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6. 添付資料 

(１) 検討・運営会議 資料・議事録 

 

 令和 3 年度 日野市部活動改革プロジェクト事業 第 1 回 検討・運営会議  

 

開催日：令和 3 年 12 月 16 日（木）10 時 00 分 - 12 時 00 分 

会場 ：日野市役所 5 階 506 会議室 

参加者：■ 委員 

日野市教育委員会 教育部 部長 村田幹生 

    日野市教育委員会 教育部 参事 谷川拓也 

日野市教育委員会 教育部  学校課 課長 久保田博之 

日野市教育委員会 教育部  学校課 統括指導主事 馬場章夫 

日野市教育委員会 教育部 生涯学習課 主事 高橋孝幸（代理出席） 

日野市 企画部 企画経営課 課長 中村光孝 

日野市 産業スポーツ部 文化スポーツ課 課長 北島英明 

日野市立三沢中学校 校長 石川晴一 

日野市立日野第二中学校 校長 松岡健 

一般社団法人日野市体育協会 事務局長 佐藤實 

コニカミノルタ株式会社 新規プロジェクト準備室 角清八洲 

■ 事務局  

日野市教育委員会 教育部  学校課 指導主事 宮崎友和 

スポーツデータバンク株式会社 石塚大輔 

スポーツデータバンク株式会社 長瀬貴紘 

スポーツデータバンク株式会社 筑井祥      ※敬称略 

 

次第 ：(１) 開会 のあいさつ 

(２) 出席者紹介 

(３) 検討・運営会議設立 要項 説明 

(４) 会長 の選出 

(５) 事業説明  1. 事業趣旨及び事業 内容 について 

2. 事業進捗と今後の予定について 

(６) 議事       1. 日野 市としての 持続的な 地域部活動 のあり方について 

(７) 連絡事項 

(８) 閉会 
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⚫ 第 1 回 検討・運営会議 主な発言・意見 

 

【６．議事 日野市としての持続的な地域部活動のあり方】について 

➢ 三沢中学校のバスケットボール部の生徒の外部指導者の指導に対する満足度は高く、

保護者からの否定的な意見もない。1 名不参加の生徒がいることと、外部指導者による

指導が土日のみであることは懸念事項である。今後の課題として、土日の活動に部員以

外の生徒が参加する場合にどうするか、鍵の管理、欠席連絡、ケガの対応が考えられる。

（石川委員） 

➢ 教員の働き方改革の面からも、個人的経験からも、土日の部活動を外部指導者に担当し

てもらうのは賛成。球技については指導がしやすいイメージだが、陸上は種目が多岐に

わたり、ウォーミングアップやミーティングは種目共通で行えるが、種目ごとの指導は

外部指導者に気を遣ってもらう必要がある。打ち合わせを重ねつつ、良い方法を見つけ

ていきたい。教員にも異動があるため、指導経験のない教員が指導を担当する年度も発

生する。担当教員と外部指導者との意思疎通の方向性を見つけ、生徒のためになるやり

方をみつけられるとよい。（松岡委員） 

➢ 陸上競技という特性による指導の課題は見えつつある。スポーツ庁の施策には会社と

して賛同しており、地元に貢献していくため、今後も積極的に参画していきたい。全国

の企業チームが、今後、一民間企業のスポーツチームとして生き残っていくことに危機

感を持っており、日野市でのコニカミノルタの取り組みに注目している。日野市の取り

組みをレポートにまとめ、全国に波及できたらよい。（角委員） 

➢ 前回も会議に参加したが、一番の課題は人材データバンクであると思っている。部活動

の段階的な地域移行が始まるまで、1 年弱しか時間がない中で、人材の任用をどのよう

なスケジュールで進めるのか。可能な限り教員の方に兼業でやってもらうと、うまくい

くのではないかと思う。人材データバンクを整備する主体を、どこが担うのかを早急に

決めるべきではないか。また、人材データバンクを運用する際には人材の質が懸念され

る。外部指導者に教員の資質にまで引き上げるという課題もある。（佐藤委員） 

➢ 自身の教員経験から、部活動指導の負担は経験しており、部活動の地域移行は意義があ

ると感じている。他自治体での同様の取り組みでも、人材バンクの整備とどこが人材バ

ンクの運営主体となるかが最大の課題であると聞いている。全体の仕組みと、それをど

うやって組み立てていくかを早急に考えることが必要。（馬場委員） 

➢ 部活動の地域移行後の受け皿をどうするかが、一番の課題であると思う。部活動に対す

る社会や保護者の認識が変わっていかないと難しいのではないか。持続可能な受け皿

づくりには、人材と資金が必要。実証実験の中で、課題と解決方法を探ることができる

とよいと思う。（久保田委員） 

➢ どうやって先生達を、より良い授業のための教材研究や、子ども達と関わるという本来

のメインの業務に戻すかが課題であると考える。休日の部活動指導が議題になってい
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るが、授業の準備には平日の業務時間も大きく影響を及ぼす。先生たちを本来業務に戻

すという意味では、平日の部活動の在り方も課題になってくるのではないか。長い目で、

環境も整備しながら解決していきたい。（谷川委員） 

➢ 令和 2 年 2 月に日野市の財政緊急事態宣言が出され、行政の守備範囲を考え直さねば

ならない。すでに超高齢化社会を迎えているので、市の内外を問わず、広域的に企業の

力を借りることも考えている。子ども達のスポーツ等の社会課題に対し、これまでの固

定観念を外し、それぞれの立場を思いやりながら、進んでいければよいと思う。本プロ

ジェクトに非常に期待している。（中村委員） 

➢ 本プロジェクトの検討・運営会議の委員及び事務局が全員男性であることが気になっ

ている。女子は中学生からは文化系の部活を選択するものだ、という固定観念も一部に

ある。また、本プロジェクトの検討・運営会議の委員はスポーツ経験者が大半である。

スポーツ経験者はスポーツを好きな子どもの気持ちは理解しやすいが、スポーツをし

ない子も取り込めるようなプロジェクトであってほしい。健康的な生涯を送るため、

「マイスポーツ」を持っていると運動習慣ができやすいということはスポーツ庁も言

っている。格差社会の中で、日野市はこどもの貧困にも目を向けている。経済環境が厳

しい家庭のお子さんもスポーツに親しめるようにしたい。アルティメットスポーツな

ど、「スポーツ」の概念の幅が広がっているので、それに合わせて考えてほしい。指導

者の質を仕組みの中でどう維持していくかが重要。（中村委員） 

➢ 本プロジェクトによって、生徒の技術力の底上げがもたらされるであろうことは素晴

らしい。トップアスリート育成教室など、高いレベルを目指す子どもに、環境を与えて

いくのは行政として大切。日野市からオリンピアンやメダリストを輩出していきたい。

（北島委員） 

➢ 一般開放の小中学校の体育館・グラウンドは主に小学生のチーム活動に利用されてい

る。チーム活動は学校の枠を超えて、指導者・保護者が指導しているが、小学校を出る

とチームはバラバラになり、指導者の手から離れる。指導者側からは中学校入学以降も

指導したいをいう声もある。そのような指導者が、部活動の地域移行後の受け皿になる

のではないか。指導者の中には、資質の低い者も散見される。どういう基準で選定する

かを考えねばならない。（高橋様/関委員代理） 

➢ 運動の苦手な子どものために、競技性のないヨガやボクササイズなどのプログラムを

用意した別事業「Sport in Life」を展開している。得意不得意に関わらず、スポーツに

関われる環境を設定するという目線を、本プロジェクトにも取り入れていきたい。本プ

ロジェクトには競技性を高めることと、地域に根付いたスポーツ活動をすることの 2 つ

の目的がある。目的に合わせ、同じ部の中で指導者が 2 名以上いてもよいのではない

か。同じ競技の中でもレベル別・目的別の指導を検討する余地がある。教育的な指導の

質と技術的な指導の質は違うので、それぞれ基準を作る必要がある。資格が必要になる

可能性もある。（長瀬） 
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➢ 国としてあるべき外部指導者の人材像は定まっていない。指導者資格制度創設を推す

声もあるが、現在のところ資格はない。現在ある既に資格を代替できる可能性もある

（日本スポーツ協会資格など）。資格制度を作り、既にある資格を指標とする方向に議

論が進むのではないか。（石塚） 
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 令和 3 年度 日野市部活動改革プロジェクト事業 第 2 回 検討・運営会議  

 

開催日：令和 4 年 1 月 21 日（金）10 時 00 分 - 12 時 00 分 

会場 ：オンライン 

参加者：■ 委員 

日野市教育委員会 教育部 部長 村田幹生 

    日野市教育委員会 教育部 参事 高橋登 

日野市教育委員会 教育部  学校課 課長 久保田博之 

日野市教育委員会 教育部  学校課 統括指導主事 馬場章夫 

日野市教育委員会 教育部 生涯学習課 課長 関健史 

日野市 企画部 企画経営課 課長 中村光孝 

日野市 産業スポーツ部 文化スポーツ課 課長 北島英明 

日野市立三沢中学校 校長 石川晴一 

日野市立日野第二中学校 校長 松岡健 

一般社団法人日野市体育協会 事務局長 佐藤實 

コニカミノルタ株式会社 新規プロジェクト準備室 角清八洲 

■ 事務局  

スポーツデータバンク株式会社 石塚大輔 

スポーツデータバンク株式会社 長瀬貴紘     ※敬称略 

 

次第 ：(１) 開会 のあいさつ 

(２) 出席者紹介 

(３) 議事 

1. 事業進捗と今後のスケジュール 

2. 今後の地域部活動推進について 

(４) 連絡事項 

(５) 閉会  
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⚫ 第 2 回 検討・運営会議 主な発言・意見 

 

【３．議事 事業進捗と今後のスケジュール】について 

➢ 三沢中学校では昨年の 12 月下旬から、地域運動活動をスタートしている。練習内容と

しては普段と変わらないメニューでスタートした。鍵の開閉について、とりあえずモデ

ル事業なので、指導者に鍵の開け方を教えて、自分で開けてからスタートする活動を試

みていきたい。明日から活動再開するので試してみたいと考えている。アプリで出欠に

ついては順調にできているので無難なスタートが切れている。（石川委員） 

 

➢ 第二中学校は実証について、今年度は難しい。すでに新しい部活動指導員が決定し、数

日活動を行ったが、私の都合が合わずにまだ活動の様子を見られていない。今後、この

活動と部活動指導員のあり方、教員の兼職兼業について上手くかみ合っていけばいい

なと思う。（松岡委員） 

 

➢ 先生の兼業の話があったが、アンケートの話で生徒と保護者以外に、もうひとつ先生に

兼業をできるか、やっていいか、やりたいかという設問のアンケートを入れていただき

たい。年度によって先生も異動などあるが、この時点での兼業のアンケートを取ってい

ただきたい。保護者のアンケートの最後のご意見という欄をもう少し広く取って、書い

てもらうことで情報収集に繋がるのではないか。（佐藤委員） 

 

➢ 普段スポーツに接する機会のない子たちにスポーツをする場やきっかけを与えること

が重要だと思うが、今後、全中学校に対してアンケートをする予定はあるのか。その中

で運動部活動をやっている子たちの意見と、普段運動に触れていない子の意見、地域活

動の方で参加している子たちの意見を分けて集計すると、なんで運動部活動をやらな

いのか、地域活動に対する魅力をどういう風に感じているのか、なんで運動に対して積

極的にならないのか、そういう子たちがもしかすると地域活動になると積極的になる

かもしれないというきっかけ作りを見つけていきたい。（北島委員） 

 

➢ 移行するときには財源が大切になると思う。保護者向けのアンケートの中ではそうい

った受益者負担の視点も入っているので、いい形で持っていくためには財源にも目を

向ける必要があるのかなと思う。（高橋委員） 

 

➢ 保護者向けのアンケートの 14 番、受益者負担のところが漠然としていると感じる。月

額の参加費がいくらなら妥当か、指導員への謝礼がいくらなら妥当かという風にスト

レートな聞き方の方が良いのではないか。この制度をするにあたって学校開放を今後

どういう風に考えていくのか課題になってくると思う。（関委員） 
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➢ 実証実験という形なので、課題をあぶりだすということが大切なので、そういった意味

でアンケートを取っていると思うので、今後も進めていってほしい。（久保田委員） 

 

➢ 12 月 25 日から始まった三沢中学校の実証を実際に現場に行って見たが、教員が全く

入らないというのは新鮮な形だった。こういったことが続いていけば、土日常に指導に

当たらなければいけない教員の負担は大幅に減るだろうなと思う。始まる前の鍵の開

け方や鍵の管理をどうすればいいのか、怪我が起きた場合や事故が起きた場合の対応

がどうなっていくのか不安に思うところもある。こういった活動をしていくには財源

が必要なので、受益者負担については興味がある。個人個人に保険をかけなければなら

ないし、用具や薬品が必要になってくるので、こういったところを保護者がどう考えて

いるのか分析していかなければならない。（馬場委員） 

 

➢ 8 ページのアンケートで入部した理由について、自分から進んで部活に入っているとい

うことだと思うし、活動時間というのもあるが、三沢中は大規模な学校で、部活数もあ

るので、生徒が満足できるだけの時間を確保できていない時もあるので、そういうのが

表れているところだと思う。室内は照明があるが、外の部活の子はもう少しやりたいと

いう気持ちがあるのではないか。（石川委員） 

 

➢ アンケートの中に活動日数、時間について適切かという項目があるが、第二中は「ちょ

うどよい」という生徒が 80%という値が出ている。現在、平日や休日の活動について

はコロナ過ではあるが、比較的いい具合に顧問と打ち合わせをしながら調整できてい

る。部活動をやっていても他に習い事があるという子もいるので、出来るだけ早い段階

で予定表を出して、それぞれの家庭に合わせて部活動をやっていかなければならない

と顧問にアプローチしているが、もしそれとアンケートがイコールだとすれば嬉しい

結果だと感じた。（松岡委員） 
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【３．議事 今後の地域部活動推進】について 

➢ 三沢中では地域との連携を含めて、大学関係の方に力添えをいただいて部活動を主導

という話があったが、明星大学が隣接しているので、大学と協力して子供たちに違った

形で指導していければという話が 12 月にスタートするという話が始まっている。コロ

ナ過で今は連携が進んでいないがスタートする形はできているので、どういう形で進

むかはわからないが、大学関係者の力を借りたい。（石川委員） 

 

➢ 運動部に参加していない運動することに後ろ向きな生徒がいることは確かで、保健体

育の授業もそれが原因で苦労している。そこをクリアできないかと試行錯誤してやっ

ているが、部活動とは違う形で運動をしている子もいるので、運動に親しむ習慣を高め

ていくというのが来年度以降の課題になる。人生 70,80 年を考えたときに小中の一番

体が動くうちに体を動かすことが一番楽しいということを義務教育の最後の 3 年で教

えてあげられたらと思う。（松岡委員） 

 

➢ 全体のスケジュールの中で実証実験をしているので、なんとか令和 4 年度で課題も出

来るだけクリアにしたい。令和 5 年度には段階的な移行ということで、スケジュール

に乗っかっていきたいという思いはあるが、今、体育協会では文化スポーツ課の配慮に

よって年間を通して 9 種目行うスポーツスクールというものをやっている。スポーツ

に関心をもってもらうという目的が大きいが、数年やっている中でもっとレベルの高

い指導を受けたいという子も出てくる。それも文化スポーツ課の配慮で 3 種目の強化

練習会というのをやっている。スポーツスクールと強化練習会を含めた延長が部活動

につながるような気がする。これをやる中で一番の問題が指導者の問題。まずひとつは

令和 4 年度のうちに人材バンクをどこに置くか、どういう風に人材を集めるか。さら

に問題は指導者の資質が問題になる。指導者の資質をどういう風に認定するのかなど、

仕組み作りが一番大変になる。都内の千代田区では、人材バンクに種目ごとに登録して

もらうなど、仕組みができている区もあるという風に聞いたことがある。（佐藤委員） 

 

➢ すでに日野市の中でいろんなところが連携して取り組んでいるところがある。そうい

ったものをいったん整理して拾い上げると、この活動とこの活動を繋げるだけで、今回

議論している内容が成立できたりする可能性もある。新規に立ち上げるよりも、効率的

に早く活動に推進していけるという気もするので、一回整理するのも一つだと思う。コ

ニカミノルタの陸上部の中に新規プロジェクト推進室を作っている。次年度はフェー

ズ 2 と位置付けて、ここも準備というよりも推進していける活動に転じていけるよう

に組織を変えて前向きにいこうという動きをしようとしている。全国の実業団の連盟

にも所属していて、連盟の中でも地域とのかかわりという議論を始めている。一企業の
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スポーツ競技団体では近い将来限界が来るだろう。我々の部門もアカデミーのように

切り出して、基本的なところでみなさんと協力してやっていきたい。産官学民が一体と

なった地域のスポーツ振興を牽引していけるチームを目指そうという検討を始めてい

る。もともと部活動やスポーツに触れていない人たちも気軽に参加できるような、基礎

体力という観点で何か協力できないかと。地域には日野自動車、明星大学、合宿所とい

う観点では中央大学もあるので、横串の連携は我々の関係で声をかけることはできる

ので、指導の立場では一緒に取り組むことは出来るので、どなたでも参加できるような

協議会を日野市の体育協会と連携して、日野のグラウンドで一回行ってみることも検

討しようと考えているのが現状。（角委員） 

 

➢ 施設の管理について、将来的にスマートロックを使って管理をするというところで、実

証実験的にこういったものを導入していただきたい。大きな学校やグラウンドを管理

するときに、鍵の管理は意外とバカにならない手間なので、関係者が知っているような

ID やセキュリティの中で自動的に現場に行かなくても鍵が開けられるという仕組みも

考えてほしい。コロナ過で外出が出来ずにただでさえ体が弱っている高齢者の健康が

社会課題となっている。日野市のストック、学校全体のストック活用、老朽化した校舎

やグラウンド改修していくときに、子供は減っていくかもしれないが、施設の大きな施

設である学校を中心としたストックの再編、その時に誰もが気軽にスポーツに親しめ

る場としての位置づけをしながら、新たな価値観で地域の方が活用していく。例えば卒

業生、佐々木千隼投手や活躍しているサッカー選手が戻ってきて、スポーツという切り

口の中で学校中心に地域の課題を解決していこうという流れができると良いと思う。

例え話だが、中学生駅伝など頑張っている子供たちに地域の方がクラウドファンドを

して応援しようというような共感を生むような、今の時代ならではのクラブ経営も夢

が広がるなと感じた。（中村委員） 

 

➢ 地域部活動というものを取り組むのに、文化スポーツ課として地域部活動を通じて、新

たにスポーツに取り組むきっかけになる組織を目指してほしい。中には専門的な指導

が期待できるということで、個人のスキルアップなどに期待する動きもあると思うが、

学校部活動はうんぬんだったが、地域に出来るなら参加してみようかなと思う子もい

ると思う。そういう子たちにスキルアップを目指している子たちと同じカテゴリーで

一緒にしてしまうと、またスポーツから遠ざかってしまう懸念があるので、カテゴリー

に柔軟に対応できる組織作りが望まれる。民間のクラブ活動でもあるように、レベルに

応じた指導ができることが望まれるのではないか。（北島委員）  
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➢ 来年度はより具体的な成功事例を示すことが一番発展できると思う。大きくやること

は難しいと思うので、受益者負担や設備の整備をやってみてこういう形があるという

ことをみんなで理解し合えると良いなと思った。（高橋委員） 

 

➢ 地域部活動ということで、今の部活動で収まりきらなくなってくる財源の関係を含め

ていろんな仕組みを考えなければならない。その中で学校体育施設の有効活用がある

が、そこに財源確保に入ってくるのかなと思う。そうすると今まで生涯スポーツとして

使っていた団体との調整をどうするのかが大きな話になってくる。場所が学校なので、

日野市にはコミュニティスクールがまだできていないが、その中の学校運営協議会で

の議論が必要になるのではないか。学校をどういう風に使って、学校が地域にとってど

ういう立場にあるのか、そこを含めて地域部活動、学校体育施設の開放も考えなければ

ならない。（関委員） 

 

➢ 部活動というモノ自体の全体の考え方が変わっていかないと難しいと思う。部活動を

地域にというのは課題が多いなと感じている。学校ということだけでなく、もっと広い

市民というところで体を動かす機会を使っていく。その中に上手く地域部活動の関わ

り、運営が関わっていくと老朽化した体育館の維持にお金が回っていくなど、いろんな

意味で好転していくこともあるのかなと思う。足元の部活動を変えていくのは難しい

が、将来展望を大きな意味で考えていくといろんなことが解決していくのではないか。

（久保田委員） 

 

➢ 今の教育委員会、学校、指導員を出してくれているコニカミノルタの関係の中で進んで

いるところがあるが、これからのことを考えていくとその枠組みの中だけで済むとい

うのは難しくなってくるのかなと思う。最終的に行きつくところは受け皿の問題と財

源の問題になっていくので、狭い範囲で解決するのは難しい問題になってきている。さ

らに部活動というところを広げていくと地域や企業、社会全体の方に広がっていくと

いう可能性も秘めた事業になっていくと思う。角委員のアカデミーの話はこういった

ものを解決する可能性を秘めた話だったと思う。（馬場委員） 

 

➢ 今までの部活動は学校の先生のボランティアで日本の部活動は良い感じで安くやって

もらっていた。部活動をやらない人のアンケートがあったが、経済的理由でやらない人

がいるのではないかと思った。経済的理由で部活動ができないのが一番残念だと思う。

その点を、お金を切り詰めてなんとか参加者には負担をより少なくするという、基本的

考え方でこれからの取りまとめを進めていければ良いと思う。（佐藤委員） 
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(２) アンケート調査集計結果 

⚫ 生徒対象アンケート 

【アンケート概要】 

実施目的 部活動（主に運動部所属生徒）に関する意識調査 

対象者 
三沢中学校 全生徒（741 名） 

日野第二中学校 全生徒（501 名） 
 

実施方法 Google フォーム 

回答数/回答率 1,028 名 / 83％ 
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⚫ 教員対象アンケート 

【アンケート概要】 

実施目的 教員が関わる地域運動部活動の可能性調査 

対象者 
三沢中学校 全教職員（34 名） 

日野第二中学校 全教職員（29 名） 

実施方法 Google フォーム 

回答数/回答率 35 名 / 56％ 
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⚫ 地域運動部活動 実証参加者対象アンケート 

【アンケート概要】 

実施目的 地域運動部活動に関する満足度等の調査 

対象者 三沢中学校 バスケットボール 生徒・保護者 

実施方法 Google フォーム 

回答数/回答率 16 名 / 100％ 

 

・生徒 
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・保護者 

 

 

  



40 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 


	東京都
	自治体概要
	地域移行に向けた普及・発信に係る東京都教育委員会の主な取組
	拠点地域における具体的な取組及びその成果と課題

	渋谷区
	渋谷区について
	渋谷区のスポーツ環境について
	地域移行に向けて
	拠点校「渋谷区立渋谷本町学園中学校」について

	日野市
	基礎情報
	地域移行に向けて
	事業計画内容
	事業実績・成果と考察
	今後の展開・方向性
	添付資料


