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1，はじめに

今日では高等教育や大学についての改革や提言など

は、様々な研究や文献等でも多く見受けることができ

る。しかし、日本における大学と地域型スポーツクラ

け　

ブの関係や共生を深く掘り下げ研究の歴史は、まだ浅

い。

　日本の大学の歴史は、大学と地域社会の関係が希薄

であり、太いパイプで結ばれていたとは言いがたい。

地域社会や住民も大学に対して地域貢献を多く求めて

いたわけではなく、大学自身も過去においてはエリー

ト教育を行う場であり、教育・研究の質の向上のみを

重視した活動にこだわり孤立化を望んでいた節が強い。

このような状況を「象牙の塔」に例えられることもし

ばしばであった。田中（1990）は、「わが国においては、

これまで大学の自治、学問の自由という理念が強調さ

れるあまり、大学は地域社会から分断され、市民にと

って疎遠な存在になってしまったように思われる」と

大学が自らの自由と教育・研究のみを重視してきたこ

とを指摘した上で、「大学は市民の意識のなかに、地域

の学術・教育・文化的中枢として根をおろすことがで

きていない」と地域住民の意識の中に大学が浸透しな

　　　　　　　　　く　　
かった過去を述べている。このような見解は、大学と

地域社会の今までの関係を示す一般的な見方であると

言える。しかし、大学もこのままでは存在意義を問わ

れる時代に変化してきた。中央教育審議会答申、大学

審議会答申等により様々な大学改革が提唱され、急激

に変化する社会や悪化する経済状況への対応を要求さ

れだした。その中でも「開かれた大学」、「生涯学習」

といった地域社会との関係を重視した政策、改革が強

化され、大学の自己点検評価には必須事項の項目にな

りつつある。大学の外部評価でも、この点は評価対象

である。地域住民からすると、今までの大学は特別な

領域であり、大学や大学教員だけではなく、卒業生さ

えも地域社会と関わることはなく、唯一大学生が一時

的住民として消費面でかかわる程度しカ＼大学と地域

社会の関係は存在しなかったと言えよう，，

　一方、地域型スポーツクラブは、平成7年度から文

部科学省（当時の文部省）と日本体育協会の「総合型

　　　　　　　くヨラ
地域スポーツクラブ育成モデル指定市町村」への補助

事業がスタート、平成11年度には「地域コミュニティ

を基盤とした青少年の多様な活動の場作り」の具体的

提案の一つとしての総合型地域スポーツ、」リーグの

「百年構想」を通してヨーロッパ型の地域スポーツク

ラブをイメージすることでも地域型スポーツクラブを

イメージできるようになった。水上（1998）は、我が

国の学校運動部は、「小学校から大学まで分断型であ
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る」、「1校1チーム制による縛りがある」、「勝利志向

のエリート選手たちによって、放課後の学校施設が占

有されている」、「スポーツする子どもと、しない子ど

もの二極分化を推しすすめた」、「する子どものバーン

アウト現象（燃えつき症候群）やしない子どもの肥満

　　　　　　　　　　　く　ラ
現象」等の問題点を指摘した。また、宇留間（2001）

は、「少子化の上、教員採用の激減に伴う現場の高年齢

化により、指導者の確保も難しい状況になりつつあり

ます。そのような環境条件をにらみながらクラブを形

成していかなくてはなりません」と地域型スポーツク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらう
ラブの必要性と学校体育の限界を示している。さらに、

総合型地域スポーツクラブは、①ボランティアによる

自主運営が基本、②会費制による受益者負担の考え方、

③多世代・異なる技能レベルの人々の集まり、④有資

格指導による一貫した指導体制、⑤拠点施設を有し、

定期的・継続的な活動を原則としている。この総合型

地域スポーツクラブの原則のうち、①、②、⑤は地域

型スポーツクラブの特徴でもある。自主運営、受益者

負担といった財政的な問題点を抱えているにもかかわ

らず、有資格指導者や拠点施設を有するといった矛盾

がここには存在している。

ルクラブの活動のフィールドワーク（観察、インタビ

ューjを一定期間行うとともに、S大学学長へのイン

タビューによる調査・研究を行った。

3．研究の構築

　これからの大学は、地域社会への貢献や関わりが教

育・研究と同様に重視されるとともに、社会からのニ

ーズも高まると考えられる。また、私立大学にとって

重要な、経営戦略（収入増、イメージアップ、広告、

受験下下、大学ファンの獲得等）の面からも地域との

関わりは、効果的な手段であるのではなかろうか。

　また、地域型スポーツクラブは、その性格からボラ

ンティア的・非営利的要素が強く、そのため、ソフト

面・ハード面ともに運営に必要な要素を揃えることが

容易ではないと思われる。特に指導者や活動拠点とな

る施設・設備の問題は、地域型スポーツクラブの不安

の大きな要素であると言える。

　さらに、大学側から考えると経営戦略の面からだけ

ではなく、教育・研究活動の面でも地域型スポーツク

ラブと共生することで大きなメリットがあるのではな

かろうか。

　以上の点を本研究では調査・研究し、考察する。

皿．大学と地域型スポーツクラブの共生関係の現状

II．研究の目的と方法

1．研究の目的

　これまでの大学や現在・未来の大学および地域型ス

ポーツクラブの状況を考えたとき、以下のような点に

直面する。まず、大学は社会のニーズに応えるためや、

自らの存続や発展を続けるために、地域社会との共生

が重要となる。地方の国立大学はその存在意義を、私

立大学は経営を支える財政状況や知名度のアップを図

るために地域とのつながりが欠かせないものになりっ

っある。また、地域型スポーツクラブは、指導者や拠

点施設といった必要不可欠であるとともに、自前で全

て揃えることが困難な「財」がなければ、創設や存続

は不可能となる。このような中で両者が連携し共生す

ることが、大学、地域型スポーツクラブ、地域社会全

体の発展や健全な青少年の発達・発育につながるので

はなかろうか。

　本研究においては、大学と地域型スポーツクラブの

関係について、事例を通じて明らかにし、両者の共生

への可能性を探る糸口を掴めればと考える。

2．研究の方法

　研究の方法は、大学と地域型スポーツクラブ・総合

型地域スポーツクラブ等の関係や、大学と地域社会の

関係について文献研究等を行った上で、Aフットボー

　最近では学校と地域型スポーツクラブの関係は、

様々な形で提唱されだした。小学校と地域型スポーツ

クラブの関係は、小学校に課外の学校部活動が存在し

ないため、校庭開放を中心とした形で多くのスポーツ

を通じ関係が形成されてきた。また、中学校・高等学

校においては、学校部活動を中心にスポーツが行われ

てきた経緯があるが、近年の少子化やスポーツニーズ

の多様性・多種性により、地域型スポーツクラブへの

移行が国の政策を中心に進め始められている。しかし、

大学と地域型スポーツクラブの関係は、前者に比べる

と一般にはほとんど認知されておらず、その調査・統

計も進んでいない。しかし、「大学と地域社会の関係」

や「大学の地域貢献」については、国や地方公共団体

だけではなく、企業等を中心に積極的に進められてお

り、一般の民間人も公開講座やその他の教育活動等を

通じて、大学と関わるケースは過去に比べてかなり増

加したことが、様々な調査で明らかとなっている。

　それでは、大学と地域型スポーツクラブの関係は、

どこまで広がり進んでいるのであろうか。中村（2000）

は、大学と総合型地域スポーツクラブを通じた大学と

地域とのあり方について提案しており、「スポーツを

通じた大学と地域との連携を図る上で、総合型地域ス

ポーツクラブというアプローチは一つの解法を与えて
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　　　　　　　　く　う
くれる」と述べている。早稲田大学と所沢市西地区総

合型地域スポーツクラブとの連携は、行政や地域に協

力を要請し、10種目の競技1000人の会員を有し、早

稲田大学を拠点に行なわれており、このような取り組

みは近年、国立私立を問わず徐々に見られるようにな

った。また、スポーツを通じた大学と地域社会の関係

については、筑波大学、名古屋大学、東京大学のよう

に、国立大学の教育系・スポーツ系部門を中心に様々

な形で行われている。

　　それでは、今回の研究対象である少年少女を対象

　とした、地域型スポーツ（サッカー）クラブについ

　て述べる。現在、全国の大学と地域型スポーツ（サ

　ッカー）クラブの関係は、

　A．大学関係者主導の地域型スポーツ（サッカー）

　　　クラブ運営

　B．大学主催の地域型スポーツ（サッカー）クラブ対

　　　象の少年少女サッカー大会の開催

　C．地域型スポーツ（サッカー）クラブへの指導者、

　　　学生コーチの派遣

　D．地域型スポーツ（サッカー）クラブへの大学施

　　　設・設備の貸与

　が主だったものである。これらの活動は、現実には

　多くの大学で行われており、B．大学主催の地域型ス

　ポーツ（サッカー）クラブ対象の少年少女サッカー

　大会の開催については、私立大学の大学自己点検評

　価において、いくつかの大学で行っている実態が明

　らかとなった。早稲田大学の場合は、スポーツや健

　康増進に関わる様々なプログラムを地域住民に提供

　しながら、スポーツ実践・健康増進に関わるフィー

　ルドとすることを主として構築されており、スポー

　ツ系学部学科を持たない大学での実状は異なる。ま

　た、中村（2000）は、「現時点では同クラブに対する

　社会的な認識は十分ではなく、地域住民ならびに関

　係各位の理解を深めていくことが最優先の課題であ

　　　　　　　け　
ろう」と述べており、高橋（2000）は、大学の施設

開放等の情報が、「一般的に貸し出しの情報は広報

されておらず、手続きが不透明であるために利用希

望者にとってハードルの高いものになっている」、

「スポーツに関連した人材や施設を備えた大学が、

学生の運動部や地域スポーツクラブ等の既存のスポ

ーツ組織やプロクラブ、企業の人材などと組織間連

　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
携を進めることもこれからの課題である」と述べ、

それぞれが今後の大学と地域型スポーツクラブの共

生や連携においての問題点や課題を指摘している。

W．S大学とAフットボールクラブの事例

1．S大学とAフットボールクラブの関係に至る経緯

　　と現状

　Aフットボールクラブは、S大学サッカー部関係

者が音頭をとり、S学校法人が有する高等学校およ

び中学校のサッカー部関係者が賛同する形で発足の

準備が進められた。Aフットボールクラブは、小学

生、中学生を対象とした地域型スポーツクラブであ

る。Aフットボールクラブは創設に当たり、　S学校

法人の理事会に協力を依頼し、大学グラウンドの使

用、S大学生の指導実践の場としての許可等、　S大学

やS学校法人との関係を重視しながら進められた。

現在、創設から6年を終えようとしており、その活

動の成果が現れるとともに、地域社会やサッカー界

において新しいスタイルの「クラブ」として注目さ

れだした。

　　a．Aフットボールクラブ創設の目的

　　　　　・　文部省（現文部科学省）やマスコミの

　　　　　　提唱する、大学と地域の連帯および大

　　　　　　学の地域開放の実現

　　　　　・地域の活性化と地域のサッカーレベル

　　　　　　発展・向上に寄与するサッカーを通じ、

　　　　　　青少年の健全な心身の発達に寄与する

　　　　　・　S大学サッカー部学生の指導実践の場

　　　　　　の提供

　　　　　・　その他

　　b．Aフットボ即ルクラブ創設に至る背景

　　　　　創設準備スタート時は、社会や学校におい

　　　　て教育問題・青少年問題が大きく扱われ出し

　　　　た時期であり、クラブ関係者のインタビュー

　　　　では、S学校法人の各学校サッカー部関係者

　　　　も「問題を感じていた」そうだ、現在の大学

　　　　においては、入学段階で指導力（リーダシッ

　　　　プ）、協調性、夢実現意識、責任感の著しい

　　　低下が指摘されており、S学校法人サッカー

　　　　関係者の間で、小学生年代からの教育にカを

　　　入れる必要性があることが話題となった。S

　　　　学校法人には小学校が存在しないため、当初

　　　　は小学生年代を対象として地域型スポーツ

　　　　クラブを発足することが考えられた。

　　c．Aフットボールクラブ創設に至るまでの問題

　　　　点

　　　　・　学校教育の中での部活動を行っている

　　　　　　大学（学校）と社会スポーツであるクラ

　　　　　　ブチームをどのように位置付けるか。ま

　　　　　　た、それが可能なのか。

　　　　・　大学（学校法人）の協力を本格的に得る
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　　　　には、理事会や教授会の承認が必要とな

　　　　る（名称の使用、グラウンドをはじめと

　　　　した施設設備の無償借用、人材の派遣

　　　　等）

　　・他地域型スポーツクラブとのバランス

　　　　　（大学側の対社会的対応）

　　・大学生をどのような形で関わらせるか。

　　　　また、そのための教育

　　・　広報活動ヅ大学（学校法人）とどのよう

　　　　な関係であるかの説明

　　・　その他

d．S大学（S学校法人）がAフットボールクラブ

　と協力すると決定するまでの経緯（S学校法人

　理事会承認までの経緯）

　　Aフットボールクラブ発起人によるS学校法

　人理事会への協力要請文書および依頼の挨拶

　を経て、S学校法人理事会・事務局を主として、

　対応が検討された。

　　長期に渡り検討された結果、下記の事項をク

　ラブ側が留意することを条件に、承認された。

　　・　グラウンドの使用計画が変更した場合

　　　　は、グラウンド使用が困難になる可能性

　　　　を了解すること

　　・　会員の募集にあたっては、S学校法人が

　　　　直接運営を行っているかのような印象

　　　　を与えないこと

　　・　運営については、S学校法人教職員が勤

　　　　務時間中に関与することがなように注

　　　　面すること

　　・　クラブ規約にある「S学校法人の建学の

　　　　精神にのっとり」の表現を適当な表現に

　　　　変更すること

　　・　グラウンド使用にあたっては、S学校法

　　　　人の有する学校の活動を優先させるこ

　　　　と

　　　・　事故が発生しないように十分注意する

　　　　こと。また、S大学（S学校法人）が事

　　　　故の責任を負いかねること

e．Aフットボールクラブの現況

　　　・　ジュニア（小学生）一平成8年創設

クラブ員数

専属スタッフ

学生コーチ

練習日程

70名（うち女子1名＞

　5名

15名

　　　1年生から3年生週2回

　　　4年生から6年生癒3回

サッカー協会主催の少年サッカー大会

出場に出場

・　ジュニアユース（中学生）一平成11年

忌創設

部員数

専属スタッフ

学生コーチ

練習日程

30名（うち女子2名）

　3名

　1名
週4回（S大学サッカー

　　　　　　　部学生との合同練習週1回程度）

　　　　サッカー協会主催のクラブジュニアユ

　　　　ースサッカー大会出場に出場

f．S大学、　S学校法人の現況

　　S大学は九州有数の私立文系大学であり、体

　育スポーツ系学部学科を持たない。学生数は7、

　399名、市内中心部に位置する。S学校法人

　はS大学の他に高等学校、中学校、幼稚園、保

　育所を同一学校法人内に有し、学生生徒等総数

　10，000名弱である。

g．S大学がAフットボールクラブに対して貢献し

　ている項目

　　・　グラウンド等の施設設備の無償提供

　　・　指導者（学生コーチを含む）、指導力の

　　　　提供

　　・　S大学杯少年少女サッカー大会の開催

　　・その他
h．AフットボールクラブがS大学に対して貢献

　している項目

　　・　学生コーチの指導実践の場を提供

　　・　S大学（S学校法人）の宣伝効果（試合

　　　　結果、ユニフォーム、ロコミ等）

　　・　クラブ関係者のS大学（S学校法人）に

　　　　対する意識の向上

　　・　S学校法人の有する各学校への受験、入

　　　　学

　　・　その他

2．フットボールクラブの調査

　　Aフットボールクラブの調査は、クラブの運営活

　動の観察（平成13年4月1日～12月20日）、Aフ

　ットボールクラブ運営者・会員の保護者へのインタ

　ビュー（平成13年4，月～12月までの毎月1回程度）

　を行った。

　　S大学とAフットボールクラブとの共生関係を検

　証していく上で、共生による効果的な要因、様々な

　問題点や要望等をAフットボールクラブ運営者・会

員の保護者へのインタビューを通して調査し、その

　内容を明らかにする。

　　a．Aフットボールクラブの指導者について

　　現在、Aフットボールクラブの指導者は4つの

　　タイプに分かれている。①Aフットボールクラブ
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の会員の会費収入において雇用された専任およ

びパートタイム職員、②S大学（S学校法人）教

職員でS大学（S学校法人）サッカー部スタッフ、

③S大学（S学校法人）教職員以外のS大学サッ

カー部スタッフやS大学サッカー部OB、④S大

学サッカー部に所属する学生達である。また、こ

れら指導者以外にもAフットボールクラブ会員

の身体的管理を行うトレーナーが市内の専門学

校から実習としてパートタイムで加わっている。

指導者についてAフットボールクラブ運営責任

者は、「クラブ創設前からの大きな課題であっ

た」と述べている。また、前述の地域型スポーツ

クラブが抱える「自主運営、受益者負担といった

財政的な問題点を抱えているにもかかわらず、有

資格指導者や拠点施設を有する」という矛盾に対

して、Aフットボールクラブ運営責任者は、「現

在のところ、満足がいくスタッフが揃った」、「専

任およびパートタイム職員以外の報酬を払わな

い指導者の働きには感謝している」と述べている。

しかし、Aフットボールクラブ・ジュニアチーム

指導者は、「学生コーチには注文をつける部分も

多少ある」と述べており、「学生コーチの意識・

指導レベルの格差がAフットボールクラブ会員

の技術の習得や規律制・積極性の差となって表れ

ている」といった実態と、その改善の必要性も明

らかとなった。

現在、学生コーチはS大学サッカー部の1年生、

および2年生以上で指導を継続する意思のある者

によって構成されているが、前述の学生コーチへ

の要望に対し、Aフットボールクラブ運営責任者

は、「特定の者だけで学生コーチをするよりも、

チームとして全員でする方がやる気、団結心が生

まれ、全体のレベルアップが図れる」と述べてい

る。そこで、S大学サッカー部全員に対して、指

導力と子供への積極性の差を埋めるべく、「今年

3月の学生コーチに対する指導者研修の後、4月

より部員全員による指導を実践する」ことを決定

している。また、現在S大学サッカー部では、公

立小学校の教員志望者は年々増加傾向であり、実

際に近年の公立小学校への教員採用実績も増加

していることから、Aフットボールクラブ運営責

任者は「学生にとって、学生コーチとして指導の

経験を積むことが、将来的な大きな財産となって

いる」と述べており、学生コーチの経験が学生自

身の財産にもなっている点を強調している。

b．グラウンド使用について

a．Aフットボールクラブの指導者についてと同

様、グラウンドについてAフットボールクラブ運

営責任者は、「クラブ創設前からの大きな課題で

あった」と、その重要性を大きく取り上げており、

S大学からのグラウンド無償借用に関して、「ク

ラブの存立基盤に関わる大きなバックアップで

ある」と述べている。

　ただ、現在のAフットボールクラブの活動状況

として、ジュニアチーム低学年（1～3年生）は週

2回、高学年（4～6年生）は週3回、ジュニアユ

ースチームは週4回の活動のうち、各々週2回の

活動をS大学所有のグラウンドで行っている。よ

って、ジュニアチーム高学年の1回の活動、ジュ

ニアユースチームの2回の活動は近辺の施設を

探して活動している状態である。そこで、Aフッ

トボールクラブ運営責任者は、「最低でも、もう

1日S大学グラウンドでの練習を可能にしたい」

と考えている。また、現在、S学校法人の所属学

校のサッカー部が参加しないような大会で、Aフ

ットボールクラブが参加する大会の開催は認め

られていないが、「グラウンドが空いている時に

は、そのような大会でも使用させてもらいたい」

と、Aフットボールクラブ会員の保護者を中心と

したクラブ関係者から要望が出ている。

c施設・設備について（グラウンドを除く）

　グラウンドを除く施設・設備に関しては、Aフ

ットボールクラブ・ジュニアチーム、ジュニアユ

ースチームの指導者が「その多くをS大学とS大

学サッカー部の恩恵にあずかっている」と述べて

いる通り、雨天時のクラブハウス使用、ゴールや

防球ネットの使用、練習に必要な備品の使用等、

多くを無償借用している現状がある。さらには、

福岡市とS大学の協力によって、福岡市が所有す

る少年用サッカーゴールを無償で使用している

現状がある。

d．駐車場について

　現在、S大学サッカー場隣接の駐車場（200台

程度収容）は、大学教職員と、著しく遠方から来

ている学生等に対して、許可証を発行し利用でき

る措置をとっている。そのため一般車両は、入構

することが出来ないようになっている。

　Aフットボールクラブの会員は、ほぼS大学近

辺の子供たちが中心となっているため、車を利用

することがほとんどないのだが、遠方から来てい

る子供たちを送迎する車が数台ある。ある会員の

保護者が、「何時間も駐車する必要はないので、

送り迎えをする数分の間だけでも車を駐車場へ

入れてもらいたい。その際、駐車料は有料でも構

わないので」と述べているように、…時的な駐車

場利用の要望が挙がっている。
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e．AフットボールクラブがS大学に貢献している

ことについて

　AフットボールクラブがS大学に貢献している

こととして、Aフットボールクラブ関係者は、

　「学生の指導力養成の場として貢献しているこ

と、会員全員がS大学の名称入りのユニフォー

ム・練習着を着用していることによる大学の宣伝

効果、ジュニアチームの試合成績向上に伴いS大

学の名称を使用していることによる大学のPR

効果、Aフットボールクラブ会員のS学校法人各

回校への受験・入学が挙げられる」と自己分析し

ている。

fその他大学への要望

　Aフットボールクラブ関係者は、「S大学グラ

ウンドの使用や駐車場の二等、施設設備貸与に関

わる問題は、大学（S学校法人）事務局の窓口に

なっている責任者や担当部署の判断しだいで状

況が変わるのではないか」といった不安を抱えて

いる。また、「S大学（S学校法人）側の協力を

得るには、手続きや手順で超えなくてはならない

ハードルがいくつかある」、「用件によって窓口

が異なり、現在は関係教職員が指導者でいるので

助かるが、それでも簡単に解決できることばかり

ではない」と、大学側の対応の明確化・簡素化を

求めており、「S大学（S学校法人）関係者の理

解が今後の両者の共生関係にとって重要だ」と考

えている。

3．S大学への調査

　S大学への調査は、平成13年12，月13日にS大

学学長室においてS大学学長にインタビュー形式で

行った。調査内容は、Aフットボールクラブの調査

で明らかとなった項目に照らし合わせて行った上で、

今後のS大学と他地二型スポーツクラブとの関係の

さらなる可能性、S大学と地域社会との関係に関す

るビジョンと目的についての調査も行った。

　　a．Aフットボールクラブの指導者について

　　現在、Aフットボールクラブの指導者のうち大

　　学関係者は、前述のS大学（S学校法人）教職員

　　でS大学（S学校法人）サッカー部スタッフ、S

　　大学（S学校法人）教職員以外のS大学サッカー

　　部スタッフやS大学サッカー部OB、　S大学サッ

　　カー部に所属する学生達である。この件について

　　S大学学長は、「教職員やOBは、他のことをほっ

　　たらかして来なくてはならないから大変だと思

　　う」と述べており、S大学サッカー部学生が全員

　　学生コーチとして、何ならかの関わりをしている

　　ことと併せて非常に感心していた。特に近年、今

までに見られなかったS大学サッカー部学生から

公立小学校の教員採用試験合格者が、この学生コ

ーチの中から出始めたことには、共生関係の副産

物として感嘆していた。

b．グラウンド貸与について

現在、S大学はAフットボールクラブに対して、

大学サッカー場を週2日間無償で貸与している。

Aフットボール関係者は、これに加えてもう1日

の貸与を希望している。このことについてS大学

学長は、「願いさえ出してもらえば、定期的な分に

ついては地域のためにということで許可出します

よ。ただし、工事（中学・高校移転）が始まって

また（グラウンドが）縮小されますよね、そうい

う条件でその範囲でということになりますけど

ね」と前向きな姿勢であった。また、S学校法人

の所属学校サッカー部が参加しないような大会で、

Aフットボールクラブが参加する大会の開催は現

在認められていないが、Aフットボールクラブ関

係者からは、このことも合わせて要望が出ている。

これについても、校舎を検定試験等で貸与してい

ることと比較して、「グラウンドは施設であるこ

とは間違いないですから、施設の使用願いを出し

ていただければ、スケジュール的に問題なければ、

またゴミの処理とかに気をつけていただければ許

可できると思います」と述べている。

c．駐車場貸与について

現在、S大学はAフットボールクラブに対して、

駐車場の貸与を原則として行っていない（S大学

杯少年少女サッカー大会の開催時のみ無償貸与）。

そのため、クラブ関係者からは、前述のようにS

大学サッカー場隣接の駐車場の一時駐車を有料で

も構わないので希望している。それについてS大

学学長は、「グラウンドと同様に、正式に要望があ

れば基本的には受け入れる用意はある」とのこと

であった。

d．S大学（S学校法人）内部の理解について

施設設備をはじめとする、依頼や借用に手続き

が必要なものは、S大学（S学校法人）の判断を

仰ぐ前に、事務レベルの判断が必要となる。この

ことは、S大学学長が節々に、「事務長、庶務課等

の方で判断して支障がなければ…　」という前

置きを使いながら上記b、cの回答を行う部分で

も事務レベルの判断の重要性が理解できる。また、

大学の中の担当部署が明確ではないために、どう

しても積極的に受入を行う体制の確立の必要性を

S大学学長も唱えていた。

e．クラブの運営方針等ついて

　S大学学長は、クラブの運営方針や活動の実態
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全てを把握している訳ではないが、Aフットボー

ルクラブの指導内容等には、「クラブの運営方針

としては正しい。時間がかかるだろうけど…　」

といった、選手の試合出場機会の平等性の原則な

どの方針に賛同している。

f．Aフットボールクラブとの共生関係について

Aフットボールクラブの活動は、「それだけ多く

の子ども達がいて、大きな地域貢献ができて良い

ことだと思う」、「子どものスポーツが地域とのつ

ながりが一番出てくる。それに伴い保護者間のつ

ながりも出る」とS大学学長は述べており、「地域

と学校（大学）を結びつけると言う意味では、お

互い（S大学、Aフットボールクラブ）メリット

がある。」と、両者の共生関係や地域貢献の意味を

述べている。しかし、「関係者は大変だ」と関係者

の労をねぎらう言葉を残していた。

g．他の地域団体との関係の可能性について

　この件に関してS大学学長は、「基本的にいろ

んな地域のためのサービスは当然やるべきである

と思いますし、内部で支障のない限りは、できる

だけオープンにしよう。ただし、日曜の午前中は

うちの職員は出ませんから（キリスト教学校のた

め）、そのことだけはご理解頂いた上で」、「どちら

かというと、うちは今までそういうことに積極的

ではなかった。非常にシャイであったが、地域へ

の貢献は大学の存在意味でもあるし、地域にも大

学にも意味があること」、「ここは場所も良いです

ので、地域にいろんなサービスができれば、まさ

に地域に合う学校の役割を果たすことになると思

う」と、積極的に行う準備があると述べた。ただ

し、「あんまり多くなると対応を考えなくてはな

らないが、地域のためであれば協力はしたい」、

「色々尋ねられるが、うちは窓口もない」、「何が

できるかということを見極めることと、（それを

行う）組織作り」、「何をやるのか、何をできるの

か、何を期待されているのかということをやっぱ

り分析しないといけないと思う」との現状の問題

点も挙げている。

h．財政面、PRについて

　これらの点についてS大学学長は、Aフットボ

ールクラブだけに限定せず、地域貢献全体を「マ

イナスでなければPRできた分だけでもメリット

はある」、「土地の有効活用を行うことを前提に地

域貢献、社会人教育を行いながら財政的メリット

を考える」と考えている。

V．結果および考察

　大学と地域型スポーツクラブや総合型地域スポーツ

クラブの共生関係は、大学と地域社会の関係が進展し

ようとしている現状から見れば、今後多くなることは

予想できる。サッカーに関しても、10年前には全くと

言って良いほど、大学と地域型スポーツクラブの共生

や関係は存在しなかった。しかし、最近の10年間で

年々増加している。また、少子化や学校部活動の限界

や社会1青勢から見ても、地域型スポーツクラブや総合

型地域スポーツクラブは、今後増加傾向をたどると推

測されている。

　今回の研究で明らかになった大学のメリットは、地

域社会へのアピールやPR、　Aフットボールクラブ関係

者のS大学への意識向上とS学校法人の中学校・高等

学校への受験・入学などが挙げられる。特に、指導者

の供給については、本研究の結果や早稲田大学と所沢

市西地区総合型地域スポーツクラブのように、学生コ

ーチ・スタッフの指導実践の場となっていることは、

大学側にとっても大きな副産物になっていると考えら

れる。地域社会へのアピールやPRは、　S大学学長の

コメントのように、活動そのものが直接的な財政強化

を行わななくとも、大学にとっては大きな宣伝効果に

なり得ると考える。

　次に、地域型スポーツクラブのメリットであるが、

グラウンド等の活動拠点の問題や不安は、地域型スポ

ーツクラブの活動や運営を左右するものである。この

ことを地域の大学が解消することは、地域型スポーツ

クラブにとってメリットが大きい。また、指導者の確

保も地域型スポーツクラブにとっては、大きな課題で

ある。しかし、大学なら教職員・学生といった多くの

人的資源を有し、サッカーだけに限らず様々な分野で

の供給が可能である。本研究では、学生コーチの意識

面では多少個人差があり、改善の余地が残されている

ことが明らかとなったが、その他の面では大きな問題

がないことも分かった。特に、大学の教職員、学生に

指導依頼を行うことにより、指導者の量的問題は解決

されている。

　次に、大学と地域型スポーツクラブの共生関係を成

り立たせるための問題点や改善点であるが、1番目は、

大学の施設設備は元々大学生の教育等のために設置さ

れたものであり、大学生の活動を無視して、地域型ス

ポーツクラブやその他の地域社会貢献のために利用で

きないということである。また、多くの外部からの借

用依頼が重なると、大学側に事務的判断に伴う混乱が

発生することが、S大学学長のインタビ・ユーで明らか

となった。2番目は「大学内部の理解」の必要性であ

る。大学内部では、地域社会との関係を築く上で、必

ずしも全関係者が共通の理解を示したり、好意的であ

るとは限らない。Aフットボール関係者のインタビュ
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　　　　　　　　く　ラ
ーや中村（2000）の研究内容でも、大学事務局の理解、

事務手続きの問題、クラブ経営への理解等が問題点と

して挙げられている。このことは、大学内部に存在す

る「文化」が、大学と地域社会との関係にマイナス影

響を与える可能性が否定できないことを示している。

この「大学内部の理解」は、大学と地域社会の共生関

係を成り立たせる上での重要なキーファクターである

と言える。3番目は、大学の担当窓口の設置である。

　　　　　　　　　　　ロの今回の調査や秦（2000）の研究では、地域社会側が大

学側に接触を行う場合、その方法や窓口が分かりにく

いことや、大学にそのような窓口が設置されていない

ケースがあることを明らかにしている。そのため、大

学に地域社会との関係を築くための部署、担当者、窓口

が必要であると考える。4番目は、早稲田大学と所沢

市西地区総合型地域スポーツクラブの場合、市や国が

補助金を支出しており、この財源が両者の関係に大き

く影響しており、クラブの設立時の準備委員会にも名

を連ねていた。S大学とAフットボールクラブの関係

には、行政は深く絡んではいないが、大学と地域型ス

ポーツクラブおよび大学と地域社会の共生や連携には、

財源だけに限らず様々な点で行政を取り込むことが重

要となるであろう。

　スポーツを通じた大学と地域社会との共生や連携を

図る上で、地域型スポーツクラブというアプローチは、

一つの方向付けを与えると言える。本研究では、大学

と地域型スポーツクラブの共生関係が成立することを

示す材料となった。大学の教育活動・広報活動や地域

型スポーツクラブの運営面については、その効果が明

らかとなったと言えよう。

VI．今後の研究課題

　本研究では大学と地域型スポーツクラブの共生関係

が、大学の財政面にどれだけ貢献しているか、貢献す

る可能性があるのか、といった部分が明らかになって

いない。また、大学内部の文化の問題、大学側と地域

社会との窓口の問題については、大きな課題であると

ともに、より深く研究する余地があると考える。大学

の役割が「教育・研究」の時代から、「教育・研究・社

会貢献（地域貢献）」の時代に変化してきた現在では、

以上のような課題を今後明らかにしていくことの必要

性は大きいと言える。

W．おわりに

　本研究は、平成13年度九州大学社会人大学院教育学

コース支援研究による助成金をもとに行った。研究を

支援して頂いた九州大学の関係者の方々、Aフットボ

ールクラブの調査を手伝って頂いた福岡教育大学の岸

岡洋介氏に深く感謝いたします。

《注記》

（1）本研究でいう地域型スポーツクラブの定義は、《注記》（3）で述べている総合型地域スポーツクラブの6

　っの特徴のうち、①ボランティアによる自主運営が基本②会費制による受益者負担の考え方⑤有資格指導に

　よる一貫した指導体制⑥拠点施設を有し、定期的・継続的な活動という項目を満たすスポーツクラブの形態

　である。すなわち、単一のスポーツ種目、同一世代・同一レベルの技能の人々の集まりも含まれる。

（2）田中雅文　　「大学と地域社会　一「生涯学習＝地方分散」型高等教育構造への道」　生涯学習化社会の教

　　育計p．2231990年
（3）総合型地域スポーツクラブとは、文部省（現：文部科学省）が平成7年度より推進している地域スポー

　ツクラブの育成モデル事業のことである。また、いつでも・どこでも・だれでも継続的にスポーツスポー

　ツに親しめる環境つくりを目指す、地域に根ざした自主運営型・複合型スポーツクラブのことであり、特

　徴としては、①ボランティアによる自主運営が基本②会費制による受益者負担の考え方③多種多様な複合

　スポーツ種目④多世代・異なる技能レベルの人々の集まり⑤有資格指導による一貫した指導体制⑥拠点施

　設を有し、定期的・継続的な活動が挙げられる。

（4）水上博司　　「指導者のためのスポーツジャーナル一匹1回広げよう！総合型地スポーツクラブの作り方

　一」　日本体育協会発行　1998年8，月

（5）宇留間昴　生涯スポーツ指導者研修講座　講演『総合型地域スポーツクラブを核とした地域作り』資料

　2001年6，月2日
差6）中村好男「総合型地域スポーツクラブを通じた大学と地域との連携」2001年日本体育学会　組織委員会企

　画シンポジウム資料

（7）同上（6）

（8）高橋義雄「国立大学のスポーツ施設を利用した地域貢献の模索一名古屋大学の取り組み一」
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　2001年日本体育学会　組織委員会企画シンポジウム資料

（9）　同上（6）

（10）秦敬治「大学とコミュニティ　（地域社会）の共生についての先行研究の再考察」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育経営学研究紀要第5号　2001年3，月
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