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１９９５年８月 日本初の硬式野球大会「日中対抗女子中学高校親善野球大会」開催

（東京都福生市）

１９９７年８月 「第１回全国高校（現高等学校）女子硬式野球大会」開催

（東京都福生市）

１９９８年 「全国高等学校女子硬式野球連盟」発足 日本初の女子硬式野球連盟

２０００年４月 「第１回全国高等学校女子硬式野球選抜大会」開催

（丹波市市島町）

夏の全国大会は「全国高等学校女子硬式野球選手権大会」と名称変更



２００４年８月  関東から兵庫県市島町に移管

２０１０年８月 「第１回全国女子硬式野球ユース選手権大会」開催

（埼玉県加須市・栃木県佐野市）

２０１４年３月  「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」を市島町から埼玉県行田市に移管

２０１５年３月   「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」を行田市から加須市に移管

２０１７年9月 坂谷高義が全国高等学校女子硬式野球連盟会長に就任（現体制）

２０１８年３月 「加須きずなスタジアム」完成
「女子硬式野球ミュージアム」開設 （埼玉県加須市）

２０１９年３月 女子硬式野球応援ソング完成

２０２０年９月 女子野球タウン認定 公募受付 開始





春の選抜大会

２０１３年度（第１４回大会）から

参加校が急増

夏の全国大会

２０１３年度（第１７回大会）から

参加校が急増

女子硬式野球部の増加にともない、

今後も参加校は増加すると考えられる
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Q A

女子高野球大会の立ち上げの経緯は？ スポーツピア市島のこけら落とし大会として誘致

事務局のメンバーは？ 有志で運営している

事務局・連盟等の役割分担は？ 大会運営：実行委員会
連 盟：大会の大枠の部分を決定する
事 務 局：運営に関する事務
市 役 所：事務局の支援（広報・助成金等）

具体的な活動内容を教えてください。 実行委員会：グラウンド整備などの現場業務を実施
（当日の大会運営）
事 務 局：大会当日までの準備
市 役 所：事務支援

広報活動（市HP、SNS、ポスター・チラシ、
防災無線）

大会運営について、感じていることは？ 実行委員会をはじめ高齢化が進んでいるため、大会運
営に限界を感じている。

春、夏両方の大会運営は正直きついので、春の大会を
埼玉県に移管したことで助かっている。

予算はいくらですか？ 約５００万円



Q A

大会を盛り上げるためにこれまで行われた取り組
みを教えてください。

丹波市やJRと協議し、大会期間中のみ市島、丹波竹田に特
急を停めて、シャトルバスを運行する案もあった。⇒観客
(応援団)が試合ごとに入れ替わりがあるため、臨時バスの運
行については難しいところもあり、実現には至っていない。

今以上に盛り上がった場合、何か課題はあります
か。

駐車場の確保

大会運営の人手不足

関係者の宿泊施設の確保 など

地域との関わり方について教えてください。 大会の広報やパンフレット作成なども協力して、助成金だ
けではなく関わってもらっている。春日の会場については
大路の自治会にも協力を得ている(有償)

経済効果は把握されていますか。 おそらく億単位の効果が見込まれるが福知山方面に流れて
しまっている

今後、丹波での大会をどのようにしていきたいで
すか？

丹波での大会に付加価値を持たせること検討している
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女子高校野球の認知度を把握するために丹波市内に居住されている方を
対象にアンケートを行った。

回答数 146 件

対象 丹波市内にお住いの方々

年齢・性別不問

方法 アンケート用紙に記入



知っているまたは聞いたことがあるを合わせると約85％の方が知っている。

特に開催地である市島町は90％以上という高い認知度がある。

その他の地域でも70％近くの認知度があった。



知っているまたは聞いたことがあるを合わせると約70％の方が知っている。

一方でQ1に比べて、知らないと答えた方が10％増加した。



主に新聞やポスター・チラシなどで目にした情報が口コミによって拡がることで70％から80％の
認知度に繋がっていると考えられる。

その他の回答では、参加者の家族、近くに選手が宿泊していたなどがあった。



認知度は70％～80％あるにも関わらず、多くの人が行ったことがないとの結果が得られた

特に開催地である市島町や春日町でも行ったことがないとの回答が多かった。



露店やお祭り

子供向けイベント

プロ野球選手を呼ぶ

・・・

イベントの開催

そもそも知らない

SNSなどを使って告知

PR不足

誰が出ているかわからない

・・・

広報活動の充実

身近に選手がいれば

地元の子が出ていれば

身近に感じれば

子供が行きたいと言えば

・・・

地元選手の活躍

足が悪くて行けない

時間がない

設備が整っていない

・・・

物理的障害

そもそも知らない

知名度が上がれば行く

興味がわかない

・・・

認知度の向上



年々参加校が増えて楽しい

開催していることを誇りに思っている

女子野球とは思えないほどだった。良かった。男子と変わらず熱かった

男の子の野球より元気を貰えた

テレビではなく、実際に観戦できるのは良いことだと思う。

女の子が一生懸命野球をしている姿に感動した

知っている選手がいるわけではないが、自然と応援したくなる

ベンチも含めてみんなで盛り上がっていた

単純に見ていて面白かった純粋に野球を楽しめた

悔いなく精一杯やってほしいという気持ちで応援した

観覧された方の感想



平日でボランティアも高齢化しているので整備やその他について支障をきたしている。

若いスタッフが必要だと感じる。（審判）

一つ一つのプレーに感動する（運営）

もっと盛り上がればいいなと思いました。（運営）

大会参加者の感想



 アンケートの結果、80％を超えるあった。

しかし、実際には認知度が低い、広報が足りないといった意見が多く寄せられた。

 つまり、アンケートなどによって記憶をつつかれると「知っている」と回答するが、

実際には、女子高校野球が市民にとって財産であるという認識が低いのではないか。

 一方で、観覧された方や大会参加者の感想を見ると、会場の熱量に圧倒されたり、

参加校が増えていることに喜びを感じるなど、今後も継続すべきものと感じている。



 興味がわかない、よく知らないといった声がありますが、一度目にすれば見え方が

大きく変わる力を「女子高校野球」は持っています。

 継続的に市民に大会をPRすることができれば、その心に「女子高校野球」と

いう灯がともり続けるのではないでしょうか。
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 2015年 春の大会を丹波市から移管

 2020年 「女子野球タウン」認定第一号

 その他の取り組み

○埼玉西武ライオンズ・レディースとの連携

協定の締結

○全国高等学校女子硬式野球選抜大会開催

○全国女子硬式野球ユース大会開催

○ヴィーナスリーグ

＜今後の展開＞

女子野球連盟と情報交換や交流を行い、女子野球教室、講演会といったイベントの実施、地域の観光地や特
産物と女子野球のコラボレーションなどにより女子野球の普及・信仰を図りスポーツによる賑わいのまちづ
くりを進めていきます。



市役所が中心になって盛り上げている

①PRの方法

ⅰ）SNSの活用（市のHPやFBにも大きく取り上げている、取り上げる回数も多い）

ⅱ）大会前にはポスター数百枚印刷（補助金内で作成、貼るのは野球連盟の方）

ⅲ）埼玉西武ライオンズのマスコットキャラクターも来てくれることもある。

②環境面の整備

ⅰ）平成３０年に野球場大幅改修

ⅱ）女子専用トイレの設置（女性が使いやすいように女子トイレの数も多くして、常に清
潔に保つようにしている）



③選抜大会の運営について

ⅰ）地域実行委員会

市役所スポーツ振興課５人、野球連盟の方々（審判団、女子野球チームの方（ヴィーナス
リーグあり）、シニアチーム（大会中のボールボーイなどのお手伝いもしてくれている）
の監督など））※女子高校野球のチームの方は入っていない

ⅱ）全体会議→年３回（①５月予算②１２月事前会議③３月直前会議）

ⅲ）抽選会、トーナメント作りなどの大会運営は基本的に市役所スポーツ振興課が担当

ⅳ）大会中の会場のお手伝い、清掃などはすべて野球連盟の方々にしてもらっている



ⅰ）加須市には花咲徳栄高校があるので一般市民も応援に駆け付けてくれる（他にも埼玉栄や
関東のチームのときは応援が多い）、地元開催感がある

ⅱ）財政的にはやはり厳しい、パンフレット１冊500円が財源の中心（来場された方はかなり
購入されるとのこと）、かなり多くの方が来場されるとのこと

ⅲ）大会中、会場周辺では商工会のつながりでやきそばやドリンク、地域の物産などの出店販
売、パンフレット販売などもしている

ⅳ）経済的な効果→加須市内には宿泊施設は１施設のみのため、遠方から来られるチームはほ
とんど市外利用されているのは少しもったいないと感じている、大会中のお弁当（審判や選
手）は商工会から斡旋してもらっている



女子野球タウン
とは？
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〈目的〉
• 市区町村が一般社団法人全日本女子野球連盟と情報交換を行い、双方のリソースを最大限に生か

し、女子野球の普及振興を行うと同時に、女子野球を通じて地域のシティープロモーションやま
ちづくりを推進する。

• SDG’s に掲げられている「ジェンダー平等を実現しよう」「住み続けられるまちづくりを」に焦
点を当て、野球はみんなが楽しめ、女子選手も高い競技力を追求できるスポーツであり、女性が
よりよい環境で競技を続けていけることを地域で応援することで、地域の意識が変わり双方のエ
ンパワーメントを行う。

• 女子野球というコンテンツと地域のコンテンツを融合させた新たな事業開拓や取り組みを推進す
る。



必ず遂行すべき項目

必須1 シティープロモーションの一環として女子野球を活用すること

 女子野球タウンの名称を市区町村の PR として活用する

 職員の名刺、タウンのポスター等に女子野球タウンの名称やロゴを活用する

 PR 制作物において女子野球およびロゴを取り入れる

 女子野球タウン協定締結時の PR の実施

 女子野球タウンロゴを積極的に活用

 シティープロモーションを最低 5 年間遂行する

必須2 市区町村の特性を生かしたオリジナル企画の提案



2項目以上を遂行するべき基準１～４（※小項目全てのクリアで１項目クリア）

基準１ 女子野球の大会誘致、実施をする、している

 タウンにて実施する大会について市区町村の広報が協力する、もしくは協力している
(大会告知、試合結果などを自治体のウェブサイトや SNS で展開する、もしくはしてい
る)

 大会のポスターなど自治体の施設や駅等に掲出する、もしくはしている

 大会時の球場使用における待遇(使用料の減免等)を検討できる、もしくはしている

 地域の野球団体と連携し、大会運営における人員確保に協力できる、もしくはしている

 集客に協力する、もしくはしている

 その他大会における企画案の提案ができる、もしくはしている(盛り上げ案など)



2項目以上を遂行するべき基準１～４（※小項目全てのクリアで１項目クリア）

基準２ 球場や付帯施設を女子野球に活用する、している

 女子野球全般に対し、球場や付帯施設の使用を優待遇する、もしくはしている(減免など)
 女子野球選手が使いやすい球場づくりを検討する、もしくはしている

(安全性、女子トイレの充実や更衣室など)
 女子野球合宿、自主トレの積極的受け入れができる、もしくはしている

 女子野球チームが創立される場合、最大限協力できる、もしくはしている



2項目以上を遂行するべき基準１～４（※小項目全てのクリアで１項目クリア）

基準３ 女子野球を通じ、地域の女性地位向上を考える活動をする、
している

 女性地位向上にむけて取り組みをする、している

 最低でも年 1 度、女子野球普及振興活動を市区町村主催で行う

(例)女性指導者育成、地域の女性向上に関するセミナー、交流大会、野球教室など

 自治体が抱える問題において、女子野球が寄与できることがないか、双方で検討する



2項目以上を遂行するべき基準１～４（※小項目全てのクリアで１項目クリア）

基準４ 女子野球を通じ、地域で新たな収益構造を生み出す、

もしくは生み出している

 地域の特産物を女子野球もしくは選手を通じて PR する、もしくはしている

 地域の特徴と女子野球の特徴を生かした商品開発および販売等の企画

 全日本女子野球連盟と共に、女子野球でスポーツ総合政策を行う
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学校法人成美学園 福知山成美高等学校

女子硬式野球部 コーチ 川口 琴 様
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神村学園高等部（鹿児島県）

神戸弘陵学園高等学校（兵庫県）

高知中央高等学校（高知県）

埼玉栄高等学校（埼玉県）

岐阜第一高等学校（岐阜県）

岡山学芸館高等学校（岡山県）

福知山成美高等学校（京都府）

開志学園高等学校（新潟県）



 全国大会ということで選手の大会へ向かうモチベーションは高い

 大会が始まった当初と比べると参加校も増え、子どもたちを取り巻く環境は良くなっ
てきているし、レベルも上がってきている

 兵庫県の高校なので丹波で開催していただけるのはありがたい（県内高校）

 今後も丹波で開催してほしい

 夏の大会は３年生にとっての最後の大会なので気持ちの入り方が全然違う（モチベー
ションはマックス）



 中学校で女子野球を経験して高校入学する子も増えている、また県や地域で選抜され
て出場してくるところもあり、全体的にレベルアップしてきていると思える

 市島のグラウンドは夏の聖地という認識

 地域性もありいろいろな面で難しいことは理解しているが丹波での継続を希望（県外
高校）

 丹波市の宿泊施設に毎年泊っているがとても心地よい。丹波市で開催されることは指
導者にとっても子どもたちにとっても大変好ましい（丹波市内の宿泊施設を利用して
いる県外高校）



 運営面で５０校以上になると３会場でも厳しいと感じる。東西など地域に分けて予選
会を開くような形も考えていく時期に来ているのではないか

 女子更衣室がほしい

 年々参加校が増えているのにメディア等への発信があまりないので注目度が低



 どの高校も丹波市（市島）で全国選手権大会が開催されることについてはおおむね好
評であり、特に伝統も出てきていて聖地と感じている高校が多い。今後も課題を克服
しながら丹波市で開催継続を願っている。

 環境面が整っていないと感じている高校は多い。特に女子更衣室、女子トイレ、球場
（試合、練習）について。子どもたちが全国選手権大会を目指して練習してきている
ので「子どもたちのために」という気持ちが強かった。宿泊施設の乏しさも校数が増
えてかなり厳しいと実感されている。


