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〇パネリスト講演後のディスカッション 

米谷コーディネーター：今回非常に中身の濃いご発表いただきましたので、それに対する 

質問に答えていただくという形で進めさせていただければと思います。 

まず私の方から久田さんにお話しをお聞きしたいのですが、全国 130余りものを都道府

県、政令市、様々な事例をヒアリングされているということですが、皆さんに参考になる

ような具体的なものがあれば、ご紹介いただけますか。 

久田氏：学校体育室の担当事業ですので、具体的にというよりは、連携がうまくいってい

る地域に共通して言えることをお話させていただきます。 

まず、市町の学校を所管する行政担当が間で橋渡しをしている地域。学校と地域だけで連

携をすると最初はうまくいっても、校長先生が代わったら方針が変わり、うまくいかなく

なったと言う事例もたくさんあります。ですので、市町の教育委員会、県の教育委員会の

関わりが非常に強いことが重要です。もう一つは、校長先生の強いリーダーシップ。部活

動改革を子供のためにという理念で語ることができる学校は、部活動改革が進んでいると

言えると思います。連携側の地域クラブですと、ガバナンスがしっかりしており、地域か

ら信頼されている団体であること。これらが共通して言えるところじゃないかなと思いま

す。 

米谷コーディネーター：どうもありがとうございます。石塚さんは久田さんが言われた、

教育委員会と学校の、そのまた間に入られているという立場だと思いますが、その辺りい

かがでしょうか。 

石塚氏：私も色々な教育委員会や行政の皆さんと一緒にこの課題取り組んでいる中で、先

ほどの久田さんとまさしく同じことを痛感しています。やはりリーダーシップという意味

では、教育長さんのリーダーシップが大きいと思います。最終的なゴールがなかなかない

中で、色々なことにトライしなければいけない立場で言うと、なかなかアクションを起こ

すのが難しいのが現状だと思いますが、その中でもこういうふうにやってみようとか、ト

ライアンドエラーも含めてできる範囲で取り組んでいくには、やはりリーダーシップが必

要というふうに思っています。私の事例の中でもお話したように、教育委員会の皆さんだ

けで管轄するのは限界があると思っています。例えば、地域スポーツ、地域の企 
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業など、地域の団体を巻き込んでいくこと、教育委員会、首長部局のスポーツ部局だけで

はなく、例えば経済部、企画振興部など、いろいろな予算をつかさどる部署や、社会体育 

施設を管理しているところなど、さまざまな部署と連携するという意味で、この部活動の

課題に対して、さまざまな立場からの知見を活かして、新しいモデルを作っていく必要が

あると思っていますし、私達が関わっている中で上手いきそうな状況というのは、そうい

う連携がうまくされている事例が多いと思います。 

米谷コーディネーター：はい、どうもありがとうございます。最後の発表で学校を中心と

したまちづくりということも提案されているので、教育長、学校長はもちろん、市区長あ

たりにも関心を持っていただく必要があるということでよろしいですか。 

石塚氏：そうですね。まちづくりという観点だと、学校体育施設と社会体育施設が同じ地

域に共存ということも今後考えられると思いますし、人口減少の中で、それをどうやって

適正化していくか。というところも大事なポイントになると思っていますので、部活動が

地域に移行されるとすると、そういうところも含めて考えていく必要がでてきますよ。と

いうところをご提案させていただいた形になっています。 

米谷コーディネーター：ありがとうございます。学校長だった延原さんいかがですか。 

延原氏：とにかくこの状況をなんとかしてあげないと本当に子供たちが可愛そうです。や

りたいことができない。一生懸命教えたい人が教えられない。子供たちのことばかり言わ

れていますが、世の中には教えたい人もいると思います。その人たちを活躍させてあげた

いです。何回もこういうふうに社会体育への移行という動きはあったと思いますが、全然

前に進まなかった。だからここで駄目になったら、また何 10年も経ってその先に行った

人たちがまた同じことを議論すると思います。 

だからこの機に、本当に国、スポーツ協会、関係者みんなで、本気で知恵出して手を打ち

ましょう。これが私の思いです。 

米谷コーディネーター：スポーツ少年団としてはどうですか。 
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延原氏：日本スポーツ少年団は今回の改革プランが決定後に、具体的な施策を考えます。

岡山県スポーツ少年団としても、私の頭の中には少しあります。それは中学生年代の大会

を開催することです。要するに子ども達は試合をしたいんですよ。 

勝利至上主義はだめだけど。まずゲームを作ったら、参加するのではないかと思います。

自然発生的にいっぱいやっているから試合を作るのではなく、最初に試合を作って、スポ

ーツ少年団に登録して団員集めて試合に参加できる環境をつくる。そんなことでもやらな

いと変わらないのかなというような事は思っていますが、具体的にはこれからです。皆さ

んの意見を聞きながら、岡山県スポーツ少年団としても、再来年度ぐらいには予算をつけ

て何かしたいなと思っています。 

米谷コーディネーター：是非ともお願いします。久田さんは、長崎の方での事例があると

いうふうにお聞きしたのですが、ご紹介いただけますか。 

久田氏：長崎市のベッドタウンへ長与町という町の、中学校の校長先生で、本日もご参加

いただいています。校長先生が総合型地域スポーツクラブも主宰されていました。校長先

生の前は教育委員会の学校教育課長をされており、学校立場、行政立場、地域スポーツの

立場もお分かりになっています。そこの地域の子供たちのためにということで連携した活

動を展開されていて成果を上げていうる事例があります。色々な立場からのお話をしてい

ただけますので、ぜひ様々な角度からご参考頂ければと思います。 

質問が３つほどでているので回答させてください。 

まず、大会のあり方で、競技団体中心の主催する大会にしてはどうかということとです

が、確かにこういう議論もあります。学校対抗の中学校大会から中学生の大会、こういっ

たものを考えてみてはどうかと。今後も議論されますが、ヨーイドンで次の年から中学生

大会に切り替えようとなると、それこそ段階的におこなう必要があり、競技団体も一斉に

できるかという課題もあります。そして、中学生大会への切り替えが本当に正しいのかと

言う議論も必要です。中体連も今のままでいいのかという議論も必要です。これについて

はです、検討会の提言の中で出されると思います。我々もいろんなやり方を考えていると

ころです。 

次に財源ですが、助成の新規立ち上げについても議論はしていますが、それ一本ではな

く、例えば奨学金みたいなのを作れないかとか、運動部だけでなく文化部との共同した何 
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か支援策ができないかというところも議論中です。スポーツ振興くじ助成ももちろん候補

の一つには上がっています。今のところそういう段階です。 

最後ですが、ウエイトリフティングは、紹介できますので、後ほどご連絡くだされば具体

的にお答えできると思います。 

もう一つ言いたいのは、部活動の地域移行は、今どうこうということよりも考えていただ

きたいのは 10年後、10年経ったときにどうなっているかというところがゴールではない

かと思います。そういった視点で考えていただけたらと思います。 

米谷コーディネーター：ありがとうございました。石塚さん、財源の部分ではいかがです

か。 

石塚氏：企業版ふるさと納税の活用なども事例としてはあってもいいと思いますし、スポ

ーツ振興くじの拡充も必要になってくると思います。あとは、地域の企業とどう連携をと

るかということも大事だと思っています。地域の実状にあわせて色々と模索していくこと

が必要だと思います。スポーツベッティングの話もしましたけど、今までなかった今の時

代に即した財源の確保というものも、産業創出と合わせてやっていく。可能性を突き詰め

ていく必要があると思います。 

米谷コーディネーター：ありがとうございます。学校・地域でコミュニティをつくり、ア

クションを起こしていく必要があるということですね。 

石塚氏：そうですね。先ほど話した、ソフトだけではなく、ハードの部分。どうやって連

携していくか。まちづくりとしてどう考えるかということ。大きな事になりますが、それ

ぐらいのことで進めていかないと、なかなか難しいかなと思います。 

米谷コーディネーター：ありがとうございました。最後に延原さんお願いします。 

延原氏：私の孫たちが今３歳と１歳ですが、中学生になるころにもう少しスポーツ環境が

良くなっていることを期待しています。そのために私も頑張ります。よろしくお願いしま

す。 
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米谷コーディネーター：はい、ありがとうございます。私も同じ岡山のスポーツに関わる

ものです。ご協力して行きたいと思います。あと２件質問をいただいていますが、後日、

文章回答をさせていただければと思います。 
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〇自己紹介後、ディスカッションに移る 

高岡コーディネーター：第二部は私を含めて四人でディスカッションする方向で進めてい

きたいと思っています。部活動の地域移行については中央教育審議会の答申、ガイドライ

ンを根拠に立ち上げられたスポーツ庁発信の政策です。単純に申し上げれば、部活動は課

題山積だから地域に出そうという話です。先ほど第一部のディスカッションでもいろんな

議論の観点がありました。ばらばらにやっていても時間がいくらあても足りません。部活

動をめぐる課題というのは、資源の調達問題ではないかと考えています。いわゆる「人

（ヒト）・もの（モノ）・金（カネ）・情報」という資源の問題です。顧問の先生の専門

性と部活顧問になる種目のミスマッチですとか、教員の異動あって不安定だっていう問

題。そして働き方改革で議論されている労働時間の問題。お金の問題は、これ以上お金出

せないということ。先日、教員不足が 2000人超えという結果が明らかになったというこ

ともありますけれど、もともと部活動の指導に係る手当は、ボランティアに近い非常に小

額でありました。そもそも学校教育に関わる様々な改革で、文部科学省の方も財務省から

の予算獲得を一生懸命されているわけですけど、部活動には回せないという状況もあると

いうことです。情報的資源に関しては、いわゆる顧問教員の指導のノウハウとか、資質の

問題。ミスマッチに近いですが、子どもたちのスポーツ指導に関する情報的資源を学校で

は持ちあわせていないという現実があるということです。モノに関しては、学校体育施設

も学校として保有している用具もふんだんにありますけれど、特に地域スポーツビジネス

の観点から言うと、そもそも部活動がジュニア期のスポーツマーケットを支配していて、

民業圧迫しているということです。学校体育施設の有効活用というのが、この地域移行に

かかわっては問題視されているということ。あのモノの有効活用に関しては、民間事業者

が主語になるというような話だろうと思います。いずれにしても、子供たちの学び豊かな

スポーツライフの実現にとって、どんな形が最適解かというのが、本来議論されなければ

いけないことだろうということです。最適解という時の最適っていうのは、古い言い回し

ですけど。「無理なく、無駄なく、ムラなく」持続可能であるということだろうと思いま

す。これまで学校の先生方の使命感と情熱に依存して日本の子どもたちのスポーツが支え

られてきたという現実があって、そこに無理があったっていうことです。同時に、無駄

は、ほとんど無いと思いますけど、一部の勝利至上主義に走ってしまう指導であったり、

ハラスメント問題が起こったり、そういったおかしな状況もまあ少なからず学校の中にも

あった。これは地域スポーツクラブに無い全く無いかというと、そんなことはありませ 
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ん。同時に「ムラなく」ということに関していえば、特に地方の田舎に行くと、人口減少

が急激に進んで学校規模が小さくなり、いわゆる種目選択の可能性が非常に狭まっていた

り、専門性の高い教員が付く部活は、いい指導が受けられるけれども、そうでない部活は

そうではないという、ムラが生じてしまっているという問題があるわけです。「無理な

く・無駄なく・ムラなく」子どもたちの豊かなスポーツライフの実現をどうすればいいか

と考えたときに、今の現状でえいやっと地域移行することが最適解かどうかっていうこと

が、いろんなところで問われているわけですけれども、現段階で地域移行してしまうとい

ろいろ問題があるよねということで、混乱が生じているというふうに捉えられるだろうと

思います。もちろんスポーツ庁は地域移行が最適解だというふうに考えだと受け取ってお

りますが、地域移行がどういうふうになったら最適解になるのかということについては是

非、未来予測していただきたいと思いますけれども、抽象度の高い政策論議をここでして

も仕方がありませんで、第二部は地域移行するということを想定して、「ヒト・モノ・カ

ネ・情報」の資源調達をシュミレーションしてみたいと思います。今日ご登壇いただいお

三方は、総合型地域スポーツクラブの三宅さん、学校教員で地域クラブの指導者もされて

いる木村先生、そして行政の教育委員会のお立場の平賀さんいう事ですから、部活動の地

域移行を巡る重要なステークホルダー３つからそれぞれご登壇いただいています。特に大

都市圏ではない規模の小さい地域で地域移行を想定した時の資源調達が果たしてどこまで

できるのか、あるいは課題は何かということを、はっきりさせたい。 

早速、「人（ヒト）」の問題から入っていきたいと思います。指導者の確保というのが、

国の検討会議でも活発に議論されているところですが、木村先生、ご自身もバレーボール

の地域クラブをされているといことですが、教員としての部活顧問のなり手がなかなか居

なかったり、あるいは、自分の専門と合わない種目を持たざるをえなかったりという現実

もあろうかと思います。一方で、兼職兼業。申請をしながら外で活躍される木村先生のよ

うな学校の先生方もいらっしゃいます。学校現場として部活動の指導者の問題っていうの

はどういうふうにお考えですか。 

木村氏：そうですね。第 1部でパネリストの方の話の中にもありましたが、専門でない活

動を持つということが凄く鍵になっていることと、どうしても異動があるので、前任者か

ら後任者への保護者・子ども達からの期待というものもあり、それも難しい問題です。 

そして、子どもの数は減少していますが、部活動の数が減っていないという課題もありま

す。 
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高岡コーディネーター：今の国の情報ですと。スポーツをしている子ども 10万人当たり

のスポーツ指導者の平均が 470人ということですから、今の地域スポーツ指導者にエイヤ

ーと任せてしまうと、指導者ひとりが 213人の子供面倒見なきゃいけないっていうことに

なるわけですけど、木村先生、ご自身でされているバレーボールクラブは、兼職兼業の申

請をされていますか。 

木村氏：申請はしていません。 

高岡コーディネーター：なるほど。バレーボールクラブは、湯原中学校以外の生徒も集ま

ってきていると聞いていますが、指導上、その兼職兼業をしないでボランティアでされて

いつことへの不安や困りごとはないですか。 

木村氏：そうですね。基本的に立ち上げた理念のところで、既存の部活動には迷惑をかけ

ないということ。以前勤務していた、中学校の時に立ち上げましたので、その中学校の生

徒だけが対象のクラブにはしたくないと考えていたので、クラブ名も「まにわバレーボー

ルクラブ」とし、他の中学校の生徒も加入しています。バレーボールの楽しさを少しでも

伝えたいと想い始めたクラブなので、ボランティアで指導することに違和感はなかったで

す。立ち上げの際に、スポーツ少年団の指導者にも相談しました。スポーツ少年団の指導

者も「子ども達のために」という考えで指導されていたので、それと同じ感覚です。 

高岡コーディネーター：一部ではスポーツ指導というのは有資格者が有償で行うような方

向にして行くべきだという。訴えもあったりしますが、意地悪な質問ですけど、部活動の

顧問の先生方がほぼボランティアでされていたその使命感や情熱がまにわバレーボールク

ラブに移っただけではないかという意味で、あまり解決していないように感じますが、そ

のあたりはいかがですか。 

木村氏：そうですね。あの確かに正直そこの部分に関しては解決していないと思います。

ただ、部活動は部活費という形で徴収していますが、クラブで活動する際の費用、会場の

使用料、テーピング等を、クラブへの入会金というかたちでお金を取ってやっていますの

で、お金を払ってクラブへ加入してもらっている分は、自分自身も返さないといけないと

いう責任感は生まれました。 
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高岡コーディネーター：なるほど。では、三宅さん、地域でサッカー指導もずっとされて

おられますけれども、部活の受け皿として総合型地スポーツクラブが活躍するということ

になった時に、スポーツ指導者の問題というのは何かありますか。 

三宅氏：スポーツ指導者の数は絶対的に足りていないですね。あと指導ができる方の情報

もまだまだ不足しています。 

高岡コーディネーター：きよねスポーツクラブさんは全国的にも有名な地元に根付いた総

合型グラブですけども、きよねスポーツクラブでも、部活動を担って欲しいという希望が

あっても、踏み出せない状況がありますか。 

三宅氏：実際問題、部活動になると平日の放課後に時間がマッチングするということが難

しい状況があります。土日になると状況は少し変わってはくると思いますが、平日の指導

が一番ネックですね。 

高岡コーディネーター：サッカーは指導者資格のライセンス制度もしっかりされています

し、資格の更新みたいなこともありますけど。サッカー部だけ受け入れて欲しいといわれ

たらどうですか。 

三宅氏：サッカーですと、指導者のコネクションもありますし、活動場所の問題はありま

すが、出来ないことはないかな。といったところです。 

高岡コーディネーター：行政の立場の平賀さん。美咲町内には中学校が 3校あると思いま

す。美咲町の地理的な問題で、横に広くて、エリアを越えるのに山を越えないといけない

という問題がありますけど、地域で部活動を受け入れることになった際に、行政の立場か

らみて気になる点はありますか。 

平賀氏：中学校単位でみても人数が減って、じゃあ一緒に連携しようかとした時には、今

も野球やその他も種目によって一緒に実施をしたりしていますが、平日の練習時間帯で

は、距離的な課題から送迎の負担があります。 
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高岡コーディネーター：教育委員会の立場だと、例えば学校規模が、小さくなって統廃合

をするっていうことがありますよね。言い方が悪いですけど、効率化するという。例えば

校長先生も教頭先生も、学校に一人ずつ必要だけど、統合してしまえばそれぞれひとりで

良いっていうコストの問題。スポーツで言えばチームスポーツが成立しないところが、地

域のクラブにしてしまって統合してしまえばチームとして組めるっていうようなこともあ

ると思いますが、そういうことを考えたときに子供達って美咲町の中でスムーズに統合し

た大きなチームで活動できると思いますか。 

平賀氏：私が今生涯学習課の立場でなんですけど、学校教育を主管する教育総務課と社会

教育を主管する生涯学習課があります。２課で連携をとっています。旧町ごとに中学校が

あり、エリアごとで 9年間の学びをということで義務教育学校建設予定をしていまして、

将来的には令和 5年 4月と令和 6年 4月に義務教育学校を二つの地域で建設予定です。

その中で、人数が減ってスポーツについても合併をしている事例がいろいろあります。ス

ポーツ少年団においても、一か所、中央でやろうかということで活動をしたりしていまし

た。ある程度は続くのですが、どうしても負担感の方が多くなり、人数の方も少なくな

り、今は解散しているような事例も出てきています。 

高岡コーディネーター：その解散してしまうというのは立ち上げる段階の保護者さん達の

想いみたいなのが代替わりして行くと継承されないとかそういう事ですか。 

平賀氏：ソフトボールなどのチームスポーツですと、人数が減って合同になって、また人

数が減って合同の範囲が拡がってを繰り返し、広域化されていきます。 

高岡コーディネーター：その広域化した時に、第一部に対する徳島県の磯田さんのご質問

にもありましたけど、どうしても中学生だと親が送迎必要という状況もあると思います

が、美咲町の場合、大きな中央地区でみんなで集まってやろうと言った時に送迎が必要に

なってきますか。 

平賀氏：送迎は必要になってきます。 

高岡コーディネーター：バスの運行は町として可能性がありますか。 
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平賀氏：検討すらまだこれからっていうところです。 

高岡コーディネーター：なるほど。先ほどの平賀さんのお話にも出てきましたけど、今度

は、指導者の確保の問題の次に、いわゆる地域に出た後の部活をどういう組織でマネジメ

ントして行くのか。組織の問題を聞きたいと思います。地域を超える大きなクラブができ

た時に、それを運営する組織は、クラブごとにそれぞれやってくださいというイメージな

のか、それとも例えば大きな事務局が町内の町役場の中にできるイメージなのか。ガバナ

ンスやマネジメントの体制はどうお考えですか。 

平賀氏：美咲町には、一番大きい上位計画で推進計画があります。教育委員会の方では教

育振興基本計画。それから今年度からですけど、生涯学習推進計画を立てて今後、環境が

色々変わっていく中での計画を立てています。また、スポーツ推進計画の中で、今の置か

れている美咲町の将来を考えたスポーツの在り方を検討している段階です。 

高岡コーディネーター：：木村先生、湯原中学校の休日に部活が地域に移行して、地域の

方に指導にあたってもらう形になった場合、学校としてはどういう関わり方になります

か。あるいは関わらないということもあるでしょうか。 

木村氏：湯原中学校は全校生徒が 52名と非常に生徒数が少ない学校です。既に部活動に

団体競技はなく、バトミントンと卓球のみという活動になっています。個人的には、コミ

ュニティスクールや地域協働体などを使いながら土日の部活動は移行をしていけたらと考

えているところです。もともと野球を部活動でしたかったら部活動のある学校へ行くとい

う現状もあるので、非常にそういった面でも難しいですね。 

高岡コーディネーター：地域学校協働本部みたいなものはありますか？ 

木村氏：それがまだないです。 

高岡コーディネーター：いわゆる地域に開かれた学校づくりという文脈で、地域学校協働

本部のような組織を立てる場合、地域スポーツ関係者が入るっていうようなことは、すん

なりできそうですか。 
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木村氏：そうですね。実際の地域で卓球を活動している団体の方もおられますので、まだ

コンタクト取って話をするところまでは、できていないですがそういった方に話を出して

いきながら、どなたかにコーディネートしていただいければできるのではないかなと思い

ます。 

高岡コーディネーター：なるほど。もしそういうところで、地域スポーツ指導者と学校の

先生方が連絡を密に取れ、対話ができるような場が作れるのであれば、なんとなくスムー

ズな地域移行になりそうな気もしますね。 

三宅さん、総社は学校運営協議会とか地域学校協働とかっていうような、そういう母体に

なりそうな組織がありますか？ 

三宅氏：はい、私たちの地域では、小学校・中学校とも運営協議会があります。 

高岡コーディネーター：総合型地域スポーツクラブとして、そこに関わっていたりします

か。 

三宅氏：私自身は小学校の地域コーディネーターということで関わっていますが、中学校

は一切関わってはいないです。 

高岡コーディネーター：総合型地域スポーツクラブの人として地域コーディネーターの役

をされているってことですね。ある意味中学校でも同じような関わり方ができればだいぶ

違うと思いますか。 

三宅氏：中学校へ入っていくっていう機会がまずないです。 

お互い顔を知ってコミュニケーションをとるということができれば、だいぶ違ってくると

思います。 

高岡コーディネーター：ありがとうございます。次は、お金の問題を話したいと思います

が、このまま三宅さん、清音地区のスポーツ施設の指定管理もとられていますし、クラブ

ハウスもご自身たち建てて市に寄贈し指定管理で返却してもらうという形をとられていま

すが、お金の面でいうと部活の指導をしてくださいと言われたときに、指導者への謝金、 

第２段階 集合型研修会 

第２部 ディスカッション内容

-23-



また施設利用料をはらわなければいけなくなったときに、今のクラブの財源で部活を抱え

るのはどの程度まで可能ですか。 

結構お金の面ではいけるよという感覚なのか、かなり外から取ってこないと難しいという

感じなのか。 

三宅氏：長く続くと厳しいですね。2年とか 3年とかなら何とかいけると思いますけど、

講師が何名なのかとか。2種目ぐらいなら対応できるかと思います。 

高岡コーディネーター：きよねスポーツくらぶは、スポーツ振興くじをコンスタンスに取

られていますか。 

三宅氏：3年ぐらい前から取っていないです。 

高岡コーディネーター：結構財政的に自立をされていますもんね。ただ、補助金などがな

いと厳しいということですか。 

三宅氏：そうですね。行政の支援などあれば踏み込みやすいというのはあります。 

高岡コーディネーター：木村先生、ご自身のバレーボールクラブは参加費という形でお金

を取られていると思いますが、タラレバですけど、先生ご自身がされているクラブでご自

身に謝金を払うというのはイメージできますか。 

木村氏：全くイメージできないですし、そもそも 500円集めて運営しているので、会場費

払ったらほぼトントンで終わっている状態です。 

高岡コーディネーター：今後クラブの加入者がどんどん増えていった際に、ボランティア

を増やしてく話になると、やる気がある人を常に集め続けなきゃいけないということにな

ると思いますが、やっぱり兼職兼業が認められるようになり、有償になる方が続くと思い

ますが、真庭、湯原の地域性を考えた時に、財源のイメージというのはありますか。 
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木村氏：財源のイメージは全くありません。今も指導するスタッフが三名いますけども、

全員がボランティアで関わってくれているで、ゆくゆくは謝金を払えるシステムができれ

ばと考えています。 

以前、私が 20年前ほどに勤務をしていた蒜山に、「蒜山ジュニアスポーツクラブ」があ

りました。合併前だったので、行政の方が事務局をし、中学校の教員も一人一緒に事務局

をし、お金もかなり出るような状態で、地域の方が、平日 5時以降、土日も指導にあって

くれていました。行政からのお金があったからできていて、結局合併によって予算が縮小

されることで、自然的にだんだんと下火になったという流れがあります。 

高岡コーディネーター：蒜山のそのモデルは、地域移行の今で言う最先端のような感じが

しますね。 

木村氏：そうですね、本当に最先端をいっていたのですけど、きよねスポーツくらぶなど

総合型地域スポーツクラブが出来上がる時の流れで、なぜか蒜山は逆の方向に行ってしま

った感じです。 

高岡コーディネーター：それは真庭市からの地域スポーツ振興関連予算がでていたのです

か。 

木村氏：おそらく、合併前の旧２村の事務組合立の教育委員会が予算をつけていたと思い

ます。謝金がしっかりと支払われていましたので。 

高岡コーディネーター：なるほどね。組合立だったから出来ていた感じですね。平賀さ

ん、行政からお金が出ないと結構厳しいかもという話ですけど、美咲町はどうですか。 

平賀氏：ワンポイントですが、小学校の体育授業へ指導者を派遣する事業は行っていま

す。それから、総合戦略ということで、三世代交流を目的に中学校も含めて、卓球指導者

の派遣もしています。 

高岡コーディネーター：なるほど。指導者派遣については予算がすでにあって動いている

ということですね。 
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平賀氏：卓球に関しては、地域づくり・三世代交流を目的に予算をとっています。中学

生、一般社会人など三世代を対象に、卓球で地域を盛り上げていく卓球トップとして地域

づくりを進めています。 

高岡コーディネーター：なるほど。三宅さん、総合型クラブとして活動する時に施設を借

りると思いますが、その施設利用料利用料はかなりお安いですか。いわゆる公益的な団体

として扱つかわれているのでしょうか。 

三宅氏：そうです。減免措置があります。 

高岡コーディネーター：地域移行したときに、民間事業者、フィットネスクラブ、プロス

ポーツクラブとか、そういうところがある意味、営利目的に部活に担うという選択肢も一

つとしてあって、そういう民間事業者も学校体育施設を安価で借りられる方向性で議論も

進んでいたりするみたいですけど、そうなった時にいわゆる企業が総合型地域スポーツク

ラブと同じだけの利用料減免があると民間事業社と競争状態に陥る可能性があるのかなと

思っているんですけど、そのあたり施設利用料が減免されているということの強みという

のはありますか。 

三宅氏：もちろんあります。ただ近隣の小学校はすでに民間スポーツ企業が入っていま

す。利用料まではわかりませんが、多分減免措置が取られていると思います。 

高岡コーディネーター：地域のクラブとしてはどうですか。民間企業が、競争相手になる

のか、それとも共生していくイメージですか。 

三宅氏：共生していきたいと思っています。中学校区では同じになりますから。民間スポ

ーツ企業のスポーツ教室に通っている子どもは、教室が終わるとそのまま学童にいったり

しています。 

高岡コーディネーター：なるほど。平賀さん、美咲町の学校体育施設の利用料減免を民間

事業社にするっていう可能性は行政としてどこまでありますか。 
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平賀氏：老朽化している施設の改修、それから、地域の学校連携協働の中で、今後、グラ

ウンド、体育館、他にも音楽堂、そういったものが地域の方々が使っていけるような形に

なっていくだろうと思います。そういったなかでも学校が子供たちを教える部分と、地域

や民間業者のかたが入っての子供を教える部分という、役割が分かるような形でそれぞれ

の地域で施設の方が使えるような制度設計にもっていきたいと、個人的には思っていま

す。 

高岡コーディネーター：ありがとうございます。木村先生、今度は教頭先生としての立場

で、学校体育施設を民間事業社も使えるような形で解放するのは、ハードルとしては何が

ありそうですか。 

木村氏：やっぱり鍵の管理とかでしょうか。 

高岡コーディネーター：第一部に登壇されている石塚さんは、沖縄で暗証番号を入れると

鍵が出てきて、利用者さんが自分で開け閉めするようなシステムを導入されていますが、

そういうシステムがあったら解放できそうな感じはありますか。 

木村氏：そうですね。個人的には、せっかくあるものはどんどん活用してくれたらいいの

にと思っています。例えば、グラウンドでいうと、湯原中学校は、外の部活動が無いの

で、体育の授業しか使わない状態です。ずっと空いているので、どんどん活用して欲しい

と思いますし、そういうシステムがあれば活用を検討してみたいです。 

高岡コーディネーター：なるほど。例えば外のグラウンドだとサッカーゴールや遊具があ

ると思いますが、そういうものは混みでお貸しすることになりますか。 

木村氏：市との協議になると思いますが、今だと学校が管理をしながら、貸し出すという

形にはなると思います。 

高岡コーディネーター：もし用具や設備の不備が原因で事故が起こったときの管理責任

は、やはり校長になってしまいますか。 

第２段階 集合型研修会 

第２部 ディスカッション内容

-27-



木村氏：そうですね。今はそうなります。 

高岡コーディネーター：国の検討の流れでいうと、放課後の学校体育施設の開放事業その

ものを民間委託するというアイディアも出ていますが、管理職の先生の立場からするとど

ういうところにハードルがあると感じますか。 

木村氏：個人的な考えですが、セキュリティの面。安全面の部分っていうのは少し気には

なるところですが、先ほどの話と同じでどんどん活用していただいたほうが、いいのでは

ないかとは思っています。 

高岡コーディネーター：施設の話からずれるんですけど、先生のバレーボールクラブで使

っているバレーボールボールやネットはどうされているのですか。 

木村氏：ボールについてはあの設立当初は勤めていた学校の廃棄するボールをもらってい

ました。クラブが軌道に乗り始めてからは、少しずつ貯まったお金で 1球ずつ買い足した

り、寄付を受けたりとボールはそうやっています。ネットなどの器具については、学校施

設のものをそのまま借りている状態です。 

高岡コーディネーター：学校の体育館でされているんですね。三宅さん、サッカー部受け

入れてくださいという話になった時にサッカーボールどうします。 

三宅氏：サッカーボールはクラブのものを使ったりすると思います。サッカーボールは個

人持ちだったりするので。 

高岡コーディネーター：クラブのものを使うとなると壊れたりとかがあると、そこのコス

トもかかってきますよね。 

三宅氏：そうですね。そこまで負担はないと思います。今、中学校にサッカー部が 2つ、

サッカークラブが１つ、あるのですが、人数が減ってきているので、学校の先生とは話を

しています。 
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高岡コーディネーター：なるほど。今、「お金」と若干「もの」のところに話が及んでい

ますが、参加者のかたからのご質問で、指導者の専従化、日本スポーツ協会公認指導資格

をもっている指導者を専従で配置しないと、平日夕方からの指導に対応するのは難しいの

ではないかという問題。指導者が張り付くとなれば、その生活を支えるためのお金も必要

だっていうことになります。平賀さん、美咲町で総合型地域スポーツククラブが全部指導

して謝金を払うというのは現実無理だとすると、やっぱり行政の公的資金の投入が必要に

なってくるのではないかという気がしてきましたけど、財源確保はどうですか。 

平賀氏：財源確保は、町だけではなく、国や県の動きがあって方向が決まってくるのでは

ないかと思っています。 

高岡コーディネーター：国からの補助金がないと厳しいとなると、部活の地域移行で、受

け皿になるには、予算措置が明確にならないと、動き出せない部分があるのでしょうか。 

平賀氏：今、行政改革の方もありまして、人口減少の中でどう住民サービスを提供してい

くかを財源ありきで考えていくようになりますので、やっぱり国の方向性っていうのはす

ごく重要になってくるかと思います。 

高岡コーディネーター：三宅さん、スポーツ振興くじをもう一度取るとなったときの問題

ってありますか。 

三宅氏：事務仕事に手間を取られるので、人件費を使って時間を使うよりは、新たな方法

だったりとかを考えた方が良いのかなと思ったりします。第 1部でもでた、ふるさと納税

や、地元の企業との連携。地元企業が地元の教育やスポーツに対して支援をすることが一

般的になっていけばなと思っています。公的資金を考えるよりは、地元企業にまちづくり

支援の一つと捉えてもらって連携するチャンスはあるかと思います。 

高岡コーディネーター：木村先生、湯原中学校は岡山が誇る湯原温泉ど真ん中ですけど、

学校運営協議会などに温泉組合の関係者が入られていたりしますか。 

木村氏：あります。 
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高岡コーディネーター：温泉組合ちょっとコロナで大変苦しい状況にありますけど、コロ

ナが明けて観光が元に戻ったとして、温泉旅館の皆さんから湯原中の部活動の地域移行の

財源寄付してください。というようなお話って雑談程度でもできそうな空気はあります

か。 

木村氏：そうですね。部活動を地域に移行するというよりは、この地域のスポーツ振興を

するっていう形に話をもっていく、例えば中学生のスポーツ環境整備というカテゴリーの

支援を地域でできませんか。みたいな話だと持って行きやすいのかなと思います。 

高岡コーディネーター：なるほど。部活動の地域移行というよりは、子供たちの地域スポ

ーツ活動を豊かにしましょう。という言い回しの方がもっていきやすいということです

ね。 

もう 1件質問がきています。民間企業が公立学校の施設を減免してしまうと、他県の裁判

判例があったように、不適切な減免措置になる危険性がないかということですけど、平賀

さん、リスクはありますか？ 

平賀氏：まだ、そういった具体的な内容まで、学校長らと議論できていないです。将来的

にはその先ほど話が出ました、民間の活力をどういう形で生かしていけるか、場所のこと

についてもそうですけど、「お金」、「もの」についてもそれが子供だけではなくて、先

ほど教頭先生が言われた、地域全体を巻き込んで子供たちを育てる環境整えるっていう、

地域づくりのほうから動けば、民間との連携、包括連携協定を民間と行政とでもしている

ところですので、どうやっていけばWINーWINの関係とれるかは、今後詰めて行けると

ころではないかなと思っています。 

高岡コーディネーター：はい、ありがとうございます。次にあの情報的資源、指導者の力

量そのものについて考えたいのですが、木村先生、学校の先生方が顧問されているとき

は、例えば部活中に怪我・事故があったときに、養護教諭の先生、あるいは先生方で分担

して、救急車を呼ぶ、AEDを持ってくるなど、複数人体制で動ける環境があると思います

が、地域でバレーボールクラブを指導されていて、その辺りの心もとなさというか、不安

はありますか。 
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木村氏：正直、あります。ですので、設立当初から、一人での立ち上げではなく、複数人

で立ち上げよというのがスタートでした。それでもやはり不安はあります。 

高岡コーディネーター：先生ご自身はバレーボールの指導者としては何か資格をお持ちで

すか。 

木村氏：公認のバレ－ボール指導者資格を持っています。 

高岡コーディネーター：バレーボールクラブに複数の指導者が入ってくるとなった時に、

公認スポーツ指導者の資格持ってないけど、バレーボールずっとやっていました。という

ような方が来られた時に、指導者資格の有無や指導者としての力量をどう考えますか。 

木村氏：資格があるから指導ができるのかという問題もあるので。自分が習ったことを指

導しているという場面は、きっとたくさんあると思います。資格保有者は、新しい情報を

収集したり、研修会などを受講して勉強もしていますので、第１部の話を聞いていても、

やはりある程度資格というのも必要にはなってくるかなと思いますが、そもそもの県北の

方だと指導者の数自体が少ないので、非常に難しい問題になってくると思います。 

高岡コーディネーター：背に腹かえられないっていう部分がある気がしますね。三宅さん

は、サッカーの有資格指導者ですけど、クラブとして、部活を受け入れようとなった時

に、指導者を地域から探したりということになると思います。その時に無資格の指導者に

資格を取らせるシステムはクラブにありますか。もしくは、資格取得の費用をクラブが負

担するようなことはありますか。 

三宅氏：システムは無いですね。ただ、全員ではないですが、スポーツ少年団の指導者や

クラブ関係者の資格取得費用は負担しています。 

高岡コーディネーター：費用負担は重要なことだと思うのですが、 

対象者がどんどん増えてきた時に、クラブの財源でまかなうのであれば、湯水の如くとい

うわけにはいかなそうですね。 
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三宅氏：資格の種類や額にもよりますけど、半額～全額負担になるでしょうね。 

高岡コーディネーター：平賀さん、美咲町は、スポーツ振興事業として、スポーツ指導者

に資格取得の補助金制度がありますか。 

平賀氏：スポーツ少年団とスポーツ協会ですね。上限は設けていますが、研修会の参加費

用を負担しています。 

今、スポーツ協会組織の見直しもしているところでして。スポーツ少年団も小学校単位で

の団の活動から見直しをしている最中です。そんな中で資格の方も取っていただいて、人

材づくりには力をいれていきたいと思います。 

高岡コーディネーター：なるほど。木村先生、ちょっと資格の問題から離れて抽象度の高

い話をしたいのですが、まさに木村先生ご自身が学校の教員という立場とバレーボールの

地域スポーツ指導者の両方の立場をお持ちですけど。部活動と地域スポーツクラブの話を

横に並べてしまうと、そもそも教育活動、子供たちの学びや成長っていうことを重視する

部活動と、好きなスポーツを楽しんできる環境を用意してあげようという、いわゆるスポ

ーツ活動の話とが混在してしまっていて、どっちの立場に立つかという、さまざまな意見

が出てくると思いますが、先生の中でその教育とスポーツ活動はどういうふうに切り分け

たり、あるいは両立させたりしていますか。 

木村氏：正直、あまり切り分けて無いのかない気がします。ただ、クラブの時は活動理念

を理解いただいたうえで入会してもらっているので、そこに沿った形で指導している。た

だ、基本的にはそんなに自分の中で棲み分けをしているとか、区別しているという感じは

ないかもしれないです。 

高岡コーディネーター：それはご自身をちょっと客観視していただいた時に、やはり学校

教員としての今までの職歴や経験上、スポーツを通して子どもたちが成長するということ

は大事だよね。というのが当たり前に身についているからそうなるのですか。 

木村氏：いや、多分そうなのではないのかなという気もしますけど、 
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高岡コーディネーター：例えば挨拶をちゃんとしなさいとかって単純な話ですけど。場合

によっては、バレーボールっていう種目が特にそうだと思うのですが、指導者が言うとお 

りにプレイする。という、そういう指導の仕方をする指導者がいまだにいると思います。

つまり、子どもたちにはあまり考えさせないような、俺の言ったとおりやればいいんだ

と、練習メニューも指導者が決めるんだ。で、部活になると、あんまりそういうことはな

いのではないでしょうか。大小ありますけど、やっぱり子供たちが自ら主体的に学んでい

くとか、自分たちで考えなさい。と意図的にいうようなことってあると思うのですが、そ

ういう学校の先生だからできていたスポーツ指導と、教育的な観点や資質みたいなものが

確かめられない地域スポーツ指導者とが混在してしまう状況について、先生ご自身はどう

考えられますか。 

木村氏：そうですね。とんでもない人が指導に入ると大変かもしれないですけど、逆にそ

の子供達からしたらいろんな指導者がいるというのは、そこでまた一つの学びにもなるだ

ろうし、お互いのことを十分知らない状況もあるでしょうから、指導者と学校が話し合う

ことで、こちらの想いも伝わるのではないかと思います。 

保護者にもよく言われますが、地域からすると中学校ってかなり壁があるのだと思いま

す。しっかり会話することが重要だと思います。 

高岡コーディネーター：なるほど。そういう意味では学校の顧問の先生だった方も、地域

クラブの中に指導者として入って話をして、学校としてはこういうふうに子供を育ててい

ましたというような話をしないと、自分たちの仕事じゃないから、あとよろしく。と放り

出すことはできそうにないですよね。 

木村氏：元々、学校運営協議会も、地域で子供を育てようというところがあるので、地域

で一緒に育てるという考え方で話を進めていくのがいいでのはないかと思います。 

高岡コーディネーター：ありがとうございます。話から見えてきたのは、学校の先生方と

地域スポーツ指導者の方々が一緒になって子供育てるということ。そこに向けて話し合う

場、まず機会が設ける必要があると思いますが、平賀さん、美咲町でそういう場を作ると

したら既存の使える組織はありますか。 
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平賀氏：一つは、コミュニティスクール。それから地域を結ぶ地域コーディネーター。そ

この役割がすごく大きいです。地域を知っている方とどういう形でつないでいくか。どう 

いう形でコミュニケーションをとっていくかというところが一番重要だと思っています。

地域によっては、特定の種目が盛んな地域がありますし、地域性もあります。地域に隠れ

ている人材をボランティアも含めどう拾い上げるか。専門的な指導者だけでなく、サポー

トしてくれる人材の掘り起こしも必要なので、地域を知っているコーディネーターの役割

っていうのはすごく重要で、そういった方が中心になって、座談会など会議を持ち、コミ

ュニティスクールを中心に動けければいいのかなと思います。 

高岡コーディネーター：コミュニティスクール、協議会のメンバーリストというのは規定

で決まっていたりするのですか。 

平賀氏：だいたい決まっています。その中には、必ず地域コーディネーターの方が入って

いますので、コミュニティスクールの方で熟知された内容が、今度は地域の方へ情報が出

ていく形にはしています。それから地域のいろいろ役を持っている方で選出する場合もあ

ります。役職をお持ちでいなくても地域で活躍しているような方がコミュニティスクール

へ入っている場合もありますので、そういった地域人材に関わっていただくことで、話が

進むのではないかと思います。 

高岡コーディネーター：例えばその地域スポーツ推進委員の方やスポーツ少年団の指導者

の方とか、すでに地域スポーツの現場で活躍されている方をメンバーに入れると規定の改

正が必要なことですか。 

平賀氏：人数の制限を設けているので、その辺りの見直しは必要になります。 

高岡コーディネーター：ありがとうございます。三宅さん、地域コーディネーターとし

て、既に小学校に入られているということですが、どこかから打診があったのですか。 

三宅氏：市の生涯学習課から話がありました。 
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高岡コーディネーター：小学校が隣にあるので、クラブ関係者に地域コーディネーターと

して入って欲しいということだったのですか。 

三宅氏：放課後子どもの教室を法人（NPO法人きよね夢てらす）のほうでもしているの

で、その関係もありました。 

高岡コーディネーター：中学校にも関わるとなると、行政から話がくるのか、それとも学

校からでしょうか。 

三宅氏：そもそも総合型スポーツクラブとしてどのぐらい認知されていてウエイトがある

かがわからないので。清音という地区だと身近ですが、中学校区になるとあと３つ小学校

も入ってきますし、エリアが拡がりますから、隣にある小学校と比べると中学校はちょっ

と違いますね。 

高岡コーディネーター：ありがとうございます。木村先生、地域の方々と学校の先生方が

みんなで子供たち育てようよという。学校運営協議会での議論というのは、子供たちの

日々の学習状況とか生活状況という情報共有はどこまで話をされるものですか。 

木村氏：そうですね。学校運営協議会の前に、学校評価委員などもあるんですけが、そう

いう所でも当然、学力であり、体力でありという話は、具体的に伝えるようにしていま

す。そういった情報共有はできていると思います。一つ思うのはコミュニティスクールは

学校区に作られるので、それを超えたとき、例えば、湯原では集団スポーツをできないの

で、真庭という大きいところでやらないといけない。そうなったら、そこの指導者とのコ

ンタクトはどう取っていくのかっていう問題がでてきます。 

高岡コーディネーター：広いガバナンス組織みたいなのがやはり必要になってきますね。

あと気になるのが、学校運営協議会だと個別のひとりひとりの子どものケースにまでは話

が及ばないですよね。全体として今学力こうですよとか体力こうですよという話はして

も、いざその目に見える子供たちが地域に出て行った時にちょっとこの子は学校休みがち

なんだよなとか。勉強ついていけてないんだよなとか。あるいはちょっと家庭事情も実は

色々あってみたいな話を、今までは学校の先生が全部情報を持たれていたと思いますが、 
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そういう情報を本当は地域のクラブ指導者もやんわりと聞いておく必要があると思います

し、生徒間の関係、いじめの問題も学校の先生はまだ縦の段階で発見できるかもしれませ

んが、その人間関係が地域のクラブで、先生の目が届かないところでおこると、学校の生 

徒指導にも影響が及ぶ可能性もあると思うのですが、子どもの一人一人の情報共有という

のは、今のままでパッとできるものでしょうか。 

木村氏：現状だとなかなか難しいのではないかと思います。話し合いするだけの時間の確

保という課題もあります。 

高岡コーディネーター：ありがとうございます。部活動の地域移行というものがそもそも

どういったことで、地域移行が最適解なのかということで、シミュレーションをいろいろ

してきました。現実が進んでいるわけではないので、想像をしながらということでした

が、やはり、地域の中に学校を含め子どもたちのスポーツ環境を作っていこうと思った

ら、やはり今まで子供達に深く関わって来られた先生方、そしてこれから子どもたちのス

ポーツを見ていただく可能性のある地域スポーツ指導者の方々、地域の大人たちが、子供

たちの間にちゃんと会話をしながら相談しながら作っていくっていう。そのきっかけ、機

会がないといけないということだろうと思います。それ自体も木村先生の話ですと、一

人、一人の子どもの状況について、学校の先生から情報提供するのは今のところまだ難し

い面があるということですから、秘密保持契約ではないですが、制度設計みたいなもしが

必要なのでかもしれないですし、課題はありますけど、やはり対話が大事だということで

すね。さらに学区を超えた大きなガバナンス制度も作っておかないと子供が自由に行き来

するのは難しいということだろうと思います。結論が何か出ているわけではありません

が、おそらくこういう話を各地域で、いろいろな立場の方に集まっていただいてするとい

うことが何よりもスタート地点なのだろうと思います。美咲町、総社市、真庭市、それぞ

れの地域を事務局と一緒に回らせていただいて、校長先生、地域スポーツの関係者と膝詰

めで、なまなましいお話をしてまいりました。ぜひ全国各地域でそういう座談会とか意見

交換会というところから始めていただけたらとおもいます。最後に、お三方、台本もな

く、私の思いつきで質問を投げかけて、ディスカッションするという形にさせて頂きまし

た。ありがとうございました。 
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〔第１部 質疑応答〕
〈質問１〉 

 大会は中体連を協会に切り替えていくとスムーズではないかと思いますが、どうお考

えでしょうか？ 

〈回答〉 

 久田氏：研修会内で回答 

 延原氏：出場資格を部活動だけに制限しない方向になれば、最初は共同で開催してい

く方向になると思います。そうした中で、最終的には競技団体が運営するとい

うのはあるべき姿かもしれません。しかし、ここまで大きくなった中体連とい

う組織ですから、縮小させることは非常に難しい作業でしょう。 

 石塚氏：大会参加資格の緩和（学校単位からクラブなど含むへ）が実現することで、

協会への移行も可能かと思います。また、協会のみならず地域によっては大会

運営にも負担が大きいとの声もあるようなので、多様な大会の在り方も検討が

必要だと思います。 

〈質問２〉 

 費用負担の在り方について 

地域への移行には財源の確保が必須と考えますが、toto の活用はお考えになっておられ

ないのでしょうか。 

〈回答〉 

 久田氏：研修会内で回答 

 石塚氏：費用負担のあり方については、toto の活用以外にも自治体との連携で企業版

ふるさと納税や地域企業との連携による基金や寄付（税制優遇をメリットに）

など幅広い財源確保も同時に検討が必要だと思います。 
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〈質問３〉 

 高校でウエイトリフティング部の顧問をしております。専門家です。少子化や震災の

影響もあり、年々部員数が激減しております。何とか地域スポーツクラブを立上げ、競

技人口を増やしていきたいと考えています。 

〈回答〉 

 久田氏：研修会内で回答 

 延原氏：特に競技人口が少ない競技は、部活動で専門的に指導できる人材も少ないの

は当然です。できればスポーツ少年団として登録していただいて、中高校生に

よる単位団結成の先鞭をつけていただきたいです。 

〈質問４〉 

 指導者と同じように課題となるのが活動場所の確保と思われます。 

そこで施設に関して質問します。 

石塚さんのお話しにあった事業モデルにもありましたが、学校管理下と学校から切り離

したケースは地域移行になると、活動場所だけでなく指導者謝金・保険加入等いついて

課題になると思われます。地域移行に伴い学校以外を活用する場合についてはどのよう

に考えていますか？ 

〈回答〉 

 石塚氏：地域によっては学校区単位でクラブが成り立たないなどの理由から、学校以

外を活動場所とするケースも多くあると想定しています。現状、部活動を学校管

理下から除外すると、災害共済給付制度が適用できなくなる為、スポーツ安全保

険など別途保険加入が原則必要になります。更に活動場所が学校以外であれば、

施設の破損リスクなどを考えると施設賠償保険等の加入も必要だと思います。謝

金については活動場所により、変更する場合もあるかと思います。活動場所の施

設使用料などとの影響も考えられると思います。 
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〈質問５〉 

 部活動が地域移行する際に、親の経済格差によって好きな部活動ができなくなること

がないようにセーフティーネットになる仕組みをトップスポーツの利益の循環なども考

え頂けますか? 

〈回答〉 

 石塚氏：とても重要な観点かと思います。現在、経済産業省・地域×スポーツクラブ

産業研究会でもスポーツベッティング（トップスポーツなどを対象）などの新し

い産業創出により、資金循環が必要との検討が進んでおります。 

〈質問６〉 

 現在地域で話し合いをするなかで、部活動の拠点化や地域移行の際に子供達の移動手

段が問題点としてあがっています。親の送迎ができない子達の支援として、どういった

事を考えられますか？ 

〈回答〉 

 石塚氏：地域によっては大きい課題と認識しています。移動手段については、地域の

コミュニティバスや買い物支援などの自治体対策で活用している移動支援との連

動を検討するべきだと考えます。部活動の地域移行には教育委員会だけでなく、

自治体内の連携が必要で財源、活動場所と同様に移動手段も議論の対象になるべ

きだと思っています。 
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〈質問７〉 

 石塚 様が示された資料｢部活動支援事業のご案内」のモデル全体像で示された、学校

部活動における｢プロデューサー」兼｢コーディネーター」の役割は全都道府県に設置す

べき中間支援組織の役割と考えますが、米谷先生をはじめ、3パネラーの皆様は如何お

考えでしょうか？ 

〈回答〉 

 米谷氏：全都道府県（市町村）に財源付きで設置すべきだと思います。 

『学校（運動）部活動における｢プロデューサー」兼｢コーディネーター」の役

割』は地域・学校によって状況が異なるため、市町村教育委員会・学校と地域

（スポーツ組織）との連携・調整が必要になります。岡山県には 150校あまり

の中学校があります。都道府県体育・スポーツ協会を中間支援組織とし総合型の

クラブアドバイザーと同様の機能を果たさせるとするならば、市町村毎（あるい

は都道府県内を幾つかに分けたブロック毎）に｢プロデューサー」兼｢コーディネ

ーター」を配置する必要があるでしょう。また、学校教育現場の問題であるた

め、協会と教育委員会担当課ならびに首長部局担当課の 3者が密に連携する必要

があります。 

地域及び地域スポーツをよく理解している総合型地域スポーツクラブが｢プロデ

ューサー」兼｢コーディネーター」の役割を果たすことも選択肢の一つになると

思います。どの組織が中間支援組織になる場合でも、組織の系統（階層化）と財

源の流れを検討する必要があります。 

久田氏：おっしゃる通り、「中間支援組織」は「地域の課題解決」に向けた取り組み

を話し合う役割を果たすべきもので、学校運動部活動と総合型クラブの連携は

以前から取り組むべき課題としてあげられています。今後、「登録・認証制

度」の運用開始とともに、中間支援組織の機能が強化され、こういった取り組

みの中心的役割を果たすことができるようになっていくことを期待していま

す。 
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延原氏：都道府県や市区町村が業者に委託をするならば、こんな形になるのでしょう

が、実際にはスポーツ協会に委託するというのが普通だと思います。 

石塚氏：中間支援組織は必ず必要と考えます。これは、民間に限らず、むしろスポーツ

協会、スポーツコミッション、総合型地域スポーツクラブや一般社団法人、NPO

法人など地域の様々な形になることが望ましいのではと思います。中間支援組織

にはマネジメントなどのノウハウや全体の制度設計なども理解を深めることが必

要ですが、このような中間支援組織を広げる活動が必要だと考えます。 

〔第２部 質疑応答〕
〈質問１〉 

 指導者の確保について 

専業化(JSPO公認指導者等)が進まないと子供たちへの指導時間(16時～19時)には対

応できないと考えますが、皆様はどうお考えでしょうか？ 

また、専業化するためにはその生活を支えるための財源確保が必須と考えます。部活動

地域移行には財源確保を先行することで全国各地で様々な取り組みが一気に進むと考え

ますが、如何でしょうか？ 

〈回答〉 

 研修会内で回答 

〈質問２〉 

 民間企業が公立学校の施設を減免にしてしまうと、栃木県の裁判の判例があったよう

に不適切な減免措置をなる危険性がありませんか? 

栃木市でスタジアムを民間で作るために固定資産税と使用料を減免にしたところ、市民

から訴えられて裁判になり、先日、不適切と判決が出ています。 

〈回答〉 

 研修会内で回答 
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