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４．戦時期における市町村民運動会-明治神宮地方大会の考察- 

                         

                   鈴木 楓太（大学院社会学研究科 博士後期課程） 

 

はじめに 

本稿では、厚生省主催となった 1939 年の第 10

回大会から明治神宮大会の地方大会（以下、地方

大会）として実施された市町村や町内会レベルの

運動会に焦点を当てる。厚生省の体育・スポーツ

政策の基本方針の一つは、学生の競技が中心であ

る状況を脱し、国民全体に体育を普及させるとい

うものであった。大会を前に、担当部局である体

力局が『内務厚生時報』に掲載した「第十回明治

神宮国民体育大会に就て」（以下、体力局解説）で

は、この点から地方大会が意義づけられ、精鋭主

義の中央大会とは異なりできる限り多くの参加者

を集めることが企図されていた 1)。学生層に止ま

らない国民全体に体育を普及させることは、国民

の体力向上が国家的な関心事となった戦時期の体

育・スポーツ政策の重要な課題であった。厚生省

によってその一方策として位置付けられた地方大

会は、戦時期の体育・スポーツ政策を理解する上

で欠かせない分析対象であるといえよう。 

先行研究において、地方大会は戦時体制への動

員装置としての神宮大会の一側面として論じられ

てきた。このうち入江は、ラジオ中継による全国

一斉体操や神宮遙拝を通じたイデオロギー的な動

員の回路としての側面を強調している 2)。また高

嶋は、幅広い参加者の動員が次第に周到になり、

最終的には「居常鍛錬」という概念と結びついて

国民の生活時間の根こそぎの動員を体現したと述

べている 3)。入江と高嶋が注目する次元は異なる

が、両者は共に戦争遂行に国民を動員する装置と

しての大会の役割を論じている。 

一方、坂上は、自著の書評に応えるなかで、地

方大会は全市町村民が楽しめるような実施種目を

工夫し団欒的に行うべきであるという厚生省当局

の方針に触れ、これを中央大会との差異ととらえ

ている 4)。本稿では地方大会の動員装置としての

側面と団欒的な慰安の側面、この両者に着目しな

がら、大会の実施方針における厚生省の意図、そ

して参加者や種目を含めた大会の実相を明らかに

することを目的としている。その際、先述した国

民全体に対する体育の普及という政策方針に着目

し、大会の内容と対象者のジェンダーや年齢との

関係に特に注意を払うこととする。 

 

１．地方大会の実施方針 

 

１）全市町村民参加の大会 

地方大会の実施に関しては、1939 年 3 月の体

育運動審議会答申において、「中央ニ於テノミナラ

ズ全国市町村ニ亘リ体育大会ヲ開催セシメントス

ルハ本審議会ノ夙ニ希望セル処ナリ」、「地方大会

ハ成ル可ク全国一斉ニ行ヒ其ノ演技ハ全市町村民

ノ参加ヲ目標トシ夫々地方ノ実情ニ即応セルモノ

ヲ実施セシムルコト」と、地方大会の骨子が示さ

れ 5)、9 月 6 日には厚生省通牒「第十回明治神宮

国民体育大会地方大会ノ件」によって実施会場の

条件や運営方法についても方針が発表された 6)。

一方、地方大会の意義や、特にその内容に関して

最も具体的に言及しているのが、前述の体力局解

説であり、地方大会創設当初の厚生省の方針につ

いて以下のように述べている。 

之〔地方大会、筆者注〕は全市町村民がこ

れに参加することを目標にして夫々地方事情

に応じ厳粛の中にも盛大に、そして団欒的に

挙行するものである。地方大会は此の度新に

実施せられるものであつて、斯様に全国津々

浦々に而も老若男女を問はず皆参加し得る体

育大会を一斉に開催することに依つて、全国

民に対し国民精神を朗らかに昂揚せしむると
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共に体育を実践し之に対する興味と関心を抱

かしめんとするのである。 

 体力局解説において地方大会が国民全体を対象

としていたことからも明らかなように、ここで重

要なのは「老若男女を問はず皆参加しうる」とい

う点であった。精鋭主義が採られた中央大会との

相違について体力局は、「地方大会は中央大会と全

く趣を異にし、全国各市町村に於てその主催の下

に全市町村民の参加を目標とし、従つて会場も成

るべく多く、出来れば通学区単位毎位に設け、既

に述べた様に厳粛な中にも盛大に、そして全市町

村民一家族と謂った気持で団欒的に楽しく愉快に

営まれるべきである」と述べ、地方大会があくま

でも団欒的な雰囲気で開催されるよう求めていた。

では、そうした大会の内容についてはどのような

方針が示されたのだろうか。 

   期日は十一月三日明治節 7)の日とするが、

十一月三日を含めて二日以上に亘つても差支

えない。明治節の日午前十一時には神宮外苑

の中央会場から全国に向けて神宮遙拝並に全

国一斉体操指揮の放送が行はれる筈であるか

ら、此の時は全国すべての地方大会会場に於

て放送の指揮に従ひ神宮を拝し又老若男女全

国民が一斉に体操を実施するようにし度い。

之の他の行事は全くの自由であつて、全市町

村民が体育を楽しみ得る様よく地方の事情に

適応した演技種目を選択すべきである。 

 このように、実施種目について明確な規定はな

く、全国一斉のラジオ放送に合わせて、明治神宮

を拝して全員で体操をすること以外は、「全くの自

由」であった。ただしそれらは「全市町村民が体

育を楽しみ得る様よく地方の事情に適応した演技

種目」であることが求められ、ここでも団欒的な

大会像が強調されている。 

 

２）実施種目の例示 

体力局解説では、そのような大会を実現してい

る例として、宮城県白石町の町民体育大会を例に

実施種目を次のように例示している。 

   例へば宮城県白石町が多年に亘り明治節に

行って来た運動会即ち挙町的な規模の下に全

員の体操や純粋な体育競技に加へて、親子三

代競走・夫婦競走・兄弟姉妹競走や部落或は

職業別の対抗リレーや綱引などを行ふと興味

も深く和気藹々たる中に老いも幼きも、女も

子供も体育を楽しみ得て面白い方法であると

思う。この場合リレーや綱引には成る可く多

勢、各種の階層年齢のものが参加すべきであ

る。更に之に運搬、配達、計算、和船漕競争

等職業に関係ある競技や或は国防、防空等に

関連した競技を加へたなら一層意義深いもの

があるであろう。 

一見して明らかなように、ここで中心的な位置

を占めているのは、中央大会で実施されていたよ

うな競技スポーツではなく、各種のリレーや団体

競技である。「地方の事情に適応した演技種目」と

して想定されていたのは、このような種目であっ

たことが分かる。 

一方で、「国防、防空等に関連した競技」は副

次的に位置づけられていた。これは中央大会にお

いて「体育運動を国防的見地より検討」すること

が重視されたのとは対照的であった。地方大会の

構想が発表された 1939 年段階においては、あく

までも「団欒的」な「和気藹々」とした種目に重

点が置かれていた。「国民精神を朗らかに昂揚」す

るためには、まずはこうした「団欒的な」種目に

よって幅広い参加者の興味を獲得することが必要

とされたのである。 

第 10 回大会の地方大会を担当し、その後も神

宮大会の企画に深く関わった厚生省体育官加藤橘

夫が大会報告書に記した「報告と感想」によれば、

全国各地で実施された行事の内容は各会場によっ

て「極めて各種に亙つて」いた。即ち、「一、学徒

生徒児童、警防団、青年団、産業組合等各種の団

体員を総動員して市町村民運動会を行つたもの。

二、学校の運動会を中心としてその父兄或はそれ

に男女青年団を加えて運動会の形式をとつたもの。

三、工場従業員を中心とし、簡単な体育運動を加
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へて体操大会の形をとつたもの。四、体力章検定

会を行つたもの。五、青年層を動員して山野跋渉、

登山等の団体行進を行つたもの。六、海に沿ふ土

地に於て和船競漕を行つたもの。七、青年層を目

標として武道大会を行つたもの。八、ラジオの中

継によつて単に全国一斉体操の時間の行事のみを

実施せるもの」8)等である。加藤は、これら様々

な行事の内容に関しては優劣をつけずに各会場の

工夫を評価している。 

一方で、「各会場が殆ど本大会の主旨を体し、

その完遂に努力した中にあつて、僅少の会場であ

るが、更に全国一斉体操のみを行つて簡単に済ま

した所があつたのは遺憾であつた」と、形式的に

一斉体操のみを行った会場があったことには苦言

を呈している。このことからも、一斉体操以外の、

各会場の工夫に任せられた種目の実施こそが地方

大会の目的であったことがわかる。 

 

２．宮城県白石町の町民体育大会  

このように、少なくとも 1939 年の第 10 回大会

の時点で地方大会の実施種目は各会場の創意工夫

に委ねられていたが、厚生省体力局が描く地方大

会の内容には当初から具体的なモデルが存在して

いた。体力局解説に登場した宮城県白石町の体育

大会である。以下では白石町の大会を分析するこ

とで、厚生省が全国津々浦々に実現しようとした

町民運動会の内実を追究することにしたい。 

 

１）白石町民体育大会の実施種目と参加者  

 白石町では、庭球愛好家であった東北帝大出身

の秦野章や白石中学の卒業生、教師らが中心とな

り、1929 年 11 月の第 1 回の町民体育大会に合わ

せて白石体育協会を発足させた 9)。それ以来体育

協会が中心となって毎年 11 月 3 日の明治節に運

動会を開催しており、1938 年 3 月にはその成果

をまとめた冊子『市町村を単位とする民衆体育の

実施に就いて』（以下、白石体協冊子）を刊行した

10)。本項では、『白石体協史』に収録された同冊子

の記述を主な手がかりとして、1937 年の第 9 回

大会の内容を中心に分析を加える。 

冊子の冒頭に記載された「民衆体育と我等の指

導精神」は、「民衆体育実施の方針」、「民衆体育向

上の重点」、「民衆体育普及の方策」の 3 つから構

成されていたが、このうち「実施の方針」では町

民全員が参加し得る体育大会を実現するための工

夫が記されている。なかでも 15 項目中 10 項目が

実施種目に関するものであり、このうちの殆どで

種目と参加者との関係にも言及されていた。少し

長くなるが、該当箇所を以下に引用しておこう。 

  二、体育訓練の少き民衆を体育運動に親しま

せんが為には学生の行ふ運動種目方法等

をそのまゝ適用するを避けスポーツの新

なる分野をひらき老若男女の何人も参加

し得る様平易化する。 

  三、その結果日本の家族制度を利用し（親子

三代、をしどり、兄弟継走等） 

  四、従事する職業上の作業を運動種目にとり

いれ（算盤、俵担ぎ、酒溜競争等） 

  五、銃後任務、戦闘訓練を競技化して実用に

便ならしめ 

  六、反面亦民衆体育の画一化の弊をさけ各地

特有の種目を設け以て体育の郷土化と特

色を発揮せしめ（奥州白石銘産温麺継走、

本石米の産地古川の縄ない、塩釜の魚つ

り競技等） 

  七、原則的競技の外余興的種目は年々之を変

更して変化と興味を与へ（支那空爆競走

等） 

  八、産業、商工業者等の団体を単位とする対

抗レースを設けて組合の団結心を高揚し 

  九、行政区別、性別、年齢別、優勝率等によ

る各種の種目を設け又は制限を行ひ 

  十、競技出場者のみならず観衆町民の体育運

動を通じたる団体訓練を重視し規律を守

らしめ 

 十一、学校は原則としてマスゲーム及びベスト

メンバーのみを参加せしむ 

 こうした実施方針を念頭に、ここでは 1937 年



48 

 

の第 9 回大会の実施種目、および「体育大会発達

の経緯」を参照しながら、この時期までの白石町

の大会の特徴を明らかにする。 

 

 

表１：第 9 回白石町体育大会実施種目  

種目 区分 男 女

1 ラジオ体操競技 体 〇 〇

2 女子五十米競走 陸 〇

3 幼児五十米競走 陸 〇 〇

4 百米競走 陸 〇

5 二百米競走 陸 〇

6 四百米競走 陸 〇

7 八百米競走 陸 〇

8 千五百米競走 陸 〇

9 一万米競走 陸 〇 一般と学生招待青年を区別して順位をつける。

10 走高跳 陸 〇

11 走幅跳 陸 〇

12 三段跳 陸 〇

13 砲丸投 陸 〇

14 女子縄跳競走 走 〇

15 女子籠球投 陸 〇

16 大下駄二百米競走 走 〇

17 二人三脚 走 〇

18 逆立距離競走 走 〇

19 カンガルー競走 走 〇

20 幼稚園託児園遊戯 他 △ △

21 算盤競争 争 〇

22 壜釣競争 争 〇

23 障碍物二百米競走 走 〇

24 縄ない競争 争 〇

25 防護競走 後 〇 〇

26 支那空爆 他 〇

27 百足二百米競走 走

28 俵四百米継走 継 △

29 酒溜四百米継走 継

30 工人対抗八百米継走 継 △

31 奥州白石名産温麺継走 継

32 団体対抗瑞典継走 陸 △

33 各区対抗八百米継走 陸 △

34 近接町村八百米継走 陸 △

35 兄弟六百米継走 継 〇 〇

36 おしどり二百米継走 継 〇 〇

37 三代二百米継走 継 〇 〇

38 懸賞仮装行列 他

39 手榴弾命中投擲競争 国 △

40 屈進匍匐三十米競走 国 △

41 腕用ポンプ急ぎ取扱 後 〇

42 婦人消火対抗競争 後 〇

44 機械(ﾏﾏ)体操 体 〇

45 模範体操 体 〇

出場者に関する規定など。

一般女子の出場奨励のため設く。

未就学男女幼児に限る。

百米、四百米、八百米、千五百米、１万米等には一般町民の外、各学校のベストメンバーのみの模範

競技を行う。

砲丸投、走幅跳、走高跳、三段跳等には学生の模範演技を行う。

一般女子の出場奨励のため設く。

一般女子の出場奨励のため設く。

35才以上。

農家向き。

運送店、米穀商、農家等向き。

酒造店、醤油店向き。

大工組合、左官組合、鉄鋼組合、畳屋組合、建具組合、板金工作組合。

各製造工場対抗。

官衙、学校、青年団、商店、会社、工場等。純陸上競技団体の参加を認めず。

一区一チーム、学生の出場を認めず。

招待競技種目なれば町内青年を参加させず。

性別年齢別を考慮して組み合わせを決定する。

夫百米独走の後妻の手をとって走る。妊婦は出場御断り。

祖父母二十米、父母八十米、孫百米。

43 防空二百米競走 後 〇 〇
男子は担架に患者を収容二人一組でゴールに入る。女子は患者眼部に包帯をなし患者を中央に肩をか

けてゴールに入る

白石中学校体操部員

白石高等女学校体操部員

国防競技。陸軍戸山学校の指導。

白石消防組各部対抗。

40人１チーム。

 

（注）白石市体育協会『白石体協史―45 年の歩み―』白石市体育協会、1974 年、pp.46-54 をもとに筆者作成。「○」

は参加者の性別が明記されているもの、「△」は記述がないものの競技や出場者に関する規定等から筆者が判断した

ものを表す。また、「区分」の項目に関しては本文で説明しているのでそちらを参照のこと。各種目左側の番号は筆

者が便宜上記したものであり、実施順序とは無関係である。
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表１は、1937 年 11 月 3 日に開催された第 9 回

白石町体育大会の実施種目の一覧である。競技内

容を基準とすると、陸上競技（表１の「区分」は

「陸」）、各種競走（走）、各種リレー（継）、各種

競争（争）、銃後競技（後）、国防競技（国）、体操

（体）、その他（他）の 8 群として把握すること

が出来る。さらに、対象者の種別は、性別によっ

て男性限定種目、女性限定種目、男女共通種目の

3 つに分けることができ、さらに所属や年齢によ

って制限された種目もあった。これらを分析する

ことで、対象者と実施種目の関係についての傾向

を知ることが出来ると考えられる。 

明治神宮地方大会のモデルとなった白石町の

体育大会における対象者別の実施種目に関する第

一の特徴は、陸上競技を除いて、中央大会で実施

されているようなスポーツ種目を採用していない

ことである。なぜなら、「民衆を体育運動に親しま

せん」がためには、「学生の行う運動種目方法等を

そのまま適用するを避けスポーツの新たなる分野

をひらき老若男女の何人も参加し得る様併平易化

する」必要があったからである。 

第二に、原則として学生・生徒の参加は制限さ

れていた。これは、「民衆体育」の普及の場として

大会が創設されたことに起因している。大会の実

施種目における対象者の限定は、一貫して「体育

訓練の少き民衆を体育運動に親しません」11)とい

う観点から行われていた。学生の参加制限の他、

職業人限定種目、女性限定種目、男女混合種目、

壮年、幼年限定種目などの設置は、これら「体育

訓練の少き」人々の参加機会の確保を目的として

おり、第一回大会以降随時増設されていった 12)。

例えば、第 2 回大会では、「女子の参加を奨励す

るため」に「女子スプーン競走、お手玉競走、女

子五十米競走」が実施されている 13)。 

一方で第三に、老若男女の参加を謳っていたと

はいえ、全体を通じて女性が参加できる種目が少

なかったことである。とりわけ、この傾向は「純

粋な体育競技」（体力局解説）である陸上競技種目

において顕著であった。女性に設けられたのは五

十米競走と籠球投げという非オリンピック種目の

みであり、男性の種目が所謂オリンピック種目を

一通り網羅していたのとは対照的であった 14)。ま

た、1932 年の第 4 回大会までの兄弟継走の出場

者の平均年齢を見ると一貫して女性が男性を下回

っている。特に、「一般町民の参加を実現するを得

たるを以て」尋常小学校在学者の出場を禁止した

第 4 回大会では、男性の平均年齢が 14.1 歳から

20.7 歳へと大幅に上がったのに対して、女性は

12.0 歳から 12.7 歳と殆ど変化していない 15)。こ

のことから、後述する「銃後競技」の登場まで、

女性参加者の範囲は低年齢層が中心であったと考

えられる。その理由は、「女性の出場は感念及び服

装等の関係にて常に困難なるにつき殊更に努力を

要す」16)と白石体協自身が指摘しているように、

周囲及び女性自身の意識や服装の問題等が、大会

への女性参加の障壁となっていたからであろう。

「感念及び服装」の問題は、女性スポーツが登場

した当初から女性のスポーツ参加を抑制する要因

であった。それゆえ女性スポーツの奨励論ではそ

の克服が課題とされていたが 17)、老若男女の参加

を達成したとして厚生省から賞讃されていた白石

町の町民体育大会においても、冊子が刊行された

1938 年段階では依然としてこの点が問題として

認識されていたのである。 

そして第四に、戦争の影響が実施種目及び参加

者種別に表れていたことである。1937 年の第 9

回大会では、「支那空爆」（表 1 の 26 番）、「手榴

弾命中投擲競争」（39）、「屈進匍匐三十米競走」

（40）、「腕用ポンプ急ぎ取扱」（41）、「婦人消火

対抗競争」（42）、「防空二百米競走」（43）、「防護

競走」（25）の 7 つが新種目として加えられてい

る（表 1 参照）。注目すべき点は、後者 3 種目に

は参加対象に女性が含まれていたことであり、こ

れらの種目の登場によって若年層以外の女性の参

加が増加したと考えられる。 

一方で、前者 4 種目の参加対象は男性のみであ

った。このうち「支那空爆」、「手榴弾命中投擲競

争」、「屈進匍匐三十米競走」の 3 種目は明らかに
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戦場を連想させる種目であり、銃後の防空活動を

模した女性用種目との対比が明瞭であった。この

ことは、地域の町民運動会における女性の参加が、

戦時下において女性に割り当てられた「銃後」の

活動と結びつけられて拡大したことを示している。 

 以上のような大会の内容は、1937 年 11 月の第

9 回大会時点のものである。同年 7 月に日本は日

中全面戦争に突入していたが、白石町の大会はこ

うした「時局」を積極的に取り入れ、「国防的」な

7 種目をプログラムに加えた。こうした点も、後

述するように翌年に国民精神総動員中央連盟から、

そして翌々年には厚生省からモデル指定を受ける

ことになった要因の一つであろう。ただし、繰り

返し述べるように、この町民体育大会が注目され

た最大の理由は「老若男女を問はず皆参加し得る

体育大会」という点にあった。そして、白石体協

冊子ではこうした大会や民衆体育のあり方を「ス

ポーツの新たなる分野をひら」くものであり、「町

村オリンピックの感あり」と自負していた。これ

が、先行研究が指摘するような、上からの動員装

置としての地方大会像とどのように結びつくのか

は後で検討することにして、ここでは地方大会の

モデルとなった大会とその実施種目が、地域住民

の手によって主体的に創り上げられたものであっ

たことを確認しておく 18)。 

 

２）白石町の大会のモデル化とその意義付け  

①国民精神総動員運動の好例として  

 白石町の町民体育大会は、1938 年 5 月に国民

精神総動員中央連盟（以下、精動中央連盟）が発

行した冊子『国民体力強化策：各地集団体操の好

事例』に掲載され、さらにこの冊子は 1939 年 9

月 6 日の体力局長通牒「第十回明治神宮国民体育

大会地方大会の件」において「地方大会開催参考

資料トシテ」添付された 19)。 

同冊子では白石町の大会を含む「集団的民衆体

育」の代表的な 6 つの模範事例が紹介されている

20)。白石町以外の 5 つの事例を見てみると、工場・

鉱山における従業員福利が 3 例あり、他 2 例は町

のラジオ体操会と登山会であり、何れも町民参加

の体育大会とはタイプの異なる「集団的民衆体育」

であった。なかでも白石町の体育大会には最も多

くの紙幅が割かれ、2 枚掲載された巻頭グラビア

でも、うち 1 枚が「宮城県白石町のおしどり競争」

であった。 

 具体的には、従来学生の運動競技を「観る」だ

けであった大多数の人々を参加させる様々な工夫

と代表的な種目が紹介され、それらの種目が「家

族制度の美風」、「職業上の作業」、「銃後の任務や

戦闘訓練」、「郷土色」等と関連づけて意義づけら

れている。前述の白石体協冊子とこの『国民体力

強化策』は、内容が酷似した箇所が多く、前者を

参照・引用しながら後者が編まれたようである。

一方で、『国民体力強化策』の末尾には次のような

文章が新たに加えられている。 

   運動競技を通じて家族制度の美風を発揮

し、隣保精神、愛郷心、団結心の涵養、国防

の強化等を図る。これこそ真に心身を鍛練し

得る国民体育であり、稍々もすれば所謂スポ

ーツが競技偏重、選手万能に陥りつつある嘆

かはしい傾向にあるの時、この白石町に於け

る民衆体育こそは、之を範として学ぶべきも

のが多いであらう。 

 家族制度や団結心、愛郷心の涵養に関しては、

白石体協冊子でも言及されていたが、ここではそ

うした効果こそが真の「国民体育」であると意義

づけられ、従来の「所謂スポーツ競技」と対置さ

れていた。こうした観点を強調しながら、精動中

央連盟は白石町の体育大会を全国的に周知しよう

と試みたのである。 

1938 年 8 月に発行された 31 枚組の紙芝居「宮

城県白石町の民衆体育：町はほがらか」は、同連

盟の指導によって日本教育紙芝居協会が作成した

ものであるが、子どもにも理解できるように噛み

砕いて説明しているだけに、国家が白石町の大会

をどのように意義づけていたのかを知る上で興味

深い史料である 21)。その内容は以下のようなもの

であった。 



51 

 

 舞台は白石町の小学校の運動会。父兄の徒競走

で、中学生に混じって一般町民からただ一人参加

した酒屋の市助さんは、学生のするスポーツに年

甲斐もなく参加して恥ずかしい、と妻に非難され

て口論になる。そこに仲裁に入った町会議員の吉

岡さんは、一般の町民も参加できる運動会を開催

したいと思案していたが、仕事終わりの若者たち

が酒樽を担いで力比べをしている光景を見て「さ

うだ、これがほんとうのスポーツだ」と閃く。こ

うして、吉岡さんを中心に町民一丸となって体育

大会の準備が進められた。そして、旧藩主から「日

本体育民衆の鐘」が贈呈されて向かえた 11 月 3

日の明治節、工夫が凝らされた種目に彩られた大

会が開催された。「おしどり競争」に出場した市助

さん夫婦は見事優勝し、優勝カップを挟んで頬を

赤らめるのであった 22)。 

 その後、物語の終盤にさしかかったところで、

内容は一気に教訓的な色彩を帯びる。優勝額を神

社に奉納して「日本の国は神の国」と謳い、優勝

カップは家族繁栄の象徴、体育大会は「銃後の力」

の象徴とされ、最後は「神代」から続く「皇国」

を称えその永続を願う歌と、日の丸を掲げて進軍

する青少年の挿絵で幕を閉じる。体育大会の実施

に至る群像劇からの展開は幾分か強引にも思える

が、精動運動が「挙国一致」「尽忠報国」「堅忍持

久」という目標に基づいて「日本精神ノ発揚ニヨ

ル挙国一致ノ体現並ニ非常時財政経済ニ体スル挙

国的協力ノ実行ヲ」企図したものであったことか

らすると、こうした展開は物語の構成上不可欠で

あったといえよう。 

 

②団欒的な雰囲気の重視 

次に、厚生省が地方大会のモデルとして白石町

に言及する際の評価の力点を見てみよう。精動中

央連盟にとりあげられた年に開催された 1938 年

11 月 3 日の大会には、早くも厚生省から映画撮影

班が派遣され 23)、翌月には白石町の「民衆体育」

の取り組みが厚生省体育官の森秀によって雑誌

『厚生』上で紹介された 24)。体力局解説における

白石町のモデル指定は、こうした経緯の上でなさ

れたのである。 

ここで、前節で全文を引用した体力局解説の中

の白石町の紹介および地方大会の解説を読むと、

「全国民に対し国民精神を朗らかに昂揚せしむ

る」と、地方大会が国民統合に果たす役割に期待

を寄せているものの、最も力点が置かれているの

は全町民が楽しんで参加できるという点であるよ

うに思われる。体力局解説において地方大会は、

中央大会の社会人種目増設等と並んで、全国民に

対する体育の普及の一方策として位置づけられて

いた。そしてそのためには、皆が参加して楽しめ

る和気藹々とした大会にすることが望ましいとさ

れたのである。この点は、一般の国民を読者とし

た『週報』に掲載された、厚生省による神宮大会

の解説でより明瞭に示されている。以下に地方大

会に言及した箇所を引用するが、これを読むと政

府が当の町民に直接語りかける際に何を強調した

のかが明瞭になる。 

地方大会は新しい企てであるが、十一月三

日を中心に中央大会に呼応して、全国各市町

村で全町村民の参加を目標として行はれるも

のである。従って地方大会は、中央大会が優

秀競技者の争覇であるのと全く趣を異にし、

全市町村民が体育を行ひ、体育を楽しみうる

やうに、普通の競技の外に集団体操はもとよ

り、或ひは親子三代リレー・夫婦二人三脚・

兄弟姉妹リレーとか、或ひはまた部落や職業

別対抗のリレーや綱引き等を加へ、全市町村

民一家族の気分で、厳かな中にも和気藹々と

団欒的に営まれるべきである。なほ十一月三

日の午前十一時には、外苑競技場の中央会場

から全国に向け明治神宮遙拝と体操指導の放

送が行はれる筈で、全国各地の地方大会場で

は之に和して明治神宮を拝し一斉に体操を行

ふのである。25) 

 ここでは、精動運動的な文脈での国家的意義は

殆ど強調せずに、全員が楽しむことが奨励されて

いる。また、実施種目についても、体力局解説で
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副次的に扱われていた国防的競技には言及してい

ない。 

 ここまで見てきたように、白石町の大会が国家

的に注目され、地方大会のモデルとして位置づけ

られた際には、全員が参加できるよう楽しく団欒

的に実施することと、それを通じて国民としての

一体感を創出するという効果が重視された。ただ

し、精動運動の文脈で白石町の大会が注目を集め

た段階では後者により力点が置かれていたのに対

して、厚生省の国民体育政策の中に位置づけられ

た際には、前者に対する要請の方が寧ろ前面に出

ていたように思われる。 

何れにしろ、厚生省による地方大会のモデルと

しての白石町の位置づけは、この後も変わること

はなかった。初めて地方大会が実施された 1939

年の第 10 回神宮大会終了後の 1940 年 1 月、白石

町は「傑出したる大会を開催し老若男女を問わず

全町民挙って体育運動を実践躬行した熱意を認め

られ」26)て、1939 年度の「体育運動報国章」を受

賞した。この賞は全国有力紙が組織する運動記者

協会が企画したものであるが、授賞式には厚生省

から体力局長の佐々木芳遠と体育課長の友永洋治

が出席し、厚生大臣の祝辞が佐々木によって代読

されている 27)。 

その後も、1940 年の大会の様子が政府公報『写

真週報』に見開きで掲載され 28)、1942 年の大会

には文部厚生両省から視察員が派遣された 29)。さ

らに 42 年 11 月には厚生省主催の東北体育指導者

錬成会で 30)、43 年 7 月には全国規模で開催され

た津田山の心身鍛錬指導者第一次中央錬成会で、

それぞれ白石体協の幹部が実践報告を行っている。

また、後者の錬成会において厚生省人口局事務官

の中川淳の依頼で白石町民衆体育史を編纂中であ

ることが明らかにされている 31)。このように、宮

城県白石町の体育大会は、一貫して地方大会のモ

デルとして位置づけられていた。 

 以上、本節では、白石町の体育大会の内容と、

それが精動連盟や厚生省によって地方大会のモデ

ルとして意義づけられる過程を明らかにした。そ

れでは、団欒的な雰囲気の下で全員参加の運動会

を開催するという地方大会の実施方針はその後ど

のように変化したのだろうか。 

 

３．実施方針にみる地方大会の変遷  

大会の基本的な実施内容に関しては、最後の開

催となった 1943 年の第 14 回大会に至るまで、中

央大会会場からのラジオ中継による全国一斉体操

（第 14 回大会では銃剣道を追加）の実施以外、

一定の条件を満たす範囲で各会場の裁量に委ねる

という第 10 回大会の方針が概ね継承された。以

下では、団欒的な楽しい運動会という性格、例示

された実施種目、日常的な心身鍛錬との関係、と

いう 3 つの点に着目して、地方大会の実施方針の

変遷を明らかにする。 

 

１）厳粛かつ団欒的な大会 

まず、厳粛ななかにも団欒的に楽しく行うべき

であるとされた大会の雰囲気に関する方針は、大

会施行方針や厚生省通牒の記述を参照する限り、

1942 年の第 13 回大会まで維持されている。例え

ば、第 10 回大会の「施行方針」において示され

た「地方大会は成る可く全国一斉に行ひ、其の演

技は全市町村民の参加を目標とし夫々地方の実情

に即応せるものを実施せしむること」32)という条

項は、第 12 回大会までほぼそのまま引き継がれ、

第 12 回大会では「地方民の厚生和親の目的を加

味し」という文言が新たに加えられた。第 12 回

大会は「臨戦態勢下」の掛け声の下で、中央大会

を含めた実施要綱に「競技場は戦場に通ずる」と

いった戦時色の濃い文言が登場した大会だった。

大会報告書では、地方大会も「銃後国民の意気と

聖戦目的完遂の精神」33)を堅持・奉納するという

点から意義づけられていたが、一方で「厚生親和

の目的」が改めて強調されたのである。 

さらに、翌 1942 年の第 13 回大会に呼応して地

方大会を中心に実施された「健民運動秋季国民練

成」週間の実施要綱でも、地方大会は「全市町村

民ノ参加ヲ目標トシ厚生和楽的要素ヲ加味ス」と
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されている 34)。同要綱の内容を噛み砕いて説明し

た『週報』の説明はさらに具体的で、「地方大会は、

いふまでもなく、明治天皇の御聖徳を景仰しつつ、

全市町村民が一日体錬、練武を通じて、和やかに

楽しみながら士気と体力を発揚することを主旨と

し」という記述に始まり、運動種目等を詳細に例

示した後で、「とにかく体育を中心として市町村民

が厚生和楽することに目的があるのです」と結ば

れている 35)。 

地方大会を含む市町村民運動会の意義につい

て最も具体的に言及しているのが、大日本体育会

編纂の『運動会の指針』であろう。第 13 回大会

を目前に控えた 1942 年 10 月下旬、大日本体育会

は運動会で実施する種目を募集し、翌年 7 月に 51

種目を収録した同書を刊行した 36)。1942 年 4 月

に発足した大日本体育会は、従来の大日本体育協

会を改組し、会長に内閣総理大臣、副会長に文部・

厚生両大臣を配した政府外郭団体であり、「政府の

政策が発表される毎にその実践事項について具体

的に企画し事業の遂行を図る」37)という実践部隊

としての役割を担っていた。 

同書冒頭の「運動会の意義」と題された章で、

運動会の目的は、日頃の鍛錬の成果を示すこと、

「全員丸裸になって一切の階級
マ マ

を一ヶ年の苦労と

共に忘却し、明日への力を養はんとする厚生の趣

旨」、町や職場の構成員が一致協力の精神を示す場、

等多様であり、「色々の目的が渾然と含まれてゐる

ところに運動会の意義がある」とされている。同

書はさらに、「対象により、季節により、場所によ

り、目的により千差万別の形態がある。又、あつ

てよい訳である。而して之等には、皆、夫々の特

質があるのであるから徒に統制して一律化しては

ならぬ」として、主催者に対して柔軟な姿勢を求

めている。 

ただし、これに続く内容では、大会自体が厚生

的なものであっても、運動会はあくまでも長期的

な心身鍛錬を促進する機会であるから最低でも 1

ヶ月は練習期間を設けるべきであることや、集団

的訓練の機会として整然と秩序だって実施される

べきことが強調されている 38)。地方大会を含む運

動会の団欒的・娯楽的な性格は、こうした範囲内

で推奨されたといえよう。 

 

２）実施種目 

地方大会の実施種目が具体的に例示された史

料としては、前述の①体力局解説（第 10 回大会）、

②『週報』記事（同）、そして③「健民運動秋期国

民練成要綱」（第 13 回大会）、④『週報』記事（同）

の 4 点がある。②と④はそれぞれ①と③を一般国

民向けに噛み砕いて説明したものであるから、こ

こでは①②と③④との比較を行った。その結果、

次のような特徴が明らかとなった。 

第 1 に、白石町の大会をモデルとして示された

第 10 回大会のものが、第 13 回大会でも大きな変

更を加えられずに提示されたこと、ただし第 2 に、

第 13 回大会では青年層には特に鍛錬的種目を優

先するといった、対象者の区分が明示されたこと

である。後者については、③で「在郷軍人、学生

生徒、青少年団員等ハ鍛錬的戦技的訓練（競技）

ヲ実施スルト共ニ一般人ニ就テハ実用的訓練（競

技）或ハ平易ニシテ和楽的ナル競争又ハ遊技ヲ行

フモノトス」、④で「青壮年は、武道や体育に力一

ぱいの元気を出すべきで」「また老人や婦人子供は

平易な楽しい競技や遊技がふさはしく」等とされ、

さらに③では会社や工場等の職場単位での実施種

目例として、上記の内容に加えて「剣道、柔道、

弓道、銃剣道、相撲、陸上戦技運動、体力章検定

種目、体操、野球、庭球、籠球、排球、卓球ノ各

職場内ノ対抗試合」を挙げ、中央大会では除外さ

れていた卓球を含む、武道及びスポーツ種目が例

示されていた。 

次に、先述の『運動会の指針』に収録された種

目と対象者の対応関係を見てみると、以下のよう

な特徴が見てとれる。 

第 1 に、14 種目が男性向け、9 種目が女性向け

とされた一方で、性別や年齢を問わず参加できる

ものが 28 種目あり、過半を占めていることであ

る。こうした種目の多さは、1939 年時点で最も先
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進的とされた白石町のプログラムと比較しても顕

著である。またこれらの種目では、対象が限定さ

れていないというだけでなく、老若男女が一緒に

競技することが想定されており、この点において

男女混合種目が除外された明治神宮中央大会と大

きく異なっていた。 

第 2 に、男性用または女性用の種目の名称には、

前線または銃後の役割分業と結びついたものが多

くみられる。男性向けの「騎馬進軍」「大砲奪ひ」

「撃沈競技」「決死の伝令」、女性向けの「空襲何

ぞ」「すは、警報だ」「子宝部隊」等である。こう

した種目の比率は「青壮年向」と分類されたもの

において高く、また、前述したように 1937 年の

白石町の大会にもこの傾向は表れていた。小学校

の運動会を扱った研究では、この時期に種目が戦

時化されたことが明らかにされているが 39)、こう

した運動会種目の戦時化は青年層では男女の性別

分業を反映した形で進行したといえよう。 

 

３）日常的な心身鍛錬との連関  

 次に、戦時期の体育・スポーツ政策における地

方大会の位置という観点から若干の考察を行う。

既に明らかにしたように地方大会は、精動運動お

よび、国民全体へ体育を普及させる「国民体育」

の一方策として登場した。その後、「臨戦態勢下の

実施方針」に「地方大会ハ特に之ヲ重ンジ厳粛且

旺ニ行ハシムルコト」が盛り込まれた 1941 年の

第 12 回大会を画期として、神宮大会における地

方大会重視の傾向が強まり、最終的には後述する

ように第 14 回大会で中央大会に代わって主役の

座を与えられた「全国大会」へと帰結した。この

間、体力政策全体の中では健民運動を中心として

日常的に行われる恒常的な体育実践に対する要請

が強まっていた。こうした日常的な鍛錬は一年を

通じて行われることが望ましいとされたが、厚生

省では 1 週間から数週間の強化期間を概ね季節毎

に設けてその徹底を図っており、地方大会もこう

した日常の鍛錬の成果を示す場であるという点が

強調されるようになる。 

まず、第 12 回大会で厚生省人口局は、中央大

会開催期間を中心とする 10 月 31 日からの 1 週間

を「国民体育週間」と定め、10 月 13 日に通牒を

発した。これは町内会や隣組、産報等を単位とし

て体育に関する講習会や運動会を開催して日頃の

鍛錬を推進しようとするものであった 40)。 

翌年の第 13 回大会になると、従来中央大会（夏

季・秋季・冬季）と地方大会から成っていた大会

の構成が再編され、鍛錬会、道府県大会、奉納会

の三部構成となった。このうち奉納会は中央大会

と地方大会で構成されており、道府県大会は中央

大会の予選を兼ねていた。そして、新たに登場し

た鍛錬会は夏季の国民心身鍛錬運動がこれを兼ね、

そこで優良であるとされた町内会や企業等の実践

体を中央大会で表彰することで、中央大会と「居

常錬成」等と呼ばれた日常の鍛錬との連関を強調

する狙いがあった。一方、前年に続いて中央大会

開催期間に秋季の健民運動の強化期間が設けられ、

「健民運動秋季国民練成」として実施されたが、

こちらは地方大会の開催を核として「平素国民錬

成」を推進するという関係にあった。 

 

図１：第 13 回明治神宮国民錬成大会の構成  

 

以上のように、実施方針では一貫して地方大会

の団欒的性格が重視されていたが、青年層には鍛

錬的種目が求められ、また日常的な心身鍛錬との

連関が次第に強調されるようになった。 

 

４）「英米撃滅戦意昂揚」の第 14 回大会 

1943 年の第 14 回大会では、戦局の悪化によっ

て各府県の代表選手を集めた大規模な中央大会の

開催が困難になっていた。結局、夏季大会は日程
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を短縮しながらも例年どおり競技会形式で開催さ

れたが、従来の花形であった秋季大会は 11 月 3

日の「明治節」を外して 11 月 7 日の 1 日のみの

開催となり、出場者も東京近郊に限定された。中

央大会の日程変更自体は「特殊な事情」41)による

ものだったが、それ以前の計画段階からこの大会

では従来の地方大会が中心に据えられており、名

称も「全国大会」と改められた。 

この大会に至って、これまで一貫して厳粛な中

にも団欒的に楽しく営まれることを重視してきた

実施方針が、「中央大会ニ先立チ全国津々浦々愈々

旺ンニ米英撃滅戦意昂揚ヲ主眼トセル国民動員大

会ヲ展開シ」（「第 14 回明治神宮国民錬成大会秋

季大会実施計画」）と、戦争遂行への動員装置とし

ての側面のみを強調したものに大きく変化した。

さらに、6 月の通牒の時点では「全市区町村民ノ

参加ヲ目標トシ其ノ居常錬成、戦時訓練、厚生遊

戯等及全国一斉体操ノ奉納演錬ヲ行フ」42)とされ

ていた実施種目が、最終的には上記のような戦意

高揚一色の目標の下、「戦時訓練種目」「居常錬成

種目」「全国一斉体操並ニ銃剣道」となり、6 月通

牒から「厚生遊戯」が削除された一方でラジオ中

継による全国一斉の銃剣道が加えられた 43)。「居

常錬成」とは、先述した日常的な鍛錬のことであ

る。 

こうした方針転換の要因としては、高嶋が指摘

するように、1941 年以降神宮大会の企画運営に対

して急激に干渉を強めていた陸軍の影響が大きか

ったと推察される 44)。同年の前半に編集されたと

考えられる『運動会の指針』では、日常的な鍛錬

の契機となるという大前提に抵触しないことを条

件に団欒的・厚生的な種目も承認されていたが、

こうした創設時以来の地方大会の性格は、大会実

施方針レベルにおいて最終的に棄却されたのであ

る。 

 

４．「全国大会」の実態 

１）大会報告書 

 最後に、第 14 回大会の「全国大会」の実態に

できる限り迫ってみたい。地方大会は「実施計画」

にあるような、戦時訓練中心の鍛錬行事に変貌し

たのだろうか。第 14 回大会の大会報告書には府

県毎に「全国大会」の参加人数等のデータが一覧

化され、さらに「特ニ優秀ナルモノ」をはじめ数

百件の概要も掲載されている。報告自体を行って

いない 4 県（宮城、愛知、徳島、熊本）を含めて

参加人数には府県毎にかなり差があるが、その一

因は 11 月 20 日という報告期限と、各会場→市町

村→道府県→厚生省という連絡経路の煩雑さに求

められるだろう。 

 「全国大会」の実態については、大会報告書を

参照した高嶋が、多くの府県で先述のような「実

施計画」の指示にそった種目が実施されたと述べ

ている 45)。以下では実施種目のさらに具体的な検

討に加えて、地方大会の重要な目的であった、参

加者という観点からも分析を行う。 

報告書によると、その参加人員は、人数不明の

4 県を除く 43 都道府県と「樺太」「朝鮮」「関東州」

を合わせて 1,197 万 8,853 人、会場数は 2 万 1,557

に上っていた 46)。このうち、「外地」の参加者約

22 万人を差し引いても、「内地」人口 47)の約 16%

が参加していたことになる。報告書の記述を見る

限り「学徒」や「産業人」をはじめする青壮年の

占める割合が高いことから、この年代における参

加率はさらに高かったと推測される。高嶋が指摘

するように参加率は府県によってかなり差があり、

長崎県に関しては明らかに誇張された数値が報告

されていた 48)。このように、報告書記載の数字を

額面通り受け取ることはできないとしても、後述

する地方紙 31 紙の報道を見る限り、全国的に開

催されていたことは間違いない。大会報告書に概

要が記載されたもののうち、秋季大会の実施種目

に関する記述があったものは 211 件、参加者の種

別に関する記述があったものは 139 件であり、こ

のうち両方の記述があったものは 92 件あった。 

まず種目に関しては、「蹴球、継走、必勝祈願

競走」等計 35 の実施種目が列記されたもの（茨

城県水戸市）、「体操、縄跳他 16 種目」（大阪府、
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大日紡績山崎工場）、「体操、競走等」（山口県河山

村）などと記載方法が統一されていないため、単

純集計はできない。また、実施が義務付けられた

一斉体操についても 125 件と約 6 割に止まってい

ることから、実施内容がすべて記載されているわ

けではない。こうした史料上の制約をふまえつつ

も、上記の 211 件に表れたおおよその傾向をまと

めると以下のようになる。なお、体操は基本的に

すべての会場で実施されたものと見なす。 

 まず、「実施計画」で指定された種目のうち、「銃

剣道、射撃道、行軍、戦場運動、剣道、柔道、防

空訓練等ノ戦時訓練種目」に該当する種目 49)を実

施した事例が 140 件 50)、「体操、男子女子体力章

検定種目、運搬競走、綱引、相撲、棒押シ等ノ居

常錬成種目」のうち実施が義務付けられた体操を

除いた諸種目に該当・類似するものが 86 件あっ

た。上述のようなデータの不備を勘案すれば、実

際に殆どの会場でこの種の内容が実施されたと見

ていいだろう。 

 一方で、白石町の大会や、『運動会の指針』に掲

載されたような、種々の競走やリレーを中心とし

た運動会種目に該当するものも 98 件あった 51)。

これに関しても、実際の実施率はさらに高いとみ

て差し支えないだろう。このように、従来の路線

を変更した「実施計画」に沿った鍛錬的行事が実

際に殆どの会場で実施されたが、多くの会場では

そうした行事のみを行ったわけではなく、従来の

運動会種目も継続されていたのである。 

 こうした中、男子中等学校及び高等学校の実施

内容は特徴的であった。即ち、全 26 校中 13 校が

行軍を実施し、それ以外の 9 校が戦場運動または

軍事教練を実施したのである。戦場で活躍するこ

とを期待された男子学徒には、「全国大会」におい

ても戦時訓練が徹底されたのである。 

 次に、参加者層に関しては、各事例の参加人数

の規模に大きな開きがあることに加え 52)、参加者

種別の区分も完全には統一されていないため、こ

ちらも厳密な集計を示すことはできない。こうし

た制約をふまえた上で、参加者の種別が記載され

た 139 件、約 154 万人の内訳を以下に示す。この

データは全参加者 1,197 万人の約 13%にあたり、

全国の 31 都道府県を網羅しているため、参加者

種別のおおよその傾向を示していると考えられる。 

即ち、「産業人男子」14 万 5,496 人、「産業人女

子」15 万 9,988 人、「産業人男女」2 万 5,933 人、

「一般男子」80 万 8,506 人、「一般女子」49 万

680 人、「一般男女」2 万 651 人、「学徒」99 万

5,877 人、その他 4 万 1,425 人である 53)。このう

ち、紡績業に多くの女性が従事していた長野県

「512 会場」では、産業人男子約 6 万 879 人、同

女子約 10 万 2,984 人、一般男子 5 万 5,634 人、

同女子 6 万 6,925 人、学徒 2 万 39 人と、産業人

を中心に女性が男性を大きく上回った県もあった。

これを除いても 54)女性の対男性比率は「産業人」

で約 67%、「一般」で約 56%となる。これは中央

大会における女性参加者の割合の数倍の値であり

55)、地方大会の第一目標であった国民各層の参加

がある程度達成されていたことを物語っている。 

 

２）新聞報道にみる「全国大会」 

 第 10 回大会の報告書で加藤橘夫が述べたよう

に、全国津々浦々で実施された地方大会の全容を

新聞報道によって知ることは不可能であった 56)。

しかし、地方紙レベルでは当該府県のいくつかの

会場が取材されており、国会図書館所蔵の 31 紙

57)に目を通したところ、1943 年の「全国大会」に

該当する 245 の事例を確認することができた 58)。

この中には大会前の告知も含まれる。 

 このうち、種目に関する記載があったものが

150 件あった 59)。報告書と同じく「実施計画」を

念頭に分類すると、「戦時訓練種目」が 60 件、「居

常錬成種目」が 51 件、その他の運動会種目や球

技は 55 件であった。もとより、これらの記事は

実施内容を過不足なく伝えることを意図したもの

ではないが、報告書の分析結果を補強することは

できるだろう。 

 また、報告書には記載されていない、種目と参

加者の対応関係に言及した記事も約 20 件あり、
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これを見る限り白石町や『運動会の指針』と同じ

ような傾向が見られた。特に、防火訓練の一環と

しての注水競技は、従来あまり運動会に参加しな

かったであろう既婚女性の競技として、しばしば

大会の目玉として紹介されている。こうした女性

たちの競技は実際に会場でも注目の的となったよ

うで、「妻君連の注水競技に親爺連中の熱狂せる応

援」60)、「一家のお台所を預かる五十名の奥様方が

出動する―カードによって買い物をする買い物競

技が人気を呼び〔中略〕会場に爆笑の波をただよ

わせ」61)等と臨場感を伴って報じられた。一方で、

「英米撃滅と敢闘精神に燃ゆる」62)といった表現

は半ば定型句となっており、銃剣道を女性にも実

施した会場もあった 63)。会場によって大会の雰囲

気にかなり差があったことは確かだが、ここでは

団欒的な運動会がある程度存続していたことを確

認しておく。 

 なお、ここで分析対象とした 245 件は何れも、

11 月 3 日に開催されたか、開催日は異なるものの

地方大会であることが明記されたものであるが、

10 月下旬から 11 月上旬にかけての時期には、類

似した大会が数多く開催されていた。「実施計画」

でも別日の開催を認めているから、報告書の記載

にはこうした取り組みの一部も含まれていると考

えられる。何れにしろ、1943 年のこの時期、戦技

的な鍛錬的種目と団欒的な余興的種目を織りまぜ

た市町村民参加の運動会は、かなり幅広く実施さ

れていたといえるだろう。また、「第 2 回町民体

育大会」のように大会の開催回数が判明する 27

件中 20 件が 5 回以下（第 1 回 4 件、第 2 回 5 件、

第 3 回 6 件、第 4 回 2 件、第 5 回 3 件）であった。

これは、地方大会の創設が市町村民参加の運動会

創設の契機となったことを示しているといえよう。 

 

おわりに 

 以上、本稿では地方大会の創設過程と実施方針

の変遷、さらに実態レベルの分析を行った。地域

のエリート層や体育関係者が中心となって始めら

れた白石町の体育大会では、従来体育・スポーツ

に馴染みの薄かった女性や社会人、壮年者といっ

た人々に参加の機会を開くために様々な工夫が凝

らされ、回を重ねるうちに一定程度その課題を克

服した。こうした大会が有していた愛郷心や団結

心の涵養という効能は、精動運動の文脈から注

目・強調され、同時に国民全体への体育普及の一

方策として明治神宮地方大会を計画していた厚生

省の関心とも一致した。こうして、白石町をモデ

ルとした地方大会では、精神および身体の鍛錬を

通じて国民を戦時体制に動員することが企図され

ていたが、一方で団欒的な慰安の側面も一貫して

重視されていた。これは、より多くの参加者を動

員するための周到な手段でもあったが、団欒的に

楽しく運動会を開催することはそれ自体として一

つの政策目標だったように思われる。これは、戦

争が長期化するなかで国民が抑制的になりすぎな

いように、その緊張を緩和するための慰安や娯楽

を提供すべきであるという厚生省の方針 64)と軌

を一にしたものだろう。 

 しかし、団欒的な雰囲気の重視は、戦局の悪化

に伴いさらに高次の緊張が要求された 1943 年の

「全国大会」に至って実施方針の中から消え、戦

意昂揚一点にその目標が収斂された。加えて、こ

の時例示された実施種目は、戦時訓練を中心とし

た鍛錬的なものばかりであった。ただし、これを

もって厚生省の方針の全面的な転換と捉えること

には留意が必要であろう。長く神宮大会の担当者

であった厚生省体育官の加藤橘夫は、大会終了後

に対象者に応じて適宜排球や厚生遊戯なども行わ

れたことを、対象者に応じた心身鍛錬の方針が明

示されていて「愉快」だと評価している 65)。団欒

的な側面には直接言及していないが、ここで「愉

快」とされた女性の排球や産業人の厚生遊戯、町

内会の厚生運動といった種目は、戦時訓練を中心

に戦意昂揚の一点張りだった「実施計画」の趣旨

に沿わないように思われる。「実施計画」には、高

嶋が指摘するような陸軍の干渉があったことも大

いに考えられる。厚生省はその後も青年層を除く

「一般国民」に対する「居常錬成」の目標として



58 

 

「厚生和楽」を掲げており、その方法の一例とし

て隣組運動会も奨励していた 66)。「実施計画」に

おける地方大会の変質は、町内会の運動会そのも

のに加えられたものというよりは、最終的に戦意

昂揚のための動員装置としての機能のみが期待さ

れるようになった明治神宮大会の枠内で捉えるの

が妥当であろう。 

 また、団欒的な雰囲気の下で全町民の参加を実

現するために考案された実施種目には、主に青壮

年の男女に対して、それぞれが前線と銃後におい

て担うとされた役割を反映したものと、老若男女

を問わず参加できるよう工夫されたものの 2 種類

に大別できる。1937 年の銃後競技の採用によって

女性の出場機会が拡大した白石町のように、こう

して新たに運動会出場の機会を得た人も少なくな

かっただろう。「全国大会」では女性の注水競技や

買い物競走が呼び物となった会場があったように、

地域の運動会への女性の参入は、戦時期において

このような形で促進されたのである。 

 一方、後者に関しては、「親子三代継走」や「回

覧板継走」等が代表的であり、名称からも明らか

なように家族制度や隣組制度を基盤としている点

に特徴があった。ここでは、ジェンダーや年齢と

いった要素による実施種目の違いは殆ど目立たな

いが、そのうちの一部は、例えば性別と年齢別に

異なる距離が割り振られた「総動員継走」のよう

に、老若男女がそれぞれの役割を果たしながら協

力するという形態を採用していた。全員が参加す

る団欒的な運動会では、こうした種目を通じて、

ジェンダーを含む日常生活の諸関係が体育・スポ

ーツの場に持ち込まれていたといえよう。 

 本稿では、主に厚生省の体育・スポーツ政策の

一つとして地方大会を考察したが、歴史的に見れ

ば、それを地域の恒例行事としての運動会の一形

態として位置付けることも可能である。大正期以

来大勢の見物人を集め、村祭りとしての性格を有

していたという地域の小学校の運動会 67)や、現在

の町内会運動会との連続性を明らかにすることで、

戦時期の市町村民運動会の理解も深まるだろう。

さらにこのことは、今回はあまり言及できなかっ

た、民衆の主体性と支配権力による動員との関係

を問うことにもなろう。今後はこうした課題にも

取り組みたい。 
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