
中学校部活動の地域移行によるスポーツを通じたまちづくりの可能性 

－茨城県つくば市洞峰地区文化スポーツ推進協会を対象として―  

Research on the possibility of community development using sports as a medium against the background of the shift of the 

main body of junior high school extracurricular activities to the community development. 

 Culture and Sports Promotion Association of Doho District, Tsukuba City, Ibaraki Pref, in Japan was used as the research field. 
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The background of this study is that school extracurricular activities reforms have recently begun nationwide to reduce the 

burden on teachers in elementary and secondary education and to make effective use of local social resources. In this study, 

we interviewed people involved in school extracurricular activities reform in Tsukuba City, Ibaraki Pref, which has pioneered 

such reforms, about the status of activities and their effects. 

 In conclusion that it is necessary to understand local characteristics, make the best use of local social resources, and obtain 

the cooperation of local people. It was also found that this also contributes to strengthening solidarity among local people. 

 

１．研究背景 

少子化が進む中、中学校における部活動の運営は、

現状の学校単位での運営体制の維持は難しく学校や地

域によっては存続の危機にある。さらに、教員の多岐

に亘る業務・負担に加え、部活動の顧問の約半数が未

経験の種目を担当することで効果的かつ効率的な指導

を行うことが難しい現状がある。そこで、このような

課題を解決するため、茨城県つくば市では洞峰地区文

化スポーツ推進協会「DOHO Cultural & Athletics 

Academy」（以下、DCAA）を設立し、地域による部活

動の運営を推進している。この取り組みは、中学校の

部活動が抱える課題に加え、地域の人材活用を促進さ

せ、スポーツを通じた地域交流の場の創出に寄与する

と考える。 

以上から本研究の目的は、DCAA の実態及び地域と

の係わりを把握することで、部活動を起点としたスポ

ーツによるまちづくりの推進について考察することで

ある。 

 

２．調査方法 

DCAA の事務局となっている、特定非営利活動法人

つくばフットボールクラブ（以下、つくば FC）にヒア

リング調査を実施した。調査期間は 2022年 8月 6日で

ある。 

 

３．DCAAの概要 

つくば市立洞峰学園谷田部東中学校の部活動の充実

と、洞峰学園地域と谷田部東中学校が共に更なる発展

を遂げることを目的に、卒業生の保護者等の地域住民

で設立された組織である。運営方法は谷田部東中学校

の運動部（8競技 10種目）と文化部（1種目）に DCAA

が主導するクラブ（以下、DCAA クラブ）を中学校の

部活動とは別に設置し、地域スポーツクラブ等の専門

的な指導者による指導を行っている。 

部活動実施日を週 4日（平日 3 日+土日 1 日）、部活動

実施日以外を DCAAクラブ活動日としている。DCAA

クラブ活動の頻度は 1回 2時間程度、年間 30回程度と

なっている。なお、DCAA クラブへの入会は自由で、

DCAA クラブに参加せずに、学習塾やその他の習い事

に充てることも可能である。 

 

４．結果及び考察 

 調査内容及び結果を Table1に示す。さらに文中（ ）

内は Table1に示される「質問内容の番号」を示す。 

１）活動経緯 

活動は「地域と外部が連携し、部活動における教員

の負担軽減を目的」（①）とし実施していた。実施のき

っかけは、活動開始時の谷田部東中学校校長が「部活

動による教員負担の軽減を課題に感じ、地域スポーツ

クラブであるつくば FCに相談した」（②）ことがきっ

かけとなっていた。その後、近隣のスポーツクラブ及

び大学学生等を巻き込む形で活動が広がっている経緯

がある。 

２）活動上の課題点 

活動の利点として、部活動を通した「地域との関係

性の強化及び連携」（⑦）が挙げられている。一方で活 
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動の欠点では「地域連携がうまくいかなかった場合、

もめごとや負担が増える」、「地域差が生じる」（⑧）、

「各部活動の生徒人数等、部活動による差が生まれて

いる」（⑩）といったことが課題として挙げられた。と

くに生徒数の不足は、「部活動自体の存続」（⑪）にも

関わる深刻な問題と考える。関連して、生徒数の不足

は「指導者の配置」（⑫）や指導者に対する「報酬の支

払いが困難」（⑫）になるという回答から、継続的な運

営をする上で大きな課題になっていることがわかる。 

さらに、このような部活動の地域活動を行うために

は「学校のトップ（校長）が先頭に立って行うこと」

（⑨）が必要とされ、「各学校の校長先生の理解」（⑨）

が重要な要素となる。地方毎に違いはあるが、一般的

に教員の異動は２～３年毎に行われるため、新たに赴

任した学校長が継続して本活動に理解を示すことも課

題の一つになると考えられる。 

３）まちづくり活動との関係 

部活動をきっかけに、市民の関心を惹きつけること

ができ、結果として「地域交流が格段に広がる」（⑯）

ことが期待されていた。さらに、「地域のスポーツや文

化活動が活性化」し、「地域の中での連帯、関係性、ソ

ーシャル・キャピタルが向上し、 部活動以外でもまち

づくりの分野で役立つ（防災・防犯）」（⑰）ことで、

地域活性化に繋がることが挙げられていた。さらに、

「普段は、触れ合えない人と世代を超えた交流が可能」

（⑱）となることで、「地域交流をスポーツを通じて行 

 

う」（⑱）ことで生徒及び指導者双方にとって、将来に

つながる貴重な場の創出になると考える。 

 

４．まとめ・考察 

DCAA は、教員の負担軽減からくる部活動改革をき

っかけとした取り組みであるが、まちづくりの観点で

見ても、これを起点として地域交流が広がり、地域活

性化の一助になっていることを捉えた。 

一方で、このような部活動改革を起点とした地域活

性化は、全国で広まっていない。その背景には、地域

毎に抱える課題点等があることは明らかである。今後

は、DCAA の現状及び利点・課題等をさらに詳細に明

らかにし、その結果をもとに部活動を起点とした、地

域毎に適した地域交流の場、さらには地域活性化の手

法を提案をしてく必要性がある。 
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質問内容 回答 質問内容 回答

①　活動内容
地域と外部が連携し、部活動における教
員の負担軽減を目的とし、活動している。

⑫ 指導者の確保や報酬などの課題の解決
策

部員が少ない部活に指導者を配置することが難しく、そ
の結果お金を集められないので、報酬を払うことができ
ない問題がある。

②　きっかけ
谷田部東中学校の前々校長の柳橋さん
が部活動に問題を感じ、地域スポーツクラ
ブであるつくばFCに相談した。

⑬　新たに活動を始める時の注意点 部活動改革をうまく調整してくれる方を配置すること。

③　活動時期 普段部活が行われない月曜日と休日 ⑭　地域部活動の基本的ルールについて
季節によっては部活が30分しかできない日もある。その
ような日の活動調整が必要。

④　活動場所 各部活動の普段の活動場所 ⑮　部活動・地域クラブ運営の共通目的は やはり一番は、教員の負担軽減。

⑤　活動している人
つくば市近隣のスポーツクラブや筑波大
学生が中学校の生徒に指導している。

⑯　まちづくりに貢献できること
地域交流が格段に広がる。中学校の部活動や活動内
容に市民の関心が向く。

⑥　発見・満足点
全国で先駆けて活動を行っているので、
様々な問題点を早い段階で見つけ、未来
に活かす。

⑰　つくば市の地域活性化に繋がるのか
地域のスポーツや文化活動が活性化する。 地域の中
での連帯、関係性、ソーシャル・キャピタルが向上し、
部活動以外でも役立つ（防災・防犯）。

⑦　活動利点
地域との関係性が強まる。部活動以外で
も連携しやすくなる。

⑱　活動における世代間交流の活かし方
普段は、触れ合えない人と交流できるのは、貴重な経
験になる。地域交流をスポーツを通じてできることは、今
後の将来に生きる。

⑧　活動欠点
地域との連携・協力がうまくいかず、もめ
たりすると、かえって負担は増える。 地域
差が生まれる。

⑲　まちづくりにおけるネットワークは？
今までは、中学校とスポーツクラブが共同で活動し、協
力し合うという事例はあまりなかった。そういう意味で、
ネットワークは着実に広がっている。

⑨　重要人物・キーパーソン
学校のトップ（校長）が先頭に立って行う
ため各学校の校長先生の理解が必要。

⑳　部活動改革の方式・種類について
全国の地域によって、様々な方式がある。つくば市で
は、スポーツクラブ、筑波大学生が中心となっている。

⑩　つくば市の活動課題
各部活動による差が生まれている。（各
部活動の生徒人数など）

㉑　活動成果
中学校の先生方の時間を確保すること。中学校に関心
を持ってもらい、活動を広める。

生徒が足りない学校もあり、部活動自体
できていない学校もある。

㉒　今後の活動目標・抱負
つくば市では現在3校でしか活動してないので、活動を
より広め、成果を出す。

⑪　地域部活動の共通課題

Table1.Interview survey results  
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