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Abstract

 This study aims to clarify regional aspects built by supporting systems of the sports industry 
through the establishment of prefectural branches of the National Physical Training Association. 
This study examined, 1） the process of establishment of prefectural branches, 2） the actual condi-
tions of establishment as seen from the observation of the IBARAKI Physical Training Association, 
and clarified the following aspects.
1） The National Physical Training Association promoted the establishment of the prefectural 
branches through the enactment of Article 14 of official branch regulations and examples of branch 
rules. The establishment of prefectural branches was a matter of priority for the National Physical 
Training Association, but the prefectures were pessimistic due to confusion related to organizational 
structure and financial aspects. The National Physical Training Association had approved the estab-
lishment of the prefectural branches, except the Tokyo and Toyama prefectural branches, by March 
31, 1943. However, as the National Physical Training Association rushed the establishment of prefec-
tural branches almost all of them have the date of establishment as later than the date of approval. 
Contrary to the impatience of the National Physical Training Association, the enthusiastic activities 
of the prefectural branches were different depending on the prefectural branch.
2） In addition to the educators, the IBARAKI Physical Training Association was composed of stake-
holders such as the military and police and the Imperial Rule Assistance Association. The manage-
ment of the IBARAKI Physical Training Association had been funded by the contributions of these 
affiliates. Further, the IBARAKI Physical Training Association planned holding training meetings 
and the development of guiding.
 As mentioned above, the National Physical Training Association tried to build a nationwide net-
work grid system through the establishment of the prefectural branches. The prefectural branches 
strengthened the system through the close relationships with the affiliated organizations such as 
the military and the Imperial Rule Assistance Association. It can be said that such a construction of 
a regional level supporting system of the sports industry, the educators and educational institutions 
had a certain amount of influence.
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 1 ． はじめに

 太平洋戦争勃発後の1942年 4 月、体育・スポー
ツの翼賛体制としての大日本体育会が大日本体育
協会を改組・改名する形式で設立された。当時の
ほとんどの体育・スポーツ団体を包摂した大日本
体育会は、内閣総理大臣を会長に据えた政府の外
郭団体であり、その責務は一部の少数による勝敗
や記録を追求する競技中心主義から脱却し、基礎
体力と国防技能をすべての国民に習得させる「国
民体育」を遂行することであった1）。そして、こ
のような大日本体育会は、国策協力団体として
「軍国主義スポーツ」の道を突き進んだと評価さ
れている2）。
 このように体育・スポーツ界の翼賛体制は大日
本体育会の設立により出帆した。しかし、大日本
体育会には責務である「国民体育」を全国各地に
普及・徹底するために道府県支部や郡市町村支部
などの支部組織を設置する必要があったように3）、 
設立時において体育・スポーツ界の翼賛体制は地
域の隅々までには至っていなかった。
 そこで本研究では、大日本体育会が支部組織の
中で最優先した道府県支部の設置を通して、体
育・スポーツ界の翼賛体制が構築されていった地
域レベルの様相を明らかにする。戦後70年を迎え
史実に基づいた戦時期研究が求められている昨
今、体育・スポーツ界の遺産を正しく認識するた
めには、体育・スポーツ界の翼賛体制を検討する
ことが急務である。そして、体育・スポーツ界の
翼賛体制の全体像を把握するためには、実質的に
任務遂行を担った地域レベルの様相解明が不可欠
である。
 大日本体育会の支部組織に関しては、中村4）の
報告がある。それによると、大日本体育会と道府
県支部及び道府県の上位下達関係を強固にするた
め、及び道府県支部と道府県の一体性を確保する
ために道府県知事が道府県支部長に任命された。
また、道府県支部の設置には大日本体育会の焦慮
と道府県の混乱があったとみている。しかし、道
府県支部の設置に際してなぜ道府県が混乱してい

たのかなど、道府県支部の設置に至るまでの経緯
の考察が不足している。また、道府県支部の設置
に大日本体育会の意図がどのように反映されたか
など、道府県支部の設置実態が未解明である。こ
のような研究状況は、史料的制約に起因している
と考えられる。
 そこで本研究では、第一に道府県支部の設置に
至るまでの経緯を明らかにし、道府県支部設置を
めぐる大日本体育会の動向を把握する。そして、
これを背景として、第二に茨城県体育会の設置実
態（具体的には組織や運営方針など）を大日本体
育会の意向や従前の道府県体育協会との相違とい
う視座を念頭に置きながら考察する。
 道府県支部の設置の事例として茨城県体育会を
選定したのは、当時の茨城県体育会の実態を垣間
見られる『茨城県体育会要覧』5）を入手すること
ができたからである。表 1 のように構成されてい
る『茨城県体育会要覧』は、茨城県体育会の設置
時に作成されたと推定され、全体像の把握には史
料的限界があるものの、主に設置時の役員、組織
機構、財政、事業方針を垣間見ることができる。
 なお、本研究では引用文中の旧漢字を常用漢字
に改めて用いる。

 2 ． 大日本体育会道府県支部の設置経緯

2-1．大日本体育協会と道府県体育協会
 1933年までに44の道府県では道府県体育協会を
設立していた6）。しかし、京都府体育運動主事の
吉田清が「地方の体協は（中略）中央の大日本体
協とは直接には全く関係も連絡もない為に、色々
の体育行事の実施につまらぬ手続をとつたりして
困つてゐる」7）と言及したように、これら道府県
体育協会は大日本体育協会の傘下ではなく、様々
な行事に関する準備に煩雑な手続きを要してい
た。すなわち、大日本体育会の母体となった大日
本体育協会には、支部組織が構築されていなかっ
たのである。
 このような状態を改善するため、大日本体育会
の基本的性格が示された国民体育総合団体基本要
綱8）第 7 条では「体育総合団体は地方に支部を設
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け官民協力して政府の体育方針を全国に具現せし
むること」9）が明記され、大日本体育会に道府県
支部、郡市町村支部、外地支部10）などの支部組
織を設置することが決められた。このような支部
組織の構築は大日本体育協会の要望でもあった11）。

2-2．道府県支部の設置促進
 1942年 5 月 2 日、厚生次官は「国民体育総合団
並合団体ニ関スル件」を各道府県知事に通牒し
た12）。この通牒は大日本体育会と大日本武徳会の
道府県支部設置及びその事業への協力を各道府県
知事に要請するものであった。また、同年 5 月18

日から 3 日間開催された体育運動主事会議におい
て、厚生省は大日本体育会の道府県支部設置及び
その事業への協力を各道府県体育運動主事に要請
した13）。しかし、支部組織の具体案策定には時間
を要し、大日本体育会は内部組織がある程度整っ
た同年 6 月以降に支部組織構築に関する動きを本
格化させた14）。
 支部組織に関しての協議を始めた大日本体育会
は、1942年 7 月21日に大日本体育会支部規程（以
下、支部規程）と大日本体育会何道府県支部規則
例（以下、支部規則例）を制定した。支部規程
には道府県支部、郡市町村支部、外地支部15）な
どに関することが定められた16）。その中でも道府
県支部は、「中央」である大日本体育会と「第一
線」である郡市町村支部の「中間機関」として位
置づけられ、郡市町村支部の設置を担った17）。そ

のため、大日本体育会は道府県支部の設置を優先
課題としたのである。
 優先課題である道府県支部の設置を促進するた
め第一に、大日本体育会は支部規程第14条「道府
県支部ハ道府県ニ於ケル他ノ体育団体ヲ以テ之ニ
充ツルコトヲ得」18）を定め、既存の道府県体育協
会を道府県支部に移行させることを容認した19）。
第二に、大日本体育会は道府県支部規則の模範例
を示した支部規則例を定め、道府県支部の設置作
業を簡易化した。一方、この支部規則例を定める
ことで大日本体育会は、「地方特有事情」を考慮
しつつも20）、道府県支部の画一的統制をも企図し
たと考えられる。このように道府県支部の設置を
促した大日本体育会は、1942年11月まで、すなわ
ち支部規程及び支部規則例の制定から約 4 か月で
支部規則案と支部役員予定表を提出することを各
道府県に要請し21）、支部組織の構築を急いだので
ある。
 しかし、道府県支部の設置は計画通り進まな
かった。そのため、大日本体育会は1943年 1 月27

日に東京府、29日に大阪府、30日に福岡県で支部
組織についての地域別会議を開催し、道府県支部
の設置に関する説明と質疑応答を行った22）。この
地域別会議における主たる質問を示した表 2 か
ら、道府県は道府県支部設置に関して組織機構や
財政などの戸惑いを持っていたことが読み取れ
る。「従来の加盟団体や、会員はどうするか」「分
担金、加盟金、会費等は徴収してよいか」などの

表紙（縦21×横15cm） 細目構成

茨城県体育会組織図（1頁）

茨城県体育会設立要綱（2‒3頁）

茨城県体育会規則（4‒9頁）

茨城県体育会役員名簿（10‒13頁）

茨城県体育会部制細則（14‒15頁）

茨城県体育会郡市支部並町村支部設置注意事項（16‒17頁）

茨城県体育会郡市町村支部規則（18‒22頁）

茨城県体育会予算書（23‒28頁）

表 1．『茨城県体育会要覧』の構成
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質問のように、道府県は従来の道府県体育協会か
らの制度変化に困惑していた。また、太平洋戦争
の勃発後、大日本体育会以外にも大日本武徳会や
大日本学徒体育振興会など政府の外郭団体が乱立
し、道府県ではそれぞれの支部組織を設置するこ
とが求められていた。そして、「学徒体育振興会
と武徳会と体育会との関係はどんなになつてゐる
か」「府県では体育会、武徳会、学体振を一本建
にしたいが、現状に於てはどの程度にした

マ

が
マ

よい
か」などの質問が出されたように、道府県支部を
設置するにあたり道府県は、大日本体育会、大日
本武徳会、大日本学徒体育振興会の複雑な関係性
にも困惑していた。このような戸惑いにより道府
県は道府県支部の設置に消極的となっていたので
ある。

2-3．道府県支部の設置状況
 支部組織についての地域別会議において大日本
体育会は、「支部の活動は即ち日本体育の進展で
ありますから、各府県に於かれましても此の国家
的要望を国民の現状とに鑑みられまして一日も速
かに本会の支部を設立せられ本会の機構並活動の
完成に御協力下されん事を切望する次第でありま
す」23）と言及し、道府県支部の迅速な設置を訴え
た。そして、大日本体育会は、道府県に可及的速
やかに支部規則案と支部役員予定表の提出を要請
し、約 1 か月後の1943年 2 月までに全国各地の道

府県支部の設置を完了することを目指した24）。
 この地域別会議を起点として、長崎県は約10回
の協議を通して県支部設置の準備を進めるなど25）、 
多くの道府県において道府県支部設置の動きがみ
られるようになった。道府県支部の設置日及び始
動日は表 3 のようであった。大日本体育会は道府
県から提出された支部規則案と支部役員予定表を
審査し、その承認書の日付を道府県支部の設置日
と見做していた26）。そして、書類上では1943年 3 

月31日までに東京府と富山県を除く道府県支部が
設置されたことになる。しかし、支部発会式、道
府県体育協会の発展的解消もしくは改組の日付を
示す始動日については、すべての日付の判明には
至らなかったものの27）、道府県支部が実際に活動
を始めたのは設置日より遅い道府県支部がほとん
どであったことが分かった28）。始動日が設置日か
ら新潟県は 2 か月、茨城県は 3 か月、愛知県は 8 

か月以上遅れるなど、道府県支部の設置を急ぐ大
日本体育会の思いと裏腹に、道府県支部の活動が
本格化するのは道府県によって異なっていたこと
が窺える。

 3 ． 茨城県体育会にみる道府県支部の
 設置実態

 道府県支部の設置に際して、大日本体育会の意
向はどの程度反映されたのであろうか。また、道
府県体育協会との相違という視座をも念頭に置き

 1 ．武徳会支部の事務はどこで行ふか
 2 ．学徒体育振興会と武徳会と体育会との関係はどんなになつてゐるか
 3 ．府県では体育会、武徳会、学体振を一本建にしたいが、現状に於てはどの程度にした

マ
が
マ
よいか

 4 ．郡市区町村支部はあまり必要でない様に思はれるが、組織するとすれば如何に組織した
マ
が
マ
よいか

 5 ．体育指導者報国団も学体振に含めて体育会と一本建にして差支へないか
 6 ．支部の錬成班についてその重点を承り度い
 7 ．従来の加盟団体や、会員はどうするか
 8 ．分担金、加盟金、会費等は徴収してよいか
 9 ．支部班の経費はどうして賄ふか
10．体育会が出来たら、神宮大会や体力章検定の主催を之に移管してよいか
11．体育用品の配給はどんな方法によるか
12．支部の発会式は学体振の発会式と同時に行つてもよいか
13．体育会支部への寄付者はどう取扱ふか
14．従来ある府県体育協会を支部にしてよいか

表 2．地域別会議における主たる質問

吉田清「支部組織を完成せよ―支部組織についての地域別会議―」『体育日本』21巻 3 号，1943年，12‒14頁．より作成
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表 3．道府県支部の設置日及び始動日（1943年）
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ながら、以下では茨城県体育会の組織や運営方針
を明らかにする。

3-1．茨城県体育会の設置
 茨城県は1943年 7 月 5 日に既存の茨城県体育協
会を解散することで大日本体育会茨城県支部とし
ての茨城県体育会を実質的に設置し始動させた29）。 
北海道、静岡県などが設置日から 1 か月以内に既
存の道県体育協会を改組したのに対して30）、茨城
県は 3 か月以上要した。それは改組ではなく解散
したことが理由の一つであったと考えられる。
 組織機構や事業などの基本的性格を示した茨城
県体育会設立要綱には、茨城県体育会に関して以
下のように記されている。

茨城県体育会ハ茨城県ニ於ケル体育ニ関スル唯
一ノ総合的団体ニシテ財団法人大日本体育会ノ
県支部タルト共ニ県ノ官民協力ニナル外郭団体
トシテ県内政部主管ノ下ニ体育施策ニ協力シ其
ノ方針ヲ体シ体育振興ニ関スル諸事業ヲ担当実
施スルモノトシ県ハ克ク民間ノ熱意ト知識経験
トヲ此ノ団体ニ動員シ以テ官民一体ノ実ヲ挙グ
ルモノタルコト31）

 茨城県内政部が主管する外郭団体としての茨城

県体育会は、県の施策に則った諸事業を遂行する
県内の体育・スポーツに関する唯一の総合的団体
であった。そのため、銃剣道振興会、軟式野球連
盟、庭球連盟、陸上競技協会、自転車連盟など茨
城県内の体育・スポーツ団体は、茨城県体育会に
包括されることになった32）。

3-2．茨城県体育会の組織
（1）役員
 茨城県体育会の役員（会長、副会長、理事長、
理事）は表 4 のように構成され、支部規程第 5 条
に則り会長には茨城県知事が就任した。また、副
会長には茨城県内政部長、茨城県警察本部長、水
戸連隊区司令官、茨城県町村長会長、大日本産業
報国会茨城県支部副会長、理事長には茨城県内政
部長が就任した。上述のように茨城県内政部が茨
城県体育会の主管であり、さらに、支部規則例第
11条には「理事長ハ支部長ノ命ヲ承ケ支部ノ会務
ヲ執行ス」33）と定められているように、茨城県体
育会の実務は理事長の茨城県内政部長が中心と
なって担った。下述するように茨城県体育会の役
員には軍や警察などの関係者も就いたが、これら
関係者との繋がりが強い茨城県内政部長が茨城県
体育会のまとめ役となったのである。
 一方、茨城県体育会の母体となった茨城県体育

会長 茨城県知事 古井喜実

理事

茨城県衛生課長 大森誠

副会長

茨城県内政部長 松浦栄 茨城県地方事務官 田口均
茨城県警察本部長 田中楢一 茨城県地方技師 花井正良
水戸連隊区司令官 佐藤文蔵 茨城県立水戸中学校長 木戸達夫
茨城県町村長会長 武藤常介 茨城県立水戸商業学校長 西村雄一
産業報国会茨城県支部副会長 森島貞一 茨城県立水戸高等女学校長 村山三四知

理事長 茨城県内政部長 松浦栄 大政翼賛会茨城県支部庶務部長 菊田禎一郎

理事

茨城県教育課長 進豊紀 日立市助川国民学校長 金塚新吉
茨城県体育担当地方事務官 竹田徳二 新治郡石岡国民学校長 大津桂一
茨城県地方事務官 村松正 水戸市体育翼賛協会副会長 江幡保
茨城県地方視学官 今宮千勝 水戸連隊区司令部員・陸軍中佐 佐久間武夫
茨城県警務課長 津渡肇 茨城県嘱託・陸軍大佐 木村清次郎
茨城県勤労課長 吉田祐治 茨城県教育会主事 宮田福次郎
茨城県地方課長 鈴木繁雄

表 4．茨城県体育会役員一覧

「茨城県体育会役員名簿」1943年，10‒11頁．より作成
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協会の1931年 5 月17日時点の役員（会長、副会
長、理事）は表 5 のように構成され、会長には同
じく茨城県知事が就き、他の役員の半数以上は茨
城県学務部長、茨城県社会教育課長、茨城師範学
校長などの教育関係者であった。このような茨城
県体育協会の役員構成と比較すると、茨城県体育
会の役員は教育関係者だけでなく、軍、警察など
の関係者を含めて構成されたことが特徴的であ
る。
 また、茨城県体育会の顧問、参与、評議員、幹
事には、大日本武徳会、大政翼賛会、大日本翼賛
壮年団、大日本青少年団、新聞社の各茨城県支部
の関係者が組み込まれていた34）。大日本体育会は
「各協力団（帝国在郷軍人会、大政翼賛会、青少
年団、翼賛壮年団、婦人会、産業報国会、商業報
国会等ノ各支部）ト緊密ナル連携ヲ保ツ」35）こと
を道府県支部に要望しており、茨城県体育会はこ
れら協力団体の関係者を役員とすることで協力団
体との連携を強化したのである。

（2）組織機構
 茨城県体育会の組織機構は図 1 のようであり、
事務局内には総務部、振興部、錬成部が置かれ
た。総務部は庶務・経理の他にも協力団体との連
絡機関として、振興部は「国民体育」の普及や郡
市町村支部を指導する施行機関として、さらに、
錬成部は各部班の統制機関としての役割を担っ
た36）。

会長 茨城県知事 安藤狂四郎
副会長 茨城県学務部長 山崎隆義

理事

茨城県学務課長 右田鉄四郎
茨城県社会教育課長 田中確一
茨城県庶務課長 宮司功
茨城師範学校長 中嶋桂蔵
茨城県立水戸中学校長 塚原末吉
茨城県会議員 鈴木剛次郎
水戸市長 中崎俊秀

表 5．茨城県体育協会役員一覧（1931年 5 月17日）

文部大臣官房体育課『本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関
スル調査』文部大臣官房体育課，1937年，28‒29頁．よ
り作成

 錬成部の傘下には体操、行軍山岳、陸上戦技、
海洋、相撲、蹴球、籠球、排球、庭球、送球、卓
球、野球、打球、騎道、機甲、滑空の16部班が置
かれた37）。一方、23部会38）を有する大日本体育
会は、「班ノ種別其ノ他ハ本部部会ニ準ズルモ当
該道府県ニ実施セザルモノニ付テハ之ヲ設ケザル
コトヲ得」39）とし、道府県支部にも大日本体育会
と同じ種目の部班を置くことを要望していたが、
道府県の実情も考慮していた。そのため、例えば
愛知県支部は茨城県体育会と同じ部班として体
操、行軍山岳、陸上戦技、相撲、蹴球、籠球、排
球、庭球と、異なる部班として軟式庭球、軟式野
球、雪滑、漕艇、帆艇、自転車、闘球、水泳の16

部班が置かれていたなど40）、各道府県支部の部班
数は道府県の実情により異なっていた。また、茨
城県体育会の部班には大日本体育会の部会に存在
しない種目である騎道、機甲、滑空が置かれてお
り、道府県支部の部班種目は必ずしも大日本体育
会の部会種目と同じではなかったことが窺える。
 続いて、茨城県体育会は下部の支部組織として
の郡市町村支部を設置することを構想した。「第
一線」としての郡市町村支部の設置に関して大日
本体育会は、「地方ノ状況」に鑑み道府県支部長
に一任していたが41）、「郡、市、区、町、村支部は、
国民錬成上の実践組織として極めて必要」42）と考
えていた。このような意向を反映してか、茨城県
体育会は茨城県体育会郡市町村支部規則43）や注
意事項や模範例を示した茨城県体育会郡市支部並
町村支部設置注意事項44）を制定し、各郡市町村
に可及的速やかに郡市町村支部を設置し支部規則
案と支部役員予定表を提出することを求めた45）。
 一方、1941年12月に学生の体育・スポーツを統
括するために設立された大日本学徒体育振興会
は、大日本体育会の設立とともにその内部組織に
組み込まれていた。そのため、茨城県体育会は大
日本学徒体育振興会茨城県支部を内部組織として
包含し、同支部は学生を対象とした体育・スポー
ツに関する事業を担った46）。
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3-3．茨城県体育会の運営方針
（1）財政
 道府県支部の財政に関して、大日本体育会は以
下のように考えていた。

財務は事業遂行の源泉でありますから、会の運
営上極めて肝要な事と存じます。大日本体育会
でも、出来る限り援助する意志を以て国庫補助
四〇万円を割き、之を道府県支部に交付するこ

とにしてゐるのであります。然し乍ら一道府県
支部に対しては二千五百円に過ぎないので之で
は到底支部の事業遂行は出来ませんから道府県
補助金を得なければなりません。47）

 大日本体育会は1943年度の政府補助金40万円の
内から約12万円を道府県支部に補助金として交付
する方針を示したが、この補助金を道府県支部ご
とに平均すると約2,500円であり、道府県支部は

図 1．茨城県体育会組織機構図
「茨城県体育会組織図」1943年，1頁．より作成
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収入の多くを道府県補助金に頼らなければならな
かったのである。
 実際、茨城県体育会設立要綱において「県ハ本
会ニ対シ毎年度相当額ノ補助金ヲ交付シ其ノ活発
ナル活動ヲ助成スルコト」48）を明記したように、
茨城県体育会は茨城県からの相当額の補助金を期
待していた。しかし、茨城県体育会の1943年度収
入予算を示した表 6 から、茨城県補助金は総収入
予算の20％に満たず期待とは異なるものであった
ことが理解できる。
 茨城県補助金に代わり、総収入予算のおおよそ
半数を占めていたのは負担金であった。負担金
は、大政翼賛会、大日本産業報国会、大日本青少
年団、大日本教育会の各茨城県支部からの団体負
担金と、国民学校、中等学校、青年学校の各報国
団からの学校負担金があった。すなわち、茨城県
体育会の運営は、大日本体育会補助金や茨城県補
助金だけでは困難であり、多くを協力団体や教育
機関の負担金に依存せざるを得ない見通しだった
のである。

第 1 項　県費補助金 6,000

第 1 目　県費補助金 6,000

第 2 項　本部補助金 5,000

第 1 目　体育会本部補助金 3,000

第 2 目　学徒体育振興会本部補助金 2,000

第 3 項　負担金 14,500

第 1 目　団体負担金　※1 4,000

第 2 目　学校負担金　※2 10,500

第 4 項　寄附金 2,000

第 1 目　寄付金 2,000

第 5 項　雑収入 1,000

第 1 目　雑収入 1,000

第 6 項　繰越金　※3 2,000

第 1 目　繰越金 2,000

計 30,500

※1 大政翼賛会茨城県支部1,500、産業報国会茨城
県支部1,000、青少年団茨城県支部500、県教育会
500、其ノ他500
※2 中等学校報国団5,000、国民学校報国団3,250、
青年学校報国団2,250
※3 茨城県体育協会からの繰越金であると考えられ
る。

表 6．茨城県体育会収入予算（1943年度）（単位：円）

「茨城県体育会予算書」1943年，23‒24頁．より作成

 学校負担金は総収入予算に占める割合が約34％
であり最も多かった。これは茨城県体育会と教育
機関の強固な繋がりを物語っており、理事や評議
員などの役員に就いた教育関係者が少なくないこ
とからも裏付けられる49）。しかし、学校負担金は
茨城県体育会特有のものではなく、茨城県体育協
会においても徴収されていた50）。協力団体からの
団体負担金の徴収という事態は、道府県支部財政
の特徴とみなすことができる。

（2）事業方針
 表 7 は茨城県体育会規則と大日本体育会何道府
県支部規則例の事業規定を比較したものであり、
茨城県体育会は大日本体育会が示した事業規定例
をすべて受け入れ、さらに「県下ニ於ケル各種競
技記録ノ認定及順位ノ決定ニ関スル事項」「県下
各種大会実施承認ニ関スル事項」の二つの事業規
定を新たに付け加えたことが分かる。ここで特筆
すべきことは、茨城県において1943年前半までは
競技を必ずしも否定していなかったことである。
上述のように大日本体育会は競技中心主義から脱
却し、基礎体力と国防技能をすべての国民に習得
させる「国民体育」を遂行することが責務であっ
たが、茨城県体育会は「競技記録ノ認定」や「順
位ノ決定」をすることを事業の一つとして視野に
入れていた。このような事象51）が他の道府県支
部でもみられるのかは不詳であるが、少なくとも
宮城県支部と滋賀県支部の規則における事業規定
は支部規則例に沿ったものであった52）。
 一方、大日本体育会は、道府県支部の具体的な
事業として指導者養成、検定会、修練会、指導者
派遣、体育大会などを構想し、「体力ノ実情」「生
活態様」「習慣伝統」などを考慮した具体的な事
業計画を立案、実行することを求めた53）。これを
受けて、茨城県体育会は「県ニ於ケル体育振興ノ
方策ヲ樹立シ県民体力ノ実情生活態様習慣等ニ基
キ県民体力向上錬成ニ適シタル具体的計画ニヨリ
之ガ実行ヲ期ス」54）という事業に関する方針を掲
げた。
 茨城県体育会が計画した具体的事業は、1943年
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茨城県体育会規則 大日本体育会何道府県支部規則例
1 県内ニ於ケル国民体力向上ニ関スル方策ノ調査研究 1 道府県内ニ於ケル国民体力向上ニ関スル方策ノ調査研究
2 政府ノ実施スル国民体力向上ニ関スル施策ニ対スル協力 2 政府ノ実施スル国民体力向上ニ関スル諸施策ニ対スル協力
3 国民体育思想ノ宣伝啓発 3 国民体育思想ノ宣伝啓発
4 国民体育ノ指導奨励 4 国民体育ノ指導奨励
5 国民体育地方指導者ノ養成及錬成 5 国民体育地方指導者ノ養成
6 健民運動ノ実施 6 健民運動ノ実施
7 体育大会講習会等体育ニ関スル各種行事ノ実施 7 体育大会、講習会等体育ニ関スル各種行事ノ実施
8 体育地方実践団体並ニ其ノ事業ノ統制及指導 8 体育地方実践団体並ニ其ノ事業ノ統制及指導
9 県下ニ於ケル本会郡市、町村支部ノ指導監督及助成 10 本道府県下ニ於ケル大日本体育会郡市町村支部ノ指導監督及助成
10 県下ニ於ケル各種競技記録ノ認定及順位ノ決定ニ関スル事項 －
11 県下各種大会実施承認ニ関スル事項 －
12 体育ニ関スル資材ノ研究調査及需給斡旋 9 体育ニ関スル資材ノ研究調査及需給斡旋
13 其ノ他本会ノ目的達成ニ必要ナル事項 11 其ノ他本支部ノ目的達成ニ必要ナル事項

表 7．事業規定の比較

「茨城県体育会規則」1943年，4‒5頁．大日本体育会『大日本体育会何道府県支部規則例』1942年，1‒2頁．より作成

表 8．茨城県体育会事業予算（1943年度）（単位：円）

第 3 款　事業費 21,130 第 6 項　中学青学錬成大会費 2,620

第 1 項　講習会費 4,150 第 1 目　戦場運動 250

第 1 目　錬成委員 300 第 2 目　海洋 300

第 2 目　体力章検定員 300 第 3 目　学徒 600

第 3 目　町村体力検定員 400 第 4 目　地域 420

第 4 目　女子体育指導者 400 第 5 目　武道 250

第 5 目　体育ト映画会 300 第 6 目　強歩 200

第 6 目　学体関係 2,950 第 7 目　銃剣道 200

第 2 項　調査研究費 500 第 8 目　相撲 200

第 1 目　調査研究費 500 第 9 目　射撃 200

第 3 項　指導者研究費 600 第 7 項　国民錬成大会費 1,410

第 1 目　指導者派遣並指導 600 第 1 目　相撲 300

第 4 項　集団勤労費 300 第 2 目　武道 400

第 1 目　集団勤労 300 第 3 目　郡市訓練 510

第 5 項　一般錬成大会費 2,200 第 4 目　水泳 200

第 1 目　体操大会 200 第 8 項　指導者錬成費 750

第 2 目　県民大会 300 第 1 目　県下大会 250

第 3 目　強歩検査 300 第 2 目　関東教員大会 500

第 4 目　陸上運動大会 400 第 9 項　派遣費 3,000

第 5 目　球技大会 500 第 1 目　派遣 3,000

第 6 目　海洋大会 200 第10項　激励費 5,100

第 7 目　相撲大会 300 第 1 目　激励 5,100

「茨城県体育会予算書」1943年，24‒28頁．より作成

度事業予算を示した表 8 から、講習会、調査研
究、指導者研究、集団勤労、一般錬成大会、中学
青学錬成大会、国民錬成大会、指導者錬成、派
遣、激励であったことが分かる。
 これによると第一に、茨城県体育会は錬成大会

事業に力を入れようとし、これに総事業予算の約
30％を割り当てた。錬成大会は中学青学錬成大会
と一般錬成大会と国民錬成大会に区別された。錬
成大会事業の中で最も多くの予算が配分された中
学青学錬成大会では、戦場運動、海洋、武道、銃
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剣道、相撲、射撃などの実施が計画され、実戦的
訓練による青年男子の戦力増強が企図されてい
た55）。中学青学錬成大会は学生を対象に含んでい
ることから、大日本学徒体育振興会茨城県支部も
関与した可能性が高い。一方、一般錬成大会と国
民錬成大会の区別は判然としないが、両者を比較
すると、武道や郡市訓練などが計画された国民錬
成大会は鍛錬色が強く、陸上運動大会や球技大会
などが計画された一般錬成大会は競技色が強かっ
たと推察される。
 第二に、茨城県体育会は講習会、指導者研究、
指導者錬成などの指導者養成事業に力を入れよう
とし、これに総事業予算の約26％を割り当てた。
大日本体育会は1943年度事業方針の筆頭に健民強
兵対策のための指導者養成事業を掲げ56）、健民強
兵対策のための事業を道府県支部に委託すること
を構想していた57）。そのため、茨城県体育会によ
る指導者養成事業は、すべてではないが大日本体
育会からの委託事業という側面をも有していたと
考えられる。これら指導者養成事業の中で半数以
上の予算が大日本学徒体育振興会関係事業に配分
されており、茨城県体育会では学生の体育・スポ
ーツに関連する指導者養成に注力しようとしてい
たことが窺える。
 また、第三に茨城県体育会は激励費に多くの事
業予算を割いた。激励費は郡市町村支部への補助
金のことであり、その交付は「中間機関」として
の道府県支部の重要な役割の一つであった。茨城
県体育会は総事業予算の約24％を激励費に割り当
て、1 支部300円を17支部に交付する計画を立て
た58）。

 4 ． おわりに

 本研究の目的は、大日本体育会の道府県支部設
置の経緯と実態を明らかにし、体育・スポーツ界
の翼賛体制が構築されていった地域レベルの様相
を解明することであった。本研究の結果は、以下
のようにまとめられる。
 1 ）大日本体育会の母体であった大日本体育協会
には支部組織が設置されていなかったことから、

厚生省や大日本体育会は支部組織の構築に動き出
した。大日本体育会は支部規程第14条や支部規則
例を定めることで道府県支部の設置を促した。道
府県支部は「中央」である大日本体育会と「第一
線」である郡市町村支部の「中間機関」と位置づ
けられ、郡市町村支部の設置を担った道府県支部
の設置は大日本体育会にとって優先課題であっ
た。しかし、道府県は組織機構や財政などの戸惑
いから道府県支部の設置に消極的であった。そこ
で、大日本体育会は支部組織についての地域別会
議を開催し道府県支部の迅速な設置を訴えた。こ
の地域別会議を起点として道府県支部設置の動き
がみられるようになり、大日本体育会は1943年 3 

月31日までに東京府と富山県を除く道府県支部の
設置を承認した。しかし、それは書類上のことで
あり、大日本体育会の焦りとは裏腹に設置日より
遅く活動が本格化する道府県支部も存在した。
 2 ）茨城県体育協会を母体として設置された茨城
県体育会は、大日本体育会の意向を反映し、教育
関係者に加え軍や警察、大政翼賛会、大日本武徳
会、大日本青少年団などの関係者から構成され、
これら協力団体の関係者を役員とすることで協力
団体との連携を図った。そして、茨城県体育会の
運営はこれら協力団体や教育機関による負担金に
より賄われていた。一方、茨城県体育会は事務局
内の錬成部に16部班を置いたが、このような部班
の種目や数は各道府県支部により異なっていた。
また、茨城県体育会は「競技記録ノ認定」や「順
位ノ決定」を行うことを事業の一つとして視野に
入れつつ、錬成大会の開催や指導者の養成などの
事業を計画した。
 以上のように、大日本体育会は「中間機関」と
しての道府県支部を設置することで全国各地に網
の目状の「国民体育」体制を構築しようとした。
道府県支部の設置は、各道府県の戸惑いを考慮し
てか、画一的な統制ではなく地域の実情に合わせ
る柔軟性を持ちつつ促進されたが、一概には大日
本体育会の思惑通りに進んだとは言えない。その
要因の一つには、財政問題に起因する大日本体育
会の統制力の低さがあったと考えられる。道府県
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支部は、軍や大政翼賛会などを協力団体として密
接に関係することで「国民体育」体制を強固なも
のとし、「国民体育」事業の遂行を担った。しか
し一方、本研究で事例として取り上げた茨城県体
育会は、母体となった茨城県体育協会よりは僅少
だが、教育関係者・教育機関との強い繋がりを有
していた。そして、茨城県体育会の財政は、大日
本体育会補助金や茨城県補助金だけでは賄える見
込みが立たず、その多くを学校負担金に依存しな
ければならない見通しであった。このような道府
県支部における教育関係者・教育機関の関与の強
さには、茨城県体育会が学生の体育・スポーツに
関連する事業に多くの予算を割り当てていたよう
に、大日本体育会と大日本学徒体育振興会の複雑
な関係性の問題も内在していたと考えられる。す
なわち、地域レベルにおける体育・スポーツ界の
翼賛体制の構築には、教育関係者・教育機関が一
定の影響力を有していたことが示唆される。
 体育・スポーツ界の翼賛体制のより詳細な様相
を表すのであろう道府県支部の設置以降の状況や
第一線としての郡市町村支部に関しては、今後の
検討課題としたい。

県体育会要覧』（縦21×横15cm）は、古川文
庫（筑波大学体育史研究室所蔵）に所収され
ている。『茨城県体育会要覧』からの引用・
参考は、細目の表題と頁数を示す。

 　古川文庫は1920年から1957年まで茨城県、
群馬県の体育教員養成及び行政の分野で職務
にあたっていた古川丈夫が生前に所蔵してい
た図書や写真、その他の文書類で構成されて
おり、1943年当時の古川丈夫は茨城師範学校
教授であり茨城県体育会の評議員でもあっ
た。

 6 ） 文部大臣官房体育課『本邦ニ於ケル体育運動
団体ニ関スル調査』文部大臣官房体育課，
1937年，27‒41頁．

 7 ） 吉田清「地方競技会の変革」『体育日本』19巻
10号，1941年，22頁．

 8 ） 1942年 3 月13日に閣議決定。
 9 ） 「国民体育総合団体基本要綱」『体育日本』 20

巻 4 号，1942年，94頁．
10） 大日本体育会は朝鮮や台湾などに外地支部を
設置することで「外地体育」との密接な関係
を保持しようとした（「国民体育総合団体設
立準備委員会総会に於ける小委員会委員長報
告要旨」『体育日本』20巻 5 号，1942年，37

頁）。
11） 例えば、大日本体育協会が1937年 6 月に設置
した体育振興調査委員会では、大日本体育協
会支部を置くことを含めた答申が纏められた
（大日本体育協会（編）『大日本体育協会史
補遺』第一書房，復刻版，1987年，78頁）。

12） 「国民体育総合団並合団体ニ関スル件」『内
務厚生時報』7 巻 5 号，1942年，85頁．

13） 「体育行政への一瞥」『体育日本』20巻 6 号， 
1942年，17頁．

14） 吉田清「支部組織を完成せよ―支部組織につ
いての地域別会議―」『体育日本』21巻 3 号， 
1943年，9頁．

15） 外地支部は朝鮮、台湾、樺太、南洋などに設
置することが定められた（大日本体育会『大
日本体育会支部規程』1942年，6頁．国立国

注および引用・参考文献

 1 ）高岡裕之「大日本体育会の成立―総力戦体制
とスポーツ界」坂上康博・高岡裕之（編）
『幻の東京オリンピックとその時代　戦時期
のスポーツ・都市・身体』青弓社，2009年，
200‒242頁．

 2 ）加賀秀雄「日本の総動員体制下の学校体育と
スポーツ」梅根悟（監）『世界教育史大系 31

体育史』講談社，1975年，335‒358頁．
 3 ）厚生省「大日本体育会の誕生」『体育日本』 20

巻 5 号，1942年，6‒9頁．
 4 ）中村祐司「大日本体育会の組織機構と事業に
ついて―特に都道府県支部を中心に―」『早
稲田大学人間科学研究』6 巻 1 号，1993年，
169‒176頁．

 5 ） 1943年前半に作成されたと推定される『茨城



 大日本体育会道府県支部の設置に関する研究 13

会図書館所蔵）。
16）大日本体育会『大日本体育会支部規程』1942

年，6頁．国立国会図書館所蔵．
17）大日本体育会『大日本体育会何道府県支部規
則例』1942年，8‒9頁．国立国会図書館所蔵．

18）前掲『大日本体育会支部規程』5頁．
19）後述する支部組織についての地域別会議の質
疑応答では「従来ある府県体育協会を支部に
してよいか」が問われ、大日本体育会は「差
支へない。却つてそれがよい場合がる。支部
規程の第十四条を活用されるがよい」と答え
た（吉田清「支部組織を完成せよ―支部組織
についての地域別会議―」『体育日本』21巻 3 

号，1943年，14頁）。
20）前掲『大日本体育会何道府県支部規則例』8

頁．
21）同上13頁．
22）前掲「支部組織を完成せよ―支部組織につい
ての地域別会議―」9‒10頁．

23）同上11頁．
24）同上12頁．
25）岩森健士「支部結成より発会まで」『体育日
本』21巻 4 号，1943年，87頁．

26）前掲「支部組織を完成せよ―支部組織につい
ての地域別会議―」12頁．

27）各都道府県体育協会の通史には、大日本体育
会道府県支部に関する記載自体がない場合が
多く散見された。

28）唯一設置日より始動日が早かったのが山形県
であった。山形県は大日本体育会から承認書
を受け取る前に山形県体育協会を改組し山形
県体育会を設立した（山形県体育協会（編）
『山形県体育協会史』山形県体育協会，2005

年，25頁）。
29）茨城県体育協会（編）『茨城県体育協会史』
茨城県体育協会，1991年，64頁．

30）北海道体育協会史編集委員会（編）『北海道
体育協会史』北海道体育協会，1968年，35‒
36頁．静岡県体育協会（編）『静岡県体育
史』静岡県体育協会，1963年，164‒165頁．

31） 「茨城県体育会設立要綱」1頁．
32） 「県体育団体一元化」『茨城新聞』 1942年 4 月

21日，3面．
33） 前掲『大日本体育会何道府県支部規則例』3

頁．
34） 「茨城県体育会役員名簿」10‒13頁．
35） 前掲『大日本体育会何道府県支部規則例』9‒

10頁．
36） 「茨城県体育会部制細則」14‒15頁．
37） 同上15頁．
38） 大日本体育会は体操、行軍山岳、陸上戦技、
氷上、自転車、重技、闘球、蹴球、排球、漕
艇、帆艇、スキー、籠球、庭球、軟式庭球、
卓球、枝球、送球、野球、軟式野球、打球、
水泳、相撲の23部会を置いた（日本体育協会
（編）『日本体育協会五十年史』日本体育協
会，1963年，63頁）。

39） 前掲『大日本体育会何道府県支部規則例』10

頁．
40） 愛知県体育協会（編）『愛知県体育協会60年
史』愛知県体育協会，1992年，25‒26頁．

41） 前掲『大日本体育会何道府県支部規則例』10

頁．
42） 前掲「支部組織を完成せよ―支部組織につい
ての地域別会議―」13頁．

43） 「茨城県体育会郡市町村支部規則」18‒22頁．
44） 「茨城県体育会郡市支部並町村支部設置注意
事項」16‒17頁．

45） 同上17頁．
46） 「茨城県体育会規則」9頁．
47） 前掲「支部組織を完成せよ―支部組織につい
ての地域別会議―」11頁．

48） 「茨城県体育会設立要綱」3頁．
49） 例えば、評議員には、土浦中学校長、土浦高
等女学校長、水戸農学校長、湊商業学校長、
水戸工業学校長、湊水産学校長、茨城師範学
校教授などの教育機関の関係者が就いていた
（「茨城県体育会役員名簿」11‒13頁）。

50） 前掲『茨城県体育協会史』52頁．
51） 例えば、前掲『幻の東京オリンピックとその



14 大日本体育会道府県支部の設置に関する研究 

時代　戦時期のスポーツ・都市・身体』．な
ど、近年の戦時期研究では、暗黒時代と見做
されていた戦時期体育・スポーツのイメージ
の修正が行われている。そして、坂上は大日
本体育会が1943年度に競技大会を主催してい
たことを明らかにした（坂上康博「太平洋戦
争下のスポーツ奨励：1943年の厚生省の政策
方針、運動用具および競技大会の統制」『一
橋大学スポーツ研究』29号，2010年，11‒18

頁）。茨城県体育会の事例は、地域レベルに
おいても競技大会が視野に入れられていたこ
とを示しており興味深い。

52） 宮城県体育協会史編纂委員会（編）『宮城県
体育協会史』宮城県体育協会，1986年，6‒7
頁．滋賀県体育協会（編）『滋賀県体育協会
史』滋賀県体育協会，1989年，13頁．

53） 前掲『大日本体育会何道府県支部規則例』9

頁．
54） 「茨城県体育会設立要綱」3頁．
55） 「戦力増強の一点へ」『茨城新聞』1943

年 7 月 7 日，3面．
56） 大日本体育会「昭和十八年度事業方針」『体
育日本』21巻 5 号，1943年，92頁．

57） 前掲「支部組織を完成せよ―支部組織につい
ての地域別会議―」12頁．

58） 「茨城県体育会予算書」28頁．


