
バスケの街づくりに関する実態調査結果 【基礎資料３】

№ 団体名 1.現在の取組と連携について 2.視点 3.取組の評価について 4.今後考えられる取組と連携について 5.その他、意見・提言等

1 能代市山本郡ミニ
バスケットボール
連盟

ミニバスケットボール大会の開催（年
３回）
①夏季ミニバス大会（７月開催）東北
電力主催県大会の予選
②秋季ミニバス大会（１０月開催）
県・東北・全国につながる予選
③アリナス杯ミニバス交流大会（２月
開催）アリナス主催の５年生以下の大
会

①競技
力向上

①競技力向上とはいっても当団体とし
て積極的に行っている状況にはない。
各スポ尐単位団の取組によるところが
大きい。
②地域活力、③市民文化については具
体的な取組がない。

バスケの街をアピールするために当団
体でできそうなことは、幼・保や小学
校低学年の競技力向上にお手伝いする
ことです。
ただ、このことについては市役所（企
画部、スポーツ振興課等）で企画して
いくべきものと考えます。また、職務
経験者（バスケ）で採用された方を
もっとこの企画に生かしていくべきで
す。また、人事面でも重点的に採用す
べきです。

幼稚園、保育園、小学校１～３年生か
らバスケットに親しませる企画が先決
と思います。新潟県ではすでにこの取
組がなされており（塾と同じ有料）、
視察も必要かと思います。

2 二ツ井町バスケッ
トボール連盟

○取組
各種大会、行事等の開催
・きみまちカップミニバス大会（男子
６チーム・女子６チーム、２日間に渡
り開催）
・中学校交流大会（男子３チーム・女
子３チーム）
・バスケットボール交流大会（ミニ男
女各３チーム、中学男女各３チーム、
一般男女各２チーム）
・ミニバス教室（低学年女子、通年で
活動）
・WJBL大会
○他団体との連携
・特になし

①競技
力向上

・競技力向上‥底辺の拡大に主眼を置
き事業を行っている。ミニバスでは、
女子チームが全県大会出場の常連校と
してその地位を確立しつつあり、一定
の効果は出ていると感じる。
・地域活力‥
・市民文化‥地元の小学校、中学校の
チームの活躍が在校生、卒業生一同が
誇りに思い、さらには地域に大きな活
力を与えているものと思っている。

・競技力向上‥引き続き、ミニバスを
中心とした指導者派遣。さらには、中
学校の指導者（教諭）と連携した競技
力向上への取組（技術指導など）。
・地域活力‥
・市民文化‥

▽まずは、能代工業だのみを脱却し、
地元小・中学生の組織力及び競技力を
強化すべき。
▽最優先の取組は、底辺の拡大による
競技人口の増加を図るべき。
①スポ尐指導者を育成し、各小学校に
男女のバスケットボールチームを組織
する。
→旧能代市におけるチーム設置率（年
間活動として）の向上が必要と思われ
る
②競技人口の増加→バスケに関わる市
民の増加→バスケに対する意識向上へ
と繋がっていく。
③指導者育成→底辺拡大→レベル向上
→能代のバスケに対する知名度ＵＰ
（工業だけではない）→競技人口増加
→能代工業の活躍（地元出身選手が過
半を占める）→バスケの街づくり（常
勝能代の小・中学校→地元選手による
常勝能代工業）→本当のバスケの街能
代の実現。
▽そのためには、能代の小・中学校が
常に全県のトップレベルで居られる体
制の構築が必要である。

3 能代工業高等学校
生徒会

地元の小・中学生を対象に、技術力向
上を目的にバスケットクリニックを実
地している。本校のバスケット部監
督、選手が中心になって小・中学生に
基本的な技術指導とミニゲームを行
う。

①競技
力向上

「バスケの街」の中心的な団体とし
て、競技力向上において選手の心・
技・体すべてにおいての向上に、さら
に力を入れる必要があると感じてい
る。

現在、生徒会を中心に来年度の北東北
総体に向けて、「バスケット」を全国
にアピールするための「バスケット
ボールクッキー」の製作に取り組んで
いる。材料の配合や形状については何
度も試作を重ねほぼ決定した。今後、
地元の洋菓子店と連携して商品化でき
ればと考えている。
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№ 団体名 1.現在の取組と連携について 2.視点 3.取組の評価について 4.今後考えられる取組と連携について 5.その他、意見・提言等

4 能代市中学校体育
連盟

能代市中体連では市春季大会、全県予
選大会、市秋季大会（新人）の３つを
実施しています。（バスケットボール
の他、１０種目）
上位大会もあるので、県中体連等との
連携はあります。バスケットボールの
みに限った取り組みは、市中体連とし
ては行っていません。

①競技
力向上

１１種目全体に関わってのことになる
ので、バスケットボールに限った評価
については、正直難しいです。
学校単位になりますが、中学校の役割
としては、「競技力向上」には大きな
関わりがあると思います。上級学校
（高校）で活躍できる選手の育成もそ
の一つと考えます。（学業とのバラン
スを取りながらですが）バスケの街能
代でも、今年の市秋季大会では競技人
口減尐のためか、合同チームで参加の
学校もありました。そういった中で部
活動としての競技力向上には大きく貢
献していると思います。

先ほど記述したとおり、市中体連とし
ては１１種目を統括することが役割な
ので、バスケットのみの取り組みには
かなり厳しいものがありますが、各中
学校のバスケットボール専門部の先生
方主導での取り組みなら可能であると
考えます。（あくまでも専門部のサ
ポートとしての取り組みであれば連携
して取り組めると思いますが‥？）

5 能代市旅館ホテル
組合

能代カップの開催の際に、空室状況の
提供を行っている。（組合単位で）

①競技
力向上

能代工業とバスケット協会は頑張って
いると思うが、街全体で考えるとそう
でもないと思う。

当組合は規模が小さいので、直接的な
関わりは難しいと思います。
他の団体との連携は、要請があれば検
討したいと思います。

6 関東能代会 ①当会では「能代」ということで、秋
田プロバスケ（株）との関わりで、東
京での会員増強などでＰＲしている。
②能工バスケについては、東京での大
会等で応援するよう働きかけている。
今回も会場へ行くよう指示している。
③当会の会報誌などに記事を掲載する
ようにしている。

①競技
力向上

①能工バスケ、昨今勝てないので尐し
トーンダウン。常に勝たねばならな
い。
②他県小・中・高校生を通じ、バスケ
交流がほとんどなく、全国レベルの能
代工業を手本に交流を盛んにすべき。
③能代でのバスケは市民から圧倒的な
評価を受けている。

能代を活性化する考えから、例えば東
京の学校とのバスケを通じて交流を行
うような行政を企画し、その生徒達の
保護者へも能代へ来てもらい、白神山
地へ旅など観光も行い、尐しでも能代
にお金を落とすことをすべきと考え
る。（東京でそれらの活動を指示され
たら、やってみても良いが‥）

能代のバスケは全国区、能代にない大
きなBRAND。
全国のバスケファンを取り込む施策、
企画が必要。
思い切って学校側（能工高）と具体的
な議論を行い、能代にファンを取り込
む（呼び込む）施策を内外に発信し、
受入体制を独自に確立すべきと思う。
（例）‥私のいる大田区の場合、4.と
の関連
大田区の中学校のあるバスケ部→能工
との交流→能代の体験交流→観光→大
田区との交流

7 能代工業高等学校
東京地区支部同窓
会　東籟会

高校バスケの３大会（高校総体、国
体、選抜大会（ＷＣ））が東京近郊で
開催の場合は応援に出かけている。ま
た、他校からのバスケットファンや近
親者あるいは友人達の応援もある。ま
た、学校（地域）を離れ、秋田県の関
係校が「首都圏ふるさと応援団」を結
成し、垣根を越えた応援をしている
（資料同封）。
当同窓会はもちろん秋高連は、ｂｊ
リーグ、ノーザンハピネッツ関係者を
招き、バスケット普及・ＰＲに努めて
いる。

①競技
力向上

多感な青春時代を過ごした母校への思
いと、ふるさと能代の街へ何が支援で
きるか、私どもの課題です。
友人・知人に会うと、能代の商店街は
シャッター通りになっていると聞かさ
れますが、能代の活性化（市民の明る
い話題）提供について、①競技力向上
②地域活力③市民文化、とも重要であ
るが、業務上全国を歩き廻る関係上、
「バスケの街能代」はよく耳にします
が、最近の試合結果が残念であり、強
化といい選手の発掘が必要です。

能代工業高校のバスケ試合の単独応援
はもちろん、東京地区能代五高会、
「首都圏ふるさと応援団」との連合応
援や、能代カップへの応援帰省、ノー
ザンハピネッツへの東京圏開催試合の
応援。
同窓会でのＴシャツ、バスケキャッ
プ、バスケットブー人形等の製作配布
等で応援を要請している。（昨年は、
バスケット部員にバスケットブー人形
をプレゼントし激励した。）

実態調査冒頭に記載してある「バスケ
の街づくりのあり方を見直しして‥」
とありますが、どのような観点（あり
方）から運営していたのか、その原点
が記載されてない中で（見直しすると
いうその経過が判明されずに）、どう
してアンケート実施するのか、判断が
つきません。まず現状を具体的に述べ
るべきではないでしょうか。
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№ 団体名 1.現在の取組と連携について 2.視点 3.取組の評価について 4.今後考えられる取組と連携について 5.その他、意見・提言等

8 能代市バスケット
ボール協会

・年３回、一般を対象に大会を開催
（主に郡・市のチーム）
・年１回ではあるが、ミニバスと中学
生の大会（郡・市チーム）
・ビックイベントの能代カップ高校選
抜バスケットボール大会の開催

②地域
活力

基本的には、能工にハイレベルでいて
ほしい。その事によって、各地からの
来能者が増えることになり、街全体の
活性化につながると考えております。

能代カップ大会の継続が一番であると
思っております。
他の団体との連携は今のところ考えて
はいないと言っておきます。

当協会のまとまった意見・考えではあ
りませんので悪しからず。（前段ま
で）
能代カップの運営も年々厳しいものに
なってきてます。企業の不況もあり、
協賛金が思うように集まっておりませ
ん。協会の内の会社経営者の力による
ところが大きい。能代カップに関して
のご意見も聞きたいところです。より
よい「バスケの街づくり」のために
も！

9 能代観光協会 ・能代カップへの出店（食彩人の会）
（物産振興会）
・ｂｊリーグへの出店（　〃　）
・宿泊のあっせん、施設でのＰＲ

②地域
活力

イベント等での市の一体感が感じられ
ない。
事前の盛り上げ方に工夫が必要。

・イベントのＰＲ活動による集客（連
携）
・「バスケの街づくり」の情報発信
（ＨＰ等による）

10 二ツ井町観光協会 私共の団体としては具体的に取り組ん
でいる事は現在ありません。

②地域
活力

左記（1.2.）の項目から見ると評価に
値しません。

（5.その他、意見・提言等）
今日の能代工業バスケット部を、これ
程までに有名？強化した加藤監督の功
績は誰しも認めるところであり、敬意
を表するものである。そしてその後を
継いで頑張っておられる監督、選手
（生徒）の皆さんにも労をねぎらうと
同時に、今後の活躍を期待しておる所
でありますが、今日に至って、今まで
の体制と言いますか？見直さなければ
ならない時期に来ているのも理解出来
る様な気がしてならないのである。
バスケットについては何もわからない
一市民がなんだかんだ言うのは大変お
こがましいのですが、尐しだけ感じて
いることがありますので、述べさせて
頂きますことをお許し下さい。
外野席から見てますと、
・１つには、市民全体での盛り上がり
が感じられないのではないかと思う。
なぜなんでしょう。いやそんな事はな
いと言う方々もいるかも知れません
が、要因として、
イ）強くなったが故に、県外からの選
手が多くなっていすぎないか。逆に言
うと、地域の選手の育成（強化対策）
が遅れているのでは。
ロ）従って、地域の選手不足で地域の
盛り上がり不足につながっているので
は。野球選手の場合は勿論底辺への広
がりも大きい訳ですが、地元選手が多
くて全体的に盛り上がりますよね。

※左記の続き
・２つ目には、選手と市民とのふれあ
いがないのではと思うがどうでしょ
う。
イ）１つ目の項目とも関係あります
が、県外選手が多くて、市民が気軽に
接する事が出来ないのでは。勿論、い
つでも市民が練習を見学出来ると言う
ものでもないと思うが、地元の選手を
育成強化する事によって、市民との接
点がより近いものとなると思うのです
が。
ロ）１年の内に３～４回でもふれあい
交流があるとより身近になると思う。
・３つ目には、バスケと言う素材を商
品化出来ないのか。今までもやってこ
られているんだと思いますが、商品と
して売り出し方をもっと真剣に考えて
見ては。
イ）ここまで強化されて全国的に有名
になった「能代工業のバスケット」
を、まず県内中学生へのステップアッ
プに結び付けて行く事は出来ないので
しょうか。
ロ）地域の選手を地域で育てて全国へ
発信出来ないかな、と思いますが、そ
の事によって地元のスポーツとしての
自信が市民に浸透して行くと思う。
以上でございますが「夢物語かな」。
でも誰かがやって頂きたいな！！
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11 能代物産振興会 ・能代物産振興会としては特にバスケ
に関する取組はしていません。
・かなり前に（１０年ぐらい？）能代
カップの開催期間中にバスケのシール
等商品に貼って歓迎したことがありま
す。また、会員の中には、やはり能代
カップ期間中、物産の販売を行ってい
ます。
・他団体との連携はありません。

②地域
活力

・当会はバスケに関する取組をしてい
ないので、評価できません。

・当会の物産振興を考えると、選手へ
の商品の提供等。
・連携の内容によって出来る場合もあ
ります。

・バスケに関しては当会も具体的にど
のようにかかわりを持ったらいいのか
分かりません。逆に当会に市側から要
望があれば検討していきたいと思いま
す。
・4.の回答に「商品提供」とあります
が、無償有償も含めての考えです。

12 能代商工会議所 商工会議所では、地域振興を目的に中
期行動ビジョンを策定し、その取組の
一環として、能代カップと地域観光を
テーマに昨年は観客１００人にアン
ケートを実施。（結果別添）

②地域
活力

①最近全国規模の大会において、工業
高校の成績が芳しくなく危惧をしてい
る。このような状態が続くようであれ
ば、能代カップの威信の低下を招くの
ではないか。
②能代カップの観客を産業観光等に結
びつけ、宿泊滞在を増加させる。
③畠町、柳町の商店街のシャッターに
バスケをテーマにしたアートを２３年
も実施。

・現在実施中のシャッターアートは今
後も補助事業を活用し継続する。
・商店街組合の協力を得て取り組み、
「バスケの街」のＰＲ強化に努める。
・シャッターアートをイベントに活用
し商店街の賑わいを取り戻す。
・小・中学生のバスケット人口を増加
させるには、子供たちにバスケットで
の楽しみを与えることが底辺の拡大推
進に繋がることから、そのための手法
を検討する。
・当地を訪問する観客と市民との交流
広場を開設し、特産品、ＰＲ、グッズ
販売、能代のバスケット情報、資料
コーナーを併設する。１か所でのバス
ケの情報や土産品全てが揃っているこ
とは観客にとってメリットとなる。
・毎年ゴールデンウィークに開催され
る能代カップは、人気があり観光客も
多い。その観光客に対し、能代カップ
の観戦だけではなく、ファンへ産業観
光アピールを行い、交流会や郷土芸能
の実演などで滞在型観光へ繋げ、地域
の活性化を図る。

13 能代商工会議所青
年部

団体としての取組は特にない。
会員が、「バスケサポーターズのし
ろ」「秋田ＳＶハピネッツ」に参加し
ており、ボランティア等を行ってい
る。

②地域
活力

・競技力向上には、直接かかわること
は難しいと思う。
・地域活力の視点では、企業人の集ま
りであるので、当然考えるべき事で、
発展の為に関わっていかなければなら
ない問題だと思っている。
・市民文化の視点としては、当会で実
施するイベントで、バスケコーナーを
設ける等、バスケに関わる機会を作っ
ていきたい。

先日行われたｂｊリーグの能代大会の
様なイベントの際に、能代のＰＲが出
来ればと思っている。（食の提供、土
産の販売等）
他団体との連携は、当然していかなけ
ればならない。市や親会（商工会議
所）と協力し、当会で協力出来る事、
他会に協力してもらいたい事を話し合
い、盛り上げていきたい。

私は今、ｂｊリーグに深く関わってい
ます。
昨年の試合でもわかる通り、大変な盛
り上がりでした。
冬のイベントの尐ない中、是非回数を
増やしたいと考えています。
それには、市の協力が不可欠です。よ
ろしくお願いします。
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14 二ツ井町商工会 「バスケの街づくり」計画策定のため
の準備会委員として、副会長が参画し
ている。
会議内容については、商工会の会議等
の中で報告を受ける体制になってい
る。

②地域
活力

具体的なアクションは起こしていな
い。

15 能代市商店会連合 会員がバスケサポーターズのしろに入
会して協力している。
秋田ＮＨの12/4、5には、スタンプラ
リーへ協力している。

②地域
活力

秋田ＮＨ、能代カップ等でおもてなし
的な協力。

16 能代市柳町商店街
振興組合

他団体との連携はありませんが、柳町
商店街として能代工業が全国優勝した
時は「おめでとう全国制覇」の独自の
統一ポスターを商店街のお店に貼り出
します。また、能代カップの時には商
店街全体の清掃と「歓迎能代カップ」
の柳町独自の統一ポスターを加盟店で
貼り出します。また、能代カップの横
断幕をアーケード間に張らせておりま
す。柳町振興組合ではありませんが、
ポイントカード事業（協）（ダンク
カード）では、能代カップ参加選手へ
杉で作ったコースターやキーホルダー
などを参加記念として差し上げており
ます。

②地域
活力

評価できません。 商店街としては企画力も資金力もあま
りありません。
他団体などから企画が出て来て、それ
に商店街としてどう関わっていくの
か、どのような協力が出来るのか、だ
と思います。

17 能代市駅前商店街
振興組合

現在そのような取組は行っておりませ
ん。

②地域
活力

取組は行っておりませんので評価でき
ません。

特に自ら進んで取り組む予定はありま
せんが、協力を求められた場合には、
協力したいと思います。

全く個人的な意見ですが、私は能代が
「バスケの街」だとは思っておりませ
ん。確かに能代工は有名ではあります
が、それだけで「バスケの街」と言え
るのでしょうか？
小学校も中学校もさかんで、大人も
やっている。そのようになって「バス
ケの街」と言えると思うのですが‥。

18 能代西大通り商店
会

当会会員がバスケサポーターズのしろ
に入会し協力している。
秋田ＮＨの12/4、5にスタンプラリーへ
協力している。

②地域
活力

秋田ＮＨ、能代カップ等でおもてなし
的な協力。

19 二ツ井町本町通り
商店会

二ツ井町のミニバス大会の協賛等。
スポーツクラブの応援。

②地域
活力

小学校のスポーツクラブや中学の部活
に何らかの関わりを持つ。

全国的に見て、能代で一番有名なの
は、何といっても能代工業高校のバス
ケットに間違いありませんので、どん
な形でもこれを生かして街づくりすべ
きであります。
いろんなアイディアがあればいいです
ね。
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№ 団体名 1.現在の取組と連携について 2.視点 3.取組の評価について 4.今後考えられる取組と連携について 5.その他、意見・提言等

20 柳町女性会 市民として試合を見たいと思います。
楽しいと興味がわくように。

②地域
活力

21 能代木材産業連合
会

ありません。 ②地域
活力

地域活性化が大である。

22 （株）能代青果地
方卸売市場

・取組という程のことではないのです
が、毎年５月の能代カップのパンフ
レットに会社の広告を掲載して協力。
・能代カップの開催ポスターを会社場
内に貼る。

②地域
活力

最小限の取組かもしれませんが（来社
するお客さんは特定の方々ですので）
ポスターを見て能代カップの大会を知
る程度です。

県外の取引先に、口コミで能代のバス
ケの全国大会出場の様子や、街を上げ
て取り組んでいることなどを伝える。

バスケ人口の底辺の拡大と強いチーム
の育成に力を入れてほしいと思いま
す。

23 あきた白神農業協
同組合

バスケに関係する取組は、団体、構成
員共に行っておりません。

②地域
活力

バスケに関係する取組は行っておりま
せん。

地元開催での補助（客の誘導等）。
広報の掲示。

24 ＪＲ能代駅 ・駅にバスケットリングを設置し、リ
ゾート列車に乗車されているお客さま
に対し、シュート体験を行っていただ
き、ゴールしたお客さまへは粗品を差
し上げている。
・観光客に対し、「バスケの街」をＰ
Ｒし、交流人口増加を図る事を目的と
している。
・バスケットリングは協会から提供し
ていただいたものである。

②地域
活力

・シュート体験を行っていただく事に
より、バスケットに親しみを持ってい
ただくと共に、「能代工業高校の活
躍」「バスケの街のしろ」を観光客に
対し、周知する事に寄与できていると
思う。

・今後継続して取り組んでいく。
・他団体との連携については、例えば
ゴールした景品を能代の特産物などで
提供していただける所があれば検討し
たい。

25 能代市連合婦人会 ①バスケに関係する取組は行っていな
い。
②会員の中に能代工業高校バスケ部員
を受け入れている下宿屋さんがいるの
で、能代市の取組はアバウトですが情
報として入ってくるので、会員は関心
は持っている。

②地域
活力

①来年は秋田県で高校総体が開催、能
代市では、バスケットボール大会とい
う事ですが、要請があればボランティ
アとしていつでも応ずる（応じた
い）。
②小学校、中学校、高校の指導者に寄
りかかっているように見える。

市からの指示に従います。
女性の特性を生かせる事があればなん
でもいいし、他団体との連携もでき
る。

①能代市は「バスケの街」と銘を打っ
ているが、体制はどうなっているので
すか。
②12/5開催された「秋田ノーザンハピ
ネッツ」の試合を観戦いたしました
が、「バスケの街能代」の体制が見え
て来なかったように思う。
出店は、横手やきそば、神代カレー、
トラックによるラーメン販売など、能
代市の特産がなかったように思う。
（理由はあると思うが‥）

26 能代市ボランティ
ア連絡協議会

秋田わか杉国体で、各地域で民泊や応
援に参加している。

②地域
活力

バスケットを通して、普段以上の地域
のコミュニケーション、強い繋がりが
出来たと思っています。

ボランティア連絡協議会単独では特に
ありませんが、各団体に対しての協力
呼びかけ等の啓発をしたいと思ってい
ます。

能代市各地域のコミュニケーションが
薄くなりつつある中、プロバスケット
が秋田県で発足し、バスケットの良い
環境が整備されました。
今後、バスケットを楽しみながら、地
域のコミュニケーションが今以上に活
発になり、その小さなコミュニケー
ションの輪が、ボランティア活動とな
る事を願っています。
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№ 団体名 1.現在の取組と連携について 2.視点 3.取組の評価について 4.今後考えられる取組と連携について 5.その他、意見・提言等

27 ＮＰＯ法人白神
ねっと

NPO白神ねっととしては、能代カップ完
全ガイドというホームページを開設。
毎年更新しながら、能代カップの情報
発信、情報提供を行っています。
理事長（キクヒロ）が、独自にNBC
（Noshiro Basketball Club）という能
代のバスケット関連グッズ販売のネッ
トショップを立ち上げ、販売、運営を
行っています。

②地域
活力

能代カップ完全ガイドに関しては、大
会の日程、スケジュール、組み合わせ
等の情報をできるだけ早く公開し、県
内外からの集客につながるようにして
おり、それなりの効果があると考えま
す。
NBCに関しても、バスケグッズ企画、販
売により、企画、製造関連企業に寄与
し、バスケの街の情報発信につながっ
ていると思います。

能代カップ完全ガイドのさらなる充実
はもちろん、バスケの街の情報発信の
よりよい方法、内容について検討して
いきたいと思います。
バスケの街づくり推進会議、バスケサ
ポーターズのしろの議論からのアイ
ディアを注視していきたいと考えてい
ます。

28 （有）バスケの街
能代企画

主にシャツ類の販売を行っており、能
代カップ等の出店で来場者への記念に
なるものを取り扱っているのが現状で
す。

③市民
文化

来能者へ高校バスケの聖地であること
へのアピールはできていると思う。

企業としては、現状のままです。

29 バスケサポーター
ズのしろ

・健康フリースロー大会の開催
・４００歳バスケの試行
・のぼり旗の作製
・ホームページの開設
・会員向けニュースの発行

③市民
文化

これまでになかった新たな形の団体と
して立ち上げ、１年半が経過した。そ
の間、健康フリースロー大会の開催を
はじめ、各取組を徐々に行ってきたこ
とは、底辺拡大や機運醸成など一定の
役割を担ってきたものと考えている。

・健康フリースロー大会の開催、４０
０歳バスケのルール化による底辺拡大
・のぼり旗、会員グッズ作製等による
機運醸成
・ホームページ及び会員向けニュース
による情報発信

30 能代市自治会連合
協議会

・大会開催時、選手宿舎への当該自治
会の協力、応援、声かけ
・他団体からの呼び掛けによるクリー
ンアップの実施
（能代街なみ創造協議会からの呼びか
けにより能代カップ開催に合わせてク
リーンアップ実施）

③市民
文化

①バスケの街として市民の関心は高
く、自治会としての取り組みを行う上
で賛同を得られやすいと思う。
②一方で、自治会連合協議会としてバ
スケの街づくりにどの程度関わって行
けるか？バスケの街づくり会議などが
組織された場合に連合協議会として参
加する必要度はどの程度か？

①地元開催時の環境整備への協力、会
場周辺の美化、清掃活動
②大会開催時の市民応援体制への協力
③地元選手下宿先の当該自治会の自主
的応援協力
・選手との交流会
・選手父母との交流会

能代市の背景として
①バスケの街として市民の関心や応援
体制は高く、深い
②行政、関係機関の施策やＰＲ活動の
実践度も高い
③バスケット層の拡大のため、小中学
校への技術指導力も高い

提言
①地元とＯＢとの交流会開催
②中央での能代産業展等の開催時にバ
スケコーナーを設置しＰＲ
③ＯＢの出身地でのバスケ部への勧誘
協力要請
④市内の公園等のバスケリングの周辺
自治会による活用強化
・レクへの活用
・バスケ部員参加による盛り上げＰＲ
・管理、整備への協力
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№ 団体名 1.現在の取組と連携について 2.視点 3.取組の評価について 4.今後考えられる取組と連携について 5.その他、意見・提言等

31 能代まちづくり合
同会社

会社として「バスケサポーターズのし
ろ」の活動に参加しております。
また、会員として、フリースロー大会
への参加、「能代カップ」ではボラン
ティアとしても活動しております。
「秋田ノーザンハピネッツ」の試合に
も会場整理で協力予定です。

③市民
文化

地道な活動ですので、評価出来る段階
ではありません。

「バスケサポーターズのしろ」を通し
て、「バスケの街のしろ」をアピール
する為に、当社のホームページ、情報
ファイル（市内１３ヵ所情報ファイル
バインダー設置）、バスケサポーター
ズのしろのホームページの更新をリア
ルタイムで心掛け、市内外に発信して
いく予定です。
現在は、他団体との連携よりも、広く
市民に受け入れられる様なバスケの試
合（４００歳バスケ、フリースロー大
会等）を模索している所です。

「バスケサポーターズのしろ」も手弁
当の団体ですので、左記大会等を開催
するにも大変です。
主旨に賛同してくれる市民が多くなる
まで、目に見える活動は期待出来ませ
んが、コツコツと頑張りたいと思って
います。

32 能代市山本郡医師
会

特になし。 ③市民
文化

能代市を市民や県内外の来訪者が「バ
スケの街」として認めているのかよく
わからない。

特になし。 能代市とはどんな街なのか、どんな街
にしたいのか、しっかりしたポリシー
をもって事に臨んでほしい。

33 ＮＰＯ法人青年ク
ラブのしろ

行っていない。 － 能代市をバスケの街と位置付けしてい
るが、能代工業高校以外に何もない。
その能代工業の選手も県外出身者ばか
りであるため、なかなか盛り上がりに
欠ける。
小学校からバスケットを行う環境を整
え、その子たちが能代工業に進み選手
として全国大会に行けるようになれ
ば、本当に地域として盛り上がってい
くと思う。

※

1.

2.

3.
4.
5.

・市民や来訪者がバスケに親しみ楽しめるように。
・「バスケの街」として能代らしさがあり市民が誇りに思えるように。

貴団体では、バスケに関係するどのような取組を行っていますか。また、その取組では、他団体との連携はありますか。できるだけ具体的にお答えください。
（団体としては特に無くても、団体の構成員が取組を行っている場合は、わかる範囲でお答えください。）
３つの視点について、貴団体でもっとも関わりが大きいものはどれだと思いますか。番号１つに○をつけてください。
①「競技力向上」の視点
・能代工業高校バスケ部を中心としてハイレベルでいられるように。
・地元出身選手が活躍できるように。

【設問内容】

【調査時期】平成２２年１２月　　　【調査対象】バスケに関係する何らかの取組を行っている団体、今後何らかの取組が考えられる団体　　　【依頼団体】６１団体

団体は、設問2.の回答（３つの視点）順としています。

貴団体のバスケに関係する取組について、３つの視点から見て、どのように評価していますか。可能な範囲でお答えください。
３つの視点から見て、今後、貴団体ではどのような取組が考えられますか。また、他団体との連携は考えられますか。できるだけ具体的にお答えください。
その他、ご意見・ご提言等がございましたら、ご自由にお書きください。

②「地域活力」の視点
・「バスケの街づくり」を交流人口の増加につなげられるように。
・「バスケの街づくり」を地域産業の発展に結びつけられるように。
③「市民文化」の視点
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