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総合型地域スポーツクラブについて 

■総合型地域スポーツクラブとは？ 

 総合型地域スポーツクラブとは、人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタ

イプのスポーツクラブで、以下のような特徴を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合型地域スポーツクラブは、地域住民にとっての身近なスポーツ活動の場となることはもとよ

り、子どもから大人まで誰もが参加できる地域住民の交流の場として、スポーツ活動を通した家族

のふれあいや世代間交流による青少年の健全育成、更には地域教育力の再生などにも大きな役割を

果たすものと期待されています。 

 

■総合型地域スポーツクラブが全国で整備されてきた経緯 

 総合型地域スポーツクラブは、平成 12 年 9 月に告示された国の『スポーツ振興基本計画』にお

いて成人の週１回以上のスポーツ実施率上昇のための施策としてはじめて位置づけられ、平成 22

年までに、各市区町村に１つ以上の総合型地域スポーツクラブを育成することが目指されました。 

 平成 23 年制定の『スポーツ基本法』では、地域スポーツクラブが整備されていることを前提と

して、地域スポーツクラブが行うスポーツ振興事業への支援や、地域スポーツクラブ等への住民が

自主的かつ積極的に参加できるようなスポーツ行事の実施奨励を国・地方自治体に求めています。 

 また、『スポーツ基本法』第 9条に基づく『スポーツ推進計画』では、「住民が主体的に参画する

地域のスポーツ環境の整備」の政策目標を「住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備す

るため、総合型地域スポーツクラブの育成やスポーツ指導者・スポーツ施設の充実等を図る」こと

としており、「コミュニティの中心となる地域スポーツクラブの育成・推進」の施策目標として「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」を目指されています。 

 

 

  

特徴１：複数の種目が用意されている。 

特徴２：子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで、地域の誰もが年齢、

興味、関心、技術・技能レベルに応じて、いつまでも活動できる。 

特徴３：活動の拠点となるスポーツ施設及びクラブハウスがあり、定期的・継続的なスポー

ツ活動を行うことができる。 

特徴４：質の高い指導者の下、個々のスポーツニーズに応じたスポーツ指導が行われる。 

特徴５：以上のようなことについて、地域住民が主体的(事業展開資金も含め)に運営する。 

 

H12 スポーツ振興基本計画(国) 平成 22年までに各市町村に１つ以上の整備を目指す 

H23 スポーツ基本法 

・地域スポーツクラブが行うスポーツ振興事業への支援(21条) 

・地域スポーツクラブに住民が主体的に参加できるスポーツ事

業の実施を奨励(22条) 

H24 スポーツ基本計画(国) 
政策目標：総合型地域スポーツクラブの育成やスポーツ指導

者・スポーツ施設の充実 
施策目標：各市区町村に少なくとも１つは総合型クラブを育成 

【資料７】 
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■神奈川県内での設立状況 

 県内では、26市町村、87のクラブが設立もしくは設立に向けて準備中となっています。県内で

設立の動きがないのは、海老名市、葉山町、二宮町、中井町、大井町、湯河原町、真鶴町の 7市町

となっています。 

神奈川県内の総合型地域スポーツクラブの開設状況 

(出典：神奈川県ホームページ 2015年 8月 7日掲載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村 クラブ名 地図中番号 

横浜市 

鶴見区 
鶴見スポーツ＆カルチャークラブ 57 
ＫＡＺＵ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ ※Ａ 

神奈川区 

特定非営利活動法人かながわクラブ 1 
はざわクラブ 16 
特定非営利活動法人横浜かもめａｎｉｍａクラブ 28 
まる倶楽部 43 
特定非営利活動法人ライフネットスポーツクラブ 50 

中区 
特定非営利活動法人横浜スポーツアンドカルチャークラブ 19 
特定非営利活動法人ＦＣゴール 18 

南区 弘明寺くらぶ 21 

保土ヶ谷区 
カンガルークラブ 49 
新井中学校文化・スポーツクラブ（あ☆らいぶ） 67 
横浜ＦＣ総合型地域スポーツクラブ 71 

旭区 
特定非営利活動法人若葉台スポーツ・文化クラブ  27 
特定非営利活動法人スポーツコミュニティ・シュート ※Ｂ 

金沢区 
特定非営利活動法人横濱ラグビーアカデミー 6 
金沢スポーツクラブ 8 

緑区 
やましたスポーツ・文化クラブ 20 
特定非営利活動法人ＣＬＵＢ  ＴＥＡＴＲＯ 51 

青葉区 
特定非営利活動法人わくわく教室 46 
くろがね倶楽部 48 

都筑区 都筑スポーツプランナー竹の子会 29 
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市区町村 クラブ名 地図中番号 
戸塚区 クローバースポーツクラブ 17 
栄区 特定非営利活動法人さかえスポーツくらぶ 9 

泉区 
緑園スポーツ・文化クラブ 52 
ＮＰＯ葛野スポーツクラブ 66 

川崎市 

川崎区 川中島総合型スポーツクラブ 62 
幸区 幸総合型スポーツクラブＰＬＵＭ 39 

中原区 
平間スポーツレクリエーションクラブ 4 
特定非営利活動法人かわさきスポーツドリーマーズ 54 
中原元気クラブ 73 

高津区 特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ 11 

宮前区 
菅生スポーツコミュニティクラブ 60 
ファンズスポーツクラブ宮前 79 

多摩区 特定非営利活動法人中野島総合型スポーツクラブ ビルネ 30 
麻生区 金程中学校区「わ・わ・わ・クラブ」 10 

相模原市 

緑区 
特定非営利活動法人城山スポーツ＆カルチャークラブめいぷる 25 
大沢ＦＣ総合型地域スポーツクラブ 33 

中央区 

特定非営利活動法人相模原フットボールクラブ 3 
特定非営利活動法人ＦＣコラソン 40 
特定非営利活動法人相模原ライズ・アスリート・クラブ 70 
相模原スポーツアカデミー（ＳＳＡ） 72 
特定非営利活動法人ベーススポーツ ※Ｄ 

南区 

総合型地域まちづくり文化スポーツクラブ 5 
特定非営利活動法人相模原スポーツコミュニティ（ＳＳＣ） 14 
特定非営利活動法人ＳＲＣ（スポーツレクリエーションコミュニティ） 24 
やんちゃるジム 32 
特定非営利活動法人ミハタ 53 
あそべーる大沼クラブ 64 

横須賀市 
馬堀スポーツクラブ 7 
特定非営利活動法人横須賀シーガルズ・スポーツクラブ 45 
特定非営利活動法人よこすか総合型地域スポーツクラブ 65 

平塚市 

特定非営利活動法人湘南ベルマーレスポーツクラブ 2 
港スポーツクラブ 22 
特定非営利活動法人Ｗ．Ｏ．Ｆ 37 
特定非営利活動法人トータルライフサポートクラブ ※Ｃ 

鎌倉市 特定非営利活動法人湘南ルベントスポーツクラブ 12 

藤沢市 
一般社団法人善行大越スポーツクラブ 13 
江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ 75 
特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部 77 

小田原市 
小田原フレンドリークラブ 23 
城下町スポーツクラブ 35 

茅ヶ崎市 

特定非営利活動法人パシフィックビーチクラブ 34 
茅ヶ崎総合型スポーツクラブ “一般社団法人ＹＯＵ悠” 42 
特定非営利活動法人ＳＵＥＲＴＥ 61 
パーム・インターナショナル・スポーツ・クラブ 68 

逗子市 公益財団法人逗子体育協会うみかぜクラブ 31 
三浦市 三浦スポーツ＆カルチャークラブ 81 
秦野市 特定非営利活動法人おおねスポーツコミュニティ 76 
厚木市 一般社団法人ＳＣＤスポーツクラブ 74 

大和市 
大和スポーツクラブ ※Ｅ 
特定非営利活動法人大和シルフィード・スポーツクラブ ※Ｆ 

伊勢原市 
東海大学健康クラブ 47 
伊勢原・ふれすぽ 80 

座間市 特定非営利活動法人Ｖｉｄａスポーツクラブ いさま 44 
南足柄市 特定非営利活動法人ＡＺスポーツクラブ 58 
綾瀬市 特定非営利活動法人綾瀬スポーツコミュニティ 38 

寒川町 
特定非営利活動法人スポーツクラブ１９９４ 15 
一般社団法人寒川総合スポーツクラブ 26 

大磯町 
特定非営利活動法人大磯うみくらぶ 36 
一般社団法人星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ 59 

松田町 松田ゆいスポーツクラブ 63 
山北町 一般社団法人あすぽ 55 
開成町 開成町総合型スポーツクラブ 78 
箱根町 一般社団法人星槎箱根仙石原総合型スポーツクラブ 69 
愛川町 愛川ウエルネスネットワーク 56 
清川村 特定非営利活動法人きよかわアウトドアスポーツクラブ 41 
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■総合型地域スポーツクラブの創設類型と運営主体 

 県内の総合型地域スポーツクラブの創設方法を類型化すると、①既存クラブからの創設、②地区

体協・自治会からの創設、③レクリエーション協会からの創設、④学校内部からの創設の 4つのパ

ターンに分けることができますが、①既存クラブからの創設と②地区体協・自治会からの創設が大

半を占めています。 

 また、運営主体としては、ＮＰＯ法人や一般社団法人などの法人格を持った法人が運営している

ケースと、法人格を持たない任意団体が運営しているケースがあります。 

 

総合型地域スポーツクラブの創設類型別団体数 

創設類型 団体数 比率（％） 

①既存クラブからの創設 ３５団体 ４９％ 

②地区体協・自治会からの創設 ３１団体 ４３％ 

③レクリエーション協会からの創設  ３団体  ４％ 

④学校内部からの創設  ３団体  ４％ 

出典：かながわ総合型地域スポーツクラブハンドブック（神奈川県立体育センター） 
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■総合型地域スポーツクラブの活動内容 

 総合型地域スポーツクラブは、基本的にはスポーツクラブであり、活動メニューとして複数の種

目を用意することが求められています。 

 しかし、県内、全国の事例をみると、スポーツだけにとどまらない様々な活動メニューを持って

いるクラブがあり、スポーツに限らず文化的な講座を設けている例や、子育て支援に力を入れてい

る例など、地域の実情や運営主体の「想い」によって柔軟に運営できるのが総合型地域スポーツク

ラブのメリットといえます。 

 

事例１ ＮＰＯ法人ＥＬＦ丸亀（エルフまるがめ）＜香川県丸亀市＞ 

 スポーツクラブと文化クラブが融合し、書道・そろばん・語学教室なども開設しています。 

 

ＥＬＦ丸亀の組織図 

(出典：NPO法人 ELF丸亀ホームページ) 
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事例２ 一般社団法人あすぽ＜神奈川県山北町＞ 

 「日本一子育てしやすい地域」を目指して子育て世代のママ達が運営。「子ども事業」、託児付き

の「大人事業」、親子で参加する「親子事業」の３つの事業を展開しているほか、夏休みには特別

企画として「夏休み学習ひろば」なども開催。 

 

「夏休み学習広場」のチラシ 

(出典：一般社団法人あすぽ ホームページ) 
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■クラブ設立までの流れ 

 クラブ設立までには大きく４つのステップがあり、３年後の 31 年度の開設を目指す場合、以下

のようなスケジュールで取り組んでいくことが考えられます。 

 

総合型地域スポーツクラブの設立に向けた流れ 

 平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

①地域のスポーツ環境の状況

把握 
    

②地域住民及び既存スポーツ

団体等の理解の促進 
    

③設立準備委員会の設立     

④設立に向けた具体的な活動     

設立・運営     

※各ステップでの取組例 

①地域のスポーツ環境の状況把握 

・スポーツ資源の洗い出し 

・町民のスポーツ実施状況の把握 

・町民のスポーツニーズの把握     など 

②地域住民及び既存スポーツ団体等の理解の促進 

・中心的に活動するメンバーの発掘・育成 

・啓発パンフレット等の作成 

・説明会等の開催           など 

③設立準備委員会の設立 

・クラブの基本的な枠組みの検討 

・予算概要の作成           など 

④設立に向けた具体的な活動 

・運営スタッフの確保 

・事業計画の作成 

・事務局の設置、利用施設・クラブハウスの確保 

・会費、規約等の作成 

・会員の募集             など 


