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A Role and Expectation of the Sports Facilities in Toho University
Ken-ichi SHIBUKAWA

1．はじめに
2020 年に夏季オリンピック・パラリンピックが東京で開催される事が決定し，スポーツは
今まで以上に大きな注目を集めている．
現在の日本のスポーツを取り巻く環境は，学校体育を中心とした，からだ作り・体力つく
り といった健康的な効果を期待することに留まらない．マスメディアを用いた広告媒体とし
1

ての役割，スポーツ用品の開発や商品の販売促進，東京マラソンや国際大会等のスポーツイベ
ントの開催によるスポーツツーリズムの発展，オリンピックムーブメントに代表される国際平
和や文化交流など，スポーツは多岐に渡る領域との共存共栄をしていると考えられる．
東邦大学習志野キャンパスでは，平成 23 年に着工したスポーツ施設改修工事事業が平成 25
年 11 月に竣工を迎え，平成 26 年度より，新たなスポーツアリーナ，総合グラウンドの本格的
な運用が予定されている．学生，教職員，さらにはキャンパス周辺の地域住民のスポーツ環境
が大きく改善され，本学のスポーツ文化の更なる発展が期待されている．井街 2 は京都大学の
スポーツ施設を例に挙げ，大学キャンパスのスポーツ施設は，「大学の体育・スポーツ施設に
対する大学のトータルな考え方が問題」とし，その理念や概念に基づいた施設設備の現状の過
不足，将来展望を整理する必要性を提言している．
本研究では，東邦大学習志野キャンパスにおける，学生のスポーツ習慣と体育会クラブ活動
状況の実態調査を踏まえ，東邦大学におけるスポーツ施設の在り方とその有効活用に向けた検
討を行う事を目的とした．
2．東邦大学習志野キャンパスにおけるスポーツの環境
2-1）習志野キャンパス新スポーツ施設の概要
習志野キャンパス旧体育館は昭和 37 年に建造されたものであり，学生数に対し小規模であ
ることや，老朽化が以前より懸念されており，改修に関する計画が進められていた．そして平
成 23 年の東日本大震災の影響により耐震性に問題が生じたため，平成 23 年に取り壊される事
となり，そして新たに習志野キャンパス北側に「東邦大学習志野スポーツアリーナ」が建設さ
れることとなった．また，新クラブ棟の建設（平成 24 年に完成済），総合グラウンドの人工芝
東邦大学理学部スポーツ健康科学教室
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化を含めたスポーツ施設全体の改修・整備が行われる事になり，東邦大学習志野キャンパスの
スポーツ施設が大きく生まれ変わる事となった．
スポーツアリーナは，地上 3 階建てとなっており，1 階に卓球場，柔道・剣道場，トレーニ
ング場（マルチルーム）・多目的室，教員準備室，講義室，実験室，シャワー室，更衣室，管
理人室がある．2 階はメインコートとして，バスケットボール，バレーボールが 2 面，バドミ
ントンコートが 6 面設置出来る広さがある．また，式典用のステージには高さ 3 m，幅 12m
のクライミングウォールが設置されている．3 階は観客席と周回可能なランニングスペースと
なっている．スポーツアリーナは，スポーツ施設という役割だけでなく，災害時の一次避難施
設としての機能を果たすよう設計されているため，食料や水などを保管する備蓄庫と，自家発
電機能を有している．屋外施設はサッカー，ラグビーなどに対応する第 1 グラウンド，野球，
フットサルなどに対応する第 2 グラウンドとなっており，全て人工芝化された．また，4 面を
有するテニスコートはハードコートとなり，天候に左右されにくい環境での活動が可能となっ
ている．
2-2）東邦大学理学部に開講されているスポーツ・健康科学実技について
東邦大学理学部では，一般教養科目として「スポーツ・健康科学実技Ⅰ〜Ⅹ」，「スポーツ健
康科学（講義）」が選択科目として開講されており，在学期間中に講義 1 単位，実技 10 単位が
卒業認定単位として取得する事が可能となっている．実技種目は，ⅠからⅥが半期のウィーク
リースポーツとして開催され，テニス，パドルテニス，卓球，ソフトボール，バレーボール，
バスケットバール，サッカー，バドミントン，スポーツクライミングなどが種目設定されてい
る．ⅦからⅩは集中授業形式のシーズンスポーツとして開講され，Ⅶがカヤックやキャンプ等
の野外活動実習，Ⅷが海外（カナディアンロッキー，グランドキャニオン）でのアドベンチャー
プログラム，Ⅸがスキー実習，Ⅹがスノーボード実習となっている．理学部スポーツ・健康科

スポーツアリーナ外観：完成予想 CG
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学教室では，スポーツを通じた人間力の向上を目指し，チャレンジ精神の育成，スポーツマン
シップの理解と実践，他者交流・コミュニケーション能力の向上といったテーマを基に授業を
展開している．ウィークリースポーツは週に 5 コマが開講されているが，多くの種目で履修希
望者が定員を超えている状況にある．
2-3）東邦大学習志野キャンパスにおける学生のスポーツ習慣
東邦大学習志野キャンパス健康管理室は，2007 年から 2009 年までの 3 年間に健康診断時ア
ンケート調査の補助項目として「週に 1 回以上のスポーツの有無」を調査した．アンケートは，
当該年度 4 月に行われた健康診断を受診した学生（理学部，薬学部，大学院）を対象とし，健
康状況の調査に付随した項目として行った．習志野キャンパス在籍学生数に対するアンケート
の回答率は 2007 年が約 85％（3208 名），2008 年が約 94％（3467 名），2009 年が約 82％（3035
名）であった．また，2008 年と 2009 年については，新入生の回答を抽出し，比較検討を行った．
アンケート結果によると，習志野キャンパスの学生の約 25％が，週に 1 回以上のスポーツ
習慣があると答えている．男女別に見ると，男性が 30％程度，女性が 15％程度であり，女子
学生のスポーツ習慣の低さが見られる（図 1）．また，新入生のみで検討した場合では，スポー
ツ習慣は約 10％であり，男女比では，男性が約 15％，女性が約 5％である（図 2）．
2011 年のスポーツ白書 1 によると，20 代のスポーツ・運動の実施状況は約 40％とされてい
るほか，村山ら3 が慶応義塾大学の学生の運動実施について行った調査では，週 1 回以上の運
動習慣のある学生は 53.6％であったと報告している．それらと比較すると，習志野キャンパス
に在籍する学生のスポーツ習慣は低い傾向にあるといえる．
2-4）体育系クラブ内訳・登録率
東邦大学習志野キャンパスには，学生自治会の体育会に所属する 34 クラブ（部 20，同好会 5，
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習志野キャンパス学生のスポーツ習慣の有無

習志野キャンパス新入生のスポーツ習慣の有無

愛好会 8，体育会本部）が「体育会クラブ」として存在している．平成 25 年度に大学へ所属
登録（重複含む）している学生数は 923 名であり，平成 25 年度の習志野キャンパスの学生数
（3661 名）の 25％にあたる．クラブ登録者数の内訳は，部が 20 団体 483 名（13.1％），同好会
が 5 団体 99 名（2.7％）
，愛好会が 8 団体 341 名（9.3％）となっている．
澤井 4 が行った東京大学の学生を対象とした調査では，運動部とスポーツ系サークルに所属
している学生は 42％であったと報告している．また，村山らは，慶応義塾大学大学生の運動部，
サークル等への参加は 46％と報告している．大学の規模や環境に影響されることも推測され
るが，東邦大学習志野キャンパスにおいては，体育会クラブへの参加率は低いと考えられる．
3．習志野キャンパス体育系クラブの実態・満足度調査
3-1）体育系クラブへの実態・満足度に関するアンケート調査の概要
継続的なスポーツ習慣を持つ学生が所属する体育会クラブの現状調査と満足度調査から，体
育会クラブに所属する学生のスポーツの価値観を調査し，その特徴や課題，改善点を検討する
事を目的として，体育会クラブ登録学生を対象にアンケート調査を行った．
アンケートの配布は平成 25 年 7 月 6 日から 13 日の間に各クラブへ所属人数分を配布し，7
月 31 日までにクラブ棟に設けられた回収箱へ投函してもらった．アンケートは匿名とした．
クラブの活動状況が不明，もしくはスポーツ施設との関連性が少ないと考えられたクラブには
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アンケート配布の概要

回答団体（総団体数）

回答数（配布数）

回答率

部

12（20）

197（483）

40％

同好会

3（ 5）

54（ 99）

54％

愛好会

5（ 8）

167（341）

48％

合計

20（33）

418（923）

45％

配布を行わなかった．配布総数は 923 枚，回収数は 418 枚，全体の回収率は 45％であった（表 1）
．
アンケートの内容は，①体育会に入部した理由ついて，②体育会クラブでの活動状況につい
て，③クラブの顧問について，④新しいスポーツ施設について，という 4 つに分類した 39 項
目とした．回答方法は「1 ＝全く当てはまらない」，「2 ＝あまり当てはまらない」，「3 ＝やや
当てはまる」，「4 ＝とても良く当てはまる」のいずれかにマルをする 4 件法を用いた．結果の
集計に際しては，1 と 2 の回答の合計数を否定的（Negative）回答，3 と 4 の回答の合計数を
肯定的（Positive）回答とし，回答の有意差をカイ 2 乗検定により検討した．また，部と同好会・
愛好会の間に回答の差があるかどうかを，クロス集計を用いて検定を行った（表 2）．統計解
析には SPSS Statictics Ver. 19 を用いた．
3-2）アンケート結果の領域別の考察・検討
①体育系クラブに入部した理由について
体育系クラブへの入部動機については，「友達や先輩との交流」，「クラブの雰囲気」，「中学
高校での競技経験」，
「競技への上達志向」に肯定的な回答が多かった．また，「友達が入部し
たから」の項目は総数として肯定的であるが，部の方が否定的，同好会は肯定的な回答が多
く，部入部者は個人の意志で参加を決めている傾向があり，同・愛好会入部者は友達の影響が
大きい傾向があると考えられた．「友達や先輩との交流」についても，部よりも同・愛好会の
方が肯定的な回答が多く，同・愛好会入部者の特徴として，先輩や友人関係を重視しているこ
とが示唆された．一方，「なんとなく」の項目には部，同・愛好会ともに有意差無く，約半数
の学生が肯定的な回答をしていた．体育系クラブへの入部に際しては，厳しい条件や制約が無
く，気軽に入部が出来る環境にあると推測される．
②体育系クラブの活動状況について
総数では，「練習用具」「練習内容」「練習・試合日程」「対戦相手」「クラブ員の人数・交流」
「運営方法」「運営予算」について肯定的な回答が多い傾向が見られた．一方，「練習場所」に
ついては否定的な回答が多い傾向がみられた．クラブによって環境の違いがあり，改修工事に
より場所の制限を受けているクラブ，同・愛好会にとっては，改修工事が否定的な回答の要因
になることが考えられる．「クラブに対する大学や学生自治会の支援」に対しては，否定・肯
定が約半数となっているが，部は肯定的，同・愛好会が否定的な回答をしている．「クラブ棟
に満足」では，総数として回答に有意差は無いが，部は肯定的，同・愛好会は否定的な回答を
示している．これらの結果は，大学や学生自治会が体育会クラブに対して行う支援体制が，特
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①

②

③
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アンケート項目に対する肯定的回答と否定的回答の差，部と同・愛好会の回答の差
negative
（％）

Positive
（％）

クロス集計による
有意差

友達や先輩との交流が期待できたから
友達が入部したから
クラブの雰囲気が良さそうだったから
クラブの活動方針に魅力を感じたから
中学や高校などで競技の経験があったから
その競技が好きだから
その競技をもっと上達したいから
なんとなく
練習場所に満足している

10.1
44
8.6
19.4
44.5
16.8
23.1
54.7
57.9＊＊

89.9＊＊
56＊
91.3＊＊
80.7＊＊
55.5＊
83.2＊＊
77＊＊
45.2

有＊＊/ 同 P
有 / 部 N：同 P
無
有＊/ 同 P
有＊＊/ 部 P：同 N
無
無
無

練習用具に満足している
練習時間・日程に満足している
参加する試合（リーグや連盟，大会）に満足している
参加する試合の対戦相手（環境）に満足してる
参加する試合の日程に満足している
クラブ員の人数に満足している
クラブ員間の交流に満足している
クラブの練習内容に満足している
練習や試合には指導者が必要と感じる
クラブの運営方法に満足している
クラブの運営予算に満足している
クラブに対する大学の支援に満足している
クラブに対する学生自治会の支援に満足している
クラブ室（クラブ棟）に満足している
顧問の関わりについて満足している．
顧問に競技の専門性を期待している
顧問には競技専門性以外の支援を期待している
顧問に直接指導をしてほしい
顧問にクラブの運営を指導してほしい
顧問は特に何もしなくてよい
スポーツの新施設には期待している
新施設ができたら練習を増やしたい
新施設が出来たら試合を増やしたい
新施設が出来れば体育会が活発になると思う
新施設が出来たら新加入部員が増えると思う
トレーニング室に期待している
シャワー室や更衣室に期待している
新施設を地域市民にも開放することは良いことだと思う
スポーツアリーナで音楽ライブを観てみたい
スポーツアリーナで演劇を観てみたい

32.8
28.2
27.2
24.9
33.1
19.7
10.6
15.3
39.9
17.9
33.6
53
50.1
48.3
43.7
62.6＊＊
49.8
62.9＊＊
62.7＊＊
37.8
14
29
34.1
17.5
24.8
27.6
12.6
39.1
31.2
43.8

42.1
67.2＊＊
71.9＊＊
72.7＊＊
75.2＊＊
66.9＊＊
80.2＊＊
89.4＊＊
84.6＊＊
60.2＊＊
82.2＊＊
66.3＊＊
47
49.9
51.8
56.3＊
37.4
50.1
37.1
37.2
62.2＊＊
86＊＊
71＊＊
65.8＊＊
82.6＊＊
75.3＊＊
72.4＊＊
87.4＊＊
60.8＊＊
68.8＊＊
56.2＊

無
無
無
有＊＊/ 同 N
有＊＊/ 同 N
無
無
無
無
有＊＊/ 部 P：同 N
無
無
有＊/ 部 P：同 N
有＊＊/ 部 P：同 N
有＊＊/ 部 P：同 N
無
無
無
有＊＊/ 部 N
有＊＊/ 部 N
無
無
無
有＊/ 同 P
無
有＊＊/ 同 P
無
無
有＊/ 同 P
無
無

質問項目

…P ＜ 0.01 ＊…P ＜ 0.05
有＊＊…1％水準での回答の有意差あり
同 P ＝同・愛好会の方が肯定的
部 P ＝部の方が肯定的

＊＊

有＊…5％水準での回答の有意差
同 N ＝同・愛好会の方が否定的
部 N ＝部の方が否定的

＊＊
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に同・愛好会に対して浸透してないことが推測される．
大学としての支援の柱は，活動環境の整備であると考えられるが，新スポーツ施設の充実に
伴って，練習場所の否定的反応は変化をしていくと推測される．クラブ棟の利用については，
部が優先使用権を持っており，同・愛好会との差別化が図られている事が要因として考えられ
る．新スポーツ施設の充実により，所属学生数の増加や新たな体育会クラブの増加が起こった
ときに，既存の施設やスペースを如何に有効活用するかが，大学側に問われるだろう．
また，東邦大学学生自治会会則によると，クラブ援助金は上限として 46 万円を予算計上出
来ると記載されており，決して少ない金額では無いと考えられる．練習用具や登録費など，部
費予算で賄う事が出来る部分は大きい．「運営・予算に満足している」学生が大半であること
を鑑みると，学生自治会の支援体制が，体育会クラブの所属学生全体に浸透していないと考え
られる．
③クラブの顧問について
東邦大学学生自治会会則によると，部，同好会は専任教員による顧問の存在が義務づけら
れている．本調査においては，顧問の存在しない愛好会の学生の回答がみられたが，その回答
は顧問に期待する事という面での解釈とし，調査対象として検討を行った．
「顧問の関わりに満足」という面では，肯定的な回答が多い傾向が見られたが，約 40％が否
定的な意見であった．顧問に対しては「競技の専門性」，「競技の直接指導」，「クラブ運営指
導」のいずれもが否定的な回答が多く，「何もしなくてよい」は肯定的な回答であった．「競技
の直接指導」「クラブ運営指導」については，部の方が否定的な回答が多かった．現状を鑑み
ると，顧問が直接的に指導に関わっている体育会クラブは無く，関わりの満足度に対しても，
何も関わらない事に満足度が高いということも推測される．これらの結果から，学生は学生中
心での運営・活動を望んでおり，顧問そのものの必要性を感じていないことが推測される．し
かし，「試合や練習に指導者は必要」では肯定的な回答が多く，部の方が肯定的，同・愛好会
は否定的な回答が多かった．練習内容や日程の立案・実践だけでなく，試合における選手選考
など，指導的存在が果たす役割は大きい．実質の指導的役割を果たす学生自らも，活動の主体
である場合が多いと考えられ，指導的役割の良し悪しが学生間の軋轢を生む事も想像に難くな
い．大学の体育会活動において，OB・OG の存在が重用される要因は，こういった中立的指
導者の立場をとりやすい事も影響しているのではないだろうか．
中学，高校での部活動では必ず顧問が存在し，その活動に大きく関与する事が通例である．
特にスポーツに関連する活動においては，その活動の安全管理や教育的指導という観点から顧
問不在は考えられない．それでは大学生の体育会クラブ活動においては，顧問の役割とは何で
あろうか．学生自治会会則主文には，「〜深く専門の知識をおさめると共に，広く教養の身に
つけ，人格を向上し，科学人として世界人類の発展に寄与しなければならない〜」という体育
会活動にも関連する一文がある．スポーツは，ルールがあり，時間や空間などの制約がある中
で自分を表現しプレイ（遊び）をする．スポーツ活動は，判断力やコミュニケーション力，相手
を思いやる気持ちなどの社会性の獲得，さらには自分自身との葛藤を体験する中での強い精神
力を醸成し，人間力の向上が期待されると考える．競技力を向上させるという側面でなくとも，
顧問として学生と向き合い，支える事は可能と考えられる．具体的には援助金の使用用途の精
査，グループや組織運営に対する助言，活動の安全管理に対する助言などがあるだろう．顧問
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による教育的配慮の視点があることは，学生にとって大きな支えになるのではないだろうか．
④新しいスポーツ施設について
「スポーツ新施設には期待している」は，肯定的な回答が多く，学生が大きな期待を寄せて
いる事が推測される．また，「練習を増やしたい」
「試合を増やしたい」「体育会が活発になる」
「新入部員が増える」の回答も肯定的であり，試合に関しては同・愛好会の肯定的回答が多かっ
た．同好会から部への昇格を考えるなど，スポーツ施設を活用しやすいように，活動形態の変
化も予想される．また，「トレーニング室に期待」
「更衣室・シャワー室に期待」も，肯定的な
回答が多く，これまでは施設面に課題を抱えていたことが窺え，シャワーやトレーニング機器
などの付帯施設の充実という面は，学生にとって大きな魅力であることが推測された．大学の
施設管理という観点では，施設の清掃や設備・用具の修繕，トレーニング機器の設置・修繕な
ど，継続的な運営管理のための予算計画が必要と考えられる．
「新施設の地域開放」は肯定的な回答が多かったが，部よりも同好会の方が肯定的な回答が
多かった．部は週末を含めた定期的な活動が行われるため，クラブ数の多い屋内競技や武道系
種目においては，地域に貸すほどの余裕を感じないのかもしれない．「スポーツアリーナでの
音楽ライブ・演劇鑑賞」については肯定的な回答が多かった．実際に平成 25 年度から薬学部，
理学部の卒業式がスポーツアリーナで行われる予定になっており，そのためのステージや観客
席のスペースも確保されている．スポーツ施設のみの利用ではなく，音楽や演劇，展示会，学
会など，イベントホールとしての役割を果たせる機能は備わっており，施設を有効活用してい
くための施策を検討する必要があると考えられる．
4．大学のスポーツ施設が地域社会から求められている役割
スポーツ基本法第 13 条 5 では，「国立学校及び公立学校の設置者は，その設置する学校の教
育に支障のない限り，当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努
めなければならない」と明記している．また，学校教育法 69 条の大学に対する認証評価の義
務づけが 2004 年から始まり，その評価基準に「地域社会との連携」が取り入れられている．
文部科学省の生涯学習審議会の答申「地域における生涯学習機会の充実方策」6 においても，
地域社会への貢献として学校教育機関の施設開放の拡充が提言されている．高橋 7 は，国立大
学のスポーツ施設の課外時間のマネジメントに関して調査を行い，数多くの公開講座や市民講
座が開講されている事を報告している．
地域行政，地域住民とのより良い共存関係を築いていくことは，大学の直接的な評価にも繋
がっており，大学経営において重要な位置づけとなり得る．大学の情報発信の手段として，地
域の方々に大学へ足を運んでもらい，実際の環境や雰囲気を体感してもらうことや，地域のコ
ミュニティ形成を助成していくためには，幅広い年齢に親しまれているスポーツ環境の地域開
放は，有効な手段の一つであると考えられる．学生以外の幅広い年代の人々が集うことは，広
い意味での広報活動ともなり得るだろう．
2000 年に策定された「スポーツ振興基本計画」により，多くの大学で総合型地域スポーツ
クラブが設置され，地域との関わりに大学のスポーツ施設を活用している．しかし池田 8 は大
学を拠点とした総合型地域スポーツクラブの課題として，「財源」，「大学としての関わり方」，
「教員と学生の負担」，「行政とのパートナーシップ」を挙げている．そして大学が地域貢献に
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一方的になることにより，「本来重要な任務である教育研究に関するアクティビティが低下し
てしまう事を危惧」している．また，木村 9 も大学教員がスポーツの地域連携に関わる事につ
いて，「教育・研究以外の仕事の労力加算がされることは，教員の研究を弱体化し，地域連携
事業も中途半端なものにしかならない．」としている．また，予算の関係上，学生などのボラ
ンティアの力に頼った活動となり，サービスの質の低下を招くと警鐘を鳴らしている．また，
渡 10 は，スポーツを通じた大学の地域貢献の方法として，総合型地域スポーツクラブだけでは
なく，「人的支援・施設開放型」を提案している．前述の池田も，
「大学，行政，地域社会のそ
れぞれの条件を慎重に考慮する必要がある」と提言している．
東邦大学では，スポーツ・健康に特化した学部学科が存在せず，人的資源が決定的に不足し
ている．そのため総合型地域スポーツクラブの体制を整備する必要性はないと考えられる．地
域開放という事を現実的に考えた場合，時間，場所の限定的な施設開放を基本とし，施設の管
理運営にかかる費用は受益者負担を原則とする方法が望ましいと考える．ただ，今後の可能性
として，toto（スポーツくじ）の増収により，スポーツに関わる助成金が，幅広い用途で採択
されるようになってきている11 ため，施設の環境整備や管理運営費用の捻出という点では，助
成金制度の活用も視野に入れておく必要があるのかもしれない．いずれにせよ，「東邦大学の
スポーツ文化とはいかなるものか？」という問いに対して，「J リーグ百年構想」12 とまではい
かなくとも，共通した理想や理念を物語れる13 程度は持つべきではないだろうか．
5．ま と め
東邦大学のスポーツ文化の醸成に向けて―

―

本研究において検討を行った内容を要約すると，以下にまとめられる．
・東邦大学習志野キャンパス在籍学生の運動習慣率は約 25％であり，全体的には運動習慣の
無い学生が多い．男女比では女子学生に運動習慣の無い比率が高い．また，入学時の新入生
の運動習慣率は約 10％，新入生女子学生においては 5％程度であった．
・東邦大学習志野キャンパスの体育会クラブ在籍学生は，
923 名であり，全学生数の 25％である．
・体育系クラブへの参加動機は，先輩や友など他の学生との交流が重視される傾向があり，入
部に際しては「気軽」に参加を決定している傾向が見られる．
・体育会クラブは自主的な活動，運営が基本であり，その活動内容には概ね満足している傾向
が見られる．
・大学の支援や学生自治会の支援に対しては学生に十分な認識がされていない傾向がある．
・顧問の存在意義は学生にとっては理解されていない傾向がある．
・スポーツの新施設には多くの学生が期待を寄せている．
・大学スポーツ施設に求められる役割は，授業やクラブ活動のみならず，地域社会への貢献活
動，大学広報活動など様々であり，施設管理を含めた活用方法を十分に検討する必要がある．
東邦大学習志野キャンパスの新スポーツ施設は，スポーツや運動習慣の少ない学生にとっ
て，運動習慣の獲得という大きな変化を与える可能性を秘めている．故に，体育系クラブに所
属する学生だけでなく，それ以外の学生や教職員に対しても，公平に施設利用が可能なシステ
ムを整備する事は重要な要素となるであろう．特に女子学生が取り組みやすい環境を作る事は，
大きな課題と考えられる．
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また，体育系クラブの活動を充実したものとするには，利用に関するシステムの整備だけで
はなく，クラブ活動に対する大学や，学生自治会の支援体制・理念が広く浸透していく必要が
あると考えられる．そのためには，大学ならびに学生自治会として，クラブ活動の意義，存在
価値を共に吟味し，熟成させていく必要があるのではないだろうか．加えて，クラブ顧問の役
割についても，学生・教員双方からの意見を集約し，その役割を見直す必要があると考えられる．
スポーツ施設の地域開放については，大学としてのスポーツ施設の役割を整理し，行政や地
域社会との関係性を構築した上で，施設管理運営方法や利用料を含めた規約の策定を行った
後，段階的に進めていく必要があると考えられる．特に施設管理を担当する人材の継続的な確
保に向けた制度は，最も重要な要素であると考えられる．スポーツ施設管理には，日本体育協
会のクラブマネージャーという専門的な資格が存在し，資格保有者を嘱託やパートタイムで雇
用する事は，施設管理においては大きな力となり得るだろう．また，日常的な簡易業務につい
ては学生アルバイトや，シルバー人材を活用することも有効と考える．
J リーグは「百年構想」を提言し，地域に根付いたスポーツ振興を理念として掲げている．
大学という環境において，学生に対しては限られた修業年数での短期的な活用方法を検討し，
大学組織や地域に対しては，継続的且つ恒久的な存在としての中長期的な活用方法を検討する
必要がある．また，限られた人的，財源的な資源を有効的かつ計画的に循環させていくことが
必要だと考える．素晴らしいスポーツ環境であるとともに，その施設管理運営体制も素晴らし
いものになる事を期待したい．
充実したスポーツ環境を基盤に，学生が健康増進や体力づくりを自己発見的に取り込む事に
加え，スポーツを介した全学部・学科，教職員，地域を含めた新たな交流の輪が創出される事
になれば，スポーツが東邦大学の新たな文化となり得るであろう．
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