
令和３年度広島市公文書館企画展

オリンピックと広島のスポーツ振興

No. 資料名 資料の概要

1 織田幹雄優勝の跳躍 【写真】
第9回アムステルダム大会の陸上競技三段跳びで優勝した日本人初の金
メダリスト、織田幹雄の写真。昭和3（1928）年8月2日撮影。織田幹雄記念
館提供

2
ロサンゼルス大会から帰国した石津光恵
【写真】

広島県初の女子オリンピック選手石津光恵(陸上)が、第10回ロサンゼルス
大会から帰国後広島駅で歓迎されている写真。昭和7（1932）年9月14日撮
影

3
「オリムピツク」東京大会取止ニ関スル件
【複製資料】

昭和15（1940）年に開催を予定していた第12回東京大会の開催地返上が
決定し、在外公館に宛てられた電報。昭和13年7月16日付、宇垣外務大臣
発。アジア歴史資料センター公開・外務省外交史料館所蔵

4 全村体錬祭次第
安芸郡温品国民学校（現広島市立温品小学校）で開催された全村体錬祭
のプログラム。「銃後の少女」、「空襲何ぞ」、「渡洋爆撃」など戦時色を反映
した種目名が記されている。昭和17（1942）年9月27日開催

5 体力章検定個人成績票・体力章検定証
戦時下の体力検査（「体力章検定」）の成績票及び検定証。投てき種目とし
て時局を反映した「手榴弾投」が設けられている。昭和10年代後半

6 第6回国民体育大会ポスター（ハンドボール）
昭和26（1951）年、広島県下を中心に開催された第6回国民体育大会のポ
スター。ポスターに描かれたハンドボールの試合は、広島大学皆実分校で
行われた。日本体育協会・文部省作成

7
第6回国民体育大会ポスター（広島市会場案
内図）

第6回国民体育大会の広島市内の会場を示したポスター。広島市は、秋季
大会で多くの競技の会場となった。昭和26（1951）年

8 広島国体（本通り） 【写真】
第6回国民体育大会秋季大会前日の本通りの様子。国体開催を歓迎する
横断幕や小旗が見える。昭和26（1951）年10月26日、広島市広報課撮影

9 広島国体（広島代表入場） 【写真】
第6回国民体育大会秋季大会の開会式で入場する広島代表の写真。場所
は県営競技場（現広島市西区）。昭和26（1951）年10月27日、広島市広報
課撮影

10
一九五二年オリンピック大会選手派遣募金
について
（「体育協会一件　昭和27年」志屋村0694）

日本が戦後初めて参加した第15回ヘルシンキ大会の際に、選手派遣経費
の不足を補うため行われた募金（「オリンピック電球」購入代金の一部を募
金にあてるもの）への協力を求めるチラシ。昭和27（1952）年、1952年オリン
ピック派遣後援協賛関西支部作成

11
社会体育施設調査要項・社会体育施設調査
票
（「社会教育調査統計」五日市町0202）

文部省が昭和32（1957）年度に実施した社会体育施設調査の要項と調査
票。学校施設以外の公立・私立の体育施設全般が対象とされた

12
スポーツ振興法・御署名原本・昭和三十六
年・第五巻・法律第一四一号 【複製資料】

スポーツ振興法の御署名原本。昭和36（1961）年6月16日に公布されたス
ポーツ振興の基本法で、国や地方公共団体の国民のスポーツ活動への協
力や諸条件の整備などを定めたもの。原本国立公文書館所蔵　（国立公
文書館デジタルアーカイブ（御39567100））

13 大鵬の記念植樹 【写真】
広島県立体育館前で記念植樹を行う横綱大鵬の写真。昭和38（1963）年4
月、広島市広報課撮影

14 国土美国民大行進一行来広 【写真】
「美しい国土でオリンピックを」のスローガンで全国各地を巡った東京オリン
ピック聖火コース国土美国民大行進の一行が広島県立体育館に到着した
時の写真。昭和38（1963）年4月、広島市広報課撮影

15
オリンピック協力緑化運動とバッヂ募金につ
いてお願い
（「林業振興会綴」船越町0198）

「オリンピック協力緑化運動」の推進とバッジ募金への協力を求めるチラ
シ。昭和38（1963）年10月、国土緑化推進委員会、都道府県緑化推進委員
会作成

16
『町を美しくする運動』
（「新生活運動」瀬野川町0395）

東京オリンピック開催に向けて、「国土美化運動」をさらに推進するため広
島市内のモデル地区で行われている活動などを紹介したもの。主要幹線
道路の花いっぱい運動の推進、聖火コース沿道への植栽、県内の全家
庭・地域・職域を対象とした花壇設置の推進などの運動の進め方を定めた
「広島県花いっぱい運動推進要項要項」も掲載されている。昭和39（1964）
年、広島県新生活運動協議会発行

17 百メートル道路の花いっぱい運動 【写真】
百メートル道路の道路脇に草花を植え、水をやる市民の様子を撮影した写
真。昭和39（1964）年ごろ、広島市広報課撮影

18
高い交通道徳でオリンピックをかざろう
（「公明選挙推進協議会・公民館運営審議
会・母子衛生に関する綴」安芸町0126）

東京オリンピック開催を翌年に控え、海外からの来訪者が安全に過ごせる
よう交通道徳を高めることを呼びかけるチラシ。昭和38（1963）年、全日本
交通安全協会作成

主催・会場：広島市公文書館　会期：令和3年10月20日（水）～令和4年1月14日（金）



No. 資料名 資料の概要

19
昭和39年度食品取扱業者赤痢一斉検便の
実施について（依頼）
（「公文書」瀬野川町0409）

東京オリンピック開催を前に、赤痢流行予防のための検査実施と会場提供
及び広報を依頼する文書。昭和39（1964）年6月9日付、海田保健所長発瀬
野公民館長宛

20
雑音防止に関する作文募集について
（「庶務に関する綴」安芸町1380）

「雑音一掃運動」を「オリンピック放送の明朗受信」をスローガンとして8月に
実施することの告知と、小・中学生を対象とする「雑音防止に関する作文」
募集に協力を依頼する文書。昭和39（1964）年7月6日付、中国地方雑音防
止協議会発各市町村教育委員会教育長宛

21 広島県内の聖火ルート地図
広島県内の聖火リレーのルートを記した地図。通過する市町村や聖火ラン
ナーの選考条件等が記されている。昭和39（1964）年6月、広島県発行の
冊子『オリンピックを成功させよう　オリンピック県民運動』掲載

22
広島県内聖火リレー等に参加する高等学校
生徒の取扱いについて（通知）
(「教委庶務関係綴」安古市町0333）

聖火リレーに参加する生徒等に対する指導、リレーコースと通過予定日
時、リレー走者を特別欠席とすることなどを記した通知。昭和39（1964）年8
月23日付、広島県教育委員会教育長発広島県立高等学校長宛

23 聖火リレー（旭橋） 【写真】
白バイに先導されて旭橋を渡る聖火ランナーを見守る観衆の写真。昭和39
（1964)年9月20日、広島市広報課撮影

24 聖火リレーを見る観衆 【写真】
平和記念公園で聖火リレーを見る観衆の写真。大会エンブレムをデザイン
した旗が写っている。昭和39（1964）年9月20日、明田弘司（あけだこうし）撮
影

25 平和記念公園の聖火リレー 【写真】
平和記念公園での聖火リレー隊の聖火引継ぎ直前の様子を撮影した写
真。リレー走者の後ろに原爆死没者慰霊碑、その後方に原爆ドーム、旧市
民球場が見える。昭和39（1964）年9月20日、明田弘司（あけだこうし）撮影

26
『やすふるいち広報』昭和39年9月10日号
（「やすふるいち広報」安古市町0054）

「歓迎　オリンピック聖火リレー」というタイトルで同月21日の聖火リレーの
通過予定事項の告知、沿道の美化、国旗掲揚の呼びかけ等を行う記事を
掲載。昭和39(1964）年9月10日、安古市町発行

27
祇園町から安古市町へ引き継がれた聖火
【写真】
（「写真アルバム」安古市町0036）

祇園町から到着した聖火が、安古市町内を走るランナーに引き継がれる場
面の写真。昭和39（1964）年9月21日、安古市町撮影

28
走り出す聖火隊 【写真】
（「写真アルバム」安古市町0036）

祇園町から安古市町に聖火が引き継がれた後、正走者に続いて走り出す
副走者、随走者ら聖火リレー隊の写真。昭和39（1964）年9月21日、安古市
町撮影

29
安古市町内を走る聖火ランナー 【写真】
（「写真アルバム」安古市町0036）

安古市町内を走る聖火ランナーの写真。昭和39（1964）年9月21日、安古市
町撮影

30 東京オリンピックポスター
昭和39（1964）年に開催された東京オリンピックの4種類の公式ポスターの
うちの一つ。水しぶきを上げる競泳選手の姿が中央にデザインされてい
る。昭和38（1963）年、オリンピック東京大会組織委員会作成

31
『オリンピックを成功させよう　オリンピック県
民運動』
（「新生活運動」瀬野川町0395）

オリンピックの歴史や東京オリンピックの概要等を紹介し、「オリンピック県
民運動へ」の協力を呼び掛ける冊子。オリンピック県民運動は①オリンピッ
クを理解しよう、②国際理解を深めよう、③公衆道徳を高めよう、④商業道
徳を高めよう、⑤交通道徳を高めよう、⑥国土を美しくしよう、⑦健康を増
進しよう、の7つの部門に分けて進められた。昭和39（1964）年6月、広島県
発行

32
オリンピック東京大会記念ラジオ体操祭 【写
真】

平和記念公園の原爆慰霊碑前で開催されたラジオ体操祭の写真。約1,500
人の市民が参加した。昭和39（1964）年9月27日、広島市広報課撮影

33 『広島市政と市民』昭和39年10月15日号
オリンピック東京大会記念ラジオ体操祭の様子を報じた広報紙『広島市政
と市民』の第1面。昭和39（1964)年10月15日、広島市発行

34
オリンピック募金趣意書　オリンピック東京大
会日本選手団広島県出身・関係者名簿
（「教委庶務関係綴」安古市町0333）

オリンピック東京大会の選手強化事業等に係る経費を負担するため、50万
円を目標に募金を行うことを説明したチラシ、オリンピックに参加する広島
県出身・関係者名を記した名簿。昭和39（1964）年9月18日付、広島県体育
教会会長から各市町村教育委員会教育長宛に送られた文書「オリンピック
バッチ募金について」の一部

35
猫田勝敏選手の凱旋パレード 【写真】
（「写真アルバム」安古市町0036）

東京オリンピックに男子バレーボール選手として出場し、銅メダルを獲得し
た猫田勝敏の安古市町内凱旋パレードの写真。昭和39（1964）年10月27
日、安古市町撮影

36
男子バレーボールチームが獲得した銅メダ
ル 【写真】
（「写真アルバム」安古市町0036）

猫田勝敏が東京オリンピック男子バレーボール競技で獲得した銅メダルの
写真。昭和39（1964）年10月27日、安古市町撮影
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37
安芸町体育指導委員に関する規則
（「教育委員会会議録」安芸町1298）

スポーツ振興法第19条の規定に基づき安芸町（現広島市東区）が設置した
体育指導委員の職務等を定めた規則（昭和37（1962）年4月1日制定）。同
年3月26日開催の教育委員会議に提出された議案

38
昭和37年度体育振興特別助成金（スポーツ
教室運営費補助金交付の方針案）
（「公文書綴」安芸町0155）

スポーツ振興法施行に当たり、新規事業として各県10のスポーツ教室に対
して補助を行うことになったたため、対象とするスポーツ教室の規模等の基
準を示した補助金交付方針の案。文部省が行った説明会で配布されたも
の。昭和37（1962）年3月15日付、海田教育事務所発市町村教委教育長宛
文書の一部

39
卓球教室実施要項
（「瀬野川町体育協会」瀬野川町0471）

昭和39（1964）年7月に瀬野川町公民館と同町体育協会が開催した卓球教
室の実施要項

40
体育の日について（通達）
（「庶務に関する綴」安芸町1382）

東京オリンピック開催を記念して昭和41（1966）年6月25日付で新たに国民
の祝日として制定された 「体育の日」の趣旨を徹底するために国から送付
された通達。昭和41年10月4日付、広島県副知事から県内関係機関宛に
送付された文書の一部

41
『スポーツ少年団のしおり』
（「スポーツ活動」瀬野川町0479）

昭和37（1962）年に結成された日本スポーツ少年団の概念や目的、結成方
法、活動等についてまとめた冊子。広島県体育協会・広島県スポーツ少年
団本部、広島県教育委員会発行

42
『スポーツテスト壮年体力テスト実施要項』
（安古市町0713）

体育の日の関連事業として各地で実施された「スポーツテスト」と「壮年体
力テスト」の実施方法等要項をまとめた冊子。広島県教育委員会発行

43

第1回全国家庭婦人バレーボール大会広島
県予選会要項の送付について
（「昭和44年度スポーツ教室関係綴」船越町
0489）

全国家庭婦人バレーボールの第1回全国大会開催に出場する広島県代表
を決める予選会の開催要項を送付した際の添付文書。昭和45年1月20日
付、広島県バレーボール協会会長発各市町教育委員会・体育協会宛

44
第7回広島県身体県障害者スポーツ大会
【写真】
（「写真アルバム」安古市町0051）

第7回広島県身体障害者スポーツ大会の幅跳び優勝者の写真。昭和45
（1970）年5月31日、安古市町撮影

45 車いすバスケットボール教室 【写真】
昭和58（1983）年に開所した広島市心身障害者福祉センター（広島市東区
光町）での車いすバスケットボール教室の写真。昭和60（1985）年11月、広
島市広報課撮影

46
相生橋　水泳授業　引率の教師と少年たち
【写真】

水泳授業のため本川に向かう子どもたち。背景に原爆ドーム、左下にひろ
しま川祭のポスターが写っている。昭和31（1956）年8月4日、明田弘司（あ
けだこうし）撮影

47 本川で泳ぐ子どもたち 【写真】
市内中心部の本川で泳ぐ子どもたちの写真。背景には原爆ドームが写っ
ている。昭和36（1961）年7月、広島市広報課撮影

48
小屋浦臨海教育実施計画案（昭40年度）
（「福木小学校庶務綴」安芸町1323）

福木小学校（現広島市東区）が４年生以上の児童の保護者に送った臨海
教育への参加案内。臨海教育は、安芸郡坂町の小屋浦海水浴場で2泊3
日において実施された。昭和40（1965）年7月5日付

49
水泳の事故防止について（通達）
（「庶務に関する綴」安芸町1382）

子どもの水泳事故防止についての通達。昭和41（1966）年8月10日付、文
部省体育局長発各都道府県教育委員会宛

50
「中学校プール建設一件綴」
（船越町0520）

昭和42～43（1967～1968）年の船越小学校・船越中学校共用の水泳プー
ルの建設に関する文書一式を綴った簿冊

51
プール建設に関する理由書
（「中学校プール建設一件綴」船越町0520）

船越町内へのプール建設の必要性を訴える理由書。昭和42（1967）年5月8
日付、船越町教育委員会発県教育委員会教育長宛の「広島県安芸郡船越
町小中学校プール建設参考資料の提出について」（案）の一部

52
水泳プール建設事業計画書
（「中学校プール建設一件綴」船越町0520）

着工予定日、完成予定日、工事費、水泳プールの規模、附属施設、資金計
画等をまとめた計画書。船越町から広島県教育委員会に提出した県費の
体育施設整備費補助金交付申請書（昭和42（1967）年7月13日付）の添付
資料

53
船越小中学校プール竣工式次第
（「中学校プール建設一件綴」船越町0520）

昭和42（1967）年7月4日に行われた、船越小学校・船越中学校共用の水泳
プールの竣工式の式次第。プールの完成図が印刷されている

54
体育施設整備費補助金交付決定通知書
（「中学校プール建設一件綴」船越町0520）

船越町が昭和42（1967）年7月13日付けで国に提出した、プール建設経費
の補助金交付申請書に対する交付決定通知書。昭和43（1968）年1月8日
付

所蔵・提供等に特に記載のないものは、公文書館所蔵資料です。


