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緒　言

　2020年９月１日，文部科学省は，教員の負担軽
減策として土日や休日の部活動を地域に委託する
方針を取りまとめた1）。学校における働き方改革
推進本部のおける議論をふまえた，部活動改革推
進の第一歩である。
　部活動については学校が運営するため，教員の
長時間労働の一員となっていることが指摘されて
きた。近年，運動部活動の指導現場では，「部活
未亡人」2）という言葉まで生まれるように，教員
の部活動指導は大きな課題であった。学校におけ
る働き方改革推進本部会議3）においても，「教師
の勤務を要しない日（休日）の活動を含めて，教
師の献身的な勤務によって支えられており，長時
間勤務の要因であることや，特に指導経験のない
教師には多大な負担になっている」という声を紹
介し，それをふまえ，「休日に教科指導が行われ
ないことと同様に，休日に教師が部活動の指導に
携わる必要がない環境の構築すべきである」と指

摘されている。
　ところで，これまで適正な学校運動部活動の実
現に向けた部活動改革として，部活動指導員など
の外部指導者の活用，活動時間や休養日の基準の
設定，短時間で効果的な指導の推進などに取り組
んできた4）。今回の部活動改革は，部活動の教育
的意義を踏まえつつ，更なる学校の働き方改革を
実現するため，部活動ガイドラインを踏まえた取
組の一環として位置づけ，中心的な取り組みの一
つとして「休日の部活動を段階的に地域移行（学
校部活動から地域部活動へ転換）」を提示してい
る。具体的には，休日の部活動は地域の人材が担
う地域部活動とすることを基本とし，その運営を，
退職教師，地域のスポーツ指導者，スポーツ推進
委員， 生徒の保護者等の参画や協力を得て，総合
型地域スポーツクラブ，民間のスポーツクラブ等
に委託することが考えられている。このような地
域委託は2021年度から各都道府県のモデル校で実
証実験を始め，2023年度からの段階的な導入を目
指している。
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件整備を進めつつ，指導に際して地域の人々の協
力を得るなど地域の教育力の活用を図ったり，地
域において活発な文化・スポーツ活動が行われて
おり，学校に指導者がいない場合など，地域社会
にゆだねることが適切かつ可能なものはゆだねて
いくことも必要である」と答申している。しかし，
学校運動部活動の地域移行に関わる具体的な取り
組みには残念ながら至らなかった。
　学校運動部活動地域移行論が再燃したのは，「ゆ
とり教育」が検討されたことによる。ゆとり政策
の一環として，1992年９月から公立の小・中・高
校において第２土曜日が，その後1995年４月から
第４土曜日が休業となった隔週学校五日制の導入
によって，学校運動部活動を地域へ移行する声が
再び高まった。学校五日制の方針により生徒も教
師も休業日となる土曜日は休むことが原則とな
り，休業となった土曜日の学校運動部活動は禁止
となった。しかし，この時に学校現場が対応した
取り組みが，学校運動部活動を地域部活動に移行
させることの難しさの一面を物語っている。
　ある市の中学校の場合，休業の土曜日に学校に
おける活動ができなくなった学校運動部を，ス
ポーツ少年団に登録することにしたのである。も
ちろん，スポーツ少年団は地域スポーツクラブで
あり，このことだけからみれば，学校休業日にお
ける学校運動部活動の地域移行が実現したと見え
る。しかし，実態を詳細に見てみると，団員＝部
員，指導者＝顧問教師，活動場所＝学校体育施設
というように，「スポーツ少年団＝学校運動部」と，
学校運動部活動がスポーツ少年団活動に名を変え
ただけのものであったのである。定期的な活動を
確保するために，学校や顧問教師がとった苦肉の
策であったと言える。2000年に文部科学省が策定
したスポーツ振興基本計画7）においても，「学校
や地域の実態等に応じ土曜日や日曜日等を休養日
とするなど，適切な運営に努めること」とされ，
週末の運動部活動の運営方法は学校の判断に委ね
ており，結局学校運動部活動の地域移行は実現で
きないまま，極めて鈍い動きとなって現在に至っ
ているのである。

　以上をふまえ，本研究は，働き方改革の一環と
して注目されている学校運動部活動の地域移行論
の歴史を振り返り，受け皿として期待されている
総合型地域スポーツクラブの可能性と課題を探る
ことを目的とする。

学校運動部活動地域移行論の歴史

　学校における働き方改革の一環として運動部活
動を地域に移行し，地域部活動として展開する構
想や取り組みは，決して新しいものではない。
1969年の中学校学習指導要領改訂で，新たに「必
修クラブ」が設置されたことが契機となり，地域
移行論が登場した。この背景には教員の超過勤務
手当の問題があった。1966年，ユネスコによって

「教員の地位に関する勧告」が採択されたことを
受け，わが国においても教員の超過勤務，特に勤
務時間外にまで及ぶ部活動指導に関わる手当は大
きな問題となった。そこで，文部省は「時間割（教
師の勤務時間内）に組み込んだクラブ活動を実施
し，それ以外の活動は地域（社会体育）で行うよ
うにした」5）のである。これにより，勤務時間外
の運動部活動は地域部活動に移行することになっ
た。
　しかし，運動部活動を地域に移行し，地域部活
動として展開するだけの条件整備（施設・設備，
指導者等）が地域には整っておらず，試行錯誤の
上，結局必修クラブと運動部活動は一本化され，
運動部活動の地域移行は実現しなかったのであ
る。その後，1989年の学習指導要領改訂により，
運動部活動への参加によって必修クラブの履修と
見なすという「代替措置」が認められることにな
り，必修クラブは廃止され，従来からの運動部活
動が続く形となった。
　その後，臨時教育審議会（1987）や保健体育審
議会（1989），中央教育審議会（1996）等において，
指導者や活動場所の面から，地域スポーツクラブ
との連携の必要性が指摘された。例えば，中央教
育審議会6）は，ゆとり政策や学校スリム化との関
連の中で，部活動に関して「地域社会における条
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わらず参加できる」スポーツクラブと位置づけて
いる。この総合型クラブを全国の各市区町村にお
いて少なくとも１つ育成するという到達目標を掲
げることで，生涯スポーツ社会の実現を目指した
のである。
　ここで注目しておきたいのが，総合型クラブの
エリアを「中学校区程度」としたことである。「身
近な生活圏」という捉え方からすると「小学校区」
が想定される。しかし，中学校区程度とした背景
には，中学校運動部活動の地域移行論が関係して
いたのではないかと推察される。前述のように，
スポーツ振興基本計画が検討され，策定された時
期は，ゆとり政策も関係して，学校運動部活動の
地域移行がしきりに叫ばれ，さまざまな場で議論
され9），その内容を盛り込んだ中央教育審議会の
第１次答申（1996）が出された時期である。中学
校区程度というエリアの設定にはこのような背景
が強く関与していたものと思われる。
　この総合型クラブの設置状況をまとめたものが
図１である。スポーツ振興基本計画において総合
型クラブ育成の基本方針が示された当初は全国に
500程度のクラブ数であったが，５年後の2005年
には約４倍に増加し，10年後の2010年には3,000
クラブを突破する勢いで総合型クラブが育成され
ていった。その後微増を続けてきたが，近年は

　以上，学校運動部活動地域移行論の歴史を概観
した。学校運動部部活動を地域に移行するのであ
れば，受け皿となる地域スポーツの環境整備は不
可欠である。しかし，「部活動に関しては，それ
に関わる議論が十分になされないまま，地域移行
という論点だけが先走る」8）状況になっていると
言える。

学校運動部活動の受け皿としての総合型�
地域スポーツクラブ等の現状

　2020年９月に発表された，学校における働き方
改革に伴う休日の運動部活動を担う運営主体の一
つとして期待されているのが，総合型地域スポー
ツクラブ（以下，総合型クラブとする）である。
この総合型クラブの育成は，1995年から「総合型
地域スポーツクラブ育成モデル事業」として始
まったものであり，2000年のスポーツ振興基本計
画の策定を受けて全国的な展開となった。スポー
ツ振興基本計画では，総合型クラブを地域住民が
主体的に運営することを基本とし，「身近な生活
圏である中学校区程度の地域において，学校体育
施設や公共スポーツ施設を拠点としながら，地域
の実情に応じて民間スポーツ施設も活用した，地
域住民の誰もが，性別，年齢，障害の有無にかか

図１　総合型クラブの設置状況
注： 「スポーツ庁（2020）総合型地域スポーツクラブに関する実態調査結果について」より作成した。
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年団で活動することを前提」11）として生まれたも
のである。
　表２は，全国のスポーツ少年団の登録人数，学
校期別内訳及び加入率を示したものである。74万
人余りの登録人数の内，小学生が87.2％，中学生
が11.8％，高校生以上が1.0％である。また，学校
期別における総人口のうち，スポーツ少年団に登
録している割合（加入率）は，小学生で9.8％，
中学生で2.5％，高校生以上で0.2％である。半世
紀以上の歴史があり，総合型クラブに先駆けて学
校運動部活動の受け皿となる可能性があるスポー
ツ少年団においても，中学生のスポーツ活動の十
分な受け皿となっていないのが現状なのである。

結　語

　本研究は，働き方改革の一環として注目されて
いる学校運動部活動の地域移行論の歴史を振り返
り，受け皿として期待されている総合型クラブの
可能性と課題を探るために，総合型クラブ等の現
状を見てきた。
　その現状を見る限りにおいて，早急に学校運動
部活動を地域に移行することは相当に困難と思わ

3,500程度で育成クラブ数は横ばいの状態である。
　この育成クラブ数を，スポーツ振興基本計画に
示された「全国の各市区町村において少なくとも
１つ」という到達目標から見てみると，表１のよ
うに，総合型クラブ設置市区町村は80.5％（2019
年）にのぼり，多くの市区町村に普及しているよ
うに窺える。しかし，別の指標となる「中学校区」
というエリアに注目して育成クラブ数を見直して
みると，その設置率は38.5％（2019年度）である。
また，総合型クラブの総会員数に占める中学生の
割合は，わずか4.9％である。このように，中学
校区程度のエリアにまんべんなく総合型クラブが
育成されているとはとても言えず，総合型クラブ
が中学校の運動部活動の受け皿となりえていない
のが現状なのである。
　ところで，学校運動部の地域移行への受け皿と
して考えられるもう一つの地域スポーツクラブと
してスポーツ少年団がある。スポーツ少年団は，
スポーツ少年団登録施行細則第２条にあるよう
に，「団員は登録する年の４月１日現在３歳未満
以上とする」と明記されているが，設立当初に定
められた団員資格は「中学生期を主対象」10）と定
められており，「中・高校生が地域のスポーツ少

表１　総合型クラブの設置率の推移
年度 2010 2015 2019

育成クラブ数① 3,114 3,550 3,604
クラブ設置市区町村数② 1,249 1,394 1,401
全国市区町村数③ 1,750 1,741 1,741
全国公立中学校数④ 9,982 9,637 9,371
クラブ設置市区町村の割合（②÷③）×100（％）） 71.4 80.1 80.5
中学校区当たりクラブ設置率（①÷④）×100（％）） 31.2 36.8 38.5
注１：「スポーツ庁（2020）総合型地域スポーツクラブに関する実態調査結果について」より作成した。
注２：全国公立中学校数は，各年度の文部科学省学校基本調査による。

表２　スポーツ少年団登録人数及び加入率（2014年）
小学生 中学生 高校生 合計

登録人数 646,618人
（87.2％）

87,356人
（11.8％）

7,823人
（1.0％）

741,797人
（100.0％）

加入率 9.8％ 2.5％ 0.2％ ―
注：「日本体育協会日本スポーツ少年団（2016）スポーツ少年団現況調査報告書」より作成した。
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れる。しかし，総合型クラブの設立理念に基づい
た取り組みが展開されるならば，可能性は大いに
あると思われる。そのためにも空論に終始してき
たこれまでの地域移行論を，実質的なものにして
いくための条件整備の検討が不可欠である。具体
的には，受け皿となる総合型クラブの増設，施設
整備，指導者の充実等の条件整備，及びそのため
の予算措置である。また，地域には約15,000のス
ポーツクラブ12），34,000余りのスポーツ少年団13）

があるが，会員数が少なく，年齢に偏りがある。
学校運動部活動の受け皿となるためには，地域ス
ポーツクラブあるいはスポーツ少年団の本来の在
り方をふまえ，関係者の意識改革を含めた抜本的
な取り組みが急務であると思われる。いずれにし
ても，今回の働き方改革による学校運動部活動の
地域移行が，これまでのような空論の繰り返しと
ならないようにしなければならない。
　ところで，学校における働き方改革推進本部の
資料によると，地域部活動において休日の指導を
希望する教師は，兼職兼業の許可を得た上で従事
するとしている。果たしてこのような方策が「働
き方改革」になりうるのか，今後の対応に注目す
る必要がある。

引用及び参考文献

１）中国新聞朝刊．2020年９月２日．
２）内田良（2017）『ブラック部活動』東洋館出

版社：p.78．
３）学校における働き方改革推進本部資料．2020

年９月１日．
４）スポーツ庁（2018）運動部活動の在り方に関

する総合的なガイドライン．
５）神谷拓（2015）『運動部活動の教育学入門－

歴史とのダイアローグ』大修館書店：p.59．

東　川　安　雄 141


