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はじめに
● 大阪府教育委員会では、平成30年３⽉スポーツ庁「運動部活動における総合的な
ガイドライン」及び同年12月文化庁「文化部活動における総合的なガイドライン」を受け、
平成31年２⽉「大阪府部活動の在り方に関する方針」を策定し、生徒や指導する
教員にとって望ましい環境を構築するという観点に⽴ち、部活動が地域、学校、分野、
活動目的や競技種目等に応じた多様な形で最適に実施されることをめざした。

● また、部活動における⻑時間勤務の縮減、専⾨的指導ができない顧問の⼼理的負担
の軽減をはかるため、平成30年度から⼤阪府⽴学校部活動指導員配置事業を実施し、
教員の働き方改革もすすめてきた。

● さらには、令和２年度スポーツ庁委託事業「運動部活動改革プラン」を受託し、部活
動におけるさまざまな課題を鑑み、府⽴⾼校とその地域の中学校、そして域内にある総合
型地域スポーツクラブと連携し、地域による新たなフレームの部活動を模索することとした。

● 一方、同年９⽉「教員の働き方改革を踏まえた部活動改革」が出されたことを受け、
部活動が学校だけでなく、地域とともに支えていくことの重要性が明確化された。令和３年
度は、スポーツ庁委託事業「地域運動部活動推進事業」を実施することとし、本府におい
ても生徒にとって望ましい部活動の在り方を検討することを決め、様々な観点から課題解
決に向けた取組みを⾏った。
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１．趣 旨 ・ 目 的

● 大阪府では令和２年度スポーツ庁委託事業「運動部活動改革プラン」を受託し、地域
と学校で⼦どもたちを⽀える新しい形の部活動の実践研究を⾏った。その経験を活かし、
本事業を受託することとした。本事業を進めるにあたっては令和２年度スポーツ庁委託事
業「運動部活動改革プラン」におけるアドバイザリー会議において、運営組織（運営⺟
体）の体制づくりが最重要課題だと指摘を受けたことを踏まえ、教員の働き方改革を考慮
しながらも、生徒の望ましい部活動を持続可能なものとするために、部活動を支える中学
校教員の理解を得ることを本研究の第⼀ステップとして進めていきたいと考えた。

● そのためには、関係教育委員会及び関係中学校との連携を密にしながら、国の動向等を
理解する場（研修等の実施）を設定する。さらに生徒の部活動の充実を維持しつつ、各
地域の特性等を活かしながら地域移⾏に向けた運営組織の在り⽅について、課題や問題
点を共有する。



２－② 市部 大阪狭山市
⼤阪狭⼭市⽴の中学校

●地域の受け皿として大学を活用。大学独自の取組みと拠点校とのマッチングを
はかる。
●指導者の育成や確保を⼤学に委ね、拠点となる市教委、中学校の理解を求めなが
ら地域部活動を実施し、教員の働き方改革を進める。
●大学での指導者プログラムと教員及び地域指導者が一体となった指導者の資質
向上システムを構築。
●大学を中心とした周辺地域の活性化。

２．令和３年度の取組みについて（達成⽬標及びその検証）
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２－③ 町村部 島本町
島本町⽴第⼀中学校・第⼆中学校

●昨年度実施した「運動部活動改革プラン」を基に、ダンス事業は継続して実施し、
地域部活動としての在り⽅を模索。中学校の教員に対し、運動部活動の段階的な
地域移⾏にかかる主旨の理解を求めるとともに中学校において地域を巻き込んだ
システム、⽅策を模索しながら、持続可能な運動部活動の組織体制を作り、改善
点や問題点を共有する。
●島本町の「１高校２中学」というコミュニティを活かし、各学校が連携した部活
動運営を図る。

２－① 市部 守口市
守⼝市⽴⼋雲中学校・さつき学園

●中学校教員に対し、運動部活動の段階的な地域移⾏にかかる主旨の理解を求める
とともに、中学校において地域を巻き込んだシステム、⽅策を模索しながら、
持続可能な運動部活動の組織体制を作り、改善点や問題点を共有する。
●また、地域における指導者の確保と部活動とのマッチングするシステムや制度を
構築する。



２ー①． 守口市の概要について

人 ⼝︓141,842人（2022年2月1日）
面 積︓12.71㎢
⼈⼝密度︓11,160人/㎢
教 育︓⼩学校13校（5,356人）

中学校７校（2,647人）
義務教育学校１校（前期415人後期343人）
高等学校 公⽴３校

私⽴３校
特別支援学校１校
大学２校

運動施設︓守⼝市⺠体育館
守⼝市市⺠球場
大枝公園テニスコート
淀川河川敷運動広場

守口市（27209-4）

※2021年５⽉１⽇現在の⼈数
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市部①
休日の部活動の段階的な地域移行
●地域人材を確保・マッチングする仕組みの構築
●生徒・教師にとって望ましい持続可能な運営団体の確保

サッカー部における休⽇の地域移⾏
●平日は学校部活動を継続
●休日を地域部活動としてリトルFCへ移⾏
・ランニング期間︓10⽉〜
・完全移⾏︓１⽉〜
●移⾏後の⼤会参加
・休日における公式戦の参加は本事業とは区別
（学校部活動として参加）

八雲中 × リトルＦＣ
男⼦ソフトテニス部と⼥⼦バスケットボール部における
休⽇の地域移⾏

(※今後は部活動指導員配置部を除くすべての部をめざす)

●平日は学校部活動を継続
●休日を地域部活動として(株)コスモスポーツクラブへ移⾏
・ランニング期間︓10⽉〜
・完全移⾏︓１⽉〜
●移⾏後の⼤会参加
・休日における公式戦の参加は本事業とは区別
（学校部活動として参加）

さつき学園 × コスモスポーツクラブ

さつき学園について
●2016年に義務教育学校として設⽴(さつき小と第三中の合併）

●設置部活動︓ 卓球（男⼥）、バスケットボール（男⼥）
ソフトテニス（男⼥）、準硬式野球（男）

※男子バスケットボール部に部活動指導員配置済み

八雲中とリトルFCとの関係について
●八雲中サッカー部員のほとんどがリトルFC出身者
●リトルFCの指導者の多くが八雲中出身
●八雲中サッカー部への外部指導歴あり

学校部活動

平 日

リトルFCの地域スポーツとして移⾏

休日

コスモスポーツの地域スポーツとして
移⾏

学校部活動

平 日

休日

２ー①．守口市の取組みについて

6



２ー②． 大阪狭山市の概要について

人 ⼝︓58,166人（2022年2月1日）
面 積︓11.92㎢
⼈⼝密度︓4,880人/㎢
教 育︓⼩学校７校（3,285人）

中学校３校（1,520人）
高等学校 公⽴１校
大学１校

運動施設︓総合体育館
池尻体育館
山本テニスコート
大野テニスコート
市⺠ふれあいの⾥スポーツ広場

大阪狭山市（27231-1）

※2021年５⽉１⽇現在の⼈数
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市部② 休日の部活動の段階的な地域移行

地域人材を確保・マッチングする仕組みの構築

関係大学

学生(部活動指導者)の育成・登録
☑桃教大『部活動指導者養成プログラム』

→ 生徒への適切な指導に必要な研修の実施

市町村教委

中学校への人材派遣
☑域内中学校ニーズの把握・調整

☑ 予算化

→ ミスマッチの軽減化

府教育庁

部活動指導員

バンク

指導者の登録・管理
☑府内市町村・府立学校ニーズの把握

☑予算化

→ 他の協力大学の確保

府内の関係大学で 『 部活動指導者 』 として発掘・育成した学生を、ニーズのある
中学校へ派遣する枠組みを構築する。

大阪府のバンクに自動登録されることで優秀な人材を確保しつつ、必要な学校へ

２ー②． 大阪狭山市の取組みについて
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２ー③． 島本町の概要について

人 ⼝︓30,949人（2022年2月1日）
面 積︓16.81㎢
⼈⼝密度︓1,841人/㎢
教 育︓⼩学校４校（1,937人）

中学校 公⽴２校（833人）
私⽴１校

高等学校 公⽴１校
私⽴１校

運動施設︓町⽴体育館
テニスコート
水無瀬緑地公園スポーツ広場

島本町（27301-5）

※2021年５⽉１⽇現在の⼈数
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町村部
休日の部活動の段階的な地域移行
●地域人材を確保・マッチングする仕組みの構築
●生徒・教師にとって望ましい持続可能な運営団体の確保
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島本高校

島本町⽴
中学校

Ｒ２運動部活動改革プランからの発展・進化を引き続き実践研究

●ダンス教室を展開しながら
今後の広がりを模索
・他競技の地域化
・教師の兼職兼業
・受益者負担への準備

など

● ６⽉〜町内調整
●10⽉〜募集開始

計８回開催
●最後に成果を動画撮影
動画を参加者へ提供

☑ 地域コミュニティを最大限に活用した仕組みづくりから、生徒・教師にとって望ましい
持続可能な部活動と学校の働き⽅改⾰の両⽴の実現をめざして

島本町
島本町教委
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２ー③． 島本町の取組みについて



１ モデル実施を行うにあたって （２）モデル拠点校の選定方法

令和２年９月 文部科学省が事業内容を通知

同年11月 府教育庁実施の調査回答を通じて
積極的な検討を開始

同年12月 市校長会にて周知

令和３年１月 市校長会にて説明・実践校募集

同年２月 市教委より八雲中・さつき学園に打診

なぜこの２校なのか さつき学園 八雲中学校

管理職の理解（思い） ◎ ◎

教職員の困り感 〇 〇

運動部活動数 ４種目 ７部活 ７種目 １０部活

対象部活動（予定） すべて サッカー部

理由 予算上最大５部活
となっていたことから

顧問の異動
連携先のチームのOBが部員

連携先（予定） 地域にあれば… 少年サッカーチーム

さつき学園はすべての運動部活動を地
域移行するモデルとなることを期待

八雲中学校は、地域に少年サッカーチー
ムがあるにもかかわらず、サッカー部が存
続の危機であったことから、生徒にとって
望ましい持続可能な部活動モデルになるこ
とを期待

さつき学園は義務教育学校で前期課程（小学
校）と後期課程（中学校）が相互に行き来する
体制の構築に取り組んでいるが、前期から後期
に行くことをためらう、教員の理由の１つとし
て部活動があげられていた。

八雲中学校は、近年の少子
化の影響を受け、一時期は学
年４クラス規模だったのが２
クラス規模になり、部活動の
数や種目について検討し、縮
小しているところであった。

３．具体的な取組みの実際について
３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

● 守⼝市教育委員会が主体となり、「学校の働き⽅改⾰を踏まえた部活動改⾰」について、校⻑会を通じて
丁寧に説明したことと、中学校が抱える部活動の課題が相まって、モデル実施を⾏う拠点校選定がスムーズ
に進んだことが伺える。
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１ モデル実施を行うにあたって （３）地域運動部活動の実施形態

「地域運動部活動」運営組織図 ゴールイメージ【守口市】

令和５年度から休日の運動部活動が段階的に地域移行されるため、
休日の指導を希望する教職員も今までのようには指導ができない事に

休日の指導を希望する教職員が
参画するための新しい組織

令和３年度重点推進項目 ・中学校教員への丁寧な説明 ⇒ 中学校教員の理解・協力
・教員の負担を増やさずに成立する仕組みづくり

中学校（従来）
顧 問

デメリット
・専門的指導ができない
・他の業務で忙しい
・部活動が負担に

なっている

メリット

学校教育の一環として学
習意欲の向上や責任感、
連帯感の涵養等に資す
る

平 日 休 日

運 動 部 活 動

顧問会議

指導・引率・付き添い

中学校
顧 問

部活動指導の課題
負担感を取り除く
ことができる

・部活動指導がしたい
・休日も指導がしたい

平 日
運 動 部 活 動

顧問会議

平日の部活動は
従来通り実施

運 営
指導者派遣

登 録

外部指導者

運営組織＊

休日の運動部活動

課題や検討事項を整理

＊運営組織の構成員は、顧問有志、協力いた
だける保護者、などが考えられる

３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

● モデル実施を⾏うにあたって、具体的なゴールイメージを描き、休⽇の運動部活動を地域で⾏うための
運営組織の必要性、さらには希望する顧問が指導できる新しい体制を構築しようとしている。また、中学校
教員への丁寧な説明とともに、理解・協⼒を得ることと教員の負担軽減にも重点を置いている。
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１ モデル実施を行うにあたって （４）学校や保護者等への説明

予 定 時期 実 際
①市校長会にて説明 令和３年１月 ①市校長会にて説明

②実施校を決定 同年２月 ❷実施校並びに実施部活動を打診

③対象校の教職員へ説明 ❸学校長が教職員へ説明

④対象校の中学校区学校運営協議会へ説明 同年６月 ❺❻対象部活動と連携先の決定
八雲中サッカー部はリトルFC 以後、市教委・学校・リトルFCで協議
さつき学園は未定

⑤実施部活動の希望を募る 同年８月 ❺❻さつき学園とコスモの連携を決定
対象部活動を女バス、男テニスに決定 以後、市教委・学校・コスモで協議

⑥実施部活動を決定 同年９月 ⑦市長部局（市長、財政課、社会体育所管課）へ説明

⑦市長部局へ説明 ⑧市議会へ説明

⑧市議会へ説明 ❾コロナ禍のため、学校より対象部活動保護者へ周知

⑨市教委と学校が対象部活動保護者へ説明 ④中学校区学校運営協議会へ説明

⑩事業開始 同年10月 ❿ランニング期間（※）として事業開始
※学校主体の部活動にリトルFC、コスモが連携

同年12月 ⓫さつき学園において実施部活動保護者説明会を実施

令和４年１月 ⓬さつき学園において本格実施

⓭八雲中学校において実施部活動保護者説明会を実施（オンライン）

同年２月 ⓮八雲中学校において本格実施

３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

● 校⻑会での説明から、教職員へ、また市⻑部局、市議会及び学校運営協議会等へ説明、情報共有している
ことから、地域で子どもたちを支える地盤を固めることができたのではないか。

● コロナ禍であったことで、事業開始が遅れたことが残念である。
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２ 状況 （１）現在の実施状況

八雲中学校サッカー部 さつき学園女子バスケ部 さつき学園男子ソフトテニス部

運営補助員（※）の人数 １人 １人

指導員の人数 登録：９人
１回あたり２～３人

登録：４人
１回あたり１～２人

登録３人
１回あたり１～２人

運営主体（２学期中） 学校
（リトルFCは連携協力）

学校
（コスモスポーツは連携協力）

開始時期 10月9日より 10月2日より

実施頻度（原則） 毎週土曜日9～12時 毎週土曜日9～12時

運営主体（３学期予定） リトルFC コスモスポーツ

生徒の保険について スポーツ安全協会に加入（府教育庁にて一括加入。受益者負担なし）

指導員の保険について リトルFCで既加入 コスモスポーツで既加入（指導員は社員）

活動内容について 校内での練習 校内での練習及び練習試合 校内での練習

公式戦への関わり 今後検討 今後検討 今後検討

目的：生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の両立を実現する

３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

● コロナ禍であったことにより、事業開始が10月となった。２学期中は、ランニング期間として、学校と
運営主体となるスポーツクラブが連携して実施したことによりスムーズに移⾏できた。
● どちらの学校も運営補助員をおき、指導員や学校と連絡調整を担ったことで、休日における指導体制が
うまく確⽴できたことが伺える。

※指導員の連絡調整や学校との連絡窓口、指導補助などの役割 14



２ 状況 （２）苦労した（している）点

目的：生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の両立を実現する

課題等 八雲中学校 さつき学園

休日に教職
員が部活動
に従事しな
い体制の構
築

運営主体の確保
リトルFC

〇 取組みに賛同いただく
コスモスポーツクラブ

△ 取組みにはすぐ賛同していただいたが、報酬額、支
払い方法等で難航

指導者の確保 〇 リトルFCの指導に関わっているOBが指導にあたる 〇 競技経験のある社員が指導にあたる

大会に参加する場合の対応 〇 学校が主で連携支援することに理解 〇 学校が主で連携支援することに理解

生徒にとっ
て望ましい
持続可能な
部活動体制
の構築

指導者の質の確保

△ OBは大学生が多く、指導すること自体が初めての
方もいるため、学校側としては、単独で指導を任すこ
とができるのか不安の声があった

〇 幼児体操教室等を指導している社員であることから、
技術指導だけでなく、生徒のモチベーションをあげる
声かけや不測の事態の対応についても任すことができ
る

競技種目数の確保
× 今のところサッカーのみ △ 卓球部も一緒に実施したかったが、競技経験者がい

ないため断念 今後拡充を検討

受益者負担の軽減 × 保護者等へのアンケートを実施している段階 × 保護者等へのアンケートを実施している段階

平日の部活動との連携
〇 平日の指導方法へのアドバイスを行うことや、指導
員が人材バンクに登録し平日の指導にも携わっている

△ 運営補助員が平日の状況把握を行っている

活動場所の確保
△ 学校のグランドを使用しているが、他クラブとの調
整が必要

〇 学校のグランド、体育館を使用 他クラブとの重な
りも少ないため特に課題はない

部員数の確保
△ 一時期単独でチームを組むことが難しかったが、こ
の連携を機に、リトルFCのOBがコンスタントに入っ
てくれれば

△ ２競技とも部員数が少ないが、義務教育学校の強み
を活かし、前期課程児童の入部を検討

３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

● 本事業における市教育委員会の苦労した（している）点。運営主体の確保においても報酬額等での課題も
ある。また、競技種目数の確保という点では、指導者の確保ができないことから種目数を増やすことができ
ない。受益者負担の考え方については後述（アンケート結果）。

15



〇練習の質の向上につながっている
・指導経験が少ない教員が、リトルFC代表者（運営補助員）に練習メニューについてアドバイスを受けることができ
ている。

八雲中学校サッカー部員の声
Q.今日（休日）の練習はいつもの練習と比べてどうでしたか？
チームの雰囲気はどうでしたか？

A.楽しかったです。リトルFCの指導者がいると、動き方や技術をより詳しく
教えてくれるのでいつもより良い雰囲気で練習できました。

〇教職員の負担軽減につながっている
・ある教員の声
「授業はノーストレスだが、部活動はハイストレス。生徒が頑張っている姿をみることは好きだが、
一生懸命に取り組んでいない生徒を応援できない。その（生徒のやる気を引き出す）もって行き方が難しい。
（指導員の）指導を受けている生徒はとても良い表情をしているので本当にありがたい。」

〇学校運営協議会で説明した際、多くの委員が理解を示す
さらに学識経験者の委員より

「部活動改革のためには地域や保護者の方の理解が必要である。学校運営協議会は市が明確な方針を
出したのならば、地域、保護者の方々へ説明し理解いただけるよう働きかけを。それも学校運営協議会の
役割である。」 と力強いお言葉をいただく
〇市長部局、市議会議員も理解を示している
〇企業連携により指導者の質を確保することができている
〇平日は教員、休日は地域（企業）指導者と多くの大人が関わることで混乱があるかと思われたが、
多くの大人が関わることの方がメリットがある

２ 状況 （３）取組みで得られた成果や変化、良い兆候等

３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

● 本事業にて得られた成果や変化、良い兆候等。⽣徒にとっても教員にとってもいい取り組みであることが
言える。

16



〇生徒のニーズ調査の必要性について
部活動に何を望んでいるのか どんな種目をしたいのか どれぐらいの頻度で活動したいのか

〇関係者への丁寧な説明について
教職員、保護者、地域、関係団体には共通の課題意識をもっていただくために丁寧な説明が必要

〇運営主体の在り方について
学校ごとに変えるのか 合同での実施も検討するのか

〇地域等主体の部活動実施における費用負担について
受益者負担をどこまで求めるのか 市としての補助は行うのか その他の補助を活用することはで
きないのか

〇教職員の兼職兼業について
現実施校は教職員の兼職兼業ありきで進めていないがそれでよいのか

３ 今後に向けて （１）取り組むことから生まれた新たな課題・考察

３－①守口市について

※守⼝市発表資料から抜粋

今後に向けてのまとめ
● 守口市においては、市としての方針を打ち出してどのように今後につなげていくか。
検討会議を実施し、国の⽅向性を⾒極めながら進めていく予定であり、来年度においても継続したい考え。

17



生徒向けアンケートより（市部①）

Q︓活動⽇数・活動時間について

Q︓顧問の先⽣が休⽇の部活動にいないことについて

Q︓平⽇と休⽇で指導者が違うことについて

Q︓休⽇に地域の指導者のもとで部活動を⾏うことついて

不満 18％
あまり満足していない 11％

満足していない 7％

満足
82％
とても満足37％

満足45％

不安なし
85％

不安あり 15％

満足
78％
とても満足30％

満足48％

不満 22％
あまり満足していない 18％

満足していない 4％

⼾惑いなし
52％

⼾惑った(困った) 15％

どちらともいえない 33％

18



保護者向けアンケートより（市部①）

Q︓費⽤負担が発⽣した際の妥当と考える⽉額について

Q︓休⽇の部活動の地域移⾏について 『賛成』の主な理由
・先生方の負担軽減につながるのでよい。
・いろいろな人に指導してもらえることはよい。
・休日は休んで平日の授業準備等をしっかりとしてほしい。
・休⽇に限らず、平⽇も移⾏していい。
・専門的な指導を受けられるのであれば、技術等の向上につながる。
・地域交流にもなるし、ベテラン指導者の⽅もおられるので期待できる。
『どちらともいえない』の主な理由
・よくわからない。
・部活動指導を含めて希望し採用されていると思うので、学校内の
別の雑務を減らすことの⽅が⼤切ではないか。
・そこまでして休日の部活動が必要なのか。
「反対」の主な理由
・同じ先生に指導してほしい。

賛成
35％

どちらともいえない 57％

反対 57％

『無料（0）』の主な理由
・今までどおり。
・お⾦がかかるならやめてもらう。

『1〜500円』の主な理由
・部活動は学校での活動という感覚がある。
・会費制といわれてもピンとこない。
・負担は少ない方がよい。

「501〜1,000円」の主な理由
・どの家庭にも大きな負担にならないように。
・今の指導内容程度であればこれぐらいが妥当。
・⺟⼦家庭や⽣活圧迫等により、参加したくてもできない⼦が出る。
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教員向けアンケートより（市部①）

Q︓休⽇の負担軽減について

Q︓兼職兼業について

Q︓休⽇の指導者との連携について

Q︓休⽇の部活動の地域移⾏について

希望する
40％

わからない 20％

軽減された
60％

そう思う40％
だいたいそう思う20％

軽減されていない 40％
あまり思わない 20％

思わない 20％

問題なし
60％

どちらともいえない 40％

賛成
60％

反対 40％

希望しない 40％

20



地域指導者・運営団体向けアンケートより（市部①）

Q︓費⽤を徴収する場合の妥当な⽉額について

Q︓現在の謝⾦額(1,000 or 1,600円/1H)についてQ︓休⽇の部活動の地域移⾏について

どちらとも
いえない
65％

妥当 17％

2,000円台
55％

3,000円台 27％

賛成
88％

反対 12％
妥当でない 18％

『2,000円台』の主な理由
・これまでのスポーツ少年団での活動をベースに考えた場合、
少なくともこれくらいは徴収する必要がある。
・試合の交通費や通信費に充てる費用も必要であるため、
一定の費用は徴収したい。

「3,000円台」の主な理由
・部員や指導者数と関係するが、20名程部員がいればこのくらいか。
事業として企業が担うのであれば時給4〜5,000円と考える。
・もともとは学校部活動であり、今回の経緯からするとこれくらいか。
スポーツの習い事だと月謝5〜7,000円からかと思うが。

1,000円台 18％
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３．具体的な取組みの実際について
３－②大阪狭山市について

● 桃山学院教育大学においての取組みである、総合型地域スポーツクラブ「桃教スポーツアカデミー」を
運営⺟体として、⼤阪狭⼭市内中学校の運動部活動を⽀援する事業として計画。
● 令和２年度末から、関係団体と調整してきたものの、コロナ禍の影響から調整が予定通り進まず、事業
期間内に拠点地域等の理解を得ることができなかったため、実施できず。

－当初計画－
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３．具体的な取組みの実際について
３－③島本町について

● 令和２年度スポーツ庁委託事業「運動部活動改⾰プラン」を受け、アドバイザリー会議での指摘を実現
すべく、地域内の関係団体から構成する地区協議会を開催し、島本町内にある１高校２中学校を支える
組織体制を構築していく予定であったが、コロナ禍等の関係で協議会⽴ち上げに⾄らなかった。

● 令和３年度についても、昨年度同様、ダンス教室を実施するにとどまった。

－当初計画－
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３－③島本町について
● 昨年度からの変更点は、総合型地域スポーツクラブであるNPO法人しまもとバンブークラブに委託して
実施したこと。指導者との調整、参加受付から資料等配付まですべてをクラブで運営。

● 運営のノウハウがある分、スムーズに運営できたものの、部活動の地域移⾏という観点では、中学校の
部活動に対する意識や意⾒を集約するまでに⾄らなかった。
● 今後、少子化等が進み、部活動の存続が危ぶまれるようになってから体制を整備するのではなく、地域
全体での課題として、意識を持って取り組んでいただきたかっただけに⼤変残念である。

再掲

島本町広報誌
広報しまもと10月号に掲載

最終日
動画撮影
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生徒向けアンケートより（町村部）

Q︓地域指導者の指導について

Q︓活動⽇数・活動時間についてQ︓学校部活動への所属状況について

満足
67％
とても満足67％

不満 33％
満足していない 33％

満足
67％
とても満足67％

不満 33％
満足していない 33％

所属率
100％

（所属部）
・ダンス
・バドミントン
・テニス

令和2年度運動部活動改⾰プランを基にダンス事業を継続

● 同地域内にある総合型クラブと府⽴⾼校の連携から、
地域コミュニティを生かした持続可能な部活動の組織
体制つくりをめざすため、令和2年度に引き続き展開。

● 同地域内でダンス指導者の確保は困難であったことから
近隣市町村のダンススタジオより指導者の派遣を依頼。

● ダンススタジオの指導者のうち、昨年度は参加者として
活動した生徒(昨年度中学3年⽣)がいた。

● 学校部活動におけるダンス部所属の有無に関わらず、
広く参加者を募ったところ、学校においてはダンス部に
所属していない生徒の参加があった。 25



保護者向けアンケートより（町村）

Q︓費⽤負担が発⽣した際の妥当と考える⽉額について

Q︓休⽇の部活動の地域移⾏について 『賛成』の主な理由
・教員の⽅々も休⽇は必要。スポーツの専⾨知識を持つ指導者に
指導してもらえるなら、⼦どもらにも刺激もある。指導者の雇⽤にも
つながるはず。経験者を希望する。
・先生の負担が大きいから休日は休んでほしい。
・専⾨知識のある⼈に教えてもらえるから。
・先生にも生徒にもメリットがあると思うから。

『どちらともいえない』の主な理由
・指導者が変わることによって(平日と)いつもと違った観点で指導して
もらえるのはいいことだと思うが、指導の⽅向性が異なる場合⽣徒が
⼾惑うので、きちんと双⽅の⽅針を話し合っていてほしい。
教員の負担が少なくなることについては賛成。

賛成
67％

どちらともいえない 33％

『1,000円台』の主な理由
・費用負担がなく、できるのが部活だと思うから。
・部活に参加しなくなる家庭も出てくると思うから。
・費用負担が発生するなら、スポーツクラブにいくのと変わらないから。
・休日のみなら(月4回)1,500円くらい。
・現在町内で習い事を2〜3,000円でしているので、学校の部活動
としてするなら、習い事より少し安いくらいの設定が妥当と思う。

「3,000円台」の主な理由
・家庭により収入事業が違うため、これ以上に高額設定である場合
誰もが希望し参加することができなくなってしまい、意味がない。

1,000円台
67％

3,000円台 33％
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地域指導者・運営団体向けアンケートより（町村部）

Q︓費⽤を徴収する場合の妥当な⽉額について

Q︓現在の謝⾦額(1,000 or 1,600円/1H)についてQ︓休⽇の部活動の地域移⾏について

どちらとも
いえない
50％

2,000円以上
100％

賛成
50％

どちらともいえない 50％
妥当でない 50％

『2,000円以上』の主な理由
・費⽤徴収は指導者への謝⾦に直結することであり、ボランティアに
近い⾦額では、プロの指導者を確保するのは困難。今回は恩師
からのお話だったことから引き受けたが。
・ダンスで生活している側からするとこれでも安いと思う。
・外部の方に指導をお願いする場合は足りないが、教員が外部の
指導者として実施する場合はこれぐらいが妥当か。
・指導者の質を担保するうえで、専門性と指導は短時間でも移動・
準備など拘束時間が⻑く、それなりの報酬が必要。
・参加者数や回数等により変わってくるが、運営をしていくためには
一定の徴収が必要。
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地域指導者・運営団体向けアンケートより（町村部）
Q︓昨年度に引き続き、新しい形の部活動（地域部活動）として実施する中で感じたことについて

自由記述

● 地域側が自然と受け入れてくれる…ということはなかなか難しいと思う。地域によって格差があるので、そこに対しての
フォローが必要だと思う。そこをきっちりしないと地域により生徒にしわ寄せがきてしまうかもしれない。

● 令和5年度までに、各校のモデル部活動をピックアップして、実際の動きや問題点を学校・教育委員会・地域で検証
していくことが必要。

● 他団体との連携や指導者確保、⾏政との⾜並みをそろえるのは難しい。⼦ども達の活動の空⽩期間ができるのでは
ないか。

● 2年実施したが、学校側の⼗分な理解がすすまなかったのが残念でした。

● 少ない回数設定での実践となり、大会参加等の目標設定が難しく、目的が明確ではなかったと感じた。

● 運動部と文化部で分けられているが、文化庁と事業コンセプトは同じでなくても、同内容の取組みが文化庁でも
展開されていることについて、縦割りではなく、各庁の連携を図り、⼦どもたちには何が最善かを議論いただきたい。
教員の働き⽅改⾰も⼤切だが、⽬の前の⽣徒を優先して考えてもらいたいと思う。
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４．成果発表会の実施について

研修名・内容等 日程

第１回大阪府部活動の在り方に関する研修会 令和３年７⽉７⽇

講演
「部活動で⼤切にしたいこと」
〜もっと練習したい、強くなりたい⽣徒がいるのに、

なぜ時間を制限しようとするのか〜
講師 教育研究家 妹尾 昌俊 氏

集合型
参加者︓193名
（中27,高153,支援６,その他７）

第２回大阪府部活動の在り方に関する研修会 令和４年２⽉14日

講演
「運動部活動改革・地域における

新たなスポーツ環境の構築について」
講師 スポーツ庁政策課学校体育室⻑ 藤岡 謙一 氏
事例発表 守口市の取組み（守口市教育委員会）

府⽴⼋尾⾼校の実践（府⽴⼋尾⾼校）

オンライン（YouTube配信）
視聴回数︓344回(R4.3/7現在)
アンケート回収数︓176

令和３年度 大阪府部活動の在り方に関する研修会の実施



Ｑ︓課題解決の方策を考えることができたか
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４．成果発表会のアンケート結果について（回答176人）
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４．成果発表会のアンケート結果について
Ｑ︓中学校部活動の地域移⾏について

反対（その他） 5.1％

賛成
59.7％

どちらでもない 35.2％

Ｑ︓兼職兼業を希望

希望
25.6％

わからない 39.8％

希望しない 34.7％

『賛成』の主な理由
・少子化や生徒や教員に荷重な負担となっている状況で、もうすでに学校単位で教員が指導するということが維持できなくなってきているのを
実感しているから。
・「部活動の指導は任意である」という建前と現実が乖離しており、「やりたくないけどやらざるを得ない」という顧問が⾮常に多いため。
・部活動を持続可能なものにしていくために主に教員だけで負担していくことには様々な点で限界があると感じます。
・⽣徒数が減る⼀⽅、配置される教員数も減り、指導員が⾜りなくなるのが⽬に⾒えているので、打開策として賛成です。
・教員が休暇をとりやすくなることで、授業準備がより進んだり、心身ともにリフレッシュして取り組めたりするようになり、より高い教育効果を
生み出す可能性が高いから。また、地域のスポーツ活動が活性化し、同時に専門の方々よりより高いスキルを習得できるとすると、生徒に
とってもメリットが大きいと考えるから。

『反対』の主な理由
・地域に移⾏することによって家庭への⾦銭的負担は増えます。⼦どもの貧困率が⾮常に⾼い⽇本で、部活動にかかる⾦銭的負担が増える
ことによって、教育機会が失われていくのではないのでしょうか。家庭の収⼊によって、学⼒差が⽣まれるということが社会でも認知されるように
なって久しいですが、部活動でも同じ現象が起きています。生徒の多様性を確保する視点で、部活動の発展を学校と地域が一緒になって
⾏えることが⼀番いいのではないかと思います。教員の働き⽅改⾰は必要かと思いますが、その代償として本当に教育が必要な困難な状況で
⽣活している⽣徒を⾒捨てることにつながっては、本末転倒かと思います。

『どちらともいえない』の主な理由
・怪我など不測の事態に対応できるかが気がかりである。その点をクリアできるのであれば賛成。
・働き方改革の視点で賛成だが、指導員や予算の確保が難しく、中途半端な実施になることが予想されるため。
・地域移⾏した際に種⽬によっては競技⼈⼝の減少をするさらに加速するのではないか。 31
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５．まとめ

どうしたら関係団体と円滑に地域移⾏を推進できる体制を構築できるか

市町村レベルでスポーツ関係団体の状況は異なり、学校を所管する教育委員会においても、
その実態を把握できていないことが考えられる。

●地域において、どういったスポーツ関係団体が存在し、どういった種目や指導者がおり、現在において、
どのような活動をしているかを把握できるような状況にならないと、学校としても部活動を地域に
お願いすることができないのではないか。
●学校を所管する部局（教育委員会）とスポーツ団体を所管する部局（⾸⻑部局等）との連携

☞第３期スポーツ基本計画を参酌し、地方スポーツ推進計画を策定する場において関係団体との連携する
いい機会ではないか。

◆令和３年度において、地区協議会と称して地域関係団体で部活動を⽀える組織構築を試みたが、
コロナ禍等の影響により断念。当該⾃治体が積極的に主導する形をとらないと、実現は困難。
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５．まとめ

どのような支援が拠点校の取組みや関係団体の協働を効果的に促進することができるか

現在、関係団体はモデル実施による検証段階であることや、自治体からの依頼により、指導者派遣等に
協⼒していただいている状況である。運営団体や競技種⽬にもよるが、アンケートにもあるように、今後、
持続可能なものとするためには、指導者に対する報酬額が適正となるようにするべきである。

●国において、令和３年度の取組み事例集において好事例及びうまくいかなかった事例等を周知する。

☞総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団等の関係団体の活動状況と学校の部活動の状況について
意⾒交換等できる場を設定することも重要だと考える。

◆日本スポーツ協会による国庫補助事業「地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業」において、
都道府県体育・スポーツ協会がスポーツによる地域課題の解決に向けた取組みを検討する連絡会議を、
市町村レベルにおいても実施できるようになれば、拠点校及び関係団体の協働を効果的に促進できる
のではないか。
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５．まとめ

どのようにして、それぞれの課題を克服していくのか

費用負担が増えることについては、抵抗ある保護者も多くいると考えられる。
保護者への説明は学校がすることになるのか。
学校に存在する、①部活動と地域が運営する②地域部活動については混在することで、
①と②で費用負担に差が出ること、また他の習い事等は、一定の費用が発生しても抵抗感はないものの、
やはり部活動＝安価という固定観念が⼤きな課題である。

●①部活動を②地域部活動に移⾏する際の、説明を学校がすることは⼤きな負担になるのか。

☞守⼝市のように、顧問が専⾨的な指導ができない等の課題による移⾏であれば説明はしやすいのでは。

●そういった課題がない状況での移⾏については、移⾏する理由が⾒つからない、また保護者への説明を
学校がすることについても抵抗があるのではないか。

◆「地域部活動=習い事」とするのであれば、一定の費用負担は納得するかもしれないが、
部活動の意義や本改⾰の⽬的である中学校等の⽣徒をはじめとする⻘少年にとってふさわしい
スポーツ環境を実現するためのものとはかけ離れるのではないか。
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５．まとめ

どうすれば改⾰の取組みを円滑に他地域に普及していけるか

成果発表会や、研修会を通じて周知する場を提供していく必要がある。
報道ベース等で断⽚的に、また拡⼤解釈等により偏った考え⽅の教員も散⾒されることから、
本改⾰の重点を丁寧に理解してもらい、円滑に地域移⾏するために、現場教員からのアイデア創出も
求めていくべきではないか。

●教員の働き方改革の視点のみを持って、部活動の改革は進めることができない
●本改⾰を進めるためには、教員の理解や意識改⾰は必要であるため、国レベル、都道府県レベル、
市町村レベルにおいてそれぞれの役割を明確化することが必要ではないか。

☞都道府県レベルにおいては、市町村教育委員会の担当指導主事会等で情報交換を実施
☞担当指導主事が、中学校教員を対象に意⾒交換会等を実施

◆地域によっては、部活動担当指導主事が他の業務を複数持っており、実施が難しいケースも聞く。



36

５．まとめ

●本改⾰の最終ゴールイメージが不明瞭であることから、取組みに消極的になる⾃治体が多く
⾒受けられる。すべての部活動において地域移⾏すること、つまり学校から部活動の考え⽅を
取り除いていくのか。

●学校部活動（だけではないが）を地域で支えていくことについては、大いに賛成であり、
その協⼒を仰いでいくことは重要であるが、地域の特性等を考えると、その学校でできることも
限られてくるのではないか。

●地域で⽀える競技種⽬等にも限界があり、地域に移⾏することのみをもって⽣徒のニーズには
必ずしも答えることができないのではないか。

●本事業の説明にあたり、中学校体育連盟主体の大会について、参加条件が学校単位であることが
積極的に取り組むことができない原因の一つである。日本中学校体育連盟においても参加資格に
ついては検討しているところであるが、学校以外のチームも参加できるよう弾⼒的な取扱いの
検討のみを要請するのではなく、スポーツ庁においても参加資格等の運用について具体案を
助⾔するなど円滑に進めていただきたい。また、⼤会等の参加にあたっては、付随して参加費、
連盟に加盟する資格や加盟⾦にも関わることであり、検討が進まない原因とも考えられる。

●スポーツ庁の検討会議でもあるように、家庭の経済状況等にかかわらず、誰でもスポーツに親しむ
機会を確保することへの対応としては、国から費用の補助等、積極的な支援をお願いしたい。

●令和４年度に向けては、検討事項を細分化し、取組みが円滑に進むよう市町村教育委員会と連携して
取り組んでいきたい。

最後に
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