
「地域総合型スポーツクラブとまちづくり」 

「健康づくりと社会教育」 

地域における総合型スポーツクラブの役割 

ＮＰＯ法人ピボットフットの活動について 

 

１． はじめに 

中学１年生でバスケトボールに触れ、それから 17年間の現役生活で様々な

経験をさせて頂き、1976年モントリオール五輪に選手として出場、30歳で

現役引退後もバスケットボール界で、トップチームの指導からスポーツ行

政政策まで手掛け、15年前からは地域スポーツの普及発展に奔走している。

その経験から現場目線で現状の問題点、課題を抽出し 2020 年東京オリパラ

以降の日本スポーツ界のレガシーを含め考えをここにまとめてみたい。 

 

２． スポーツ界の３つのテーマ 

■競技力の向上と競技普及での国際競争力の強化 

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、各競技団体で

は、技術強化でメダル獲得を最大の目標とし、国際競争力がつくことによ

りオリパラ以降でその競技が国内で普及していくことを目指す 

■スポーツ環境の整備とﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾌﾗの構築で基本的な運営構造の改革  

2020 東京五輪後に国民一人ひとりのライフステージに合ったスポーツ

が行える環境を整備することと、スポーツを「する・見る・支える」制度

作りが重要で、そのためにも地域で行われている様々なスポーツが連携協

働することにより、地域スポーツとしての事業化・産業化で雇用創出を目

指すことにより日本のスポーツインフラの根本的な運営構造の改革を目指

す 

■地域の総合力の一つとしてのスポーツの価値観作りと地域への還元およ

び地域社会作りへの貢献 

文化・芸術等と対等に地域のソフトインフラの一つとしてスポーツが社

会的な価値と役割を深め、国民生活の質の向上と健康国造りを目指す。そ

のためにも、既存で活動する地域スポーツ関連団体のネットワーク構築の

強化を目指す 

  

３． スポーツ現場の主な課題 



① スポーツ振興は、永年学校体育と企業スポーツおよび社会体育によ

って進められてきたが、夫々がコーデイネーションされてなく、も

っぱらボランテイアによる運営により制度疲労が大きく、発展性は

限界に来ている 

② 競技スポーツ(学校部活と企業スポーツ）は、勝利至上主義に傾注

しすぎで、どちらかというとアマチュアという名のもとにマニアッ

ク的活動で社会性に欠ける傾向がある 

③ 一方、社会体育としての地域スポーツの環境は、自主サークル、ボ

ォランテイアが主で私益的な活動で限定され、公共・公益的な活動

になりずらく、地域での訴求度も低く参加したくても何処で何んの

スポーツが行われているかの情報も一元管理されていない 

④ 特に、社会体育のスポーツ現場においては、指導者の質と量および

安定的・継続的に活動できる場所が不足している 

⑤ 地域で継続的に質の高いスポーツソフトを提供するシステムやイン

フラ構築が地域スポーツの政策として未確立である 

⑥ 過去地域スポーツとして、事業的視点や視野での運営や経営はなさ

れてこなかったため、スポーツ現場に良質な人材が集まらなかった 

⑦ 競技スポーツ、生涯スポーツ、地域スポーツ含めスポーツ界全体の

将来像とスポーツ界と地域社会との関連性も明確ではない 

 

４． 文部科学省の動き 

「新しい公共」の一つとして 2010年 9月に制定された 

★スポーツ立国戦略 

   Ⅰ.目指す姿 「新たなスポーツ文化の確立」  
   Ⅱ.考え方  ①人（する・観る・支える）の重視 

          ②連携・協働の推進 ﾄｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂと地域ｽﾎﾟｰﾂの好循環  

   Ⅲ.重点戦略 ①ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じたスポーツ機会の創造 

         ②世界で競う合うﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの育成強化 

       ③ｽﾎﾟｰﾂ界の連携・協働による「好循環創出」 

         ④透明性の高い公平・公正なスポーツ環境の実現 

         ⑤社会全体でスポーツを支える基盤整備 

   Ⅳ.法制度・税制・組織・財源などの体制整備 

     以上をベースに戦後 50年を経て漸くスポーツ基本法が見直された 

 

★文部科学省「スポーツ基本法施行」     （2011.8月） 



★文部科学省「スポーツ基本計画施行」    (2013.3月） 

★文部科学省外局にスポーツ庁が設置     (2015.9月） 

 

５． 2016年以降の動き 

① 2020年東京五輪の開催決定で  

・スポーツへの関心が一気に高揚し、各競技団体日本代表の動向が注目 

されるようになり、2016年リオ五輪でさらにメダル獲得が過熱する   

・東京五輪に向け、競技場建設等ハード面と運営ソフト面でのスポーツ 

ビジネスが活性化していく 

・五輪後のレガシーとして地域スポーツの整備と国民生活の中での役 

割が増々クローズアップされる 

② スポーツ庁設置での変化に期待 

   ・オリンピック、パラリンピックの統一行政での効率的な予算運用 

   ・省庁間の調整（文科省・厚労省・国土交通省・経産省・外務省）で 

スポーツの多角的な政策運営 

   ・総合型スポーツクラブを含む様々な地域スポーツ資源の連携協働で 

の地域スポーツの振興と運動も含め元気なまちづくり 

   ・地域スポーツの産業化でスポーツ関連での雇用創出 

③ 2020 年までの間が日本のスポーツ界変革の一大ビッグチャンスが到

来 

している 

 

６． 総合型スポーツクラブとは 

① 総合型スポーツクラブ 

    20年前文部科学省指導で全国の中学校区に一つのクラブの設置目標 

で 2015年で約 3500のクラブが設立された。「多種目・多世代」で「い 

つでも、どこでも、誰でも」がスポーツをできる環境づくりとして推 

進されてきた 

 

② 設置状況 



   
 

③ 総合型クラブの課題 

 

補助金・助成金頼りの運営で、財源の確保に難点がある 

自主財源確保が最大の課題 

 



④ ミッション 

「スポーツを核とした豊かな地域コミュニテイの創造」という新たな基

本理念に則り健康志向のクラブ、楽しみ志向のクラブ、山や海などのア

ウトドア志向のクラブ、そして競技志向のクラブ（プロチームを頂点と

したクラブも含む）など、様々な顔を持つ総合型クラブを地域の中心に、

日本のスポーツ界と地域社会の基盤再構築を目指す。 

 従来のチーム型クラブを脱却し、社会公益型クラブとして、社会貢献

事業体としての事業性を追求し、持続的な経営基盤を確立する。 

スポーツを文化として定着させる 

 

７． ピボットフットの設立の意味 

① ピボットフットとは、バスケットボール用語で軸足 ～軸足を地域

に根ざす～という意味で、地域密着型活動で地域ヘルスプロモーシ

ョンにおけるスポーツの役割とエリアデザインの提案行うことを目

的に設立 2002年 12月 16日法人登記し活動を展開してきた。 

② 設立趣旨 

私たちはスポーツから多くの喜びと感動を得られることを知っています。 

スポーツを通じて学ぶ精神性。健全な心、頑張る気持ち、連帯感、いたわ

り、助け合いなど。 

子供から高齢者までの幅広い方々が身近でスポーツを行うためには、こ

れまでの企業と学校が推進していたスポーツとは、異なる独立性を持っ

た活動が必要になってきております。  

スポーツがより日常生活に溶け込み、多くの人々の生活に喜びと潤いを

もたらす為に、私たちは、スポーツが、いつでも、誰でも、生涯にわたっ

て行える場を作っていきたいと考えます。 

わたしたちは、文武両道を目指しスポーツの振興と文化活動を通して、 

 ・地域に独自のスポーツが行える環境とその運営を行い、 

 ・生活の充実、人間性の形成、多くの交流が生まれる場づくり、 

 ・明るく元気な社会づくり、まちづくりに貢献してまいります。 

 ・地域に夢と感動と希望を提供します。 

 

③ 目指すところ 使命として   

   ■スポーツの振興を通して地域社会の活性化 

■トップアスリートとともに楽しめる生涯スポーツの提案 

■青少年の情操教育と健全育成で社会教育的基盤づくり 

■健康増進・健康管理の予防医学・栄養学等の普及 



■まちづくり・地域のコミュニティづくりと心豊かな人間づくり。 

    家族の絆回復で家庭づくりへの貢献 

■新しいスポーツクラブライフの提案 

■文化活動も含めてスポーツ文化の定着を図る 

 

④ 主な事業内容  

■地域総合スポーツクラブ運営（複数のスポーツや文化活動との連動） 

■地域密着型スポーツ教室の開校（継続的な一貫指導） 

■スポーツクリニックの開講（定期的） 

■指導者の育成・派遣（競技、クラブ運営） 

■スポーツイベントの企画・運営支援（国内・国際） 

■スポーツ予防医学・栄養学等のセミナー開催 

■障害者、知的障害者スポーツ活動支援と交流 

■スポーツ及びその活動に関する情報提供 

■NPO法人の社会的存在意義を高めるための 

 他団体間との交流 

■文武両道のための文化活動（寺子屋設立） 

 

⑤ 事業部門のご紹介 

■スクール部門 

 ・バスケットボール、テニス、健康体操、機能改善体操、リズムダ 

ンス、チアリーディング、スピードバトミントン、エアロビック、 

サッカーの定期的な各教室の開催 

 ・夏、冬キャンプ等の開催 

 ・定期的クリニックの開催 

 ・様々な地域イベントへの参加 

■イベント部門 

 ・スポーツイベントの企画、運営、実施や支援 

 ・各種イベントの企画運営支援 

 ・地域との交流イベントの企画運営 

■事業部門 

 ・㈱ヤマト運輸羽田クロノゲートフオーラムの運営 

 ・エニータイムフイットネスとの連携 

■指導者育成部門 

 ・技術講師の育成と派遣 

 ・クラブマネージャーの育成 



 ・指導者養成講座の開催 

 ・審判養成講座の開催 

■医科学部門 

 ・スポーツ医科学セミナーの開催 

 ・栄養学等セミナーの開催 

 ・日常の健康管理,予防講座の開催 

■文化部門 

 ・寺子屋事業 

 ・文化活動 

 

⑥ 組織図 

 
 

８． ピボットフットの取組事例 

① ピボットフット経営の背景 

・2011年「スポーツ立国戦略」、2012年「スポーツ基本法改定、基本 

計画」が策定された 

・（公財）日本体育協会「総合型地域スポーツクラブ育成プラン 2013」 

が策定された 

・2020年東京オリンピックの招致が決定、それに伴うスポーツ庁が設 

立され今後競技スポーツとの連携協働の重要性が増す 

・日本のスポーツ界の底辺に位置する「総合型スポーツクラブ」の存在 



と役割の重要性が増し、地域のスポーツ財産との連携協働が進む 

・新たなスポーツインフラとして社会性の確立と自主自立を目指し、 

「総合型クラブの社会的大義と価値」を訴求し、地域の核となり少子 

高齢化社会に対応できる社会づくりを目指す  

   ・事業化・産業化に向け、具体的な構造改革の事例を提供する 

 

② ピボットフットの事例（2014年度活動実績） 

１．基幹事業であるスポーツ教室の充実（プロ指導者の起用） 

   2014 年度開催実績 年間 10種目 35教室 延べ 1,871 教室の開催  

延べ参加 19,410人 会員数 519人 

年間収支 収入 52,470千円 支出 51,954千円      

 

2015 年度以降で母子分離保育での大人のバレー教室、スポーツ 

鬼ごっこ教室、バレーボール教室、フライングデスク教室等の開 

催準備を行っている 

２．地域イベント積極参加での PR・広報で教室参加者の勧誘 

   2014 年度活動実績 年間 69のイベントに参加することで区民 

への訴求度が増してきた 

３．イベント企画を通して地域諸団体との連携  

   行政・観光協会・自治会・スポーツ推進委員・総合型クラブ等 

       スポーツゴミ拾い、スポーツ鬼ごっこ、区ｽﾎﾟｰﾂ交流会等  

４．小・中・高等学校との良好な連携 （学校運営協議会委員として活動） 

      体育授業支援や部活動支援と施設の使用での連携 

５．地元トップチームとの連携と循環 （ﾔﾏﾄ運輸女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 部） 

   クラブ教室や学校部活への派遣、倶楽部 PRと教室参加者の勧誘 

６．民間企業との事業連携   

   ヤマト運輸アリーナ運営（運営受託、スタッフ確保）、ヤマトイベ 

   ント運営(夏祭り）、エニータイム飲料自販機、ベネッセ新規事業、 

   吉本興行（FA制度）、地域包括ケアシステム 

７．行政との良好な連携協働関係  

   政策提言と施設の確保 

８．国・都・区行政、他民間企業との情報共有と情報獲得 

   ロビー活動の徹底と実践、スポーツ界以外との人脈の構築 

   総合型スポーツクラブ情報交換ポータルサイト SC ナビゲーショ 

ン構築（http://scnavi.com/） 

（クラブ経営者、中間支援組織管理者間情報交流） 

http://scnavi.com/


９．文科省委託事業（H24・25・26年度）の実施 

  スポーツコミュニテイ形成促進プロジェクト 

  トップアソリートがあなたの街に！学校に！（ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ派遣事業） 

  －地域クラブ・学校部活・少年団・小学校体育授業にトップアス 

    リートを派遣 

  －プロジェクトメンバー 

     一般社団法人東京スポーツリンク・ＮＰＯ法人はちきたＳＣ・ 

地域スポネットスパンク・田園調布グリーンコミュニテイ・ 

南千住スポーツクラブ・㈱フアン・ルーツ・㈱ライトスタッフ 

    大田区立松仙小学校・新宿小学校・東調布第一小・田園調布小他 

  

2013年より東京・神奈川の４拠点クラブのネットワークで活動範 

囲の広域化、事業化を目指した。 

 

10.ピボットフットとヤマト運輸㈱との企業連携協働 

  企業と地域を繋ぐフォーラム運営（社会貢献ゾーン、稼働率 90％） 

ヤマト夏祭りの企画運営、小中学生のバスケットボールクリニック、 

ヤマト女子バスケットボール部創部（実業団全国大会出場・中学部活 

指導者派遣）、障がい者スポーツへの協力 

ピボットフット自主事業教室の開催で地域貢献 

（高齢者向け機能改善体操、リズムダンス、バスケットボール） 

    

③ その背景と今後の展望 

1. 大田区での展開  

 大田区スポーツ推進・健康街づくり 全体構想案骨子 



  

2020 東京オリパラとその後に向けてスポーツ関連部署の有機的、効

果的連携協働による重層的、ダイナッミクなスポーツ振興と地域振

興の実践できる組織作りを提案 

 

2. 大田スポーツ振興総合プロジェクト（案）  

 

スポーツ振興だけではなく予防介護や文化振興、産業振興との連携



協働をも今後のテーマとして取り組む 

 

3. 総合型スポーツクラブからみた地域スポーツの在り方  

  

総合型スポーツクラブのみの視点だけではなく、地域のスポーツ財

産、競技スポーツや地域産業等との連携協働も今後の取り組む大き

なテーマである 

 

4. 地域スポーツのソフトインフラ再構築の提案 

１．2020 年後の地域スポーツレガシーとして 

   ①地域でのスポーツ財産を繋ぐ連携ネットワーク（コーデイ 

ネーション）作り 

   ②スポーツ資源の有効的・効率的な情報流通と人材交流シス 

テム作り（人材育成含む） 

③ 地域スポーツのソフトインフラ（公益財として）の構 

築で充分なスポーツ環境の提供 

２．総合型クラブとして 

   ①スポーツを軸に地域社会の問題解決型プラットフオーム化 

行政との良好なパートナーとして少子高齢化問題で、特に 

高齢化対策、予防介護の問題解決に寄与する 

② 都道府県の中間支援組織(県連絡協議会）の充実と事業化を

図る 



③ 自己財源確保システムのための社会貢献事業体化を行う 

（ex.地域スポーツコミッション or ＤＭＯ(Destinatio 

 Marketing/Management Organization)） 

④ 競技スポーツ（プロ・アマ）のサポーターとしての連携 

協働システム作り 

⑤ トップアスリートのセンカンドキャリアとしての地域 

受け皿作り 

⑥ 地域スポーツで良質のソフトサービスの提供での産業化・

事業化で安定雇用（専門家等）できる体制作り 

 

※地域スポーツの社会的効果を第一に、経済的効果を付加する。画一

的なものでなく、地域特性を十分に生かした方法で、地域独自に 2020

東京五輪とその後に向けスポーツインフラの構築する。 

 

大田区でスポーツを核にした地域プラットフオーム構築の先進事例

を、地域の総合力で実践し全国に提示したい。 

 

 

 


