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＜論文＞ 

総合型地域スポーツクラブと運動部活動の連携に関する研究 

―教員の多忙化問題に着目して― 

 
堀 颯月*  
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Ⅰ.はじめに 

今日、日本では労働時間の長時間化を受け、働き方改革が積極的に謳われている。働き方改革は一

般企業のみならず、教員にとっても喫緊の課題である。教員の労働時間について、｢教員勤務実態調査

（2016 年度）｣1では、中学校教員の 1 週間当たりの平均勤務時間は 63 時間 18 分で 10 年前の前回調

査（文部科学省 2006）に比べて 5 時間 12 分増えていることが明らかにされた（文部科学省 2018）。
残業については、厚生労働省が定めている｢過労死ライン｣に達する週 20 時間以上の残業をしていた

教員が約 6 割を占めている現状がある。また、教員の勤務時間は中学校教員が 1 番長く、平均 12 時

間 30 分となっており、2010 年度と比べて 27 分増加していることが明らかにされている（ベネッセ

総合研究所 2016）2。以上のことから、教員は多忙な職業として世間で大きく取り沙汰されている。 
この深刻な教員の多忙化の要因の一つには、部活動の存在が考えられる。スポーツ庁は、2017 年の運

 
* 北海道大学教育学部卒業生（学校経営論研究室） 
1 文部科学省（2018） ｢教員勤務実態調査（平成 28 年度）の分析結果及び確定値の公表について（概

要）｣ 
2 ベネッセ総合研究所（2016） ｢第６回学習指導基本調査 DATA BOOK（小学校・中学校版） [2016
年]｣ 
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動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議（第１回）において｢運動部活動の現状

について｣を発表し、部活動が中学校教員の多忙化に大きく影響していることを明らかにしている（ス

ポーツ庁 2017）。その内容は次のとおりである。 
 

1. 中学校部活動の 1 週間の活動時間は平日で 2 時間程度、休日で 3 時間程度である 
2. 1 週間に休養日を設けていない中学校の割合は 22.4％であり、1 ヶ月間に土日に休みを設けてい

ない中学校の割合は 42.6％にのぼる 
3. 中学校では、教員全員が部活動の顧問に当たることを原則にしている学校の割合が 87.5％にのぼ

る 
4. 担当教科が保健体育では無く、かつ、担当部活動の競技の経験がない教員の割合は、中学校で

45.9％、高等学校で 40.9％である 
5. 中学校教員が土日に部活動に関わる時間は、平成 18 年度の 66 分に比べて平成 28 年度には 13 分

となっており、10 年前に比べて約 2 倍になっている 
6. 中学校教員の 1 週間における学内勤務時間は、部活動の活動日数が多いほど長い 

 
このような現状を受け、教員の働き方を見直すには部活動の在り方を見直す必要があると考えられ

る。部活動による教員への負担は古くから問題視されており、政府は教員の負担軽減のために、｢外部

指導者｣や｢総合型地域スポーツクラブ｣（以下、「総合型クラブ」と略す） 3を活用して部活動を地域と

連携して外部化する方向性を模索し続けてきた。近年では、スポーツ庁が 2018 年に発表した｢運動部

活動の在り方に関する総合的なガイドライン｣において、次のように述べられている。 
 

「公益財団法人日本体育協会、地域の体育協会、競技団体及びその他のスポーツ団体は総合型地域ス

ポーツクラブやスポーツ少年団等の生徒が所属する地域のスポーツ団体に関する事業等について、都

道府県もしくは学校の設置者等と連携し、学校と地域が協働・融合した形での地域のスポーツ環境の

充実を推進する」（スポーツ庁 2018） 
 
これらの記述から、政府は現在も部活動と地域の連携を推奨していく方向性を持つことがわかる。

部活動に関する外部指導者制度に関しては、2017 年に｢部活動指導員｣の導入を行ったことや、平成 27
年度に運動部活動の外部指導者を活用した中学校の割合が約 74％であること、運動部の数に占める外

部指導者の割合が中学校で約 25％にのぼることから、一定の拡がりを見せていることがわかる（スポ

ーツ庁 2017）。しかし、部活動の新たな場として期待され、平成 7 年から創設が始まった総合型クラ

ブについては、部活動との連携が上手く進んでいない現状がある。スポーツ庁は 2019 年の｢平成 30
年度 総合型地域スポーツクラブに関する実態調査の結果について｣において、｢学校で運動部活動を

実施できない種目をクラブが運動部活動の代替として実施｣していると答えたクラブは12.5％、また、

｢クラブから学校運動部活動（中学・高校）への外部指導者の派遣等の実施｣をしていると回答したク

ラブは 9.5％に留まることを明らかにした（スポーツ庁 2019）。 
このような現状をふまえ、現在浸透しつつある外部指導者や部活動指導員の積極導入に加えて、総

合型クラブと学校運動部活動の連携が拡がれば、教員の部活動における負担が軽減され、教員の多忙

 
3 スポーツ庁はこれを、人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラ

ブで、子供から高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレ

ベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち、地域住民によ

り自主的・主体的に運営されるスポーツクラブと定義している。 
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状況が解消される可能性が増すと考えられる。しかしながら、先行研究では生徒のスポーツ機会を保

障するという観点から総合型クラブと部活動の連携が論じられるものがほとんどであり、連携が教員

の多忙化の解消に繋がるかは充分に検討されてこなかった。そのため、総合型クラブと運動部活動の

連携が教員の部活動業務の負担軽減、教員の多忙化の解消にどれほどの影響があるのか、また、双方

の連携に必要とされる条件は何かを探ることが求められる。 
 
Ⅱ.先行研究 

総合型クラブと運動部活動の連携に関する先行研究を整理する。明らかになったのは、総合型クラ

ブと運動部活動の連携事例は、少なくとも 10 の類型があること（大橋 2005）、全運動部活動を総合型

クラブに移行する｢完全融合｣は不可能であること（大竹・上田 2001）、特定種目における総合型クラ

ブによる運動部活動の一部代替には、実現の可能性があること（石井他 2016）、生徒との繋がりを保

ちながら慎重に活動を外部化する必要があること（佐々木 2016）、地域によって総合型クラブと運動

部活動の連携のしやすさが異なること（永谷 2015）、部活動に対して、教員と外部指導者が共通理解

を持つことが連携中の難しさとなること（佐藤・仲野 2010）、運動部活動の総合型クラブへの移行の

成功要因には、｢学校運営の責任者である校長が協力的であること｣｢（クラブが）勝利至上主義にこだ

わらず、人間教育を根底とした活動を行っていること｣｢練習中の怪我に対しても学校には一切の責任

がなく、クラブとしての責任がはっきりしていること、保険もクラブで加入していること｣があること

（高村・高橋 2006）、学校側（教員）は文化として、部活動の外部化に対して消極的な意識を持って

いること（谷口 2013,2014,2018）、クラブ側の経営が安定していること（財政面・指導者の面）（佐伯

2014）である。これらの知見から、以下 8 項目を総合型クラブと運動部活動の連携に必要な条件だと

仮定した。 
 

① 学校側（教師）が文化として持つ閉鎖的な部活動観から脱却すること 
  教員が部活動に教育的効果を求めすぎないこと 
② 学校長が運動部活動と総合型クラブの連携に協力的であること 
③ クラブ側が勝利至上主義にこだわらず、人間形成に重きを置くこと 
④ クラブ側の経営が安定していること（財政面・指導者の面） 
⑤ 地域の規模や、種目の特性を理解し、連携可能かを判断すること 
⑥ 練習中の怪我に対しても学校には一切の責任がなく 

クラブとしての責任がはっきりしており、クラブで保険に加入していること 
⑦ 学校側が生徒との繋がりを保ちながら慎重に外部化を進めること 
⑧ 学校側とクラブ側が頻繁に情報交換・意見交換をし、 

部活動に対する学校側とクラブ側の共通理解を持つこと 
 
また本研究では、総合型地域スポーツクラブと学校運動部活動の｢連携｣を、｢学校が実質的な指導や

活動に関わらなくとも、部活動を通じて両者間で連絡のやり取りを行い、繋がりを持つこと｣と定義し

て論を進めていく。さらに、本研究における総合型地域スポーツクラブと学校運動部活動の｢協働｣と

は、｢学校が実質的な指導や活動に関わらなくとも、両者が共に部活動を運営している意識を持つこと｣
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と定義する。続いて、｢教員の多忙化｣の意味について確認する。本研究では、青木ら（2014）に依拠

し、｢第 1 慢性的に超過勤務が存在する状態｣、｢第 2 様々な要因によって超過勤務が増加傾向にあ

る状態｣、｢第 3 超過勤務が増加するとともに、ストレスのある仕事が増えた状態｣、この 3 つのレベ

ルをまとめて｢教員の多忙化｣状態だと定義し論を進める。 
 
Ⅲ.研究方法 

（1）研究協力者 

某県某市にある｢総合型地域スポーツクラブ T｣のクラブマネージャーS 氏。加えて、S 氏が指導す

る陸上部に所属する生徒を抱える近隣 A･B･C･D･E 中学校の教員（陸上部担当教員・校長・教頭）。 
 

 A 中学校 B 中学校 C 中学校 D 中学校 E 中学校 

回答者の役職 陸上部顧問 陸上部顧問 教頭 陸上部担当教員 
校長 教頭 

全校生徒数 150 367 745 167 251 

学級数 通常 6 
特別支援 2 

通常 12 
特別支援 2 

通常 21 
特別支援 5 

通常 6 
特別支援 2 

通常 8 
特別支援 2 

教職員数 20 26 47 19 30 
【表 1】調査対象学校・協力者の属性 

 
（2）調査方法・分析方法 

本研究では、S 氏ならびに A・B・C・D 中学校の教員を対象に半構造化面接を行った。E 中学校に

関しては質問紙を郵送し回答を集めた。インタビュー内容は、学校・クラブ間の連携についての所感、

連携が学校業務の負担軽減に繋がるか否か、が主である。また、インタビューデータをもとに、連携

に対するクラブ側と学校側の意識の相違、陸上部に対するクラブの意識、各学校における意識の相違

を整理し比較を行った。 
 
Ⅳ.結果 

総合型クラブ T クラブマネージャーの S 氏ならびに各学校へのインタビュー調査の結果を述べる。

クラブ側は、経営面、指導者の確保、質の担保の面において特徴が見られた。特に、中学校の外部指

導者として活動する者には、クラブが費用を負担し大学の教職課程を履修させるなどの取り組みを行

うなど、外部指導の受け入れへの意識が高いことがわかった。さらに、クラブ側には学校側と連携し

て部活動を運営しているという意識があり、あくまでもクラブで行う陸上部の活動は学校生活の一部

だという姿勢が見られた。対して学校側は、それぞれの学校において陸上部の活動に対する意識、ク

ラブとの連携に対する意識に差が見られた。以下、連携への意識の差に着目し、学校をクラブ側との

連携意識の低い｢完全外部化志向型｣、連携意識の高い｢一部外部化志向（連携・協働志向）型｣の 2 類

型に分類した。回答項目は、回答内容が特徴的であったものを抜粋した。 
C・E 中学校は｢完全外部化志向型｣だと分類できる。表 2 は、完全外部化志向が読み取れる項目を

まとめたものである。特徴的な部分を整理していく。まず、陸上部に対する学校と担当教員の認識を

見ていく。C・E 両校ともに学校として陸上部を｢外部活動｣と位置づけており、専任の担当者を配置し

ているにもかかわらず、陸上部担当者の認識は｢大会引率の教員｣にとどまっている。ここから、学校
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が陸上部との関わりを最小限に留めようとしていることが読み取れる。 
 

 C 中学校 E 中学校 
学校としての陸上部の位置

づけ 
外部活動 
（調査書には陸上部所属と記載） 

外部活動 
（調査書には陸上部所属と記載） 

陸上部に対する担当教員の

認識 
大会引率の教員 （専任） 大会引率の教員 （専任） 

総合型クラブ T への印象 陸上の少年団 よく知らない 陸上の少年団 

総合型クラブ T に生徒を

任せられるか 

任せられる 
むしろ学校が口を挟むことではない

干渉すべきではない 

任せるか任せないかを論じる立場で
はない 

連絡頻度・内容 年に 1 回の挨拶 大会前事務手続き

生徒の情報は共有しない 
年に 1 回の挨拶 大会前事務手続き 
生徒の情報は共有しない 

外部化するうえでクラブ側

に求められること 
練習環境作り・整備をすること 学校の活動と過干渉にならないこと

外部化するうえで学校側に

求められること 

全面的にクラブに任せること 
口出ししない 

外部化した学校運動部活動の取り扱

いが学校の管理下なのか、管理外な

のかによって求められるものが違う

クラブとの連携が教員の部

活動の負担軽減に繋がるか 

ある程度繋がる 
しかし、引率の負担により繋がらな
いこともある 

繋がる 

クラブとの連携が教員の多

忙化の解消に繋がるか 
繋がらない 繋がる 

【表 2】完全外部化志向型（C・E 中学校）のインタビュー回答 
 
次に、総合型クラブ T に生徒を任せられるかの回答を見ていく。C・E 両校ともに、総合型クラブ

T には干渉すべきではないという立場を取っており、陸上部の活動と学校とを切り離して考えている。

また、クラブ側との事務連絡の際も生徒の学校での情報を交換することはない。このことから、陸上

部を連携・協働して運営しているという意識が薄いと言える。 
外部化する上で学校側・クラブ側に求められることも見ていく。こちらも C・E 両校ともに、互い

に干渉し合わないことを主張しており、連携・協働という意識は薄い。 
最後に、クラブとの連携が教員の部活動の負担軽減、多忙化の解消に繋がるかについてである。部

活動の負担軽減に関しては、両校ともに軽減に繋がると答えた。しかし、C 中学校では引率業務の負

担に言及しており、引率の捉え方によっては負担軽減に繋がらないことがあると述べる。また、多忙

化の解消については、全中学校の中で唯一 E 中学校が｢繋がる｣と述べている。これは、引率業務以外

の部活動に関わる仕事を完全に学校外の仕事だと考えていることから、多忙化の解消に繋がると述べ

たように推測できる。 
A・B・D 中学校は、｢一部外部化志向型｣だと分類できる。表 3 は、総合型クラブとの連携・協働へ

の意識が読み取れる項目をまとめたものである。特徴的な部分を整理していく。 
まず、陸上部に対する学校の認識と陸上部担当者の認識を見ていく。B 中学校は学校として陸上部を

｢外部活動｣と位置づけており、陸上部担当者の認識も｢陸上部顧問｣となっている。また、D 中学校で

は学校として陸上部は｢季節部｣として位置づけられている。しかしながら、陸上部担当者は自身の役

職を｢陸上担当教員｣と認識しており、｢大会引率の教員｣とは考えていないことがわかる。このことか
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らも B・D 中学校に関しては、陸上部を学校と切り離しては考えておらず、陸上部をクラブ側と連携・

協働して運営している意識が読み取れる。A 中学校であるが、陸上部担当者の認識は｢大会引率の教

員｣となっており、B・D 中学校と比べて連携・協働の意識が薄いと言える。この認識の背景には A 中

学校の顧問がコンピューター部との兼任であることが関係すると推測できる。 
 

【表 3】一部外部化志向（連携・協働志向）型のインタビュー回答 
 

 A 中学校 B 中学校 D 中学校 

学校としての 
位置づけ 

外部活動 
（調査書には陸上部所属

と記載） 

外部活動 
（調査書には陸上部所属

と記載） 

季節部 
（調査書には○○部所属

管内の中体連陸上（種目）

出場と記載） 
陸上部に対する担当

教員の認識 
大会引率の教員 （兼任） 陸上部顧問 （専任） 陸上担当教員 （兼任）

連絡 
頻度・内容 

1 年に 1 回挨拶 
各大会前の事務手続き 

1 年に 1 回挨拶  
各大会前の事務手続き 

1 年に 1 回挨拶 
各大会前の事務手続き 
学校での自主練習の内容
を連絡 

理想の連携頻度 
現状維持 
多いとクラブ側に迷惑 

現状維持 
信頼があるので今以上は

必要ない 

練習毎に連絡を取り合う
のが最善 

｢総合型地域スポー

ツクラブ｣という存

在の認知 

知らない 知っている 知らない 

外部化するうえでク

ラブ側に求めるもの 
部活を 
私物化しないこと 

連携をしていくこと 特に無し 
学校側が合わせる 

外部化するうえで学

校側に求めるもの 

部活動と学校の放課後活
動を調整すること 

連携をしていくこと 
 

保護者の理解を得る努力

外部指導者の慎重な選定

生徒と指導者の信頼関係
の構築の助力 

クラブとの連携が教

員の部活動負担の軽

減に繋がるか 

専任であれば、日常的な

指導がないという点で負
担の軽減に繋がる 
 
しかし、顧問の引率の捉
え方によっては負担にな
ることもある 

部活動の負担軽減繋がる
 
しかし、外で何かトラブ
ルがあるとむしろ負担に
なる 

専任であれば、日常的な

指導がないという点で負
担の軽減に繋がる 
 
しかし、現在の兼任とい
う形だとむしろ負担が増
えている 

クラブとの連携が教

員の多忙化の解消に

繋がるか 

繋がらない 
 
部活動の負担が軽減され

ても、その分その他の業

務が入ることは間違いな

い 
 
しかし、競技指導を行わ
なくても良いという点で
は意味がある 

繋がらない 
 
部活動の負担軽減にかか

わらず、勤務時間的には

あまり変わらない 
部活動に関っているか関

わっていないかのバラン

スを見て仕事の割り振り

がされている 
 
しかし、競技指導を行わ
なくても良いという点で
は意味がある 

繋がらない 
 
部活動というものが完全

に無くなって、放課後に

地域のクラブチームへ行

く、といった形にならな

いと勤務時間は絶対に減

らない 
 
しかし、陸上部の指導担
当一人分を違う業務に回
せる点では意味がある 
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次に、連絡頻度・内容を見ていく。特徴的なのは D 中学校であった。D 中学校では年に 1 度の挨拶

と事務手続きの際の連絡に加えて、生徒の自主練習への付き添い、そしてその練習メニューについて

クラブ側と連絡がなされている点である。この点からもクラブ側と連携して陸上部を運営している意

識が見て取れる。 
次に、理想の連絡頻度・内容であるが、この点でも D 中学校が特徴的であった。D 中学校では練習

がある毎にクラブ側との連絡を行うことが理想であるとしている。これは、D 中学校の陸上担当教員

が、兼任するバスケットボール部でも外部指導者を招いて顧問を担当していることが背景にあると推

測できる。そのため、他の学校と比べ、外部指導者との連携・協働という意識が強いことがわかる。 
次に、｢総合型地域スポーツクラブ｣という存在を認知しているかを見ていく。これは、B 中学校の

みが知っていると回答した。B 中学校ではインターネット等を用いて、総合型クラブ T がどのような

組織であり、総合型クラブとしてどのような活動を行っているかを把握していた。生徒を預けている

陸上チームがどのような組織に所属しているか等を把握していることから、陸上部を学校と切り離し

た存在と見なしていないことが推測できる。 
次に、外部化に対する学校長の意識であるが、D 中学校のみ外部指導の重要性に関する発言があっ

た。しかし、他の中学校においても特に外部指導に対する抵抗等を感じている学校長はいなかった。 
次に、部活動を外部化するうえでクラブ側・学校側に求められるものを見ていく。A 中学校は、部

活動と放課後の学校行事・学級活動・生徒会活動等の活動との調整をはかることが求められると主張

する。学校行事で生徒が忙しい際には学校側がクラブ側に連絡をとり、その旨を伝えクラブ側に理解

を促すことが必要だという。時期によって、生徒が部活動に力を入れるべきか、学級活動に力を入れ

るべきかが変化する。そのため、部活動を含め、生徒に何を優先させる時期なのかクラブ側と意識を

共有させる必要があると主張する。クラブ側との意識の共有を主張していることから、A 中学校は外

部活動を総合型クラブと連携して運営している意識がある。続いて、B 中学校では学校側・クラブ側

ともに連携していくことが求められるとしている。外部化への過渡期では、より一層学校側と総合型

クラブでの連携を行うことが必要であると主張する。また、D 中学校では学校側が生徒と外部指導者

の信頼関係の構築のために尽力すべきだとも述べられている。これらの主張から、A・B・D 中学校そ

れぞれが連携・協働の意識があることがわかる。 
最後に、クラブとの連携が教員の部活動の負担軽減、多忙化の解消に繋がるかを見ていく。部活動

の負担軽減に関して、他の部活動と兼任している A・D 中学校は、専任であれば軽減に繋がると述べ

ている。しかし、A 中学校では C 中学校と同様に引率業務の捉え方次第で負担の軽減にならない可能

性もあると述べる。また、B 中学校も負担の軽減になると主張するが、外部と繋がることは学校外で

問題が起きた場合にむしろ負担になる場合もあると述べている。次に、多忙化の解消については、ど

の学校も繋がらないという回答であった。どの学校も、部活動指導がなくなってもその他の業務が入

るため、勤務時間の長時間化は改善されないと述べている。しかしながら、どの学校でも競技指導を

行わなくても良いという点で、連携に対して一定の評価を与えていた。 
 
Ⅴ.考察 

（1）総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教員の部活動の負担軽減に繋がるか 

総合型クラブと学校運動部活動の連携は、教員の部活動の負担軽減に繋がる可能性を持つと言える。
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どの学校も総合型クラブとの連携は部活動の負担軽減に繋がると回答したことから、連携は負担軽減

の可能性を持つと考えられる。連携をすることで、教員が日々の技術指導を行う必要がなくなる。そ

の点で、教員の部活動の負担の軽減に繋がる。ただし、それは専任の顧問として配置された場合に限

る。他の部活動との兼任顧問では、むしろ部活動に関わる教員の負担が増加している現状がある。ま

た、顧問の引率に対する捉え方によっては、負担軽減に繋がらない場合もあることがわかった。日常

的に、深くコミュニケーションを取っているわけではない生徒を遠方へ引率することに大きな負担を

感じる教員は一定数いると捉えた方がよい。さらに、一部外部化志向型の学校では総合型クラブとの

連携・協働意識があるがゆえ、部活動にかかる意識レベルの負担が大きいことがわかった。特に、学

校外で部活動に関し問題が起こった際には教員が対応を迫られるため、むしろ負担になることがある。

よって、一部外部化志向型の学校では完全外部化志向型の学校と比べて、部活動の負担軽減率は小さ

くなるだろう。 
 
（2）総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教員の多忙化の解消に繋がるか 

総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教員の多忙化の解消に繋がる可能性の大小は、連携に対

する学校側の意識の類型によって異なる。しかしながら、類型を問わず、部活動に対し消極的な教員

が部活動以外の仕事に時間をかけられることは確かである。以下、類型毎に整理する。 
｢完全外部化志向型｣（C・E 中学校）では、総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教員の多忙化

の解消に繋がる可能性がある。ただし、完全外部化志向ではあるが現行の制度上、大会引率業務が必

ずつきまとう。すなわち、教員の引率に対する捉え方によっては部活動の負担軽減にならず、多忙化

の解消には繋がらない場合もある。また、部活動指導を行わなくなった穴埋めとして校内の違う仕事

が入るため、労働時間全体では多忙化の解消にはならない。しかし、言い換えると、大会引率業務以

外で部活動との関係が消えるため、部活動以外の業務に教員が力を入れられることは確かである。す

なわち、部活動をストレスのある仕事だと感じる教員にとっては、精神的な側面で多忙化の解消に繋

がる可能性がある。よって、｢完全外部化志向型｣では、総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教

員の多忙化の解消に繋がる可能性があると言えるだろう。 
対して、｢一部外部化志向 （連携・協働志向）型｣（A・B・D 中学校）では、総合型クラブと学校

運動部活動の連携が、教員の多忙化の解消に繋がる可能性が低いと考えられる。完全外部化志向型同

様、教員の引率に対する捉え方によっては部活動の負担軽減にならず、多忙化の解消には繋がらない。

また、部活動指導を行わなくなった代わりに校内の違う仕事が入るため、労働時間全体では多忙化の

解消にはならない。また同様に、部活動以外の業務に力を入れられるため、部活動をストレスのある

仕事だと感じる教員にとっては、精神的な側面で多忙化の解消に繋がる可能性はある。しかしながら、

総合型クラブ側と連携・協働をして部活動を運営している意識がある｢一部外部化志向型｣の学校の場

合、学校が外部（地域）と繋がることによって、配慮すべきことが増え教員の精神的負担が増加する

場合がある。また、学校外で外部指導者と生徒との間で何か問題が生じた際には、教員が対応を迫ら

れることもあるため、むしろ負担になることがある。すなわち、技術指導はないが部活動との関わり

が消えないことから、｢一部外部化志向型｣では、総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教員の多

忙化の解消に繋がる可能性は低い。 
 



− 59 −

総合型地域スポーツクラブと運動部活動の連携に関する研究 

 

（3）総合考察 

以上のように総合型クラブと学校運動部活動の連携による教員の部活動の負担軽減、教員の多忙化

の解消の可能性について考察した。本事例では、各中学校は口をそろえて｢多忙化の解消を果たすには、

部活動と学校を完全に切り離すこと（完全外部化）が必要｣と述べていた。しかしながら、完全外部化

の達成は現状として不可能に近いと考えられる。その要因とは、教員が部活動に対して大きな教育的

効果を期待していること、部活動指導が生きがいの教員の存在、そして、制度的な問題が考えられる。

特に制度的な問題が大きく、中体連組織がある限り学校と総合型クラブの繋がりが完全に消えること

はない。しかし、本研究の事例で明らかになったように、大会引率業務以外を完全外部化する志向を

持つ学校は存在する。それは現状の中で、部活動という視点から教員の多忙化の解消を目指すには、

目標とすべき形ではないか。 
ただし、｢完全外部化志向型｣は、総合型クラブと運動部活動の連携においての最終到達点だと考え

られる。そのため、これから部活動の外部化を導入、推進するうえで、はじめから完全外部化志向を

目指すのを避ける戦略も求められる。部活動の外部化の過渡期としてまずは学校側・総合型クラブ側

が連携し、慎重に生徒を指導するべきであり、学校側と総合型クラブ側の信頼関係が構築された時に

はじめて｢一部外部化志向型｣から｢完全外部化志向 型｣へと移行していくことが、部活動の外部化の

望ましいあり方であろう。 
 

（4）総合型クラブと学校運動部活動の連携に必要な条件 

最後に、総合型クラブと学校運動部活動の連携に必要な条件とは何かを考察する。Ⅱ.先行研究では

以下 8 項目を総合型クラブと運動部活動の連携に必要な条件だと仮定した。 
 

連携をなすのに必要な条件 （先行研究から立てた仮説） 
① 学校側（教師）が文化として持つ閉鎖的な部活動観から脱却すること 
  教員が部活動に教育的効果を求めすぎないこと 
② 学校長が運動部活動と総合型クラブの連携に協力的であること 
③ クラブ側が勝利至上主義にこだわらず、人間形成に重きを置くこと 
④ クラブ側の経営が安定していること（財政面・指導者の面） 
⑤ 地域の規模や、種目の特性を理解し、連携可能かを判断すること 
⑥ 練習中の怪我に対しても学校には一切の責任がなくクラブとしての責任がはっきりしており、

クラブで保険に加入していること 
⑦ 学校側が生徒との繋がりを保ちながら慎重に外部化を進めること 
⑧ 学校側とクラブ側が頻繁に情報交換・意見交換をし、部活動に対する学校側とクラブ側の共

通理解を持つこと 
 
そこで、総合型クラブ T と各学校の連携事例が上記の仮説をどれほど満たすかを検討する。 
表 4 にまとめた結果から、本事例では仮説で立てた条件を全て満たさずとも両者が連携していたこ

とが明らかとなった。そのため、先行研究から導き出された連携のための条件を、本研究の知見に基

づき再構成した。本事例をふまえ、新たに加えた条件は以下の通りである。 
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【表 4】本事例での現状が、仮説を満たすか否か 

 
● ｢総合型地域スポーツクラブ｣という存在自体を周知すること 

学校に総合型クラブとは何かを理解してもらうこと 
連携を実現させるには、総合型クラブが学校運動部活動を受け入れる受け皿となり得る存在だとい

うことを学校側に認知させることが必要である。そのためには｢総合型地域スポーツクラブ｣という存

在自体の認知度を高める必要がある。また、学校と総合型クラブを繋ぐコーディネーター的役割を導

入することで、総合型クラブが受け皿としてスムーズに学校に認知されると考えられる（樽木他 2017、
青柳他 2015）。先行研究におけるコーディネーターの必要性を指摘する声をふまえ、教員の負担軽減

の目的からも、学校と総合型クラブを繋ぐ役割の担い手が追加されることがより望ましい。 
 

● 学校側が部活動の外部化に抵抗がないこと 

先行研究で立てた仮説の①・②と本事例での現状をふまえて、仮説で立てた条件を緩和した形にな

る。現状として、教員は学校の内部で部活動を行うことに大きな意義を見いだしているため、閉鎖的

な部活動観を脱却しているとは言い切れない。また、学校長が外部化に対して積極性を持つ学校でな

くとも、両者の連携は可能であるとわかった。そのため、校長を含めた学校側が、外部化に｢抵抗がな

い｣ことを条件とした。 
 

● 連携の段階に応じて、慎重に外部化を進めること 

先行研究で立てた仮説の⑦と本事例での現状をふまえて、条件を緩和した形になる。本事例では、

生徒との繋がりを重視しない完全外部化志向の学校が見られた。それは、言い換えると、連携が進み

外部化完了している形である。そのため、クラブ側との信頼関係の構築が済んでいるならば、学校と

生徒との繋がりを意識する必要はない。しかし、新たに学校とクラブの連携を始める際には、学校側

① △ 外部化に対する抵抗はない 

しかし、教員の部活動に対する教育的効果の期待は大きい 

② △ 積極性はないが、外部化に対する学校長の抵抗はない 

③ ○ クラブ側は競技力以外に、人格形成の部分を重視している 

④ ○ 独立採算制をとり、安定したクラブ運営を展開している 

    また、独自の制度を制定し指導者の確保に努め、外部指導者には教職課程を履修

させている 

⑤ ○ 陸上という個人種目での実施 クラブは都市部から離れた地域にある 

⑥ ○ 活動中の事故等の責任はクラブ側にあり、保険もクラブ側で加入している 

⑦ △ 現状の制度下では大会の引率等を学校側が担うため、生徒との繋がりは保たれて

いるが、生徒と繋がる意識が薄い学校もあった 

⑧ × 話し合いを行う機会があまりない 

活動をめぐって学校側とクラブ側で意識の相違がある 

※（○仮説を満たす △仮説をある程度満たす ×仮説を満たさない） 
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が生徒との繋がりを保ち、慎重に部活動を運営する必要がある。このように、連携の段階に応じて、

生徒との繋がりを意識し、慎重に外部化を進めてく必要がある。 
 

● 学校側・クラブ側が共に協働して部活動を運営しているという意識を持つこと 

 学校側とクラブ側が相互理解をすること（指導面、組織面） 
先行研究で立てた仮説の⑧と本事例での現状をふまえて、条件を緩和した形になる。クラブ側と学

校側で頻繁に連絡を取り合い、意識を共有することは連携をはかるうえで理想的な形であるが、互い

に負担になる可能性が大きい。実際に情報共有の機会を多く求めすぎてしまうと、かえって双方の負

担が大きくなってしまい、連携が拡がりを見せない可能性がある。そのため、両者が協働して部活動

を運営している意識を持つこと、つまり意識レベルでの条件を設定した。外部化を始める／進める際

に、いきなりクラブ側に一任するのは危険である。学校側とクラブ側の信頼関係が出来上がった後、

完全外部化をはかるべきである。関係が出来上がるまでは学校側・クラブ側の双方が協働の意識を持

ち、生徒を慎重に指導することが必要になってくる。また、部活動を協働で運営している意識だけだ

はなく、協働して運営する相手の実態を理解することが必要である。学校側でどのような指導方針で

教育が行われているのか、クラブ側ではどのような指導が行われているのか、指導者はどのような人

物なのか、等を理解しておくことは、連携をはかるうえで必要な条件である。理解し合えれば、頻繁

に連絡を取り合わずとも、自ずと双方が納得するような部活動運営がなされるだろう。 
 

● 取り組みの中で、教員が部活動における負担の軽減を実感していること 

本事例では、どの学校でも総合型クラブとの連携により、部活動の負担軽減を実感していた。教員

自身にとって総合型クラブとの連携が、部活動における負担を軽減するような取り組みでなければ、

持続性が保てず、拡がりを見せることはない。連携を拡げるためには、持続的な連携を目指す必要が

ある。そのためには、教員自身にとって無理がなく、負担の軽減を感じられることが必要条件である。

具体的には、事例検討で明らかになったように、総合型クラブと連携する部活動には、専任顧問を配

置することが必要となる。そして教員の部活動における負担軽減、多忙化の解消に努める必要がある。 
 
以上が、総合型地域スポーツクラブと学校運動部活動の拡がりを見せる連携に必要な、新たな条件

だと考える。 
 
Ⅵ.おわりに 

（1）結論 

本研究では、総合型クラブと学校運動部活動の連携は、教員の部活動の負担軽減に繋がる可能性を

持つことが明らかになった。顧問が専任なのか、兼任なのか、引率業務に対して大きなストレスを感

じるか等によって変化はあるが、部活動以外の仕事に力を入れられるようになるといった点で、概ね

部活動の負担軽減に繋がると言える。また、総合型クラブと学校運動部活動の連携が、教員の多忙化

の解消に繋がる可能性の大小は、連携に対する学校側の意識によって異なることが明らかになった。

学校側が連携・協働の意識が薄い（完全外部化志向）と、多忙化の解消に繋がる可能性がある。逆に、

学校側に連携・協働の意識がある（一部外部化志向）と、多忙化の解消に繋がる可能性は低いことが
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わかった。教員の多忙化の解消を求めるならば、完全外部化志向の連携を目指すべきである。しかし

ながら、これから総合型クラブとの連携における部活動の外部化を目指す学校は、外部化の過渡期に

は連携・協働の意識をしっかりと持たなければならない。そして、クラブ側との信頼関係が充分に構

築された後、クラブに部活動を一任し、完全外部化を目指すべきである。そのようなステップを踏む

ことが必要となる。 
また、先行研究、本研究の事例を踏まえ、総合型クラブと学校運動部活動の連携に必要な条件を次

のように提唱する。 
 

❶ ｢総合型地域スポーツクラブ｣という存在自体を周知すること 
学校に総合型クラブとは何かを理解してもらうこと 

❷ 学校側が部活動の外部化に抵抗がないこと 
❸ クラブ側が勝利至上主義にこだわらず、人間形成に重きを置くこと 
❹ クラブ側の経営が安定していること（財政面・指導者の面） 
❺ 練習中の怪我に対しても学校には一切の責任がなく、クラブとしての責任がはっきりしてお

り、クラブで保険に加入していること 
❻ 地域の規模や種目の特性を理解し、連携可能かを判断すること 
❼ 連携の段階に応じて、慎重に外部化を進めること 
❽ 学校側・クラブ側が共に協働して部活動を運営しているという意識を持つこと 
  学校側とクラブ側が相互理解をすること（指導面、組織面） 
❾ 取り組みの中で、教員が部活動における負担の軽減を実感していること 

 
以上 9 項目が、本研究より導き出された、総合型地域スポーツクラブと学校運動部活動の連携の条

件である。 
 

（2）本研究における今後の課題 

最後に、今後の課題について述べる。本研究では、総合型クラブと運動部活動の連携に対し、学校・

クラブ間における連携の拡がりに焦点を当てるに留まっていた。ゆえに、結論づけるようにこれから

の双方の連携拡大を目指すには、総合型クラブと学校の連携の在り方だけではなく、国や地方教育行

政がいかなる関わりをすべきかを明らかにしなければならない。これが大きな課題といえる。また、

本研究では、総合型クラブと連携がなされる部活動に関わりのある教員に調査協力を得られたが、生

徒や保護者、国、地方行政（教育委員会等）の意識には踏み込むことができなかった。部活動を取り

巻く各成員の意識を全体像として描き出すために、調査対象を拡大することが課題であろう。さらに、

教員へのインタビューで、中体連の制度・組織自体に疑問を持つ発言が多くみられたことも看過すべ

きではない。部活動という視点から教員の多忙化の解消を実現していくには、中体連という組織のあ

り方を検討し、その見直しも含め検討していくことが課題となろう。 
以上が今後の課題である。これらをさらに追究することで、総合型クラブと学校運動部活動の連携

がさらに拡大していくことへと繋がることを期待したい。 
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