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要旨 

 
	 近年、部活動改革の予算増額からも明らかな通り、部活動における教員の労働環境への意識が高まってい

る。部活動改革は、日本の教員の長時間労働時間を改善するために、その一因である部活動指導の負担を軽

減しようという試みであるが、多くの地域ではいまだ浸透せず、教員の労働環境は過酷なままである。この

状況が改善されない限り、生徒のための部活動と教員の健全な労働環境は両立することはできない。 
	 そこで、本研究ではまず全市を対象にした悉皆的な調査票調査によって部活動改革の現状を明らかにす

る。その結果から、部活動改革における3つの制度の合理的な選択を検討する。もちろん、制度選択だけで
は部活動改革は成功しない。そこで、各地域で部活動改革を成功させるためにどのような取り組みが必要な

のかを事例研究を用いて、地域独自の制度が実現する要因と多くの外部指導者を派遣できた要因を検討す

る。 
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1 はじめに 
1.1 背景、研究概要 
	 中学校教員の労働時間は、平均すると平日1日当
たり12時間以上になるというが、給料は法律によっ
て、時間外勤務手当が支給されない。すなわち、大

半の教員はボランティア労働を強いられていると

いうことだ。 
	 こうした過酷な労働環境の一因に部活動が挙げ

られている。休日を含めると、中学校教員が部活動

の指導にかける時間は、平均して週あたり10時間に
上る。放課後の課外活動に割く時間が世界平均で週

2時間であることを考えれば、日本は異常ともいえ
るだろう。 
	 このような状況を改善するために部活動改革が

行われてきた。1990年代後半には外部指導者を部活
動に取り入れることで教員の負担軽減を目指す提

言がなされ、さらなる改善を求めて地域住民によっ

て自主運営される総合型地域スポーツクラブへの

移行や、部活動指導員制度が実施されてきた。とこ

ろが、いずれもさまざまな課題を抱え、教員の負担

を有効に軽減することはできていない。 
	 そこで本研究では、部活動改革が抱える3つの制
度の合理的な使い分け方と外部人材を活用した部

活動改革の成功要因の2つの問いから部活動改革を
有効に機能させる方法を検討する。 
 
1.2 部活動改革の現状 
	 部活動改革には外部指導員制度、総合型地域ス

ポーツクラブへの移行、部活動指導員制度の3つが
ある。外部指導員制度は、要件を満たした外部人

材を部活動に派遣する制度である。比較的要件が

緩いため派遣が容易である一方で、教員を完全に

代替できず部活動から教員を切り離すことができ

ない。その問題点を改善すべく、地域住民によっ

て自主的に運営される総合型地域スポーツクラブ

に部活動の場を移す取り組みが行われた。これで

あれば学校から部活動を切り離すことができ、専

門的な指導が可能になるメリットがあるが、その

実現は難しく、実際に移行された例は少ない。こ

れらの状況を受けて、教員の代わりに部活動指導

を担うことができる人材を派遣する部活動指導員

制度が2017年に施行された。派遣されれば、教員
を指導から解放できるが、やはり要件が厳しく、

実施状況は芳しくない。 
	 このように、いずれの制度も十分に機能している

わけではない部活動改革だが、成功している例は存

在する。制度の大枠を中央政府で設定して具体的な

運用は各市区町村で決定する部活動改革の構造が

この背景にある。部活動改革の成否においては、地

方自治体の取り組みが重要な要素となることがわ

かる。そこで、2章では各地域で3つの制度をどのよ
うに使い分けるべきか、3章では各地域での外部人
材を活用した部活動改革の成功要因を検討する。 
 
2 制度の使い分けに関する調査票調査 
2.1 手法 
	 本研究では、各地域の状況から地域の条件と部活

動改革の関係を明らかにするために、全790の市役
所を対象に調査票調査を行った。調査項目は、①部

活動指導員制度と外部指導員制度の令和元年度と2



年度における派遣数②総合型地域スポーツクラブ

の数とそのうち部活動と連携しているクラブ数③

連携頻度④教員の関わり方であった。これらの結果

を、各市の総人口、中学校費、財政力指数、市立中

学校数などの変数と相関関係が見られるかを検証

した。回答を容易にするため、自治体名は明かさず

に数字のみを用いることを伝え、了承をいただいた

市役所にのみ調査票を返送いただく形で行った。 
 
2.2 結果 
	 上記の条件のもと、790の市役所に調査票を郵送
し、374の市役所から回答をいただいた（回答率は
47.3%）。回答結果の地域の総人口や一般財源などの
平均値と、全ての市の平均値に大きな違いは見られ

なかった（表1）。したがって、今回の調査から見ら
れる傾向は、回答が得られなかった地域を含んだ全

体の傾向と大きな違いがないと推察される。 
 

表1：地域の諸条件における全市と回答結果の平均値の比較 
総人口、一般財源、財政力指数、市立中学校数は、「e-Stat 政府
統計の総合窓口	 統計で見る日本」のデータを用いた。 

 回答市平均 全市平均 
総人口 146,445 135,288 
一般財源 32,301,912 29,448,073 
財政力指数 0.64 0.639 
市立中学校数 8.36 8.23 

 

	 調査結果から、まず前提として部活動改革が十分

に浸透していないことが明らかになった（表2）。一
つの地域に平均5校以上あるため、1校あたりの部活
動指導員数は2人、外部指導者数は4,5人ほどになる。
1校あたりの部活動数から考えると十分とは言い難
い。総合型地域スポーツクラブとの連携は、実現し

ている平均クラブ数は0.3となっているが、実現さ
れている地域は回答があった374の市のなかで36に
留まっており、部活動指導員制度や外部指導員制度

以上に浸透が遅れていることが明らかになった。 
表2：部活動改革の実績における平均値と中央値 

 平均値 中央値 

部活動 
指導員数 

10.31 3 

外部指導者数 23.77 11 
連携スポーツ

クラブ数 
0.3 0 

 

	 次に、地域の条件が部活動改革の浸透にどれほど

影響するのかを明らかにするために、部活動指導員

や外部指導員の派遣数、連携しているスポーツクラ

ブの数と、地域の人口や学校数などの変数で相関関

係が見られるかを確かめた。外部人材を活用した2
つの制度と地域の条件の相関関数を表3に示した。
部活動指導員数は、総人口や中学校費と強い相関が

見られた一方で、中学校数や財政力指数とは有意な

相関は見られなかった。外部指導員数は、総人口や

中学校費との相関は部活動指導員数と比べると弱

かった。対して、財政力指数や中学校数は、部活動

指導員数よりも強い相関が見られた。ここから人口

が多い地域やかけられる予算が多い地域の方が外

部人材の派遣数は多くなることがわかる。ただし、

このことは人口や予算が多い地域ほど部活動改革

が進んでいることは意味しない。実際に、中学校生

徒数で派遣数を割ると、総人口や中学校費と相関が

見られなかった。 
 

表3：部活動指導員・外部指導員数と地域の諸条件の相関係数 

 部活動指導員数 外部指導員数 

総人口 0.606 0.314 

中学校数 0.034 0.157 

中学校費 0.582 0.283 

財政力指数 0.013 0.138 
	

	 部活動と連携している総合型地域スポーツクラ

ブの数と、地域の条件の相関関数を表4に示した。

いずれの変数も総合型地域スポーツクラブと部活

動の連携と、相関関係は見られなかった。ただし、

総人口が100万人以上の地域では、連携が実現して

いないという現象が見られた。	
	

表4：部活動と総合型地域スポーツクラブとの連携数と 
地域の諸条件の相関係数 

 連携クラブ数 

総人口 0 

中学校数 0.003 

中学校費 0 

財政力指数 0 
 
2.3 考察 
	 調査から、部活動改革の浸透に影響を与えるよう

な地域の条件は見られなかった。先述のとおり、部

活動改革は各市区町村で具体的な運用が定められ

ることを踏まえると、各地域の地方自治体や教育委

員会の部活動改革への取り組み方やその強度が部

活動改革の浸透度合いに大きく影響していると考

えられる。したがって、地域の条件から、3つの部活
動改革のうち、どの制度の実現性が高いかを定める

のは難しいと考えられる。 
	 一方で、実現性とは別の観点から地域ごとに望ま

しい制度を定めることはできる。既存の部活動に外

部から人材を学校に派遣する外部指導員制度と部

活動指導員制度に対して、総合型地域スポーツクラ

ブは部活動とは全く別の枠組みで活動が行われる。

すなわち、学校とは異なる共同体を構成することで、

生徒数が少ない学校でも他の学校との協働で部活

動を実施できる。今後も少子化が進むことを踏まえ

れば、特に問題が深刻な人口が少ない地域では総合



型地域スポーツクラブとの連携が一つの選択肢に

なるだろう。外部人材を活用する外部指導員制度や

部活動指導員制度は、地域の条件に限らず一定の派

遣数が確認された。 
	 以上から、現行の部活動指導員制度に注力する部

活動改革はそのままに人口が少ない地域では総合

型地域スポーツクラブとの連携も視野に入れる	

べきだ。それに伴い、地方での総合型地域スポーツ

クラブとの連携を実現するためのサポートを充実

させる必要があるだろう。 
 
3 外部人材を活用した部活動改革の事例研究 
3.1 手法 
	 このように各地域の状況が異なるなかで、本稿で

は複数事例の比較分析を行い、①なぜ外部人材を活

用した独自の制度を実施できたか②なぜ外部人材

を多く派遣できたかの2つを検討した。前者を検討
したのは、この問いが明らかになることで、各市区

町村で、自地域に適した部活動指導員制度の運用が

実現できると考えられるからである。後者は、外部

人材を活用した部活動改革を成功させるために各

地域で必要な取り組みを明らかにするために検討

した。調査対象は部活動指導員制度のモデルとなっ

た東京都杉並区と、部活動指導員制度が実施される

以前から、類似の制度を実施していた愛知県名古屋

市を選択した。外部人材を活用した部活動改革に成

功していることに加え、独自の制度を実施して成功

に至った自治体である。調査に際しては、部活動改

革に携わった担当者へのインタビューに加えて、議

会の議事録や地域の会報を用いて部活動改革が唱

えられ始めた時点から制度化されるまでの過程追

跡を行った。 
 
3.2 結果 
	 杉並区には、外部人材の活用として外部指導員と

部活動活性化事業があった。前者は部活動指導員制

度の成立以前からシステムとして確立され、後者は

部活動指導員の元になったとされている。では、ど

のよう過程で制度成立に至ったのだろうか。今回は、

地域独自の制度である部活動活性化事業を中心に

検討した。 
	 杉並区では、部活動活性化事業が成立するまでは、

外部指導員制度が派遣される外部人材のほとんど

を占めていた。杉並区の外部指導員事業は、2001年
に開始され、1日1回交通費扱いにできる2220円以内
で、部活動を支援する地域のボランティアが顧問教

員とともに各部の練習などを支援する。外部指導者

には資格は求められず、校長、顧問、学校協力者か

らの推薦が指導者候補を見つける方法だった。各学

校に360回分の予算が配分され、その予算を学校内
の全ての部活動で調整して扱っていた。その結果、

顧問教員は一定の負担軽減効果を得られた。 
	 また、外部人材を活用した部活動改革ではないが、

2007年から部活動プロフェッショナル指導、2009年
から合同部活動事業を実施しており、部活動改革に

対する教育委員会、行政の関心が高かったことが確

認できる。 
	 このように杉並区が高い関心を持って部活動の

活性化にあたるようになった契機は、2012年に杉並
区立和田中学校（以下、和田中）の2代目民間校長、
代田昭久氏に和田中の生徒の保護者から7つの部の
土日の活動を活発にしてほしいという要望が届い

たことである。これをきっかけに教員、校長、保護

者での協議が行われ、学校施設を貸し出し、保護者

から毎回500円を集めて外部から専門の指導者を雇
って行う形で合意した。休日も部活動をしたいとい

う生徒の思いと、当時から杉並区教育委で力を入れ

ていた教員の負担軽減を両立したいという校長の

考えの利害が一致した結果であった。 
	 当初は和田中独自の仕組みであったが、保護者か

らの好評価を受けて、教育委員会がこれを取り上げ

た。学校単一の事例から区の教育委の事業に移行し

て全公立中学校を対象に行う提案がなされ、区の教

育委員会による全公立中学校対象の事業となった。

それと同時に、代田氏から区役所の中にこの事業を

専門で扱う部署の設置が提案され、学校支援課学校

支援係が新設された。同係はその構成員のほとんど

が杉並区に住むボランティアであり、外部指導員の

候補者が見つからない部活動に地域住民を紹介す

るパイプ役を担っている。 
	 こうして部活動活性化事業は、2013年から2015年
のモデル事業、2016年からの本格開始を経て2018年
度は23校中21校51部活で活用され順調に拡大して
いる。教員が立ち会えない際は、保護者が立ち会う

などの工夫を行うことで教員の労働環境の改善と

生徒の部活動の両立を試みており、実際に教員の大

多数から負担軽減が図られたという声が得られて

いる。制度が実行されているだけでなく住民の理解

と協力が得られている点も特徴である。 
	 名古屋市では、外部指導者派遣事業と部活動外部

顧問派遣事業が実施されている。前者は外部指導員

であり、後者は名古屋市独自の制度である 。ここ
では、今回の調査の目的に適した部活動外部顧問派

遣事業に重点をおいて制度成立の過程を検討する。 
	 外部指導者派遣事業は1986年から開始されてい
る。他地域での外部指導者の制度化が1990年代後半
に進んだことを踏まえると、外部指導者の制度化が

比較的早かったと言える。 
	 背景には、少子化が進んだことで、それに対応す

る1校あたりの教員の数が少なくなったことと、そ
れにより経験のない種目の部活動を担当しなけれ

ばならない教員の増加がある。その結果、形式だけ

の顧問が増え、教員の技術指導力不足が目立つよう

になった。外部指導者派遣事業は、この問題を解消

するために制度化された。すなわち、教員の労働環

境改善を目的とした制度ではなく、あくまで教員の



指導補助という位置付けであった。このため、本制

度で派遣される指導者は単独での指導を行うこと

ができないという難点がある。 
	 一方の部活動外部顧問派遣事業は、2003年に行わ
れた小中学校部活動検討委員会で原案が出された。

この委員会には保護者や有識者が参加しており、部

活動を専門にしている大学教員から教員の労働環

境を改善するための制度提案がなされ、原案を持ち

帰った区の行政が細部を詰めて制度化された。その

内容は、外部指導者とは別に非常勤特別講師として

一定の資格を有する外部人材を派遣するもので、外

部指導者と異なり単独指導や引率が可能となった。 
	 この事業は、内容が類似している部活動指導員制

度と、同等の助成を国から受けている。ただし、外

部指導者派遣事業との棲み分けが曖昧であり、運営

方法もほとんど同じであった。というのも、現場で

の責任の大きさは異なるものの担う役割はほぼ同

じであるため、現場では外部指導員と外部顧問の区

別が浸透していない。こうした課題を抱えつつも、

助成を受けて拡大を目指しているが、人材の確保が

難航している 。 
 
3.3 考察 
	 まず、独自の制度を実施できた要因を2つの事例
から検討する。杉並区、名古屋市ともにこの観点に

おいては、成功事例と考えられる。すなわち、両事

例で共通して見られた現象は、成功要因の可能性が

ある。両事例で共通して見られた要素として、関係

者が一同に会した議論の場があったことが挙げら

れる。この議論の場では、問題提起と解決策の提示、

さらに関係者による合意形成が行われていた。関係

者が一同の合意がその場で得られることでその後

の迅速かつ正確な実施を可能にしていたと考えら

れる。実際に、杉並区、名古屋市以外の事例ではほ

とんどの関係者の合意が得られ実施を目前にしな

がら一部の関係者の反対に遭い、実施を取りやめる

事例なども観察されている。 
	 次に、外部人材を多く派遣できている要因を検討

する。杉並区は、安定した人材確保が実現できてい

たのに対して、名古屋市では難航している。異なる

結果を生んだ要因であると推測される。両事例の相

違点に着目して分析を行なった。 
	 異なった点として、人材確保の方法、意思決定期

間の2つが見られた。人材確保の方法においては、
杉並区では地域住民の関与が見られたのに対して

名古屋市では人材バンクが主たる手段である違い

が見られた。杉並区では、地域住民が関わることで、

人材バンクでは難しい細かな情報の取得や自主的

に登録しない候補者へのアプローチが可能になっ

ていた。このことから地域住民の関与は外部人材の

派遣に寄与すると考えられる。一方で、杉並区は部

活動以外でも住民が学校運営に関わるなど地域の

活動への関心が高いことが窺える事象が観察され

ている。このような地域の活動を通して住民同士の

繋がりが形成されていたことも、住民の関与による

サポートが成功している一因であると考えられる。

したがって、地域住民同士の関係が築けていない地

域では人材バンクの方が安定した成果を期待でき

るだろう。 
	 意思決定においては、杉並区では専門の部署が地

方自治体に設置されていたのに対して、名古屋市で

は従来と変わらず指導主事が担っていた。杉並区で

は、専門の部署があることで制度の変遷が蓄積され

ることで改善が可能になっていたのに対して、名古

屋市では意思決定者である指導主事が定期的に交

代するため制度の改善ができない状態にあった。こ

こから、定期的な交替が求められる指導主事とは別

に専門の意思決定機関を設ける必要があると考え

られる。 
 
4 おわりに 
	 本研究では、調査票調査から部活動改革における

制度の使い分けに関して、事例研究から部活動指導

員制度の成功要因に関して示唆を得ることができ

た。これらの取り組みを行うことで、これまで以上

に部活動改革を促進することが可能になるだろう。 
	 最後に、部活動改革に関する研究の必要性を述べ

たい。先述の通り、部活動改革の具体的な運用は地

方行政や教育委員会が定めている。確かに、各地域

で状況が異なるため合理的である。しかし、多くの

地域では部活動改革が浸透していないのが現実で

ある。近年、部活動改革に力を入れるために予算が

追加することで、それに加え部活動改革を成功させ

るために何が必要なのかをこれまでの取り組みを

振り返りながら検討する必要があるだろう。 
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