
 
 
 
 
 

 
1． 緒言 

現代の社会状況の急激な変化やライフスタイル

の多様化等により、生涯学習に対する関心は非常

に高まっている中で 1）、近年の健康ブームに伴う中

高年や高齢者の健康増進や、学校週 5 日制に伴う
体育授業数の減少による子どもたちの体力低下へ

の懸念が地域スポーツ活動への期待を高めて、活

動を活発化させている。その中で、身近で気軽に

スポーツを楽しむ場として、公共スポーツ施設へ

の利用が盛んになっている。また地域でスポーツ

を楽しむ場として、総合型地域スポーツクラブが

ある。これは住民が主体となって運営・管理して

いるもので、地域にある体育館や学校などが活動

の拠点となり、スポーツだけでなく、生涯学習に

も取り組んでいる新しい形のスポーツクラブであ

る。現在、練馬区はこの総合型地域スポーツクラ

ブが６つ設立されており、他の地域でも多く設立

されてきている。 
本研究では、練馬区における公共スポーツ施設

と総合型地域スポーツクラブについて、実際の活

動状況や利用者状況などを調査し、それを他の地

域と比較しながら、練馬区におけるスポーツ振興

活動の現状と課題を検討し、今後のスポーツ振興

の発展に求められる知見を得ることを目的とする。 
 
2. 研究方法 

練馬区の実態調査（文献調査を含む）、現地調査、

また公共スポーツ施設と総合型地域スポーツクラ

ブの運営者の方に質問紙法によるアンケート調査

を実施した。そこで練馬区のスポーツ振興発展に

繋がる方策や事業を明らかにし、実際に施設やク

ラブの現状や実態を把握し、近隣地区である杉並

区を比較対象とし、茨城県の県庁所在地である水

戸市を参考として練馬区のスポーツ振興について

考察する。 
1. 実態調査 
（練馬区・杉並区に関する文献調査） 

2. 現地調査 
（施設・クラブ訪問） 

3. アンケート調査 
1）調査対象 
 ・公共スポーツ施設（体育館）6施設 
 ・練馬区総合型地域スポーツクラブ（SSC）6

クラブ  全 12施設 
2）調査期間 

  平成 16年 12月 6日～28日 
3）調査の配布・回収方法 

  実際に訪問して配布した施設 2 
郵送で配布した施設 10 

回収方法は、郵送で御願いした。 
配布数 12、回収数 10 回収率 83.3%であった。 

 
 
 

 
            
           

 
3． 本論  

3－1 練馬区のスポーツ振興 
練馬区のスポーツ振興は、平成 2 年（1990）に
「生涯学習・スポーツの推進」の項目を掲げたこ

とから始まり、平成 7 年（1995）に「生涯学習推
進計画」が策定されて以降、生涯学習を推進する

計画を次々と発表した。「練馬区生涯学習支援プ

ラン２１」は、生涯学習施策の方向性と事業内容

を明らかにしたもので練馬区の生涯学習、生涯ス

ポーツ発展を目指した項目が掲げられている。ま

た、平成 5 年（1993）に行なった区民意識意向調
査で「生涯学習施策への要望」として一番多かっ

たのは「各種スポーツ施設の充実（37.0%）」となっ
ており、区民のスポーツに対する関心が非常に高

まってきていることがわかる。 

スポーツ事業の現状としては、総合型地域スポ

ーツクラブの育成、スポーツ大会、イベント事業

の提供、地域スポーツ指導者の育成、スポーツ施

設の整備、スポーツ振興計画の策定のしくみづく

りなどを行っている。 
1）公共体育館 

 区立体育館は 6 つある。下記の図は練馬区にお
ける平成 10年度からの体育館利用者推移である。 
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練馬区の人口は微量ながらも増加し続けている。

そして体育館利用者推移をみると、微量ながらも

増加しているのは、団体利用者が個人利用者より

も増えたため、結果的に利用者が増加した。 
2）総合型地域スポーツクラブ（SSC） 
練馬区では、平成 12年度から平成 14年度の 3

ヵ年にわたり文部科学省から国のモデル市町村と

して指定を受け、総合型地域スポーツクラブの育

成を図ってきた。平成 15 年（2003）4 月から、6
つの区立体育館を拠点とする6つのNPO法人とし
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ての総合型地域スポーツクラブが地域のスポーツ

クラブとして生まれ変わり、会費制運営による活

動が開始され、平成 13 年（2001）に設立された
「SSC 育成推進委員会」から、それぞれが固有の
クラブ名をもつ「総合型地域スポーツクラブ」と

なった。またクラブ事務局には常駐社員を配置し

クラブの運営体制の確率を図っている。 
SSC 平成 15 年度事業実績 

クラブ名称 通称 
参加者

延人数

NPO 法人 SSC 谷原アルファ 
SSC 

谷原 
3,216 

NPO 法人スポーツコミュニティ

ー桜 

SSC 

桜台 
3,168 

NPO 法人スポーツクラブホワイ

エ上石神井 

SSC 

上石神井
1,608 

NPO 法人総合型地域スポーツク

ラブ平和台 

SSC 

平和台 
2,794 

NPO 法人光が丘総合型地域スポ

ーツ・レクリエーションクラブ 

SSC 

光が丘 
3,781 

NPO法人コミュニティネット SSC

大泉 

SSC 

大泉 
1,973 

 

3－2 杉並区のスポーツ振興 

 杉並区のスポーツ振興は、教育委員会の施設課

と社会体育スポーツ課社会体育係と財団法人杉並

区スポーツ振興財団にて、公共スポーツ施設の調

整、整備、管理を行っている。財団法人杉並区ス

ポーツ振興財団は、区と地域住民との協働により

設立された「杉並区スポーツ振興会」（昭和 61 年
10 月）が前身となっており、施設の有効かつ柔軟
な運営を図るとともに魅力ある事業を実施し、地

域スポーツを振興していくという考えのもと、各

種事業や競技大会の開催、組織団体の整備充実、

育成などの管理運営を行ってきた。そして、平成 5
年 10月には「財団法人杉並区スポーツ振興財団」
と名前を替えて、新たな区民サービスの向上や、

地域住民の多様なニーズやまちづくりとなる施策

を行っている。 
1）公共体育館 
 杉並区にも区立体育館は 6 つあるが、多くの利
用者がある体育館とそうでない体育館の差がある。 

※ 平成 10年度高円寺体育館は改装中 

2）総合型地域スポーツクラブ 
＜向陽スポーツ文化クラブ＞ 

 このクラブは杉並区立向陽中学校校区を中心に

組織された地域住民を中心としたクラブで、1975
年にプール開放から始まった歴史の長いクラブで

ある。現在の会員数は 1,051 人（2002 年度）で、
事業内容はサークル活動、本部の直轄講座、事業

などがある。サークル活動は 39サークルあり、ス
ポーツと文化活動はほぼ半々である。杉並区には

もう一つ、NPO法人杉並アヤックスサッカークラ
ブという総合型地域スポーツクラブがある。 

 

4．まとめ 
 練馬区と杉並区の公共体育館の利用者推移（合

計延人数）を比べると以下の図のようになる。 
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人口差があるにせよ、利用者の差は 30万人以上と
なっている。これらをまとめると、以下の通りで

ある。 
 
（1） 地域において施設の整備は利用者にとっ

ては重要な課題である。 
（2）  練馬区の人口は増加傾向だが、全体的に

公共スポーツ施設においての利用者は伸

びていない。 

（3）  体育館利用者の伸び率上がっているのは、
団体利用者が増えたためである。 

（4）   杉並区の総合型地域スポーツクラブの「向
陽スポーツ文化クラブ」は地域住民が「自

らの手で作り上げている」という意識が

深く根づいている。 
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