
 本年度も早半年が過ぎ、９月を迎えました。皆様、素敵な夏を過ごされたことと思います。 
 さて、今回の通信も、本年３月３０日に策定された「スポーツ基本計画」をはじめ、 
本年５月に実施された「SC全国ネットワークアンケート」の結果報告、また総合型クラブ 
関係の事業報告など、盛りだくさんの内容でお届けします。 
 どうぞご覧ください！！ 

 
 
 

第５号（平成2４年9月発行） 

香川県広域スポーツセンター 

このリーフレットは、スポーツ振興くじ助成を受けて発刊しております。 
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 平成24年4月より、NPO法人カマタマーレスポーツクラブ、まんのう町総合型地域スポーツクラブ設立準備
委員会が、新たにクラブ設立・クラブ化に向けて動き出し、設立準備クラブは3クラブとなりました。 
 まんのう町が設立準備委員会を立ち上げたことで、クラブ未育成市町は1つ減り、4市町となっています。 
 新たな総合型クラブ設立に向け、ますます追い風が吹いています！ 

香川県内総合型地域スポーツクラブ 
育成状況 



「スポーツ基本計画」 

平成13年より10年間にわたる期間を終えた
「スポーツ振興基本計画」に代わり、新たな
「スポーツ基本計画」が策定されました。 

「スポーツ基本計画」では、随所に「総合型 

クラブ」という単語が盛り込まれており、その 

数は50回以上。各市区町村に少なくとも1つは
総合型クラブを育成するという目標は、本計画
にも引き継がれ、ますますクラブの育成に期待
がかかります。 

平成24年3月30日… 

策定！ 
今後10年間のスポーツ施策の柱となる計画 

注目したいキーワードは、「新しい公共」と
「拠点クラブ」の2つ。 

平成7年に総合型クラブを国が推進し始めてか
ら早17年がたちました。 

総合型クラブの育成が“ブーム”で終わることの
無いよう、各クラブの皆様には「総合型地域 

スポーツクラブ」という言葉の持つ意味や、 

設立当初の想いを今一度見直すきっかけにして
いただければと思います。 

○平成23年8月に施行された「スポーツ
基本法」第9条に基づき、文部科学大臣
により告示された。 
 
○計画期間は、平成24年度から概ね 
10年間であり、平成24年度から概ね 
5年間に総合的かつ計画的に取り組む
施策を体系化している。 
 
○平成22年8月に策定された「スポーツ
立国戦略」の内容も、必要に応じ取り 
入れている。 

URL…（文科省）http://www.mext.go.jp/a_memu/sports/plan/index.htm 

今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策 

①学校と地域における子どものスポーツ機会の拡充 

②若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つくり支援等ラ
イフステージに応じたスポーツ活動の推進 

③住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

④国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備 

⑤オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会等の招致・開催等
を通じた国際交流・貢献の推進 

⑥ドーピング防止やスポーツ仲裁等の推進によるスポーツ界の透明
性、公平・公正性の向上 

⑦スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツと地域に
おけるスポーツとの連携・協働の推進 

Ⅰ≫コミュニティの中心となるスポーツクラブの育成・推進 
 

①施策目標 
・総合型クラブを中心とする地域スポーツクラブがスポーツを通じて「新しい公共」を担い、コミュニティの核となれるよう、
地方公共団体の人口規模や高齢化、過疎化等に留意しつつ、各市区町村に少なくとも1つは総合型クラブが育成され
ることを目指す。 
・総合型クラブがより自立的に運営することができるようにするため、運営面や指導面において周辺の地域スポーツクラ
ブを支えることができる「拠点クラブ」を広域市町村圏（全国300か所程度）を目安として育成する。 

②今後の具体的施策展開 
★地域スポーツクラブにおいては、地域の課題（学校・地域連携、健康増進、体力向上、子育て支援等）解決への貢献
も視野に入れ、会員はもとより広く地域住民が主体的に取り組むスポーツ活動を推進することにより、地域スポーツクラブ
がスポーツを通じて「新しい公共」を担うコミュニティの核として充実・発展していくことが期待される。 
 

Ⅱ≫地域のスポーツ指導者等の充実 
Ⅲ≫地域スポーツ施設の充実 
Ⅳ≫地域スポーツと企業・大学等との連携 

③の具体的内容 

詳しい内容は、上のURLを 
ご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_memu/sports/plan/index.htm


県内クラブ関係者に協力いただきました 

「SC全国ネットワークアンケート」の集計 

結果報告が出ました！ 

このアンケートでは、各クラブについての質問の
他にクラブ間ネットワークについての質問もあり、
今後のクラブ同士の交流や、県連絡協議会
の在り方を考える参考資料になりそうです。 

このアンケート結果（全国版）は、日本体育協会HPでも公開されています。 
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/tabid/84/Default.aspx?itemid=2459 

SC全国ネットワークアンケート 結果報告！ 

8 

13 

1 

5年以下 

6～10年 

11～15年 

8 

5 
1 

7 

1 

100人以下 

101～200人 

201～300人 

301～1,000人 

1,001人以上 

8 

5 

3 

4 

2 
100万未満 

100万以上300万未満 

300万以上500万未満 

500万以上1000万未満 

1000万以上 

16 

2 

4 
はい 

いいえ 

無回答 

①クラブ設立後の活動年数 

概要 
＊実施期間＊ 
H24年3月23日～H24年5月31日 
＊回収率＊ 
全国：57.0％（配布数3,020、回収数1,722） 
香川：88.0％（配布数25、回収数22） 

②クラブの会員数(H24年5月現在) 

③年間予算規模（平成23年度） 

④近隣クラブとの連携は必要か？ 

CHECK IT!! 

年間予算規模が100万未満もしくは100万～300万のクラ
ブが半数以上を占めます。 
ちなみに内訳を見てみると、収入の7割以上が自己財源 
（会費収入）のクラブは15クラブ、補助金・助成金収入が 
ゼロのクラブは8クラブあります。 

CHECK IT!! 
左の結果を踏まえ、具体的に期待することとしては 
「スポーツ交流大会の開催」という意見が最も多く、続いて
「指導者の情報共有」「ニュースポーツの用具などの共有」
「クラブ会員間の相互交流」といった意見がありました。 
いずれも、クラブ関係者同士、運営上の悩みなどを共有
できる仲間や機会を求めていることが分かります。 



合型地域スポーツクラブ 

平成24年度  
県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会総会・研修会 

平成24年度 第1回SC全国ネットワーク総会 

第6回全国スポーツクラブ会議in田辺 

総合型クラブ同士が支えあい、互いに助け合う時代へ 

「総合型地域スポーツクラブ」の知名度向上のために 

岩手県「NPO法人フォルダ」が、香川県に被災地の今を届けてくれました 

和歌山県田辺市にある「NPO法人会津スポーツクラブ」が中心となり開
催。700名の参加者が集結し、過去最大の規模となりました。 
ディスカッションや討論では、「各総合型クラブが自分たちの殻にこもら
ず、ノウハウや指導者を共有し、互いに支えあう仕組みが必要だ」「“協
働”は、互いに信頼関係がなければ成り立たない」といった、同じエリアの
総合型クラブ同士が協力し合うことの大切さについて意見が交わされ 
ました。 

平成21年に日体協内に設立されたSC全国ネットワーク。「スポーツ基本計
画」では、SC全国ネットについても記載があり、総合型クラブの知名度向
上のために、SC全国ネットが「すべきこと」「できること」を話し合いました。 
グループディスカッションでは、「『総合型クラブの日』をつくり、メディアの
注目を集める」「独自にホームページを開設し、リアルタイムで全国のクラ
ブに情報提供ができるようにする」等、様々な具体案が出ました。 

H24年 
5月19日～20日 

（和歌山県田辺市） 

H24年 
6月26日 

（東京都渋谷区） 

業報告 総 事 

・月日…7月25日（水） 
・会場…香川大学教育学部 
・日程…①18：30～19：00 年次総会 
      ②19：00～20：00 研修会 
・参加者…24名（設立準備中クラブからも参加がありました！） 

本年度は、年次総会後に研修会を開催しました！ 
講師は、岩手県北上市にある総合型クラブ「NPO法人フォルダ」の司東氏。 
「東日本大震災の中で自身のクラブが行ってきたことや、被災地のありのままの 
現状を伝えたい」と、全国を訪問されています。 
総合型地域スポーツクラブとフィットネスクラブとの違い、被災地の写真と共に語る
3.11のありのままと1年たった今の現状、いざというときに臨機応変に動ける「地域の
拠点」の重要性など… 
スポーツクラブでありながらも、スポーツのみにこだわらず、「スポーツを通じた地域
づくり」を実践するクラブとして、参考になる話を多く聞かせていただきました。 



ニュースポーツ特集 

「うちのクラブのニュースポーツ
も載せて～！」の声お待ちしています！ 

お約束事項 

第2弾となる今回は、四国で初めて導入された 
ニュースポーツ、香南ししまるスポーツクラブの 

「ミニテニス」をご紹介します！ 

ラケットを持ったことがない初心者でもすぐにラリーが 
できるので、まだ体験したことのない方も是非チャレンジ 
してみてください！ 

東京都立川市で考案され、全国に普及している。 
平成8年に日本ミニテニス協会が設立。 

ここがイイ！！！ 

①バドミントンコートなので省スペース！ 
②ラケット2個とボールを数個買っても、予算は   
  10,000円以内！ 
③30分ほど練習すれば、試合ができる！ 
④ボールが柔らかく、怪我の心配も少ない！ 

ミニテニスに関するお問い合わせは… 

        香南ししまるスポーツクラブまで！！ 
        （TEL(会長)：090－8691－8829） 

①県協会・県連盟を持っていないこと 
②用具費が割安なこと 
③クラブとして、これから力を入れていきたい 
   種目であること 

直径14センチほどの 
柔らかいボールと長さ 
57㎝以下の小さな 
ラケットを使います。 

香南ししまるスポーツクラブ
では、ミニテニス考案者の
天野孝一氏を招いて、 
レベルアップのための教室
も開催しています。 
（右から2人目） 

○バドミントンコートに高さ1メートルのネット   
   を張る。 
○サーブ、レシーブ共に必ず1バウンドして 
   から打つ。 
○試合は、1ゲーム6点の3セットマッチの 
   ダブルスで行う。 

ルール 

H24年度第1回生涯 
スポーツ指導者養成講座
のプログラムにも取り上げ
られました！ 

曜日 時間 会場 

火曜日 13：00～15：00 香南体育館 

水曜日 19：10～21：10 香南中学校体育館 
裏の連絡先までご連絡ください♪ 

↓下記日程でミニテニス教室も開催しています♪ 

ボールのスピードが 
比較的遅いので、 
車いすの方も楽しめます！ 



平成24年9月以降の総合型地域スポーツクラブ関連事業予定 

開催月日（曜日） 事業名 会場 詳細 

9月23日（日） 
10月21日（日） 
11月25日（日） 

生涯スポーツ 
指導者養成講座 
第4回～第6回 

高松テルサ 
受講料：6,300円 
第4回～第6回の講座を全て受講すれ
ば、「共通Ⅰ」の資格が取れます。 

10月28日（日） 
第23回 
県民スポレク祭 

瀬戸大橋記念 
公園 

昨年同様、総合型クラブのブースを出し
ます！一般参加者も一緒に楽しめる内
容にする予定です。 

11月4日（日） 
11月18日（日） 
12月9日（日） 

香川県クラブマネジャー 
養成講習会 
計3日 

高松テルサ 

受講料：1,900円 
本年度は、テキストがガラッと変わります。
総合型クラブの最新情報や事例が知り
たい方は是非受講ください！ 

12月1日（土） 
12月2日（日） 

四国ブロッククラブ 
ミーティング2012 

高知県教育 
センター 

毎年、四国中の総合型クラブが集まり、
情報交換に花を咲かせます。年に1度
の貴重な機会です！ 

12月16日（日） 
かがわ生涯 
スポーツフォーラム 

サンメッセ香川 

参加費：無料 
毎年、講演やシンポジウム、クラブ活動
発表など、総合型クラブ盛りだくさんの内
容で実施しています。 

「アシスタントマネジャーの資格はもう持っているけれど、いろんな 
講師の方の話が聞いてみたい！」 
というクラブ関係者の方も、クラブマネジャー養成講習会を受講できます。 
日頃の疑問を聞ける機会ですので、ぜひ受講ください！ 
（1回のみの受講も可能です。広域スポーツセンターまでお気軽にご相談ください♪） 

本年度も「エキスパート派遣事業」を行っています。 
実技指導者や、先進クラブ関係者への謝金を補助します。 
本年度も、10クラブ程受けることができますので、積極的にご活用ください！ 

I N F O R M A T I O N 

「総合型地域スポーツクラブ通信第5号」に関するお問い合わせは、下記まで！ 
香川県広域スポーツセンター 
 住所：〶760－8582 香川県高松市天神前6-1 香川県教育委員会事務局保健体育課内 

 電話：(087)832-3762    

お知らせ 
その1 

お知らせ 
その2 

お知らせ 
その3 

本年度の「かがわ生涯スポーツフォーラム」では、新たなプログラムを 
実施予定です。 
毎年、多くの方に楽しんでいただいている当フォーラム、 
今年も皆様のご参加をお待ちしています！ 


