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1． 緒言 

現在の日本のスポーツ振興はスポーツ振興法

（1961 年）の規定に基づき 2000 年に策定されたス

ポーツ振興基本計画を基に行われている。同計画

には（1）スポーツの振興を通じた子どもの体力向

上方策（2）生涯スポーツ社会の実現に向けた、地

域におけるスポーツ環境の整備充実方策（3）我が

国の国際競技力の総合的な向上方策の 3 つの方策

がある。この 3つの中で（2）の方策には「できる

かぎり早期に成人の週 1 回以上のスポーツ実施率

が 2 人に 1 人（50％）となることを目指す。2010

年（平成 22 年）までに、全国の各市町村において

少なくとも 1 つは総合型地域スポーツクラブを育

成する。」という具体的な数値目標が掲げられてい

る。しかしながら、文部科学省によるとスポーツ

実施率は 44.4％(2009 年)、総合型地域スポーツク

ラブ設置率は 57.8％（2008 年）となっており、目

標数値には届いていない。これらのことから、現

在のスポーツ振興が「人」に受け入れられている

とは考えにくい。 

よって、本研究は文部科学省が策定したスポー

ツ振興基本計画を基に国や市町村等が行ってきた

スポーツ振興を再考し、スポーツの主体である

「人」のスポーツ参与に影響を与える要因を体系

的にとらえ、スポーツ振興のための効果的なアプ

ローチを探ることを目的とする。 

 

2． 方法 

2-1 文献研究 

関係する文献を整理して研究を行った。 

2-2 インターネット 

 『国勢調査（2005）』『国民生活白書（2007）』等

や統計資料を整理し、研究を行った。 

2-3 意識調査 

 小学校～大学までのスポーツ競技歴とスポーツ

への興味・関心の調査。2008 年（平成 20）年 12

月 11日に実施。対象は茨城大学教育学部生 115人。

本研究では論点を整理するための参考資料として

活用。 

2-4 文部科学省への聞き取り調査 

 メールでのやり取りを通して、文部科学省から

みた厚生労働省による健康づくり等への取り組み

の捉え方と今後のスポーツ振興についての調査。

本研究では全体を通して参考資料として活用。 

 

3.  結果と考察（論文の構成に沿って） 

3-1 これまでのスポーツ振興 

現在のスポーツ振興基本計画は、施設の整備・

充実によって「人」のスポーツ行動を促すもので

ある。つまり、「人」はスポーツに興味・関心があ

り、施設の整備・充実がそれを後押しするという

前提があって初めて効果的な計画といえる。しか

し、現在のスポーツ実施率は 44.4％であり、2010

年の数値目標である 50％には届いていない。さら

に図１よりスポーツクラブの加入条件に注目して

みると、上位 3 つは「時間的に余裕があれば、会

費・入会費が安くなれば、一緒に運動する仲間が

いれば」であり、総合型地域スポーツクラブの特

徴である「多世代・多種目・多志向」にはあては

まらないものが目立つ。このことからも現状のス

ポーツ振興と「人」のニーズとの間に差（ギャッ

プ）があることがうかがえる。これより、現在の

スポーツ振興基本計画のアプローチである施設の

整備・充実は「人」に受け入れられておらず、十

分とは言えない。 

図１ 

○スポーツクラブへの加入条件（複数回答可） 
１位 時間的に余裕ができれば 78.2％ 

２位 会費・入会費が安くなれば 50.6％ 

３位 一緒に運動する仲間がいれば 36.6％ 

そして、スポーツ振興基本計画を始め、スポー

ツに関する文献は、その多くが「スポーツは」と

いう書き出しで始まり、単にスポーツの持つ身体

的効果や精神的効果、並びに人間関係的効果など

のスポーツの意義を述べ、「スポーツはこんなに良

い面がある、だからスポーツをしましょう」とい

うようなものが多い。もちろん、スポーツには多

くの長所、強みがある。しかし、当然のことなが

ら「人」の日常生活にはスポーツ以外にも多くの

役割や趣味等の選択肢が存在する。「人」は平日に

は仕事や家事・育児などがあり、スポーツをする

かどうかは個々人のスポーツに対する価値観によ

るところが大きくなる。また、休日は時間はある

ものの、外出して過ごす場合はショッピング・食

事、家で過ごす場合はテレビやビデオを見る・平

日にできなかった洗濯や掃除などの家事・部屋の

片づけ等に時間を費やしている。 
これらのことから、日常生活に存在する多くの

選択肢の中でスポーツをするという選択肢がその

他のものに比べて価値のあるものとなることがス

ポーツ振興のための効果的なアプローチには必要

である。 

 

3-2 「人」とスポーツ 

 「人」のスポーツ行動について、多々納ら 1)は「ス

ポーツに対する行動意図がスポーツ実施を決定す

る極めて重要な要因である。行動意図は態度（特

定状況におけるスポーツに対する態度）、信念（特

定状況におけるスポーツの効果に対する信念）、規

範（スポーツについての重要な他者の期待に対す

る信念）のスポーツ意識によって予測することが

でき、その要因の規定力は、規範が最も強く、次

いで態度、信念の順である（pp.147-8）」と述べて

いる。規範の中では、特に友人の期待に対する信

念が、また態度ではスポーツに対する快感情因子、

信念ではスポーツの心理的効果に対する信念がそ

れぞれ強い規定力を示している。その中でも家族

や友人などの重要な他者との関連が高いと考えた。
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これは 3 つの要因のうち快感情と心理的効果は人

が自らの意思でスポーツを享受する際の要因と言

えるのに対し、重要な他者は人をスポーツへとプ

ッシュあるいはプルするきっかけや快感情、心理

的効果を感じるきっかけ（要因）という捉え方が

できるからである。 
 家族・地域に関して『国民生活白書』2)の記述や

統計を考察したところ、以下のことが言える。 
「人」にとって家族の存在はスポーツにおける

重要な他者であるにとどまらず、「人」の生活全般

にとって重要な存在であり、「人」は家族に精神的

やすらぎやつながりを求める。現在、家族関係は

「大人は仕事、子どもは塾・習い事」など物理的

に家にいる時間が少ないことからくる要因と中高

生など若者に多くみられるように、学業・テレビ・

インターネット・ゲーム等により、家にいても家

族と過ごすことが少なくなり、家族間の交流を阻

む要因によって希薄化している。しかし、「人」は

家族に休息・やすらぎ等の精神的なきずな求め、

家族のつながりを大切にしている。 
 「人」にとって地域は、家族と同様に重要な他

者であり、自分や家族だけでは充足できないこと

や達成できないことについて、近隣に住む人との

助け合いによってそれを満たす場所である。現在、

地域における自治会等の地域活動への参加率は低

下し、近隣関係に対する意識も全面的な深いもの

から部分的な浅いものへと変化してきている。し

かし、地域住民の多くは地域の教育力低下、治安

の弱体化等の点から、現在の希薄化した地域を改

善していきたいという思いを持っており、ボラン

ティア等を通した地域への貢献意識は高まってい

る。 

 

3-3 スポーツ振興のための効果的なアプローチ 

家族は精神的なやすらぎやつながりを求めなが

らも、物理的に家にいる時間が少ないことからく

る要因や、家にいても家族と過ごすことが少なく

なり、家族間の交流を阻む要因によって、必ずし

も精神的なやすらぎやつながりを享受できていな

い。また、地域は近隣関係によるつながりや地域

活動によるつながりが希薄化している一方で、

人々の地域への貢献意識は高まっている。これよ

り、家族も地域も現状を認識し、改善したいと思

っているが、家族・地域で関わる機会が少ないた

め意見交換等ができない、他者との交流が少ない

ため仲間が増えない、情報が回ってこない等によ

り、行動に移せていない。しかし、家族も地域も

お互いに持っている関係改善の意識を意識や願望

で終わらせてはならない。両者ともにきっかけが

あれば、人々が交流することで、家族・地域のも

つ役割を再確認し、両者ともにつながりや一体感

を高めていくことができる。このように考えたと

き、スポーツは年代を問わず共通する・共有でき

るものであり、他者との連帯感等の精神的充足や

楽しさ、喜びをもたらすものである。 
このつながり作りの手段としてのスポーツを通

して、ゆくゆくはスポーツを「習慣化」していく

ことが必要である。「習慣化」とは「その行動が生

活の一部となって当たり前のこと、その行動をす

ることの意味や意義を意識せず、自然に行うこと」

ということができる。つながりを作る手段として

スポーツを利用することにより、つながり作りの

中でスポーツが受け入れられる。スポーツが受け

入れられるということは、つながり作りの有効な

手段であったことになる。そして、徐々につなが

り作りをするという意識がなくなっていくことで、

家族・地域のつながりが「習慣化」する。こうし

てスポーツも「習慣化」するという両循環の関係

になる。 

 

4. まとめ 

「人」のスポーツ行動には快感情・心理的効果・

重要な他者が強い規定力を示す。その中でも、家

族や友人、知人、近隣住民からなる地域などの重

要な他者との関連が高い。 
現在の家族関係は物理的に家にいる時間が少な

い要因や家にいても家族間の交流を阻む要因によ

って希薄化している。友人、知人、近隣住民から

なる地域では、「人」の近隣関係に対する意識が全

面的な深いものから部分的な浅いものへと変化し

ている。このため他者との交流が少なくなり、家

族と同様に希薄化している。その一方で、「人」は

家族に精神的やすらぎやつながりを求め、地域で

はいざという時にはつながりを求める。また、ボ

ランティア等を通した地域への貢献意識が高まっ

ている。 
このような思いを実現するために、家族にも地

域にもつながりを作る・一体感を高めるきっかけ

が必要である。スポーツは家族も地域もお互いに

共通するもの・お互いが共有できるものであり、

家族・地域のつながりを作る・一体感を高める手

段として非常に有効である。さらに、「人」にとっ

て重要な他者である家族・地域がスポーツを通し

てつながることは、「人」のスポーツ行動を促すこ

とにつながり、結果としてスポーツ実施率の向上

につながることも期待される。 
現在のスポーツ振興には「人」を取り込むきっ

かけが必要である。そして、家族・地域にもつな

がり作りのきっかけが必要である。スポーツをつ

ながり作りの手段として活用することで、どちら

にもよいきっかけができると考える。 
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