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1. はじめに 

1.1 本稿の背景 

 2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会（以下、2020 東京大会）に向け、日本

の多くの地方自治体が事前キャンプ地誘致に立候補している。また 2020 東京大会では、

「スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から、参

加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を「ホストタウン」

と」する政策も掲げられ、第 17 次登録（2019 年 12 月 27 日）時点で 378 自治体が登録を

している1。 

スポーツは、非日常的な空間を・時間を作り出すことができる。オリンピックという世

界的スポーツイベントは、サッカーのワールドカップ（以下、W 杯）などごく一部を除け

ば、それぞれのスポーツ団体が独自に行う世界大会以上に社会に与えるインパクトは大き

い。その準備期間も含め、大会を通じてスポーツの普及と将来のトップ・トップの選手の

発掘の機会となるし、スポーツ振興を促す場となる。スポーツに対する人々の見方を変え

る機会にもなり得る2（鈴木・戸苅 2004; 境田・伊藤・河村 2016）。またスポーツツーリ

ズムの観点に立てば地域活性化の 1 つともなるし（原田 2016; 岡崎 2017; 高橋 2018; 山

口・押見・福原 2018）、先進国化を志向する新興国の国内のインフラ整備と世界への情報

 
1 官邸ホームページ（内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

推進本部事務局） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/index.htm

l（2019 年 1 月 27 日閲覧） 

また、復興五輪をうたっていることから復興を発信する「復興ありがとうホストタウン」

事業、またパラリンピアンの受け入れを通じて共生社会の推進をはかる「共生社会ホスト

タウン」事業も行われている。 
2 たとえば、ラグビーW 杯における日本チームの活躍によって「ONE TEAM」が流行語

大賞に選ばれたことは、その好例である。 

新語流行語大賞ホームページ https://www.jiyu.co.jp/singo/（2019 年 1 月 27 日閲覧） 
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発信の場にもなり得る3。 

 しかしながら、こうしたスポーツイベントの招致・開催に副作用があることも指摘され

ている。まず、オリンピックのような世界的なスポーツイベント開催にたどり着くためは

招致合戦に勝ち抜く必要があるし、そのために莫大な費用がかかる。また開催が決まれば、

巨額な運営費を賄わなければならず、トップアスリートが利用する施設を整備する費用も

莫大になる4。加えて、誘致合戦を勝ち抜くには政治力が必要であり、現時点では政治的な

サポートがなければ誘致に名乗りを上げることもままならない（池井 1992）。 

 また仮に誘致に成功したとしても、大会後、その「レガシー」をどうするかという課題

も横たわる。スポーツ振興政策の継続というソフト面のみならず、大会で利用した施設を

どう維持するか、が重要な政治課題になる。スポーツ愛好家にとってみれば、施設を維持

し続けるべきと思うかもしれない。しかし、日本国民の全てが巨大スポーツ施設の維持に

賛同する訳ではない。スポーツに無関心な国民の中には、「ムダな税金を投入している施設」

と認識される可能性が大いにあるし、事実、行政にとってみれば、財政を逼迫する施設と

いう位置づけに陥りやすい（石坂・松林 2013; 伊藤・中谷・河村 2016; 境田・伊藤・河

村 2016）。プロスポーツチームの利用を模索しても、「オリンピック仕様・W 杯仕様では

施設が大きすぎて活用できない」「交通手段が不便なために活用が難しい」という状況も発

生する（杉山・河村 2015）。 

 事前キャンプ地誘致も同様である。杉山ら（2019）が指摘するように、事前キャンプ地

の誘致にも政治力は必要であるし、誘致のための費用の用立てなどが行政の頭を悩ますこ

とになる。加えて、そこでできた縁は継続されない場合が多い。サッカーW 杯日韓大会の

事前キャンプ地誘致の縁を 2020 東京大会に効果的につなげているのは、新潟県十日町市

ぐらいと言ってよいであろう（杉山ら 2019）。 

 本稿では、2020 東京大会の女子サッカーの事前キャンプ地の誘致を目指す奈良市・奈良

県での取り組みを探索的に考察する。2020 東京大会の事前キャンプ地の誘致は、いわゆる

「競り状態」であり、その過程をどう理解するかは重要である。しかしながら、事前キャ

ンプ地の誘致は多くの自治体が行っているのにも拘わらず、これに関する議論は中村

（2002, 2006）や杉山ら（2019）など限られる。より詳細な考察はオリンピック後に実施

することにし、本稿では誘致の実情把握という点に力点を置き、次に続くための議論の土

 
3 関連して、池井（1992）など。 
4 関連して、ロイ（2006）などを参照。 
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台をつくるところに重点を置く。なお、杉山らは、地方自治体の事前キャンプ地誘致を 2

つのステージに分けて考察することを指摘している。第一のステージは公認キャンプ候補

地に立候補する自治体内意思決定の過程、第二のステージは受け入れを目指す代表チーム

との交渉過程である。言い換えれば、自治体内で合意をとる過程と、先方と交渉する過程

である。本稿では、2020 東京大会がまだ開催されていないため、杉山らがいう第一のステ

ージの検討に分類される。 

 

1.2 なぜ奈良なのか 

 考察に入る前に、なぜ事例として奈良市・奈良県を採りあげるのかについて、述べてお

きたい。事例研究を行う上で、当該事例を選定する理由は重要である。 

今回、奈良市・奈良県を事例として採りあげる最も重要な理由は、奈良県が日本のサッ

カー界の中で一般的な県と言い難い面があるからである。  

一般的には、「あの自治体は誘致に積極的だ」「あの自治体は誘致のために施設の改修を

行った」など、地方自治体を 1 つの政治的アクターとして論じることが多い。しかしなが

ら、前述のように、自治体には、スポーツの競技団体のように誘致に積極的な組織もあれ

ば、スポーツにさほど関心のない住民もいる。純粋にスポーツが好きであるという住民も

いれば、そうした大会誘致は自治体財政を悪化させるから望ましくないと考える住民もい

よう。 

 杉山らによれば、第一のステージで影響力が最もあるアクターは、制度的に、首長（知

事・市区町村長）であると指摘する。また二元代表制の一翼を担う地方議会も、施設の整

備予算や誘致に係る予算の意思決定を行うので、誘致を考える上で重要な存在という。ま

た教育委員会など、スポーツ担当部局も起案等に関わるため、無視できない存在である。 

 しかしながら、日本は民主主義の国である。多数の支持がなければ事前キャンプ地の誘

致は容易ではない。杉山らによると誘致を考える際に意識すべき団体としては、表 1 のよ

うな団体があり、それぞれが誘致に対する選好を有しているという。もともと住民が持っ

ているスポーツに対する認知度・理解度も影響すると思われる。 

静岡県や埼玉県などのように古くからサッカーが盛んな地域や、宮崎県などトレーニン

グキャンプが日常的に行われているような地域であれば、サッカーの事前キャンプ地の誘

致は進めやすいだろう。しかし、J リーグのチームが未だ誕生しておらず、なでしこリー

グのチームもない奈良県は、事前キャンプ地の誘致コストは相対的に高くなる。行政が地
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域活性化のために誘致を積極的に訴えても、「笛吹けど踊らず」状態に陥る可能性がある県

に奈良県は位置づけられるのである。このような特徴がある奈良県での事例を考察するこ

とは、サッカーが盛んな自治体との対比を将来的に議論する上で有用である。 

 

表 1 事前キャンプ誘致の意思決定に参加する住民団体・住民組織 

 

誘致に対する賛否 理由

商工会議所等 賛成 地域振興の機会になる

建設・土木業界 賛成 公共事業が行われる

スポーツ団体 強く賛成
スポーツ施設の整備が進む、世界的なプ
レーに触れることができる

国際交流団体 強く賛成 国際交流の機会になる

環境保護団体 どちらかと言えば反対 環境破壊が進む

誘致に批判的な
住民による団体

強く反対
財政が悪化する、大会期間中に生活環境
が悪化する

利益団体

市民団体

経済団体

 

出典：杉山ら（2019） 

 

 

2．奈良市・奈良県における取り組み 

 ここでは、筆者らが行ったインタビュー調査や文献資料を元に、奈良市・奈良県におけ

るオーストラリア女子サッカー代表（愛称はマチルダス（Matildas）5、以下マチルダスと

表記）の事前キャンプ地の誘致に関する状況を記述することにしたい。 

 

2.1 女子サッカーの事前キャンプ地として手を挙げることができた理由 

 2020 東京大会のホストタウンにまず手を挙げたのは、奈良市である。奈良市は、2016

年 6 月 14 日の第二次登録にマチルダスのホストタウンとして登録申請を行った。全国で

 
5 オーストラリア女子サッカー代表の愛称マチルダスは、オーストラリアを代表する歌と

されるワルチング・マチルダにちなんでいる。 

AFC 転籍後の 2006 年、マチルダスは AFC 女子アジアカップ決勝で中国に敗れたもの

の、準優勝となった。マチルダスは、オリンピック 2008 北京大会、2012 ロンドン大会で

は本選に出場できなかったが、2016 リオ大会ではベスト 8 に勝ち進むなど、近年、力をつ

けてきている。 
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ホストタウンが様子見であった時期に、ホストタウンとして手を挙げたのは、2016 年に奈

良市の姉妹都市であるキャンベラを通して、オリンピック・パラリンピック 2016 年リオ

デジャネイロ大会（以下、リオ大会）女子サッカーアジア最終予選でマチルダスの事前キ

ャンプ6を誘致できた成功体験があったためである。なお、現在のように、ホストタウンが

奈良市・奈良県となったのは、2018 年 12 月 28 日のことであり、「奈良市のホストタウン

の取組について、奈良県も一体となって推進していくことで、2020 年東京大会の全県的な

機運の醸成や効果の波及に繋げる7」ことが重要と奈良県が判断したためであった。 

 ところで、なぜオーストラリアサッカー連盟（Football Federation Australia（FFA））

は、2016 リオ大会女子サッカーアジア最終予選の事前キャンプ地を奈良市としたのであ

ろうか。 

 第一の理由として、奈良市とオーストラリア首都のキャンベラ市との間に姉妹都市関係

があったことが挙げられる。そもそも奈良市とオーストラリアの首都であるキャンベラ市

は古くから交流があり、オーストラリアにあるカウラ日本人墓地の清掃に取り組んだ登美

ヶ丘カトリック教会の故トニ・グリン神父の活動などをきっかけとし、1993 年 10 月 26

日から両市は姉妹都市となった。奈良市とキャンベラ市の交流は多岐にわたっており、ま

た特色ある事業もある。たとえば、キャンベラ市内にある「キャンベラ奈良平和公園」の

建設にあたっては多くの奈良市民が寄付をしたというし、2003 年からは毎年「キャンベ

ラ・奈良キャンドルフェスティバル」が開催されている8。こうした姉妹都市交流が選ばれ

る背景にあったことは間違いない。 

 しかし、2016 年 2 月 29 日から 3 月 9 日にかけ開催された 2016 年リオ大会の女子サッ

カーアジア最終予選の開催地が大阪長居であったことも大きい。過密日程の中で選手への

 
6 事前キャンプは、ならでんフィールド(奈良県鴻池陸上競技場)で行われた。 
7 官邸ホームページ（内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

推進本部事務局） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/pdf/dai2_

gaiyou.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

なお、この第二次登録の際、奈良県下では、大和郡山市・奈良県が水泳シンガポール代表

のホストタウンとして、天理市が柔道フランス代表のホストタウンとして登録されてい

る。大和郡山市・奈良県がホストタウンとして名乗りを上げた背景には 2014 年アジア大

会の事前合宿地であったことが、また天理市がホストタウンとして名乗りを挙げた背景は

天理大との交流等があったためである。 
8 奈良市ホームページ 

http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1147416622438/files/candlefestival.pdf（2020

年 1 月 29 日閲覧） 
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負担を軽減するにはできる限り距離が近い方が望ましい。またチームには本戦への出場権

がかかっているので、自分たちに対して協力的な自治体でキャンプをしたいという思いも

ある。そうした状況下で FFA が、長居までの交通の便がよく、キャンベラの姉妹都市であ

る奈良市を事前キャンプ地に選んだのは理解できる。 

 また FFA は、2005 年まではオセアニアサッカー連盟（OFC）に所属していたが、2006

年からアジアサッカー連盟（AFC）へ加盟団体を変更した。日本での事前キャンプの蓄積

がなかったことも、奈良市には有利に働いたと考えられる。 

 ただ、キャンプ地の選定には人と人とのつながりも重要である。2002 年のサッカーW 杯

日韓大会で新潟県十日町市がクロアチア代表のキャンプ地になった背景には、予選を韓国

で行うことになった出場国のサッカー協会幹部がクロアチアの協会幹部に十日町を紹介し

たことがあるという9。相手側との信頼がなければ、幾ら働きかけを行っても誘致は成功し

ない。 

 2016 リオ大会最終予選の誘致が実現したのは、東大寺学園で保健体育の教員として長

くサッカー部に関わってきた澤田啓二氏(現在:奈良市サッカー協会理事長)が長期にわたり

FFA と交流を果たしてきたことが大きい。澤田氏は古くから FFA のヘザー・リード氏

(Heather Reid・役職:FFA 副会長)と付き合いがあり、その関係をテコに奈良県サッカー協

会に打診し、誘致にこぎ着けたのである。 

 

2.2 なぜ早い段階でホストタウンに名乗りを上げることができたのか 

 事前キャンプ地に選ばれたとしても、オリンピックやサッカーW 杯でもなければ、当該

チームとの大々的な交流を行政主導で行うことはないだろうし、成功するかも分からない

誘致に向けて行政が公金を支出して様々な施策を打つことはあまりない。 

 杉山ら（2019）の議論から導き出せる理由が 2 つある。1 つは、代表チーム自身が臨ん

でいない、ということである。杉山らはサッカーW 杯日韓大会でホストタウンの住民との

交流事業を選手たちが負担に感じていたことを指摘している。アスリート・ファーストを

考えると、選手との交流を進めるホストタウン事業が選手のためではないことは当然であ

るし、よりプロフェッショナル化が進んだ競技の選手たちは、行政主導の交流事業ではな

 
9 2018 年 9 月 26 日に河村が十日町市サッカー協会関係者に対して行ったヒアリング結

果より。 
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く、選手（チーム）主導の交流事業10を望むであろう。 

 もう 1 つの理由は、税金を施策に投入する理由付けを行政が気にすることである。説明

責任を果たさなければならない行政は、「なぜ公金を投入するのか」という批判には敏感で

ある。オリンピックやサッカーW 杯といった大々的にメディアで採りあげられる場合であ

れば公金を出す理由がつけやすいが、アジア予選レベルではメディアもそれほど採りあげ

ないため、行政は消極的になりやすい。 

しかしながら、奈良市の場合、姉妹都市交流があるため、スポーツだけではなく広く市

民を巻き込める環境にある。言い換えれば、姉妹都市交流の一環として事前キャンプ地誘

致を置くことができるのである。スポーツ振興の担当者にとってみれば、しばしば縦割り

に陥りがちなスポーツ振興策を他部局を巻き込んで行えるという利点があるし、財政担当

部局としても市民の幅広い交流のきっかけづくりという大義名分が立つ。奈良市が、2020

東京大会のホストタウンに比較的早い段階で名乗りを上げることができたのは、そうした

理由があったからだと思う。 

関連して、奈良市のホストタウン立候補が比較的早かったのは、2016 リオ大会最終予選

の際に、ホストタウン事業を行っていたことが大きかったように思う。2016 年の奈良市で

の事前キャンプ期間中は、歓迎レセプションはもちろんのこと、住民向けの公開練習日も

設けられ、即席の写真撮影会やサイン会なども企画され、代表選手のプレーを間近に見る

だけではなく、ふれあう機会も設けられた。奈良育英高校女子サッカー部との交流もあっ

た。更に、選手やスタッフに、東大寺を観光してもらい SNS で積極的に奈良の魅力を情報

発信してもらうなどの取り組みも行った。 

こうした取り組みは、まさにホストタウン事業であり、事前キャンプを通じて奈良県の

良さを知ってもらい、将来のキャンプ地招致に向けた伏線となったように考えられる。 

 なお、奈良で事前キャンプを行ったマチルダスは、3 勝 1 分けの 1 位で本戦の出場権を

獲得したのであった。 

 

3．奈良で試みられている取り組みと考えられる課題 

3.1 奈良市の取り組み 

 これまで奈良市では、マチルダスの事前キャンプ地誘致のため、交流計画（図 1）に基

 
10 ファンサービスという側面が強いと思われる。 
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づき取り組みを行ってきた。 

 

 

出典：官邸ホームページ11 

 

図 1 奈良市の交流計画の概要 

 

 奈良市の交流計画には 3 本の柱がある。 

 第一の柱は、女子サッカーを観戦する機会を増やし、なでしこリーグを開催することで

ある。それを通じて、全国と比較して競技人口が少ない奈良の女子サッカーの人気を盛り

上げようとする試みである。奈良県の子どもたちを中心に 2017 年度から今年度まで、4 回

のなでしこリーグの試合を奈良県で実施し、観客を動員し女子サッカーの認知向上及び普

及を行った。 

 
11 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/pdf/Nara_

City_gaiyou.pdf（2020 年 1 月 30 日閲覧） 
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二つ目の柱として、大学・高校連携による交流である。奈良市では、1993 年からキャン

ベラとの交流が始ったことは既に述べたが、1998 年から 2017 年まで、奈良市の小学生選

抜や奈良市立一条高校サッカー部などが 6 回オーストラリア遠征を行い、キャンベラのチ

ームが 4 回来日する取り組みを行ってきている12。 

 

表 2 奈良県で実施されたなでしこリーグ 

 

・2017 年 6 月 24 日プレナスなでしこリーグカップ 1 部第 5 節 

  アイナック神戸 vs 伊賀 FC くノー 

奈良県立橿原公苑陸上競技場 観衆 2054 人 

・2017 年 9 月 9 日プレナスなでしこリーグ 1 部第 14 節 

伊賀 FC くノーvsAC 長野パルセイロ・レディース 

ならでんフィールド 観衆 776 人 

・2018 年 6 月 30 日プレナスなでしこリーグカップ 1 部第 8 節 

セレッソ大阪堺レディース vs マイナビベガルタ仙台レディース 

奈良県立橿原公苑陸上競技場 観衆 339 人 

・2019 年 9 月 7 日プレナスなでしこリーグ 1 部第 11 節 

伊賀 FC くノーvs アルビレックス新潟レディース 

ならでんフィールド 観衆 901 人 

 

 三つ目の柱となっているのは日本人オリンピアンを招いてのスポーツ教室・講演である。

たとえば、3 月 29 日、奈良県出身の J リーガー柳本啓成氏が代表のヤナギフィールドの奈

良市人工芝グランドオープン記念事業と合わせ、日本サッカー協会会長の田嶋幸三氏と、

なでしこジャパン現監督の高倉麻子氏を呼ぶ計画が立てられた。 

 なお、第二、第三の柱は特段珍しい取り組みとは言い難い。第一の柱は、J リーグ・な

でしこリーグのチームがないために実施する取り組みと言え、サッカーの事前キャンプ地

誘致とすれば特別な取り組みと言えるだろう。 

 

 
12 ただし、2017 年に奈良育英高校女子サッカー部の遠征を提案したが、奈良市が予算な

いとのことで中止となったという。 
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3.2 考えられる課題 

 過去からの継続性など、一見すると、奈良市の取り組みには課題が無いように見える。

しかしながら、意思決定に参加するアクターの立場に立てば、見えにくい課題も見えてく

る。 

 1 つは、やはり、公金をどこまで支出するか、である。財政担当部局とすれば、どの程

度の費用になるかはどうしても気になる。2020 年 1 月末現時点で、奈良県のスポーツ振

興課及び奈良市は、2020 年 7 月上旬の事前キャンプをにらみ、マチルダスのためになら

でんフィールドを確保している。ただ、オリンピックの場合、オリンピック施設規定に合

致した施設にする必要がある。そのため、たとえば現在のならでんフィールドはナイター

照明が不十分であるため、仮設ナイターを設置する予定である。3,000 万円の予算計上を

しているという。選手の宿泊も手配する必要がある。現時点でマチルダスの宿泊のため、

ホテル日航奈良を確保しているが、7 から 10 日で 1,000 万の予算要望をしているという。

サッカーW 杯日韓大会で、チュニジア代表に対して奈良県がかけたキャンプ費用が約 3 億

だったことと比べれば大幅に安いとは言えるが、2016 リオ大会最終予選の際は 5 日で 600

万であったことと比べればやや高い。 

筆者の 1 人である中谷のインタビューの際、前出の澤田氏は、「スポーツ振興を担う行

政と、奈良県サッカー協会・奈良県女子サッカー委員会が三位一体となって協力体制を築

いていくことが必要不可欠」と述べていた。一般的に、サッカー協会やその関係者は、事

前キャンプ地の誘致に強いメリットを感じると考えられる。前述のように、競技の観覧や

選手とのふれあいを通じて競技者人口の拡大を見込めるだろうし、指導者の交流を通じて

指導者レベルの向上に資することは間違いないと思われるからである。また交流した経験

のレガシー化13を通じて施設等の改善が図れると思うからである。しかしながら、澤田氏

が「三位一体となって協力体制を築いていくことが必要不可欠」と述べていることは、裏

を返せば、「協力体制がまだ十分ではない」ということである。杉山ら（2019）が指摘する

ように、誘致には、行政だけではなく、地元経済界やサッカー協会などには応分の負担が

求められる。コストも含め、協力体制をよりよいものにする仕掛けが課題と言える14。 

 
13 たとえば、十日町市（クロアチア）や和歌山県（デンマーク）では、交流を記念する

スポーツ大会を開催するといった、交流の継続性を担保する取り組みを行っている。 
14 逆説的ではあるが、「誘致が決まれば、より強固な協力体制が構築される」という可能

性も考えられる。 
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また澤田氏は、今まで以上に「メディアの協力も欠かせない」とも言う。たしかに朝日

新聞・毎日新聞・読売新聞の過去記事で、奈良市の女子サッカー誘致のニュースがどれだ

け記事化されたのか、調べてみたところ、その数は一桁に留まった。記事量としては、同

じ奈良県内でホストタウン登録をしている大和郡山市や天理市などと比べ、圧倒的に記事

量は少なかった。これは、マスメディアとの協力体制以前に、誘致に携わる者やサッカー

関係者（とくに女子サッカー関係者）にマスメディアを利用する力が乏しいことを示して

いるのかもしれないし、J リーグやなでしこリーグのチームを持たない結果、マスメディ

アへの働きかけがしづらい状況が生まれているのかもしれない。 

 マスメディアは、近年、インターネットの普及によって人々に対する影響力はかつてほ

どではなくなってきているが、「今、何が大事であるのか」といった議題設定の力は健在で

ある。J リーグやなでしこリーグのチームを持たない奈良県には、サッカーと無縁な生活

をしている奈良県民が圧倒的に多い。彼らの支持無くしては、行政は「こと」を起こしに

くく、彼らを動かす上で有用なのはマスメディアの情報提供である。2019 年ラグビーW 杯

が盛り上がったのも日本代表の選手たちの力ももちろんであるが、彼らの活躍を連日メデ

ィアが放映したことが大きい15。 

マスメディアとの連携だけでなく、自治体の情報発信力にも懸念がある。奈良市・奈良

県と同様、女子サッカーのホストタウンになることをうたう神奈川県相模原市のオリンピ

ック関連情報が載せられたホームページ16を、奈良市や奈良県のそれと比べると、情報量

が圧倒的に違うことに気づく。もちろん政令市（相模原）と中核市（奈良）の規模の違い

はあるかもしれないが、ホストタウン事業として行える内容は大差ない。やれることは限

られており、なでしこリーグ 1 部チームがある自治体とない自治体の差が表れているよう

に思う17。 

 

 
15 女子サッカーでは、2011 年の女子 W 杯でなでしこジャパンが優勝した直後、「なでし

こブーム」が到来したが、ブームで終わらせてしまった苦い過去がある。これもマスメデ

ィアによる側面が大きい。 
16 相模原市ホームページ 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seisaku/1003948.html（2020 年 1 月

30 日閲覧） 
17 ホストタウンに名乗りを上げている自治体の中で、女子サッカーが明確にうたわれて

いるのは奈良市・奈良県、相模原市、そして岡山県美作市だけである。美作市はなでしこ

チャレンジリーグ所属の岡山湯郷 Belle のホームグラウンドがある自治体であり、3 市を

比較してみても、チームの有無が感じられる。 
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4．おわりに 

 ここまで奈良市・奈良県の取り組みを、奈良市に大きく焦点を当てて記述してきた。2020

東京大会にける奈良市の事前キャンプ地誘致は、全くの徒手空拳で始められたものではな

く、キャンベラ市との姉妹都市交流と 2016 リオ大会最終予選で誘致できた成功体験に基

づいたものであった。こうした過去の経験があることは、ホストタウン登録の早期の申請

につながったと考えられる。しかし、奈良市・奈良県の誘致には、予算に対する懸念があ

り、また行政とサッカー協会との連携に課題があるようである。またマスメディアをうま

く使えているとは言い難く、J リーグ・なでしこリーグのチームがないこともあり、情報

発信に難があるようである。情報発信に難があるということは、一般の住民に対する訴求

力に欠けるということと同義である。 

澤田氏は、「この事前キャンプを成功させ、現在、日本に誘致活動している 2023 年 FIFA

女子ワールドカップが実現することになれば、姉妹都市提携 30周年事業とつなげられる、

ビッグチャンスにしたい」と話していた。次につなげるためには、マチルダスの躍進もあ

るが、行政やサッカー協会が如何に多くの住民を巻き込めるかにかかってこよう18。そし

て、ホストタウン事業の「見える化」をどう図るのかもポイントとなろう。 

本稿の終わりに、今後の研究課題について述べておきたい。本稿は、現在進行形の中で

の記述となっている。そのため、一連の誘致にかかる評価については、検討されていない。

オリンピックのホスト自治体となることは、住民にとって代表チームに格別なおもてなし

ができる一生に一度の機会となる。そうした経験の共有ができたのか、大会後に確認する

ことが短期的な研究課題であろう。また、行政やサッカー関係者、一般住民の評価も重要

な研究課題である。 

 中長期的には、オリンピック・レガシーについての考察も必要となろう。施設利用とい

った行政効率性の検証と共に、交流の深化やスポーツに対する意識変化といったアウトカ

ムも重要な課題と考える。 

 

 
18 参考となるのが、サッカーW 杯日韓大会での旧中津江村の取り組みや、2019 年開催の

ラグビーW 杯日本大会の釜石市の取り組みである。誘致運動当初は住民の中に懸念があ

った両自治体であるが、大会が進み、さまざまな報道が流される中で住民の評価は好意的

なものに変わっていった。 
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