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部活動の地域移行はなぜうまくいかないのか1

つくば市立谷田部東中学校 八重樫 通

関東ブロッククラブネットワークアクション2021
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KCSC （茎崎中）
（Kukizaki Culture&Sports Club）
茎崎地区文化・スポーツクラブ
2018年（平成30年）11月設立

DCAA（谷田部東中）
（DOHO Cultural&Athletics Academy）
洞峰地区文化スポーツ推進協会
2018年（平成30年）４月設立

学校と地域が協働・融合した部活動改革１St.シーズン
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今現在DCAAの
活動のない部活
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【事務局】
（つくばFC）

【総会】
生徒の保護者

【理事会】
・地域協力員
・PTA 役員
・学校教員

運営体制

入会者から
会費を集金

指導委託

スポンサー企業

協賛広告・機会提供協賛金

つくば市

報告書
「アイラブつくばまち
づくり補助金」の交付

DCAAとしての実施事業

【スポーツ活動】
水泳部

【文化活動】
科学部、文芸部、
美術部

【文化種目】
吹奏楽

【スポーツ種目】
剣道、卓球、陸上競技、
男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、
男子バスケットボール、
女子バスケットボール、
野球、サッカー、バレーボール

【イベントの開催】
地域交流会、講演会etc.

洞峰地区文化スポーツ推進協会（DCAA：DOHO Cultural&Athletics Academy）

指導体制

【地域見守り隊】
洞峰地域の有志の方々

【外部指導団体】
既存の地域スポーツ団体

【ボランティア指導員】
筑波大学学生etc.

【連絡会議】

谷田部東中学校部活動

週1回の活動実施 活動日の削減

洞峰地区における文化スポーツ活動

もしくは…

見守り

指導

DCAA開設時の
構想

4
•市民団体運営主体

•受益者負担 等財源

•週1回活動日

•つくばFC（総合型地域ス
ポーツクラブ）事務局

•つくばユナイテッド
Sun GAIA 他

民間と協働

指導者派遣

DCAA

洞峰地区文化
スポーツ推進協会

2018年
４月設立

（R3年度は1,250円/月）

※本年度よりATを配置
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DCAAクラブ種目別実施曜日および時間（予定）

ＤＣＡＡクラブについて

日曜

起床 起床

保護者，外部指導者が管理するＤＣＡＡクラブは，学校管理下の部活と
併設されて展開される活動です。この活動をＤＣＡＡが運営し，谷田部東
中部活動がより良い環境で進められるようにサポートします

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

部活動 部活動 部活動ＤＣＡＡ ＤＣＡＡ
ＤＣＡＡ

部活動
ＤＣＡＡ

部活動

部活動：学校部活動活動可能日 ＤＣＡＡ：ＤＣＡＡクラブ活動可能日

〇 豊富な指導実績のある指導者，現役選手，公認指導者資格所有の指導
者など，各種目の専門家が会員のみなさんの指導に当たります。

〇 令和３年度は年間３５回を目安に活動します。

谷田部東中学校の文化スポーツ活動をより充実させ，さらに，洞峰学園地域と谷田部
東中学校が共に更なる発展を遂げるために設立された組織です。谷田部東中学校のが
「より強く より楽しく より魅力あるものに！」をテーマに支援をしていきます。
このＤＣＡＡの取り組みは，文部科学省（スポーツ庁）が示す，地域部活動としての

取り組みとして，スポーツ庁，茨城県，つくば市の公共機関と連携して運営をしていき
ます。皆様にご協力いただき，生徒の皆さんの成長と共に谷田部東中学校の文化スポー
ツ活動がより充実し，発展していくことを願っています。

洞峰地区文化スポーツ推進協会
「DOHO Cultural&Athletics Academy(DCAA)」

 

 

〇剣道の修練を通じて 

【豊かな心】・【丈夫な身体】・【集中力】    

を養いましょう。 
 

・指導者：谷田部少年剣友会 指導員 

冨田（教士七段）、江崎（六段）［1名の時もあります］ 

・指導内容：基本から応用技まで、幅の広い稽古をします。 

 昇段審査対策や試合で一本を取るための理合いについて研究してい

きましょう。 
 

谷田部少年剣友会は、創立 55周年 

「文武不岐」の団旗の下、剣道・勉学共に大切に  

厳しくも楽しい稽古を心がけています。 

http://yatabe.dyn.jp/ 

DCAA 剣道クラブ   

 
〇バレーボールを通して 

【どんな時も元気に楽しく】をモットーに， 

チーム全員でボールをつなげるようなること 

を目指します 

 

・指導者：瀧澤陽紀 

（つくばユナイテッド Sun GAIA 選手、副キャプテン） 

 

・練習内容等：パス、スパイク、サーブ、レシーブ等の基本練習から 

ゲーム指導 

   

「つくばユナイテッド Sun GAIA」は，つくば市を本拠地とし，「人・ま

ち・スポーツが一体となった魅力的な社会づくり」を目指し活動してい

るバレーボールチームです。V リーグ 2 部に参戦し、1部昇格目指して

いますので、応援よろしくお願いします！ 

DCAAバレーボールクラブ  

種目 曜日 時間（冬時間） 場所

陸上競技 日 １４：００～１６：００ グラウンド

バレーボール 月 １５：００～１７：００ 体育館

卓　球 月 １５：００～１７：００ 柔剣道場

男子テニス 土 １４：００～１６：００　 テニスコート

サッカー 木 １５：３０～１７：３０ グラウンド（冬場は後半１時間体育館）

女子バスケ 日・土
日　１４：００～１６：００

（土　１５：３０～１７：３０）
日　二の宮小学校体育館
（土　東小学校）

剣　道 木 １５：３０～１７：３０ 柔剣道場

吹奏楽 木 １５：３０～１７：３０ 音楽室等

野　球 日 １４：００～１６：００ グラウンド

男子バスケ 日（木）
日　１４：００～１６：００

（木　１５：３０～１７：３０）
谷田部東中体育館

女子テニス 土 １４：００～１６：００ テニスコート

コンディショニン
グサポート

日・木
日　１４：００～１６：００

または　木　１５：３０～１７：３０
各種目活動場所

つくばＦＣ

筑波大学野球コーチング研究室

RAISE move saxophone quartetto

外部指導団体等

つくばユナイテッドSun GAIA

谷田部少年剣友会

ＧＲＯＷ king bears

BCつくば

大澤みか　トレーナー

つくば明光卓球クラブ

筑波大学軟式庭球部

筑波大学軟式庭球部

つくばスポーツアカデミー

〇 他の地域クラブ等との練習試合や，KCSC(茎崎地
区)やTCAA(高崎地区)との交流会を予定しています。

〇「DCAAコンディショニングサポート」として，
トレーナーによる，障害予防，応急手当，パフォ
ーマンス向上のための体づくりなどができる機会
を作ります。

〇 文部科学省が提言している，令和５年度からの部
活動改革を見据え，今年度のDCAAの種目の一部を
土日に移行します。平日の学校部活動，土日の地域
部活動(DCAAや地域のスポーツクラブ)をつなげ，
バランス良く，且つ効率の良いパフォーマンスの
向上を目指します。

2枚目
省略

学校と地域が協働・融合した部活動改革２nd.シーズン
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なぜ地域移行はうまくいかなかったのか

◆学校経営から部活動を切り離せない現実

✓社会的コンセンサスがなかった

◆公益性、公平性、中立性の担保の問題

✓学校とクラブが直接向き合うのは難しい

◆中学校単位でのコーディネーターの不在

◆財源が明確でなかった

◆学校側とクラブ・指導者側の相互不信

✓責任の所在が不明確

これから整備していくべきこと

◆学校から部活動を切り離す → 行政の役割

✓法的な位置づけをどうするか

◆中学校単位のコーディネーターの配置

✓責任の明確化

◆財源の明確化

✓受益者負担（２～３千円）と（？）

◆教員の兼業の拡充

◆シーズン制、定期戦等の大会運営導入


