美/畑中みゆき
佐藤久哉
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はありがたいです」という感想が聞かれた。
　2016年は，東日本大震災で甚大な被害のあった福
島県太平洋側沿岸のいわき市四倉海岸をスポーツイ
ベントで盛り上げ，復興に繋げよう，とオリンピッ
ク競技でもある「ビーチバレーボール」へチャレン
ジするイベントを企画した。いわき市の海水浴場の
客数が激減している状況を打開するために，地域関
係団体および行政の関係者から「この地域で大学生
がスポーツイベントを企画し開催してもらえれば
きっと地域を元気にしてくれるはず」という期待が
聞かれた。

７．「ふくしま中学生ビーチバレーフェスタ」
　に対するアンケート調査

　2016年に実施したイベント終了後に，参加した選手
およびその指導者または引率者にこのイベントについ
てのアンケートを郵送にて配布し，参加者112名のう
ち50名の回答を得た（有効回答率44.6％）。また，参
加チームは19チーム，全指導者は15名であり，内９名
からの回答が得られた（有効回答率60％）。

⑴　参加者へのアンケート結果
①　イベントに参加したきっかけについて
　「ビーチバレーボールを体験したかった」とい
う意見が一番多かった。「福島の海岸の復興に貢
献したいと思った」「いわきの海をイベントで盛
り上げようと思った」という回答はほとんどな
かった。参加者のほとんどが中学校でバレーボー
ル部に所属しており，このイベントを知って「ビー
チバレーボール」に興味を抱き，新しい競技を体

験したいと考えたようだ。イベント参加にあたっ
ては「復興」や「地域活性化」を考えて参加する
中学生は少ないということが分かった。
　また，「夏の思い出」としてスポーツイベント
に仲間と参加したい，と考える中学生が多いこと
が分かった。

②　イベントに参加した満足度
　「ビーチバレーボール競技を体験できたこと」
「ビーチバレーボールの試合ができたこと」は，
①でのきっかけと関連し満足度は高かった。また，
「このイベントに参加して良かったか」という項
目について満足度は大変高かった。

③　震災後，被災地支援事業等への参加有無
　８割弱が参加したことがない。これは，参加者
が震災時，幼稚園か小学生１，２年生ということ
で，保護者の参加への理解や事業開催地区の偏り
などが原因として考えられる。

表４　回答者の属性（参加者）

項目 度数 ％

性別 男子 8 16

女子 42 84

学年 中学１年 13 26

中学２年 24 48

中学３年 13 26

居住地 県北 28 56

県中 1 2

県南 3 6

会津 2 4

いわき 16 32

相双 0 0

表５　参 加 動 機

本イベントに参加を決めたきっかけは何ですか？
３つ以内で選んでください。 ｎ 度数 %

①　夏の思い出として友達と参加したいと思った 50 32 64

②　ビーチバレーの全国大会に出場したいと思った 50 18 36

③　ビーチバレーを体験したいと思った 50 36 72

④　トップアスリートの指導を受けたいと思った 50 6 12

⑤　福島の海岸の復興に貢献したいと思った 50 2 4

⑥　いわきの海をイベントで盛り上げようと思った 50 0 0

⑦　友達や先生、親など周囲の人に誘われたから 50 27 54

⑧　その他（　　　　　　　　　　　） 50 0 0

表６　満　足　度

次の質問について、満足度を５段階評価【低１～高５】
で答えてください。 ｎ 平均値

①　ビーチバレーボール競技を体験できたこと 50 4.76
②　ビーチバレーボールの試合ができたこと 50 4.68
③　トップアスリートに会えたこと 50 4.04
④　トップアスリートから指導を受けることができ
たこと 50 4.06

⑤　仲間や相手チームと交流ができたこと 50 4.48
⑥　被災を受けた地域でのイベントに参加ができた
こと 50 4.24

⑦　四倉海岸の施設や環境（砂浜・トイレ、シャワー
など） 50 3.58

⑧　イベントの雰囲気 50 4.52
⑨　このイベントに参加して良かったか 50 4.8

平均値 4.35
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④　スポーツ関連の被災地支援事業等は，被災地の
人々にどのような効果をもたらすか
　「元気・やる気など活力を与えてくれる」とい
う意見が多かった。
　「被災地の現状を分かってもらえる」という回
答があるが，記述回答から実際に参加して会場を
見て感じたようである。

⑤　次年度，「ビーチバレーのイベント」が開催さ
れたら参加してみたいか
　「はい」と答えた参加者がほとんどであった。

⑥　次年度，いわき市四倉海岸に遊びに行きたいと
思うか
　「はい」と答えた参加者が多かった。④と関連
するが，記述回答からには，「実際に会場に来て
安全な場所であることが分かった」という回答が
あった。

⑵　指導者または引率者へのアンケート結果
①　イベントに参加したきっかけ
　「ビーチバレーボールを体験させたかった」と
いう意見が一番多かった。「福島の海岸の復興に
貢献したいと思った」「いわきの海をイベントで
盛り上げようと思った」という回答は無かった。
また，「全国大会に出場させたい」という回答が
あり，指導者目線としてのスポーツイベント参加
の傾向が見られた。

②　イベントに参加した満足度
　「ビーチバレーボール競技を体験させることが
できたこと」「ビーチバレーボールの試合に出場
させることができたこと」に対する満足度は高
かった。また，「このイベントに参加して良かっ
たか」という項目についても，参加者同様に満足
度は大変高かった。

③　震災後，被災地支援事業等への参加有無
　８割弱が参加をさせたことがないと回答した。
参加者の結果と関連し，保護者が，子供を小学校

表10　理　　　解

次年度、いわき市四倉海岸に遊びに行きたいと思い
ますか？ 度数 ％

①　はい 46 92

②　いいえ 4 8

表７　経　　　験

震災後、被災地支援事業等で行われた他のスポーツイ
ベント（観戦招待も含む）に参加したことはありますか？ 度数 ％

①　参加したことがある 11 22

②　参加したことがない 39 78

表８　効　　　果

スポーツ関連の被災地支援事業等は、被災地の人々
にどのような効果をもたらすと思いますか？

（複数回答可）
度数 ％

①　元気・やる気など活力を与えてくれる 44 88

②　スポーツをする環境を整えてくれる 18 36

③　被災地の現状を分かってもらえる 14 28

④　特別な効果はもたらさない 1 2

⑤　その他（　　　　　　　） 0 0

表９　継　　　続

次年度、「ビーチバレーのイベント」が開催されたら
参加してみたいですか？ 度数 ％

①　はい 43 86

②　いいえ　　 7 14

表11　参 加 動 機

本イベントに参加を決めたきっかけは何ですか？
３つ以内で選んでください。 n 度数 %

①　夏の思い出として友達と参加したいと思った 9 4 44

②　ビーチバレーの全国大会に出場したいと思った 9 5 56

③　ビーチバレーを体験したいと思った 9 7 78

④　トップアスリートの指導を受けたいと思った 9 0 0

⑤　福島の海岸の復興に貢献したいと思った 9 0 0

⑥　いわきの海をイベントで盛り上げようと思った 9 0 0

⑦　友達や先生、親など周囲の人に誘われたから 9 2 22

⑧　その他（　　　　　　　　　　　） 9 1 11

表12　満　足　度

３．次の質問について、満足度を５段階評価【低１
～高５】で答えてください。 n 平均値

ビーチバレーボール競技を体験させることができた
こと 9 4.56

ビーチバレーボールの試合に出場させることができ
たこと 9 4.56

トップアスリートに会えたこと 9 3.33
トップアスリートから指導を受けさせることができ
たこと 9 3.44

相手チームと交流ができたこと 9 3.56
被災を受けた地域でのイベントに参加ができたこと 9 4.00
四倉海岸の施設や環境（砂浜・トイレ、シャワーなど） 9 3.56
イベントの雰囲気 9 4.22
このイベントに参加して良かったか 9 4.67
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時に被災地支援事業に対して参加をさせてこな
かったことが考えられる。

④　スポーツ関連の被災地支援事業等は，被災地の
人々にどのような効果をもたらすか
　「元気・やる気など活力を与えてくれる」とい
う意見が多かった。

⑤　次年度，「ビーチバレーのイベント」が開催さ
れたら参加してみたいか
　「はい」とほとんどが答えた。

⑥　次年度，いわき市四倉海岸に遊びに行きたいと
思うか
　「はい」とほとんどが答えた。参加者同様に，
会場に来て，被災地区の現状をポジティブに捉え
る記述回答が見られた。

８．考　　　察

　日本アスリート会議が，被災地３県に対して震災直
後からこれまで継続してきたスポーツイベントには，
多数の参加者があった。これは被災地の住民がスポー
ツイベントに期待する表れであると言える。そして，
実際にイベントの参加者からは，イベントの内容やア
スリート指導について高く評価をしていた。アスリー
ト派遣事業の意義は，参加者がトップアスリートと一
緒にスポーツができることに「喜び」や「楽しさ」を
感じること，そして，その活動を通して「勇気」や「元
気」をもらえることである。
　また，今回のアンケート調査から，被災地でのスポー
ツイベント開催にあたり，震災から数年経過後の参加
者がイベントに求める新たな傾向が見られた。
　いわき市四倉海水浴場での「ふくしま中学生ビーチ
バレーボールフェスタ」のアンケートから，【参加動機】
として，このイベントを知り，新しい競技として「ビー
チバレーボール」に取り組んでみたいと考えて参加を
決めた参加者が多かった。参加対象となった中学生た
ちは，「復興」や「地域活性化」を考えて参加すると
いうよりも新たな競技への興味関心や交流を求めての
参加であった。オリンピックムーブメントが高まって
きている状況で，オリンピック種目である「新たな競
技」へチャレンジする子どもたちの姿が見られてきた。
参加者は，新たな自己の可能性を求めており，そのきっ
かけを作ることもスポーツイベントの意義と言える。
　また，アンケートからトップアスリートの指導を受
けたいと思い，イベントに参加したわけではないこと
が分かった。参加者の【満足度】や感想から「ビーチ
バレーボールが体験できたこと」「試合ができたこと」
「仲間や相手チームと交流ができたこと」に対する評
価が高いことが分かる。新たな競技を体験できたこと
への満足感，そして「またやってみたい」という競技
への関心や自己の可能性を感じたことは，今回のイベ
ント開催の主旨にも合致しており，参加者の新たな目
標や次回への参加意欲に繋げることができたと言え
る。指導者や引率者からも同様な評価を得ている。今
後，この参加者の思いを受けとめるためにも大会を【継
続】することが重要と考える。
　アンケート結果から，参加者がスポーツイベントに
求めることは，参加者自身が体を動かし，目的・目標
に向かってチャレンジする機会である，と考えられる。
そして，実際にイベントを体験し，参加者にとっては，

表16　理　　　解

次年度、いわき市四倉海岸に生徒/子供を遊びに連れ
てきたいと思いますか？ 度数 ％

はい 8 89

いいえ 1 11

表13　経　　　験

生徒/子供を震災後、被災地支援事業等で行われた他
のスポーツイベント（観戦招待も含む）に参加させ
たことはありますか。

度数 ％

参加させたことがある 2 22

参加させたことがない 7 78

表14　効　　　果

スポーツ関連の被災地支援事業等は、被災地の人々
にどのような効果をもたらすと思いますか？

（複数回答可）
度数 ％

元気・やる気など活力を与えてくれる 8 89

スポーツをする環境を整えてくれる 5 56

被災地の現状を分かってもらえる 2 22

特別な効果はもたらさない 0 0

その他（　　　　　　　） 0 0

表15　継　　　続

次年度、「ビーチバレーのイベント」が開催されたら
参加させてみたいですか？ 度数 ％

はい 8 89

いいえ 1 11
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「元気・やる気などを与えてくれる」場である，とい
うことが明らかになった。
　参加者は福島県内であってもこれまで被災地を訪れ
たことや被災地支援事業に参加したことはほとんどな
かった。今回のイベントで「いわき市四倉海岸にまた
遊びにきたい，連れてきたい」という回答が多数得ら
れたことは，参加者が被災地となったこの海岸の復興
状況を理解したと考えられ，またこの四倉海岸を訪れ
るきっかけを作ったと言える。
　震災後，被災地区へオリンピック選手が派遣され，
スポーツイベントの開催を通して復興支援をしてきた
事業は数多く見られる。小川（2011）は，震災直後の
岩手，宮城，福島，茨城各県のスポーツ開催状況やス
ポーツ活動状況について調査し，「震災発生当初は，
被災者の厳しい状況や心情を考えてスポーツ活動を自
粛するべきという世論があったが，むしろ被災した当
事者がスポーツ活動，大会の開催を望んでいた」と述
べている。そして，震災当初からこれまで多くのス
ポーツ活動によって人々は，体を動かすことだけでは
なく，「元気」「笑顔」など「心のケア」を受けてきた。
山本（2016）の調べでは，「震災後の復興支援として
のスポーツイベント27件のうち23件で，目的が「笑顔」
「元気」「交流」という言葉を用いて実施している」と
いう。また，中村（2014）によれば，「被災地区に対
する復興スポーツ事業の展開は，施設の復旧，総合型
クラブの復旧，地域へのスポーツ教室の開催など，ハー
ド面からソフト面までさまざまである」と述べており，
スポーツ関連のさまざまな復旧は地域復興に繋がると
考えられる。そして，中村（2014）は，被災地へのス
ポーツによる貢献について，「地域のスポーツ活動は，
地域の活性化につながる大きな役割を果たす」と述べ
ている。被災地の復興復旧は着実に進み，再開したス
ポーツイベントや新たなスポーツイベントが開催され
ている。スポーツによる復興支援は，心と体，地域と
他団体を繋ぐ効果や成果があったと言える。
　被災地では，地域住民がスポーツイベントに期待す
ることは，まずは「震災前の活気」を取り戻し，地域
を盛り上げることである。そのために，震災後はトッ
プアスリートが被災地を訪れ，「元気」や「勇気」を
与え，地域を盛り上げるイベントが開催されてきた。
しかし，被災地で開催されるスポーツイベントの中に
は，一過性のものが多くなってきた。スポーツイベン
ト開催にあたり，イベントの主旨を明確にして実施す
ることが重要である。そして，その主旨が被災地の現
状や特色をしっかりと理解した内容であり，開催する

地域が求めていることを踏まえたイベントでなければ
ならない。
　今回，アンケートを実施した「ビーチバレーボール」
のイベントは学生が考えた企画であったが，いわき市
四倉地区では，「ビーチバレーボール」は震災前から
長年続けられてきた種目であり，そこに着目したこと
が地域や他団体との連携がスムーズにいった要因と考
えられる。震災前まで開催されてきたスポーツイベン
トの再開，そして，再開されたイベントを震災がきっ
かけで繋がった団体や組織と協働することで，新しい
形で開催ができる。長年運営してきた地元関係者のみ
で開催されてきたイベントは，この震災の復興支援を
きっかけに多くの人との交流が生まれたことから，地
域の特色や独自性が再発見されるイベントとなった。
今回は，中学生がビーチバレーボールを体験し，そし
て，これまで福島県では行われていなかった全国大会
の予選会というイベントに繋がった。
　今後，被災地でスポーツイベントを開催していくた
めには，他分野から考えを取り入れ，地域の特色や要
望などをより深く考え，地域の関係者と一緒に運営す
ることが不可欠である。その結果が継続可能なスポー
ツイベント開催に繋がり，地域活性化となると考えら
れる。

９．提　　　案

　この研究の柱となった被災地であるいわき市四倉地
区をオリンピック競技でもある「ビーチバレーボール」
という競技で地域活性化していくことを提案する。そ
して，2020年東京オリンピック・パラリンピック以降
も各関係団体と連携・協力をして，継続できるように
実践していくことができれば，被災地でスポーツイベ
ントが「オリンピック・レガシー」になっていくと考
えられる。
　「オリンピック・レガシー」とは，国際オリンピッ
ク委員会（以下IOC）が唱える「オリンピック憲章」
の中に「オリンピック競技大会のよい遺産（レガシー）
を，開催都市ならびに開催国に残すことを推進する」
（第一章）である。そして，IOCは，オリンピック・
レガシーの分野として，スポーツ（施設，生涯スポー
ツ，スポーツ実施率，競技力向上など），社会（開催
都市の歴史や文化，教育，ボランティア，官民の連携
など），環境（都市の再生，再生可能エネルギー，持
続可能な環境政策など），都市（インフラ整備，都市
開発，公共交通整備など），経済（経済の活発化，雇
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用創出，観光産業の発展など）の５つの分野を挙げて
いる。
　間野（2016）は，レガシーの研究は年々増加してい
るという。この研究の中に，Gratton ＆Preuss（2008）
のレガシーの概念があり，それは，①ポジティブな
ものか，ネガティブなものか，②有形か，無形か， 
③計画的か，偶発的か，という３つの視点「レガシー・
キューブ」の考えから，より具体的な取り組み方法や
新たな発想でのレガシーの創出ができると考える。間
野（2013）は，この概念のうち「ポジティブ×有形×
計画的」な評価に焦点化し過ぎていると指摘しており，
今後，レガシーを評価するために他の７つのキューブ
での評価が必要となると言っている。
　そこで，提案するいわき市四倉海岸での「ビーチ
バレーボール」のイベントを５つの分野から検討し，

表17　いわき市四倉地区における「ビーチバレーボール」を核としたレガシーの創出

有形 計画的 レガシー

ポジティブ
大会実施
講習会実施
常設施設

大会数増加

JVF大会招致
組織設立・雇用

スポーツを通した教育
オリンピアン・トップ選手の輩出

ネガティブ
地域・自治体の人的負担の増加

施設管理・経費増加
他イベントとの調整

JVF＝日本ビーチバレーボール連盟

無形 計画的 レガシー

ポジティブ 地域一体感
地域のモチベーション

感動・喜び
大会数増加

地元選手の育成・強化
地域住民の参加

地元企業の参画・支援

ネガティブ 選手・指導者の確保
他競技との選手獲得競争

有形 偶発的 レガシー

ポジティブ 大会実施
講習会実施
常設施設

競技の普及
競技の認知度向上
参加者増加

四倉の知名度向上
住民の健康

大会を「見る」「支える」人増加
観光産業の発展

ネガティブ 海水浴場の混雑・治安
リスクマネジメント

無形 偶発的 レガシー

ポジティブ
地域一体感

地域のモチベーション
感動・喜び

競技の普及
競技の認知度向上
参加者増加

地域活性化
地域の誇り

オリンピックへの意識傾向

ネガティブ
住民の意識の格差
他競技との共存

他団体組織との共存

図１　レガシー・キューブ（Preuss 2007）

計画的

偶発的

無形

有形

ポジティブネガティブ

「レガシー・キューブ」の全てに当てはめ，具体的な
実践を提案しながら，レガシーの創出を考えた。
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　また，いわき市四倉地区でのビーチバレーボールイ
ベントを震災前から「ふくしま中学生ビーチバレー

ボールフェスタ」までの経過を踏まえて，2020年まで
の取り組みとそれ以降の開催計画を提案する。

福島県ビーチバ
レーボール選手
権（隔年開催）

～２０１０ ２０１１
～１３

２０１７２０１４
～１５ ２０１６

ビーチバレー
ボール

よつくら大会

２０１８
～１９ ２０２０ ２０２１～

地元
自治体

外部
団体

中央
競技
団体

地方
競技
団体

ふくしま
中学生
ビーチ

バレーボール
inいわき

ふくしま
中学生
ビーチ
フェスタ
inいわき
（ビーチ
バレーボール
開催）

ビーチバレーボールよつくら大会

ふくしま中学生ビーチバレーボール選手権inよつくら

開催予定

東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
中
止

福島県ビーチバレーボール選手権
兼

福島県高校生選手権

日本ビーチ
バレーボール連盟
サテライトシリー
ズ/U23トーナメント
招致

日本ビーチ
バレーボール連盟
ジャパンビーチ

バレーボールツアー
招致

福島県ビーチバレーボール選手権
兼

福島県高校生選手権 開催予定

ビーチバレーボールよつくら大会

開催予定

　さらに，この提案を具体化するために，考察し
てきたイベント開催の主旨を理解しながら運営す
る「運営体制」が必要であると考える。その「運
営体制」とは，地元住民が中心となる実行委員会
が，震災をきっかけに繋がった多くの団体と協働し
ていく組織体制である。図３で示すように，多くの
組織や団体が協働していくための「運営体制」と
は，地元の特色や要望を把握している地元の主催者や

図２　いわき市四倉地区における「ビーチバレーボール」開催の経過と今後の開催スケジュールの提案

共催する団体に対して，競技専門となる団体からのア
ドバイスや運営協力やボランティアができる学生たち
と連携していくことが重要である。この協働により，
イベント開催による地元の負担の分散化や他団体との
イベントへの関わり方，そしてイベントが役割分担に
より効率良く運営されていくことからイベントの質が
向上し，継続可能なものとなっていくと考えられる。

図３　いわき市四倉地区における「ビーチバレーボール」を核とするための運営組織の提案

企画
準備
運営

広報・PR
地元支援
→人的・資金

共同
企画・運営
交流

広報・PR
アドバイス
他団体連携

協働

後援
福島県

ビーチバレーボール
連盟

共催
四倉地区

行政嘱託協議会
体育協会

主催者
いわき市四倉地区
ビーチバレーボール

実行委員会
【常駐事務局設置】

→NPO法人よつくらぶ内

連携協力
福島大学

地域スポーツ政策
研究所

ボランティア

日本ビーチ
文化振興
協会

日本ビーチ
バレーボー
ル連盟

教育委員会

地元企業

バレー部

他大学

いわき市
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10．ま　と　め

　スポーツイベントを開催するにあたり，最も重要な
ことは「継続」である。2020年の東京オリンピック・
パラリンピックのムーブメントが起きているこの数
年間で左右される単発的なイベントではなく，それ以
降も地域に根づくイベントにしていくことが重要であ
る。一時的な予算でイベントを提案する団体による一
過性のイベントであっても，一時の盛り上がりがある
ことは否めない。イベント開催後，そのイベントによっ
て繋がった交流を大事にすることは，新たな形でイベ
ントを継続できる可能性を秘めている。四倉地区では
すでに「ビーチバレーボール」は20年以上続けられて

きた競技であったが，今回の「ビーチバレーボール」
のイベントをきっかけに新たに多方面との交流が生ま
れた。そして，2016年に続き，2017年四倉海岸での「ふ
くしま中学生ビーチフェスタinいわき」というスポー
ツイベント開催に繋がった。
　スポーツは，カラダを動かす楽しさや健康増進，大
会に参加する，観て楽しむなど多くの価値を持つ。ま
た，アスリートは競技に向かう姿勢や結果，子供や愛
好者などに指導をすることで社会的価値が認められて
いる。震災直後は，トップアスリート派遣により「ス
ポーツの価値，アスリートの価値」を感じることがで
きる内容でスポーツイベントが開催されてきた。しか
し，震災から６年が経過した現在，これからは，単に
トップアスリートを派遣し，スポーツやアスリートの
価値を与えるだけのスポーツイベントでは不十分であ

る。地域や参加者のニーズを把握し，地域がその後も
継続して好循環させられるような内容を考えていくこ
とが大切になる。そのためにも，イベントの主催側が
地域や他団体と連携・協働しながらスポーツイベント
を開催していくことが重要であることが明らかになっ
た。参加者や地域のニーズにあったスポーツイベント
を開催し，イベントがその後も継続して開催していく
ことで，単発ではない持続的な地域活性化に繋がる。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックは「復興
五輪」とも言われている。被災地で開催されてきたス
ポーツイベントを一過性のものにせず，スポーツイベ
ント開催から地域のレガシー創出までを考えること
が，2020年以降の地域活性化に繋がるこれからのス
ポーツイベントのあり方となるであろう。

11．今後の課題

　復興支援のスポーツイベントを継続した事業にして
いくためには，住民，行政，自治体，地域各団体・組
織，競技団体・組織など，多岐にわたる分野の交流が
必要となる。そのための窓口の一本化が必要である。
まだまだ，被災地区の完全復興がされてない中で，住
民にさらに多くの負担を掛けるのは避けなければなら
ない。また，イベント開催には，莫大な予算が必要で
ある。一時的な助成金などではなく，このイベント開
催にあたって支援する地元企業や住民からの寄付など
を募ることも重要な地域活性化の要件となる。そのた
めにもイベントの価値を高め，独自性を明確化するこ
とで多くの支援や協力を得られるようにすることが大
切である。

【注】
１）平成22年度環境放射能測定
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/
genan142.html#県内の放射線レベル調査結果

２）「海水浴場の放射線物質に関する指針について（環
境省）」
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/ba_guide.
html

３）一般社団法人日本アスリート会議
　　http://www.jathlete.jp/
４）サテライト校とは，2011年３月11日に発生した東
日本大震災の影響で福島第一原子力発電所事故とな
り，その影響で避難を余儀なくされた高校が，指定

写真　「2017ふくしま中学生ビーチフェスタ
inいわき」の様子
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された場所に所在するため設置された学校である。
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