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平成３１年３月２２日
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」
大会準備状況について

【報告】
１

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西推進議員
連盟設立総会の開催について

２

オープン競技(第 3 次募集分)の決定について

３

主な広報活動について

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西推進議員連盟
設立総会の開催について
この度、国会議員有志による議員連盟「ワールドマスターズゲームズ 2021 関
西推進議員連盟」
（会長：二階俊博 衆議院議員）が発足し、政府がワールドマ
スターズゲームズを支援する旨の閣議了解を要請することなどについて応援
いただけることとなりました。
ついては、設立総会の結果は以下のとおりです。

１．日時
平成３１年３月１９日（火）

午後５時３０分～６時２０分

２．場所
衆議院第一議員会館 大会議室（東京都千代田区永田町 2-2-1）
３．出席者
・国会議員（９２名）
・大会組織委員会会長、開催府県政令市知事・市長

ほか（約１２０名）

４．主な内容
・櫻田義孝 東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣挨拶
・二階俊博 推進議員連盟会長メッセージ
・井戸・松本両会長挨拶
・決議文採択（別紙のとおり）

二階俊博会長のメッセージを代読する林幹雄衆議院議員

大会マスコット「スフラ」との記念撮影
左から、松本正義組織委員会会長、井戸敏三組織委員会会長、谷公一衆議院議員、橋本聖子
参議院議員、石井正弘参議院議員、仁坂吉伸組織委員会副会長、末松信介参議院議員
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報道関係各位
2019 年 3 ⽉ 19 ⽇
公益財団法⼈ ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄組織委員会

ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄推進議員連盟が発⾜
国会議員有志 92 ⼈が参加。推進議員連盟の会⻑には⼆階俊博衆議院議員が就任。
2021 年５⽉に開催される「ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄（以下、WMG2021 関⻄）」を応援する超党
派の議員連盟が設⽴され、2019 年 3 ⽉ 19 ⽇（⽕）、衆議院第⼀議員会館⼤会議室にて「ワールドマスターズゲ
ームズ 2021 関⻄推進議員連盟設⽴総会」が開催されました。
設⽴総会には、⼤会成功を応援する国会議員有志 92 ⼈を含む約 200 ⼈が参加。WMG2021 関⻄を、国内に
おける⽣涯スポーツの転換点ともなるような先導的な⼤会にすることをめざし、『「ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄」
を⽀援する旨の政府の閣議了解を⾏うこと』『政府の⾻太⽅針において、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄」を位
置づけること』が決議されました。

⼤会マスコット「スフラ」との記念撮影。

⼆階俊博会⻑のメッセージを代読する林幹雄衆議院議員

左から、松本正義組織委員会会⻑、井⼾敏三組織委員会会⻑、⾕公⼀衆議院議員、橋本聖⼦
参議院議員、⽯井正弘参議院議員、仁坂吉伸組織委員会副会⻑、末松信介参議院議員

政府を代表して、櫻⽥義孝東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会担当⼤⾂が挨拶し、「本年のラグビーワールドカッ
プ 2019 の盛り上がりをしっかりと引き継ぎ、東京 2020 ⼤会を将来に語り継がれる⼤会として成功させることでスポーツ
の機運を⼀気に⾼め、2021 年の WMG2021 関⻄にしっかりとバトンタッチする」と述べられました。WMG2021 関⻄
推進議員連盟の会⻑に就任した⼆階俊博衆議院議員からは、「議員連盟を⽴ち上げ、本⼤会に政府が⽀援する旨
の閣議了解を要請することをはじめ、⼀致団結して WMG2021 関⻄を応援し、成功に導きましょう」との⼒強いメッセー
ジをいただきました。
【ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄について】
国際マスターズゲームズ協会（IMGA）が４年ごとに主宰する、概ね 30 歳以上のスポーツ愛好者であれば誰でも参加
できる⽣涯スポーツの国際総合競技⼤会です。オリンピック・パラリンピック競技⼤会の翌年に開催され、第 10 回となる
2021 年には、関⻄広域（13 府県政令市）を舞台に、過去最⼤規模となる国内外５万⼈参加を⽬標に、アジア圏初
となる「ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄」を開催します。
○ 開 催 期 間 ︓2 0 2 1 年 ５ ⽉ 1 4 ⽇ （ ⾦ ） 〜5 ⽉ 3 0 ⽇ （ ⽇ ） 1 7 ⽇ 間
○ 開 催 競 技 ︓3 5 競 技 5 9 種 ⽬
○主
催 ︓ ( 公 財 )ワ ー ルドマ ス ター ズゲー ムズ 2 0 2 1 関 ⻄ 組 織 委 員 会
○共
催 ︓ ( 公 財 ) ⽇ 本 ス ポーツ 協 会
【 報道関係者からのお問い合わせ先 】
公益財団法⼈ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄組織委員会事務局 担当︓坂東、池⽥
TEL︓06-6446-2021 FAX︓06-6445-8541 Mail︓kansai-wmg@wmg2021.jp
[3 ⽉ 19 ⽇のお問い合わせ先]組織委員会事務局 広報誘客部 ⽥中（090-3108-8893）
ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄ 協賛企業（2019 年 3 ⽉現在）
メジャーパートナー
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ワールドマスターズゲームズ 2021 関西推進議員連盟 決議

ワールドマスターズゲームズは、生涯スポーツの振興を通じた国民の健康増
進と、人類の相互理解と国際平和の実現に大きく貢献する、世界最大規模の一般
参加型国際総合競技大会であり、参加者の多くは競技と観光の両方を目的に開
催地域を訪れる。
スポーツの祭典である東京オリンピック・パラリンピック競技大会に続き、本
大会を開催することは、我が国への多大な経済効果をもたらすだけでなく、多世
代、多地域、多文化の多様な参加者の受入を地域全体で取り組むことにより、地
域の組織や人材が活性化され、埋もれていた地域の魅力の再発見や郷土愛の再
確認にもつながる。
また、2025 年に開催される大阪・関西万博への大きな弾みになることも期待
される。
この大会の特徴を十分に引き出して、生涯スポーツの先進地である関西の豊
富なスポーツ資源と観光資源を融合させ、日本が持つおもてなしの精神をもっ
て、世界の人々が感動するスポーツツーリズムの体験を提供するとともに、マス
ターズゲームズやわが国の生涯スポーツの転換点ともなるような、先導的な大
会を目指す。そのために国、自治体、経済界、スポーツ団体、大学関係等と連携
し、オールジャパン体制で取り組む必要がある。
よって、我が国のさらなる発展につなげていくことを目指し、ここにワールド
マスターズゲームズ 2021 関西推進議員連盟を立ち上げ、議員活動のさまざまな
機会を通じて、持続的に大会ＰＲを行うとともに、政府及び関係機関に対し、下
記事項について実現を求めるべく、議員連盟として決議する。

記
１．「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」を支援する旨の政府の閣議了解
を行うこと
２．政府の骨太方針において、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」を
位置づけること
以上
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ワールドマスターズゲームズ 2021 関西推進議員連盟
設立趣意書
ワールドマスターズゲームズは、スポーツを通じて人々に夢と感動を与え、人類
の相互理解と国際平和の実現に大きく貢献する、世界最大規模の一般参加型国際
総合競技大会であり、参加者の多くは競技と観光の両方を目的に開催地域を訪れ
る。
本大会を開催することにより、関西のみならず日本国内各地へ多くの経済効果
をもたらし、多世代、多地域、多文化の多様な参加者の受入を地域全体で取り組む
ことにより、地域の組織や人材が活性化され、埋もれていた各地の魅力の再発見や
郷土愛の再確認にもつながる。
この大会の特徴を十分に引き出して、生涯スポーツの先進地である関西の豊富
なスポーツ資源と観光資源を融合させ、日本が持つおもてなしの精神をもって、世
界の人々が感動するスポーツツーリズムの体験を提供するとともに、マスターズ
ゲームズやわが国の生涯スポーツの転換点ともなるような、先導的な大会を目指
す。そのために国、自治体、経済界、スポーツ団体、大学関係等と連携し、オール
ジャパン体制で取り組む必要がある。
よって、ここにワールドマスターズゲームズ 2021 関西推進議員連盟を立ち上げ、
本大会の成功と我が国のスポーツ文化のさらなる発展につなげていくことを目指
すものである。
平成３１年３月吉日

発起人（５０音順・敬称略）
赤羽一嘉 石田真敏 石破茂 泉健太 稲田朋美 伊吹文明 衛藤征士郎 遠藤利明 太田昭宏
片山虎之助 河村建夫 北側一雄 後藤田正純 佐藤茂樹 塩谷立 柴山昌彦 下村博文 末松信介
世耕弘成 高市早苗 髙木毅 竹本直一 谷公一
橋本聖子 馳浩 馬場伸幸

鶴保庸介 渡海紀三朗 中曽根弘文 二階俊博

林幹雄 林芳正 福山哲郎 前原誠司 松野博一 松本剛明 森喜朗

柳本卓治 山井和則 山口俊一 山崎正昭
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兵庫県 洲本市体育協会

さんだノルディック・ウォー
兵庫県 キングフェスタ実行委員 県立有馬富士公園
会

4 ウオーキング

5 ノルディック・ウォーキング

奈良県 日本生涯還暦野球協会

8 還暦野球

1/2

宇陀市総合運動場 他6球場

奈良県 日本キンボールスポーツ連盟 天理大学第一体育館

西宮市障害者スポーツ
競技大会
兵庫県 兵庫県障害者スポーツ協会 西宮市中央体育館
(車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾎﾞｯﾁｬ）

淡路島一周

兵庫県立総合体育館

7 キンボールスポーツ
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兵庫県 兵庫県バトン協会

京都スタジアム（仮称）

3 バトントワーリング

会 場

京都府 京都府山岳連盟

競技団体

2 スポーツクライミング

府県市名

福井県 福井県ディスクゴルフ協会 海浜自然公園内 他（未定）

希望競技

1 ディスクゴルフ

No.

オープン競技（第3次募集分)について、以下のとおり15競技を決定

平成24年10月 近畿ユースクライミング大会

兵庫県スポーツバトンコンテスト

）
300人 全日本バトントワーリング選手権大会（2013・2016・2018
全日本バトントワーリング選手権関西大会

世界バトントワーリング選手権大会（2004）

国民体育大会京都府選抜大会（毎年実施）

340人 （毎年開催）
平成28年8月 国民体育大会近畿ブロック大会

備考

2021年3月
実施予定

2021年4月
実施予定

平成29年9月
第18回ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ・ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｶｯﾌﾟ
平成29年10月
500～ 第9回ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2017東京
600人 平成29年10月
第3回ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂﾜｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ2017東京
平成30年2月
第18回ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ・ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ
まほろば還暦野球大会他5大会
宇陀市長杯まちおこし還暦野球大会他
マツダ杯還暦野球大会他
おじいちゃんの甲子園予選大会他
おじいちゃんの甲子園大会他

2020年12月
実施予定

2021年3月
または5月
実施予定

2021年5月
実施予定

2021年5月
実施予定

2021年5月
実施予定

250人 兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会
全国車いすマラソン大会

平成25年度
平成26年度
9日 1,250人 平成27年度
平成28年度
平成29年度

2日

未定

平成29年3月
さんだノルディック・ウオーキングフェスタ2017in有馬富士
1日 2,000人 平成30年3月
さんだノルディック・ウオーキングフェスタ2018in有馬富士
平成31年3月
さんだノルディック・ウオーキングフェスタ2019in有馬富士

未定 2,000人 平成31年3月にウオーキングイベント開催予定

3日

4日

3日

開催実績

平成28年5月
第5回福井オープンディスクゴルフトーナメント
平成29年5月
第6回福井オープンディスクゴルフトーナメント
2021年5月
216人 平成30年5月
実施予定
第20回日本オープンディスクゴルフトーナメント
平成30年9月
福井しあわせ元気国体2018デモンストレーションスポー
ツ

競技 予定人数
日数

オープン競技(第3次募集分)の決定について
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会 場

13 軟式野球

神戸市 一般社団法人
日本ウオーキング協会

2021年5月
実施予定

＜京都府ダブルダッチ協会単独開催＞
平成29年12月
THE GOLD - king of double dutch - vol.10
平成30年8月
DOUBLE DOTCH SUMMERFESTA2018
500～ ＜日本ダブルダッチ協会共催＞
700人 平成30年1月
WORLD JUMP ROPE 2018 JAPAN Selection
平成30年3月
DOUBLE DOTCH CONTEST JAPAN ・WORLD2018
平成30年9月
DOUBLE DUTCH DELIGHT WEST（関西予選）2018

2021年4月
実施予定

2020年10月
実施予定

2021年5月
実施予定

2021年3月
実施予定

2020年7月
実施予定

2020年6月
実施予定

備考

30ﾁｰﾑ 阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2018
第39回西日本軟式野球大会
程度 天皇賜杯第58回全日本軟式野球大会

平成30年1月第26回いぶすき菜の花マーチ
平成30年2月第28回南房総フラワーマーチ
平成30年3月第31回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ
平成30年4月第21回久留米つつじマーチ
平成30年5月第23回ウオーキングフェスタ東京
1日 2,000人 平成30年5月第24回九州国際スリーデーマーチ2018
平成30年5月第27回若狭・三方五湖ツーデーマーチ
平成30年6月第18回SUN・IN未来ウオーク
平成30年6月第31回でっどうオホーツクマーチ
平成30年9月第26回奥の細道鳥海 ツーデーマーチ
平成30年10月第18回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ

1～
2日

４日

平成29年5月 皆生・大山SEA TO SUMMIT

300人 平成30年5月 皆生・大山SEA TO SUMMIT

鳥取マラソン2017
1日 4,300人 平成29年3月
平成30年3月 鳥取マラソン2018

①鳴門オロナミンC球場
②JAバンク徳島スタジアム
③JAアグリあなんスタジアム
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（毎年開催）

1日 1,120人 1981年に日本初のトライアスロン大会として開催。
（毎年開催）

1日

六甲風の郷公園
（ｽﾀｰﾄ地点）～
有馬温泉炭酸泉源公園
（ｺﾞｰﾙ地点）

徳島県 徳島県軟式野球連盟

12 SEA TO SUMMIT
（カヤック+自転車+登山）

平成24年6月

開催実績

2日 1,000人 ﾋﾞｰﾁﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾂｱｰ2012 ﾋﾞｰﾁﾗｸﾞﾋﾞｰ白浜大会

競技 予定人数
日数

・カヤック（8km）
日野川河口
・自転車（23.5km）
日野川河口～大山博労座
・登山（4km）
大山博労座～大山頂上

15 ウオーキング

皆生・大山
鳥取県 SEA TO SUMMIT
実行委員会

京都市 特定非営利活動法人
横大路運動公園体育館
京都府ダブルダッチ協会

鳥取県 鳥取マラソン実行委員会

11 マラソン

・マラソン（42.195km）
米子市～境港市～米子市
鳥取砂丘山陰海岸・因幡万
葉の里マラソンコース

米子市～大山山麓～米子市

14 ダブルダッチ

鳥取県 皆生トライアスロン協会

・水泳（3km）
皆生温泉海岸沖日本海
・自転車（140km)

ビーチラグビー白浜大会
白良浜海水浴場
実行委員会

競技団体

10 トライアスロン

府県市名

和歌山県

希望競技

9 ビーチラグビー

No.

オープン競技（第１次・第２次）決定一覧

競 技

NO.

申請府県市

開催市町

日程（予定）

会 場

1

パドルテニス

滋賀県

守山市

未定

守山市民体育館

2

トレイルランニング

滋賀県

高島市

2021/6/ 6 （日）

グリーンパーク想い出の森

3

ボート

大阪府

高石市

2020/6/13（土）～14（日） 大阪府立漕艇センター

4

囲碁ボール

兵庫県

丹波市

2021/7/3（土）～4（日）

丹波市立柏原住民センター体育館

5

ローンボウルズ

兵庫県

神戸市
明石市

2021/5/18（火）～23（日）

神戸市しあわせの村ローンボウルズ場
県立明石公園ローンボウルズ場

6

ペタンク

兵庫県

宝塚市

2021/5/15（土）～16（日） 宝塚市立スポーツセンター

7

スポーツ吹矢

和歌山県

和歌山市

2021/2/28（日）

和歌山ビッグホエール

8

グラウンド・ゴルフ

鳥取県

湯梨浜町

2020/5/23（土）～24（日）

グラウンドゴルフのふるさと公園
「潮風の丘とまり」

9

ビリヤード

徳島県

徳島市

2021/5月の（土）～（日）

ビリヤードキッド他

10 マラソン

徳島県

徳島市 他

2021/3/28（土）

とくしまマラソンコース

11 ラフティング

徳島県

三好市

2021/5/29（土）～30（日） 吉野川中流域

12 サーフィン

徳島県

海陽町

2021/5月中

宍喰海岸

13 タッチラグビー

徳島県

三好市

2021/6/5（土）～6（日）

三好市・三野健康防災公園

14 ペタンク

京都市

京都市

2020/8月ごろ

京都御苑富小路広場

15 フラッグフットボール

神戸市

神戸市

2021/5/15（土）～16（日） 王子スタジアム

※申請後、辞退のあった競技
インディアカ競技、カヌー（カヌーリレー）競技

7

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
主な広報誘客活動について（平成 31 年２月～）

●インド及びタイにおける広報誘客活動＜2月22日(金)～28日（木）＞
・インドマスターズ協会及びインド各州スポーツ協会に対し、インド全土に向けて
WMG2021関西を周知するよう依頼した。
・第２回インドマスターズゲームズ（デーラードゥン）にて、全インド27州から集
まった約4,000人の参加者に対し WMG2021関西への参加を呼び掛けた。
・タイスポーツ庁（コンサック・ヨドマニ長官）に対し、多くの方がタイから WMG2021
関西に参加できるように支援を依頼した
・タイマスターズゲームズ協会(準備室)と連携してアジアのマスターズ機運を高め
ていくことで一致した

●東京マラソン EXPO2019＜2月28日(木)～3月2日（土）お台場特設会場（東京都）＞
・東京・お台場特設会場で行われた「東京マラソン EXPO2019」にブース出展しＰＲ
活動を実施。SNS 投稿キャンペーン参加者には、シューズ袋をプレゼント。

8

●第 39 回篠山 ABC マラソン＜3 月 3 日（日）篠山城跡三の丸広場（兵庫県篠山市）＞
・兵庫県篠山市で開催された「第 39 回篠山 ABC マラソン」にて篠山市観光課と合
同でブース出展し PR 活動を実施。ランナー及び同伴者にパンフレットを配布。

●兵庫県物産展＜3 月 6 日（水）自由民主党本部玄関前（東京都）＞
・自由民主党本部玄関前で開催された「兵庫県物産展」にあわせてＷＭＧのＰＲブ
ースを出展

●スローライフイン丹波篠山＜3 月 10 日（日）篠山市民センター(兵庫県篠山市)＞
・兵庫県篠山市で開催された「スローライフイン丹波篠山」にてブース出展
フォーラム参加者に会場にて、パンフレットやノベルティグッズを配布

9

