
2020年東京オリンピック・
パラリンピックへのご提案

平成30年２月

高知県知事　尾﨑正直



Ⅰ　日本の「祭り」をアピール高知発

　

よさこいの魅力（ Point to suggest this festival）

オールジャパンでPRが可能

● 全国のよさこいが連携する実行委員会組織の設立
             （2月３日現在、31都道府県78団体が参画)
● 日本を代表する「お祭り」として、オールジャパンで全世界にアピール

  することが可能（beyond2020プログラムの活用）

全国各地の祭りや文化と融合

● 1954年、高知で「よさこい祭り」がスタート
  (現在；約200チーム・踊り子18,000人・観客動員数110万人)
● スタイル (楽曲・踊り・衣装など) の自由度が高いことで全国的に
 「よさこい」が波及

誰でも参加できる祭り
（Point；当日参加、鳴子）

地域活性化から国際交流へ

● 文化・言語・国籍の違いや障がいの有無に関わらず、老若男女だれでも参加可能

●「鳴子」を手にリズムに合わせて一緒に踊れば、会場全体が一体感を醸成

● 若者や女性の参加が多く、地域の賑わいを創出
● 地域における主要な観光資源としての活用
● 世界各地で、よさこいチームの立ち上げやよさこい祭りが開催され、
  国際交流に貢献 (世界26の国や地域) 

日本の「祭り」を全世界にアピールし、国際交流を促進するため、以下の２つをご提案します。

① 2020東京大会に向けて、全国のよさこいが連携する「2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会」による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国各地での機運の醸成
　　　　・聖火リレーやフラッグツアー等の機運醸成イベントでの「よさこい演舞」の実現
　　　　・「beyond2020プログラム」として、よさこいの魅力を世界へ発信

② 2020東京大会の開閉会式や東京2020 Nipponフェスティバルでの「よさこい演舞」の実現
　　　（これを契機とした「よさこい世界大会」をオリンピック・パラリンピックのレガシーとして全国的に開催）
　　　　・「よさこいアンバサダー」や「よさこい海外普及支援員」により世界中の国や地域とネットワークを構築　　
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２０２０よさこいで応援プロジェクト実行委員会について 

● 平成２９年３月： 実行委員会設立（６９団体、２７都府県）
  
● 平成３０年２月３日時点： 実行委員会参画団体数が７８団体（３１都道府県）に拡大（P.6～7参照）

 ・理事： よさこい祭振興会（高知）、龍馬よさこい実行委員会（京都）、（一社）みちのくYOSAKOI協議会（宮城）、（一
財）ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団（東京）、YOSAKOI九州中国連絡協議会（長崎）、原宿表参道元氣祭
実行委員会（東京）、 （一社）YOSAKOIソーラン祭り組織委員会（北海道）、（公財）にっぽんど真ん中祭り文化
財団（愛知）、安濃津よさこい組織委員会（三重）

 ・顧問： 高知県知事、京都市長、高知市長、佐世保市長

沿革

平成３０年（２０１８年）２月
2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会

2020よさこいで応援
プロジェクト
実行委員会 よさこいでオリ

ンピック・パラ
リンピック競技
大会を盛り上げ
機運醸成を図る

全国各地のよさ
こいでオリン
ピック・パラリ
ンピック選手や
関係者をおもて
なし

オリンピック・
パラリンピック
開閉会式等での
よさこい演舞３１都道府県 ７８団体

（H30年2月3日現在）

「よさこい祭り」は、１９５４年（昭和２９年）に高知市で始まり、１９９２年（平成４年）の「YOSAKOI
ソーラン祭り」の開催をきっかけに、日本全国で200箇所以上、海外2６箇所以上の国や地域に普及
 

 → 日本を代表する祭りの一つとして成長 （P.4～5参照）

「よさこい」の全国的な広がり

2020年東京オリンピック・パラリンピック開閉開式でのよさこい演舞を目指して

＜活動目的＞
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● 振付や衣装等にオリジナリティが持てる
● 自由でフリーなスタイル
● 地域の文化や祭りと融合
● 海外からの視点と日本らしさの融合

● 「よさこい」は、地域の境界線
を越え国内外にネットワークを
形成

⇒ 全世界が「鳴子」の響きに共
鳴

● 　「よさこい」には差別も区別も、
闘争も争いも存在しない

⇒ よさこい＝ボーダーレス
●アスリートや観客が持っても安全

よさこいのシンボル

「鳴子」＝
地域・国境を越える

平和のシンボル

よさこいの精神がオリパラ開閉会式全体コンセプトと一致

Diversity

多様性

Connection

 繋がり

● 踊り子の繋がり、地域間の交流や振興
● 個性を活かしながら繋がることができる
● 地域社会の活性化（まちづくり） 
● 鳴子で繋がり、鳴子の音で共鳴
● 元気の伝播（復興支援）

Development

発展

● 自ら進化する力
● まつりを通じた交流の促進
● 新たな絆を育てる
● 次の世代へのレガシー

Universe

全世界

● オリンピック・パラリンピック精神と一致
● 老若男女、障がい者、外国人誰もが参加
● 世界の人々と魅力を共有
● 地域や国境を越え、調和と平和の集い

＜共通コンセプト＞

◎鳴子の”Peace Sound”
を、国、民族、文化の境界
を越えた平和のシンボル
として世界中に響かせよ
う！

＜開閉会式
全体コンセプト＞

【日本･東京】

【共生】

【復興】

【参画】

【未来】
【共生】
【ﾜｸﾜｸ感・
　ﾄﾞｷﾄﾞｷ感】

【平和】
【ｱｽﾘｰﾄ】

【参画】
【ﾜｸﾜｸ感・
ﾄﾞｷﾄﾞｷ感】

＜よさこいの特徴＞
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実行委員会参画
（５県／８団体）

第4回（1957年・昭和32年）のよさこい祭りの様子

４



2016- [よさこいBKK良処]
 Bangkok (Thailand)

2014.10- YEN (Yosakoi European Network)
 * 欧州のよさこいチーム結束強化を目的に設立した団体（5カ国6

チーム加盟）で、各チームは「よさこい」を通じた日本文化への理
解を目的に活動中

更新: 2018年2月

2012- [土佐祭り] [Ryo]
Sao Paulo (Brazil)

*姉妹チーム：「桜舞ポーランド」

[Southern Stars]Auckland (New Zealnad)

2011- [Raiden YOSAKOI（雷電よさこい）]
Leiden (Netherlands)

2010- 
[Koidoukai（鯉道会）]
   Bordeaux ( France)
2015- 
[Yosakoi Paris　
Hinodemai（よさこいパリ
日の出舞）]
 Paris ( France)

2012- [Sakuramai Poland（桜舞ポーランド]
Krakow (Poland)

2013- 
[Todoroki Stuttgart（轟シュツットガルド）]
Stuttgart (Germany)

2008- [Sakuramai Toronto（桜舞トロント）]
Toronto (Canada)

2012- [Zyka YOSAKOI（瑞花よさこい）]
Stockholm (Sweden)

2002-
[ガーナよさこい祭り]
Accra (Ghana)

2013-[ﾍﾟﾅﾝよさこいﾊﾟﾚｰﾄﾞ]Penang
[YOSAKOI Malaysia KL 星蘭「纏」]
Kuala Lumpur (Malaysia)

2008- [日本春まつり]
[ﾊﾉｲ1000年よさこい連] 
[ﾇｲﾁｭｯｸさくらよさこい]　etc.
Hanoi, Ho Chi Minh(Vietnam)

2013- [台湾ﾗﾝﾀﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]
2014- [新竹県国際花鼓芸術祭] Taiwan

2003- [ｽﾗﾊﾞﾔよさこい祭り] Surabaya
2010- [Ennichi-Sai] [よさこい鳴子踊り”百科繚乱”]
Jakarta (Indonesia)

2013-
[ドリーム夜さ来い in New York]
New York (USA)

2005- [ｸﾞｱﾑ日本人会秋祭りでよさこい披露] Guam (USA)

[ｻｰﾌｧｰｽﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ] [GC Yosakoi Maito]
GoldCoast (Australia)

                        現地チームによる活動　　　　　　　　　   よさこい祭り（イベント）の開催

1954-
よさこい祭り: 高知

JAPAN
高知発祥の「よさこい祭り」は、

全国200カ所以上で
開催されています

[ｼﾇﾛｸﾞ祭り]
Cebe island (Philippines)

* 姉妹チーム：「桜舞トロント」

2014- [Nanaka（七花）]
Jerusalem (Israel)

2016-
[JICAによる調査・
交流] [Kosei]
Paraguaｙ

      世 界 に 広 が る よ さ こ い 世界26の国や地域

※日本を除く　

2009-
[釜山奇兵隊]
Busan (Korea)

2016-
[Singapore YOSAKOI 
星蘭「纏」]
Singapore

[Yosakoi London]
London (England)

JICA日系社会短期ボランティアによ
るよさこい指導
Buenos Aires (Argentina)

JICA青年海外協力隊によるよさこい指導
 Govi-Altai(Mongolia)

[蘇丹爽嵐(スーダンソーラン)]
 Sudan 

[Ohayou Crew]
 (Yemen)
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２０２０よさこいで応援プロジェクト実行委員会について 
平成３０年（２０１８年）２月

2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会

会員名簿　　（主催団体）　

６

　 都道府県名 団体名 　 都道府県名 団体名 　 都道府県名 団体名

1 北海道 一般社団法人ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り組織委員会 25 神奈川県 大井よさこいひょうたん祭実行委員会 49 広島県 福山祭委員会

2 宮城県 一般社団法人みちのくＹＯＳＡＫＯＩ協議会 26 　 ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 50 　 よっしゃこい祭運営委員会

3 秋田県 ハチ公よさこい祭り実行委員会 27 　 KANAGAWAよさこいwith龍馬実行委員会 51 山口県 山口県よさこい連絡協議会

4 茨城県 かみす舞っちゃげ祭り実行委員会 28 　 ソーラン山北実行委員会 52 愛媛県 えひめＹＯＳＡＫＯＩ祭り振興会

5 　 常陸国YOSAKOI祭り本部委員会 29 　 ハマこい実行委員会 53 高知県 よさこい祭振興会

6 群馬県 たかさき雷舞フェスティバル実行委員会 30 　 ＹＯＫＯＨＡＭＡよさこいＡｒｔｓ“彩響”実行委員会 54 福岡県 うきはＹＯＳＡＫＯＩ祭り実行委員会

7 埼玉県 あげお元気祭り実行委員会 31 　 海のまち豊漁豊作祭実行委員会 55 　 北九州ＹＯＳＡＫＯＩ連絡協議会

8 　 朝霞市民まつり実行委員会 32 石川県 能登よさこい連絡協議会 56 　 黒崎よさこい祭り実行委員会

9 　 浦和まつり南浦和会場実行委員会 33 長野県 ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい実行委員会 57 　 ふくこいアジア祭り実行委員会

10 　 北本よさこい運営委員会 34 岐阜県 バサラ瑞浪普及振興会 58 　 ＹＯＳＡＫＯＩかすや祭り実行委員会

11 　 坂戸よさこい実行委員会 35 静岡県 浜松がんこ祭実行委員会 59 　 ＹＯＳＡＫＯＩみづま実行委員会

12 　 草加ふささら祭り実行委員会 36 　 よさこい沼津まつり実行委員会 60 佐賀県 佐賀県よさこい連絡協議会

13 　 武蔵の國よさこい実行委員会 37 愛知県 公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団 61 　 よさこいＳＡＧＡネットワーク実行委員会

14 千葉県 地域づくり協議会「みよし」 38 　 のんほいよさこい実行委員会 62 長崎県 かわたな“かっちぇてＹＯＳＡＫＯＩ祭り”実行委員会

15 　 NPO法人千葉よさこい連絡協議会 39 三重県 安濃津よさこい組織委員会 63 　 ざぁ～まによか夏上五島実行委員会

16 　 茂原七夕祭実行委員会ＹＯＳＡＫＯＩ部会 40 　 すずかフェスティバル実行委員会 64 　 ダンスフェスタｉｎたけまつ実行委員会

17 東京都 大江戸ソーラン祭り実行委員会 41 京都府 龍馬よさこい実行委員会 65 　 平戸南風夜風人祭り～秋の陣～実行委員会

18 　 キラリ☆まちだ祭実行委員会 42 大阪府 こいや祭り実行委員会 66 　 松浦YOSAKOI祭り～ｅｎ～実行委員会

19 　 調布よさこい実行委員会 43 大阪府 泉州YOSAKOIゑぇじゃないか祭り実行委員会 67 　 よかばいＹＯＳＡＫＯＩ来てみん祭実行委員会

20 　 一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団 44 兵庫県 小野まつり実行委員会 68 　 YOSAKOIさせぼ祭り実行委員会

21 　 原宿表参道元氣祭実行委員会 45 　 KOBE ALIVE実行委員会 69 熊本県 火の国ＹＯＳＡＫＯＩまつり組織委員会

22 　 「よさこいin府中」実行委員会 46 　 ＮＰＯ法人踊っこまつり振興会 70 大分県 佐伯・番匠ＹＯＳＡＫＯＩまつり実行委員会

23 　 よさこいひの連盟 47 和歌山県 NPO紀州お祭りプロジェクト 71 　 豊の国YOSAKOIまつり実行委員会

24 　 よさこい祭りｉｎ光が丘公園実行委員会 48 島根県 斐川だんだんよさこい祭実行委員会 72 宮崎県 小林秋祭り実行委員会

　 　 　 　 　 　 73 　 ｈｉｎａｔａよさこいみやざき実行委員会

　 　 　 　 　 　 74 　 まつりえれこっちゃみやざき振興会

　 　 　 　 　 　 75 鹿児島県 市比野温泉よさこい祭り実行委員会

　 　 　 　 　 　 76 　 鹿児島県よさこい連絡協議会

　 　 　 　 　 　 77 　 たるみずＹＯＳＡＫＯＩ祭り実行委員会

　 　 　 　 　 　 78 九州各地 YOSAKOI九州中国連絡協議会

　 　 　 　 　 　 　 　 ・31都道府県　78団体 (H30.2.3現在)



名称 開催地 開始年 参加
チーム数

参加
踊り子数

観客
動員数

備考
（　）は開催日

よさこい祭り 高知市 昭和２９年 ２０５ １８千人 １１０万人
平成29年度

（8月9～12日）

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り 札幌市 平成４年 ２８０ ２８千人 ２０５万人
平成29年度

（6月7～11日）

みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつ
り

仙台市 平成１０年 １７３ ８千人 ８０万人
平成29年度
（10月7,8日）

安濃津よさこい 津市 平成１０年 ６０ ３千人 ２７万人
平成29年度

（10月7～8日）

ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り 佐世保市 平成１０年 １７１ ７千人 ２５万人
平成29年度

（10月20～22日）

にっぽんど真ん中祭り 名古屋市 平成１１年 ２０７ ２３千人 ２００万人
平成29年度

（8月25～27日）

原宿表参道元氣祭スー
パーよさこい

東京都 平成１３年 １００ 約６千人 ８３万人
平成29年度

（8月26,27日）

ドリーム夜さ来い祭り 東京都 平成１４年 ８０ ６千人 ８０万人
平成29年度

（11月3～5日）

龍馬よさこい 京都府 平成１９年 ５３ 約４千人 １０万人
平成29年度

（11月11,12日）

※数字は主催者発表

実行委員会理事に就任している全国のよさこい祭り団体の概要
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 ○ 華麗で楽しく、エネルギッシュな演舞は、観客に感動を与える

 ○ 子どもや高齢者の方、障がいがある方、外国人の方など様々な方が参加

 

８



　

　2020年東京オリンピック・パラリンピック関連施設において、ＣＬＴなど木材（国産材）の活用が進んでいます。
　今後も、国産材を原料とした木材製品の導入を促進し、施設や木材製品の利用を通じて、
日本の高い木材利用の技術や木の文化を国内外にアピールしていただくことを提案します。

Ⅱ　日本の「木の文化」をアピール高知発

オリンピック・パラリンピック施設におけるＣＬＴなど木材利用の推進

◆2020東京オリンピック・パラリンピックの選手村ビレッジプラザに、高知県
 産材を使用したＣＬＴパネルを提供します。
　・高知県香美市、大豊町から原木の提供を受け、高知県がＣＬＴ（直交集成板）パネルに加工して提供します。
　・東京オリンピック・パラリンピック終了後は、ＣＬＴパネルを高知県に持ち帰り、レガシーとして再利用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知県では、　　　

【オリンピック・パラリンピック競技会場における木材利用】
　　オリンピック・パラリンピックのため、新たに整備される施設に、約8,000m3の木材利用が決定しています。
　　・日本スポーツ振興センター ： 新国立競技場（木材：約2,000m3）
　　・東京都 ： 有明アリーナ（木材：約1,060m3）、有明テニスの森（木材：約430m3）　など
　　・大会組織委員会 ： 選手村ビレッジプラザ（木材：約2,000m3）、有明体操競技場（木材：約2,300m3）　

国等における取り組み

○木材（国産材）を利用して新たに整備される建築物をＰＲ
○施設の仮設物や什器、備品等に木材製品（国産材）の導入を促進

　木を体感できる空間を演出することにより、我が国が誇る
「木の文化」や震災からの復興を国内外にアピールする
ことができる絶好の機会になります。

９



ＣＬＴパネルの長所

３　中層建築物の構造体として最適・高い強度性能
　　・軸構造では困難な多層建築が可能
　　・ＣＬＴパネルは、コンクリート構造物に対し軽量。また、強固な材料であり、
　　　実物大実験において高い強度を確認

１　施工がシンプルで工期が短い
　　・工場で製造・加工されるため、現場での施工が少ない
　　・施工がシンプルで、熟練者でなくとも施工が容易

２　断熱性に優れ、高い省エネ効果
　　・木材は多孔質材料であり、断熱性能が優れ、熱伝導性が低い

ＣＬＴパネルとは

１　ラミナ（板材）を直交して接着したパネル
　　木材を交差することで、木材特有の、繊維方向と繊維直交方向

　　による収縮率の違いを打ち消した変化が極めて少ないパネル

２　大量に木材を使用
　　床面積当たりの木材使用量が多い
　　　木造軸組： ０．２２㎥／㎡ 、ＣＬＴ：０．３８㎥／㎡

ＣＬＴパネル（5層）

ＣＬＴパネル施工状況
（ヨーロッパの事例）

集合住宅（9F：1FはRC）
（イギリス　ロンドン）

ＣＬＴパネル（直交集成板）の特徴

【国内での最大パネルサイズ】
長さ１２ｍ×幅３ｍ（×厚さ９～２１ｃｍ程度）
※建築物や建築現場によりパネルサイズは個別に検討
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高知県は、様々なＣＬＴ建築物のショールーム!!

高知県森林組合連合会
　　　　　　事務所

県立農業担い手育成ｾﾝﾀｰ
長期研修用宿泊施設

高知県自治会館
【上部３層木造】

高知県内の建築プロジェクト

◇所在地：大豊町
◇用途：共同住宅　3F
◇延べ床面積　約260㎡
◇完成：H26.3

◇所在地：南国市
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積　約1,200m2

◇完成：H28.3

◇所在地：四万十町
◇用途：寄宿舎　2F
◇延べ床面積：約720m2

◇完成：H28.5 

◇所在地：高知市
◇用途：庁舎　6F
◇延べ床面積　約3,600m2

◇完成：H28.9

窪津漁業（協）事務所先行事例
【高知おおとよ製材社宅】

◇所在地：土佐清水市
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積　約250m2

◇完成：H28.1

田井高齢者福祉施設

◇所在地：土佐町
◇用途：福祉施設　2F
◇延べ床面積　約590m2

◇完成：H28.5

◇所在地：香美市
◇用途：学校　2F
◇延べ床面積　約1,460m2

◇完成：H29.10

◇所在地：北川村
◇用途：宿泊施設　2F

◇延べ床面積：1,470㎡
◇完成予定：H30.5

◇所在地：高知市
◇用途：福祉施設　6F

◇延べ床面積　約2,610㎡
◇完成予定：H30.3

◇所在地：馬路村
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積　約122m2

◇完成：H29.11

県立林業大学校

＜工事中＞

宿毛商銀（信組）事務所 馬路村森林組合事務所 北川村温泉ＳＴ柳町Ⅰ　
はるのガーデン
【上部４層木造】

＜完　成＞

　高知県におけるＣＬＴ建築物

＜完　成＞

◇所在地：高知市
◇用途：店舗・事務所　3F

◇延べ床面積　約240㎡
◇完成：H29.6

◇所在地：宿毛市
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積：約800m2

◇完成：H29.6

＜設計中＞

溝渕林業㈱事務所 ㈱トラスト建設事務所

県立心の教育センター

○ 国で初めての「ＣＬＴを本格活用した庁舎整備」
   ◇所在地：本山町　　　　　　 ◇延べ床面積　約590㎡

◇用途：事務所ほか　　　　　◇完成予定：H30年度内

林野庁 四国森林管理局 嶺北森林管理署

C

C C C C

※            はＣＬＴパネル工法
　　　表示がない建物はＣＬＴ＋在来軸組工法などによる

C

C

C
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■高知県総務部政策企画課
　◇小川 歌奈（おがわ かな）　　
　　　電　話：088-823-9603
　   　ＦＡＸ：088-823-9267
　　　メール：111601@ken.pref.kochi.lg.jp 

■高知県東京事務所
　◇廣瀬 紅美（ひろせ　くみ）

　  　 電　話： 03-3501-5541 
　　　ＦＡＸ： 03-3501-5545 
　　　メール： 111602@ken.pref.kochi.lg.jp 

お問い合わせ窓口


