
平成 27年度総合型地域スポーツクラブ概要調査集計 

                  平成27年7月調査実施（県内67クラブ） 

ホームページ掲載希望クラブ   26クラブ 

NPO法人クラブきくよう、クラブこうし、NPO法人クラブおおづ、やまが総合スポーツクラブ、 

NPO法人A-lifeなんかん、クラブ南阿蘇、NPO法人火の山スポーツクラブ、菊池“ゆ”ったりスポーツクラブ、

高SPO、 NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ、長嶺地域スポーツクラブ、NPO法人スポレク・エイト、 

託麻西校区総合型スポーツクラブ、出水南どっとネット、田迎地域スポーツクラブ、 

NPO法人うとスポーツクラブ、JKAトレジャークラブ、あいあいスポーツクラブたらぎ、 

NPO法人不知火クラブ、山都ふれあいスポーツクラブ、ＵＫＩおがわクラブ、氷川町総合型地域スポーツクラブ 、

アロマクラブ、益城わくわくスポーツクラブ、さかもと未来クラブ、総合型地域スポーツクラブＤＲＥＡＭ火流 

 

◆PARTⅠ クラブの概要 

１ 平成２７年3月末会員数 （67クラブ）（max970人  minimum17人） 

 ・総数 17112人  平均 255.4人（昨年度より359人増） 

   北ブロック 5465人   中央ブロック6091人   南ブロック 5556人    

 ・小学生 6066人  平均90.5人（全体の35.4％） 

   北ブロック 2034人  中央ブロック2201人  南ブロック 1831人  

 ・中学生 1167人  平均17,7人（全体の 6.8％） 

   北ブロック 334人   中央ブロック 474人  南ブロック359人  

  ・60歳代以上  23.8%（内0人が2クラブ） 

 

２ 指導者育成 

 1 指導者総数  1507人（1クラブmax 145人   minimum3人） 

    有資格者数 497人       無資格者数  986 人        不明 24人 

    日体協資格保持者 120人    その他の資格保持者 377 人    不明 24人 

 2 指導者研修会 

   行っている 19クラブ    行っていない 48クラブ 

    開催頻度  年間1回程度 10クラブ    年間2回以上 9クラブ 

3 一般会員から指導者に移行した人 

 いる  23クラブ     いない 44クラブ 

 ・社会人会員が一般プログラムの指導者に。 

 ・バドミントン会員が初級者の担当に。 

 ・会員から指導者、クラブ職員に。 

 ・大学生会員がジュニアの指導者に。 

 ・一般会員から山登り、剣道、タグラグビー、少年野球、ソフトバレーボールの指導者に。 

 ・ウォーキングの参加者がウォーキングの指導者兼務。 

 ・ほとんどの指導員は、主婦が体験会に参加しトランポリンの練習をするうちに指導者へ移行した形。経験者

はゼロ。 

 

３ クラブマネジャー、アシスタントマネジャーの資格保有者 

   いる 54クラブ    いない 13クラブ  

   クラブマネジャー  いる （16クラブ 16人）    いない（47クラブ）  

   アシスタントマネジャー  いる（43クラブ87人）   いない（20クラブ） 

 

４ 会費 

 1 年会費平均    

  ○子ども（県平均）4189円 

   北ブロック  3544円（max 8000円 minimum1500円） 

     中央ブロック  4022円（max 6000円 minimum3000円） 

   南ブロック  5000円（max 12000円 minimum1000円） 



  ○大人（県平均）6439円 

     北ブロック  5574円（max 10000円 minimum2400円） 

     中央ブロック  6300円（max 10000円 minimum3900円） 

   南ブロック  7442円（max 14400円 minimum1000円） 

○高齢者（県平均）5495円 

     北ブロック  4868円（max 8000円 minimum2400円） 

     中央ブロック  5228円（max 9000円 minimum3000円） 

   南ブロック  6388円（max 12000円 minimum1000円） 

 2 ビジター参加費（1回あたり）（max500円  minimum100円） 

   ヨガ、骨盤体操は1回1000円のクラブあり 

 ・1回目は無料、2回目は一律200円、3回目以降は会員登録を勧めるクラブあり 

 3 その他の会費設定 

  ・高校生を子どもに入れるか一般に入れるかクラブによりまちまち 

  ・幼児会費を設定 

  ・企業、団体 20000円（10人以下） 

   ・ハートフル会員（障害者手帳取得者）一般10000円が 8000 円 

   ・保険料を年会費に入れるか別途徴収するか 

・入会金を徴収するかしないか（500円～1000円程度） 

  ・入会事務手数料を徴収するかしないか 

  ・指導者が必要なプログラムは別途月謝として徴収 

  ・消耗品が高額（シャトルなど）なプログラムは別途月謝として徴収 

  ・途中加入者は月額×加入月数   年額÷10×残月数 

  ・特別教室（月謝制） 4カ月で3000円（中学生サッカー教室） 

  ・短期教室への参加   年会費＋1000円 

  ・夏季水泳教室 会員1000円、会員外2000円   会員 1000円 会員外 3000円 

  ・夏休み期間中に教室開催（陸上、ミニバスケット）会員は無料 会員外は500円徴収 

  ・会員だけのダンススクール（月謝1500円） 

  ・ヨガ、骨盤体操（会員、非会員一律1回 1000円） 

  ・グラウンドゴルフ会員は年会費５００円 

  ・4月～7月 一律5000円 その後3カ月毎に変動（継続すると安くなる） 

  ・6カ月会員（3000円）（年会費は一律 6000円） 

   ・更新会員は子ども6000円→5000円 大人12000円→10000円 

  ・ファミリー会員 

   1家族3人で10000円（通常子ども3000円、大人 6000円） 

   1家族3人まで一人5000円・一人増しで＋1000円（通常子ども 2000円、大人3000円） 

   1家族3人まで 15000円（通常子ども7000円、大人 9000円） 

   家族5人まで10000円（通常子ども2000円、学生 3000円、大人5000円） 

   家族何人でも 12000円（通常子ども 4000円、大人 6000円、高齢者4000円） 

   家族何人でも 12000円（通常子ども 3600円、大人 6000円、高齢者1800円） 

   1人を除き半額 

   ２人目以降 20％オフ  

     2人目以降は 2000円引き 

   2人以上加入の場合２人目以降は半額、4人以上は何人でも20000円 

（通常子ども6000円、大人 10000円） 

   同一世帯3人で 18000円、夫婦割は一人2000円引、親子割は親から2000円引 

（通常子ども5000円、大人 10000円） 

  ・入会を前提とした無料体験 

  ・体験教室  1種目１回は無料 

  ・アカデミー（スキルアップを目指す）制度（年会費の他に月活動費が必要） 

  ・全て春夏秋冬3カ月単位のシーズン制でプログラム運営（種目により参加料は1期 2000円～6000円） 

 

 



５ 事業について 

 1 年間を通したプログラム種目数平均 13（max47  minimum0） 

  体育系  66クラブ       

  小学生対象 

  ・サッカー関係 50  ・バドミントン38  ・バレーボール関係 34  ・ミニバスケット関係 33   

・テニス関係28  ・野球関係24  ・卓球20  ・陸上 17  ・剣道 16   ・体操関係 16   

・ダンス関係 15  ・空手10  ・柔道7  ・ソフトボール6  ・タグラグビー5  ・トランポリン4   

・ハンドボール 4  ・水泳4  ・ゴルフ4  ・ボクシング関係 3  ・ボウリング 3  ・テコンドー2   

・弓道 2   ・ビーチボールバレー2  ・グラウンドゴルフ2  ・バトン2  ・日本拳法2   

・ウォーキング 2  ・相撲 2 

文化系  25クラブ     （max10  minimum0） 

 2 シーズン制種目名（／は1クラブで実施） 

    ・水泳教室 ・スケート教室 ・バレーボール ・ボウリング ・卓球 ・かけっこ教室 ・スイムレッス

ン ・着付け ・各種体験教室 ・ちびっこ運動教室 ・バスケットボール教室 ・トランポリン(夏休みと

春休み)  ・水中エアロビ ・ウォーキング ・バドミントン ・サッカー ・少年野球(4～11月) ・少年

サッカー(12～3月) ・トップアスリート事業(バスケットボール、バドミントン、ボクシングエクササイズ) 

  ・体操教室 ・ミニバスケット(小学4年生以下対象) ・幼児小学生体育教室 ・ミニバスケットボール  

・陸上教室 ・エアロビクス ・バスケットボール ・水中運動／水泳教室 ・わんぱく教室 ・春休み水

泳教室／夏休み水泳教室 ・カヌー(4～9月) ・水泳塾／体操塾／かけっこ塾／サマーダンス ・グラウン

ドゴルフ ・登山教室 ・スクール体験教室／ニュースポーツ体験教室／敬老会ニュースポーツ体験  

3 イベント開催 

   ○クラブ単独 （ ）は:総事業費  （／は1クラブで実施） 

  ・スポーツフェスタ(300000円)  ・浴衣着付け教室  ・感謝祭  ・クラブ交流会(200000円)  

・しめ縄作り体験／ボウリング大会／ウォーキング大会(計 200000円)  ・感謝祭(150000円)  

・クラブ杯ゴルフカップ(90000円) ・元気ツアー(508000円)  ・ぎおん祭クラブバー(65000円)  

・クラブ交流会(50000円) ・会員交流会(前期・後期＝計 150000円)  ・ゴルフカップ(1000000円)  

・会員向け感謝祭(年2回、前期 70000円)  ・クラブカップビーチボールバレー大会(40000円)  

・泥りんピック(860000円)  ・ウォーキング大会(22000000円)  ・農業体験教室(430000円)  

・キッズジュニアサッカー大会(200000円) ・交流事業(100000円) ・スポーツフェスタ(30000円)  

・バウンドテニス練習会(5000円) ・ソフトテニス交流会(5000円) ・バドミントン大会(10000円)  

・健康ストレッチ教室(20000円)  ・スポーツフェスタ(50000円×2回)  

・ふれあいスポーツフェスタ(50000円)  ・グラウンドゴルフ大会(年2回) ・ふれあい卓球大会(一般)  

・ふれあい剣道大会(小学生) ・キッズサッカー大会  ・ミニバレー大会(25000円)  

・ロコトレ健康体操(294300円 :内138000円は助成金)  ・10周年記念イベント(700000円)  

・ふれあいの日スポーツフェスタ(30000円)  ・交流グラウンドゴルフ大会(40000円)  

・健康フェスティバル(40000円)  ・会員交流大会(アジャタ、バルバレー:30000円)  

・アジャタ大会(30000万円) ・ジュニアバレーボール交流大会(20000円) ・初市(70000円)  

・すいか祭り(100000円)  ・ビーチボールバレー大会(非会員も参加: 70000円)  

・ミニバレーボール大会／ソフトバレーボール大会／卓球交流会／バドミントン大会(総額 250000円)  

・夏祭り(100000円) ・フットサル大会 ・市民交流イベント ・小中学校卓球大会  

・ダンスフェスティバル  ・スポーツフェスタ  ・夏祭り(470000円) ・どんどや(50000円)  

・ショートテニス大会(120000円) ・ミニバレー大会(40000円)  ・ゴルフ大会(60000円)  

・夏休みちびっこスポーツ塾(30000円)  ・山登り教室(10000円)  ・ビーチボール大会(70000円) 

・エアロビクス教室(15000円)／ミニバレーボール大会(,年間6回:200000円)    

・地区民対象レクレーション大会(50000円) ・ちびっこ相撲大会(280000円)   

・6時間耐久リレーマラソン(約30000円)  ・ハイキング(20000円)  ・焼き肉交流会(17000円)   

・スポーツクラブ交流イベント(9000円) ・グラウンドゴルフ大会(年3回:計24000円)  ・発表会   

・夏休み1日体験教室(約15000円)／春休み1日体験教室(約28000円)   

・サマーサッカーフェスティバル／地区対抗グラウンドゴルフ大会／ウォーキング大会  

・ホタル観賞会(0円)／会員交流会(体力測定／バドミントン／卓球／ビーチ体験教室:0円)／バドミントン体

験教室(0円)／野外活動(登山:0円)／卓球体験教室(0円)   ・スポーツフェスタ(30000円)  

・ミニバレー大会(約50000円)／キッズサッカー大会(約100000円)／フットサル大会(約100000円)   



・ウォーキング大会(50000円)  ・サッカーフェスティバル(100000円)   

・ソフトバレー大会(232000円)／ジュニアサッカー練習試合(25000円)   

・新年サッカーフェスティバル(50000円)／スクール保護者親睦会(年2回:100000円)   

・秋季球技大会(バレー:10000円)  

  ○共催 

  ・ふれあいDAY…交流、体験イベント(隣接クラブ) ・スポーツ講演会 ・ジョギングフェスティバル  

・町チャリティゴルフ大会(町社会福祉協議会：160000円)  ・かってん祭(市健康福祉センター：30000円)  

・マラソン前後のケアサービスコーナー開設(エリア内大学スポーツサポートチーム Iris：20000円)  

・スポーツフェスタ(町教育委委員会と子ども会：140000円)  

・歴史探訪健康ウォーキング(老人会と文化財保護委員会：50000円)  

・どろんこ妖～怪(婦人会と子ども会：70000円) ・歴史めぐりウォーキング(郷土史クラブ：20000円)  

・ふれあいデー ・夏休みイベント子ども体験教室(体育協会) ・ウォークラリー大会(町：120000円)  

・フットパス ・サッカー大会(区役所：500000円) ・町民体育祭(2小学校区：2年に1回)  

・2校区納涼大会(負担金：5000円×2) ・2校区どんどや(負担金：5000円×2)  

・ゴルフ大会(3小学校区：30000円)  ・夏祭り(校区自治協議会：200000円)  

・各種スポーツ大会(パルバレー、卓球、バドミントン、ナイターソフトボール、ミニバレー、ボウリング、

グラウンドゴルフ 校区体協:経費は体協持ち) ・区グラウンドゴルフ大会(区役所：200000円)  

・校区ミニバレーボール大会(校区体協：30000円) ・校区ティーボール大会(校区体協：30000円)   

・校区バドミントン大会(校区体協：30000円) ・校区グラウンドゴルフ大会(校区体協：30000円)  

・校区夏祭り出店(60000円)  ・校区体育祭(20000円) ・グラウンドゴルフ大会(エリア内銀行：50000円)  

・校区夏祭り(校区自治会と校区社会福祉協議会：30000円) ・校区体育祭(校区体育協会：50000円)  

・町民体育祭(町体育協会、隔年開催:事業費は体協負担) ・地蔵まつり総踊り参加  

・24時間テレビチャリティースポーツ大会 ・ジュニアサッカー大会  ・クラブ内交流会(50000円) 

・海賊祭(海賊祭実行委員会：30000円) ・さくら健康フェスタ(町、町教委、町青少年育成町民会議、スポ

ーツ推進委員協議会、町PTA連合会：1100000円) ・町健康いきいきウォーキング大会(町スポーツ推進委

員連絡協議会：62660円)  ・体力テスト(スポーツ推進委員会と教育委員会：8000円)  

・村バドミントン大会(村体育協会：約 40000円) ・ふれあい祭り(まちづくり協議会：6000円)  

・キッズサッカー大会(町観光協会：142060円) ・幼児体育支援事業(郡体育協会：180000円)  

・ふれあいスポーツ大会(校区体協：260000円)／クラブ体験教室(太極拳教室)、健康相談(市健康課から派遣)

／グラウンドゴルフ大会／ニュースポーツ体験(スポーツ推進委員から派遣)…派遣依頼、チラシ準備、施設使

用申請等はクラブが行い、体育協会はニュースポーツ用具の借入、抽選会、グラウンドゴルフ大会の指導や

前日及び当日の運営や進行を行い互いに協力し合う 

  ○委託事業 

    ・地域スポーツ振興講師等派遣事業(県体協、6クラブ8事業：540000円)  

  ・指定管理(8500000円) ・町健康推進事業(6250000円) ・夏休みプール開放事業(1200000円)  

・運動療育事業(600000円) ・町介護予防、健康増進関連事業(町：22730000円)  

・地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト(文科省：4970000円)  

・カルデラスーパーマラソン(市広域:200000円) ・大阿蘇元気ウォーク(市観光課：600000円)  

・町立保育所運動教室(町：980000円) ・マラソン大会(市：20000～30000円)  

・体験教室(市社会福祉協議会：1教室 5000円程度) ・産後体づくり教室／エアロビ(町：40000円)  

・介護保険事業「地区サロン」(町：1500000円) ・学校施設夜間開放管理(市：516000円×2施設)  

・県営団地夏祭りバザー(団地自治会：50000円) ・放課後子ども教室(市：250000円)  

・学校施設夜間開放管理(市：500000円) ・マラソン大会(市から事務委託：680000円)  

・国際交流会(村：500000円)／英語塾(村：500000円)／学童スポーツ大会…野球、空手、柔道（村：500000

円)  

・軽スポーツ教室(町：128000円)  

・市新春ミニサッカー大会(市サッカー協会：50000円)/夏休みプール監視(小学校PTA：40000円) 

 

６ 自主財源率 79.1％  （max 100％…28クラブ  minimum7.4%） 

 

 

 



７ クラブの課題（複数回答可）  

①会員の増加 50クラブ       75％ 

②財源の確保 41クラブ       61％ 

③指導者の確保 43クラブ      64％  

④次世代スタッフの育成 39クラブ  58％ 

⑤クラブの周知、啓発 24クラブ   36％ 

⑥他団体との連携 12クラブ     18％ 

⑦事業の拡大 18クラブ       27％ 

⑧その他 7クラブ          10％ 

※課題解決に向けての手立て、方向性等 

①会員の増加 50クラブ  75％ 

・クラブの認知度を高めるため、広報・啓発に努める。 

・年々、会員は増加傾向にあるが、地元の方の会員が少ない。また、若い世代（高校生～２０代）も少なく、この

２点の問題を解決したいが、未だ手立て、方向性は模索中。 

・会費の見直し。 

・指定管理者事業を調査・検討中 

・会員の確保は、大人向けの種目の増加、文化面の事業の推進を目標にする。 

・行政の担当課による運営以外に方法がなく、立地的条件から指導者の確保が難しい。 

・加盟団体を募集する。 

・○体験会・イベントによりスポーツの楽しさと必要性を伝え、気軽に参加できることをアピールする。○地域回覧や

学校からのプリント配布による広報。○子どもの種目に保護者を巻き込み、大人の種目にも興味を持ってもらう。 

・昼間プログラムの新設（高齢者、30～40代女性） 

・会員の減少傾向としては、一般の会員で高齢化が進み、サークル志向が強く、新しい若年者の会員が増えない。 

・クラブの広報、啓発の充実。競技種目の増加。 

・まだまだ、周知不足なのか会場が多いため会費を少し上げたら、なかなか会員が増えない。ＰＲ活動を積極的に

行っていきたい。 

・○町内会回覧板での会員募集  ○新聞折込チラシでの会員募集 ○ホームページを開設しての会員募集 

・指導者及び次世代スタッフの育成は、回覧、チラシ等で、あるいは会議等で口づてに頼んではいるが、成果は今

少しである。 

・広報の工夫と強化、地域でのアピール。地域のニーズを把握する。活動場所と時間の工夫。 

・２７年度は、１６０人ほど会員が増えたが、特例区を外れ会場費のアップと会場申請もネット予約となったため、い

ろいろな事を照らし合わせると入会希望が増えたが、目標としているところまではまだまだである。 

・会員増加に向けイベントや広報活動等を通じて動いているが、反応は薄くなかなか会員増加につながらないが、今後

も皆さんに喜ばれるクラブを目指したい。 

・ジュニア会員の増加 新種目ショートテニスの会員増加。種目により、一般会員の減少がみられる。中高生会員数の

激減。 

・校区回覧・チラシ等の掲示貼付。 

・広報に力を入れる。 

・会員からの口コミを利用し、会員増加に繋がるよう、教室のときの対応を担当者に周知していく。 

・市民が望む種目の発掘。小学校部活の社会体育移行に伴う体制の強化。 

・プログラムの充実及びイベントの開催。 

・広報などを活用し、クラブの周知をする。イベントを多数開催し、クラブへの興味関心を高める。 

・行政の理解、広報。 

・ある競技を専門にしたクラブが町内に多く存在しているため、あえて総合型に入りたいと思える要素がない。 

・加入率が人口の３％程度であり、住民の志向調査が必要と思われる。小学校部活動が社会体育への移行をする際に、

大掛かりな会員増を狙いたい。中年層の参加がなく、競技会等のみを目指す傾向にある。 

・小学校運動部活動の社会体育移行に伴い、引き受けられる種目の検討。校区外の人たちが入会しやすい環境づくり。 

・会員の増加については毎年の課題だが、今だ手立てはない。ただ、小学校の部活動の受け皿になるとなれば、会員増

加も期待出来る。 

・事業に視点を置き、会員募集チラシを作成し、アプローチを図る。 

・アンケートを実施し、様々な年代にあった教室を開催する。 

・魅力ある種目を開催。クラブを知ってもらうためのイベントの開催。 

 

 

 

 



・プログラム種目を増やしながら会員を増やす。 

・魅力のある教室展開。・町広報誌記載内容をA4半面にクラブ月刊スケジュールへ変更。(H27.5月～)。※問合せが前

年度の倍以上増加。 

・チラシ、広報誌、ホームページ等を活用し、クラブの周知を図る。それが会員増加につながり、財源の確保になると

思っている。 

・20代～40代、子どもの保護者向け種目の設定。 

・学校部活動との連携を念頭において、村内学校長との話し合いの場を設けた。 

・会員増加を狙うため、今年はパンフレットを作製し、町内全戸配布を実施した。 

・現在、役員が各教室に赴き、会員の皆さんの意見を聞き、実行できるところがあればすぐに行動するようにし、カス

タマーサティスファクション（顧客満足向上）を目指している。 

②財源の確保 41クラブ  61％ 

・月謝制教室立ち上げ。イベントでの収益増 

・今後2年間で、クラブ経営等各教室の自主運営に向けて具体的な見直しを検討する。 

・現在の委託事業に甘んじず、５年後１０年後を見据えた財源確保ができるよう、新規事業の立ち上げ、自主事業の拡

大などを常に検討中。年会費の改定も今後ありうる。 

・企画、広報、指導者確保等、行政と連携することでスムーズな運営が可能になることは明らかで、公的な財政支援も

継続して行うべきである。（前年度同）また、クラブ会員全員で取組んだ事業を考え、財源確保ができるようにしたい。 

・行政から委託金をもらう。（介護予防事業など） 

・部活動の地域移行化事業を調査・検討中（・財源の確保については、町の指定管理者及び指定管理をいかにして貰

うかの検討並びに会員からの年会費及び月会費〈参加費〉増加を目標とする。） 

・来年で助成金がなくなるので、NPO法人格を取得する予定。委託事業を行う。 

・助成金の確保。会員が会費以外に参加料を払ってくれるような魅力あるプログラムの創設。 

・会費の低廉さがクラブの安定的な運営の妨げになっており、改善する時期にきている。受益者負担の意義を会員

に理解してもらう必要がある。 

・賛助会員、寄付金の確保。いろんな団体へ助成金の申請。 

・わからない。教えてもらいたい。 

・会費の値上げ。参加費を集めて行う事業。バザーや物品販売の工夫。 

・クラブの運営は会費で賄っている。公設の会場費は減免が受けられないので、子ども種目だけでもお願いしたい。 

・年会費とともに、種目毎の参加料徴収。各種交流会での参加料の徴収。 

・企業への寄付や、協賛金のお願いをしていく。 

・昨年、年会費を値上げしたが、会員減少を極力抑える。イベントによる収益確保。 

・指定管理者の継続。 

・単発の教室（非会員を対象とした有料のイベントなど）を開催する。 

・会員の増強、会費の値上げ。 

・将来、会費だけでは運営できない状態になることも考えられる。会費の増額も検討しなければならないと考える。 

・会員数の増、町事業の受け入れ等による町からの補助要望など。 

・財源の確保については昨年 10 月、市へ協力体制のお願いという事で議会へ請願書を提出。市側としてはスポーツ施

設を指定管理で出す方向で公募にはなるもののその方向で進んでる。 

・市への補助金申請を検討中。 

・来年度からアシスタントマネジャー取得による totoからの助成。 

・今年度で toto補助事業が終了のため、教育委員会と協議中。 

・会員増加、理解者(スポンサー)、イベント開催で資金捻出、物販事業。 

・現在、クラブの収益の中で自由度が高い会費収入と事業収入の対比は圧倒的な差で会費収入＞事業収入という状況で

ある。この関係をイコールに持ってくる事。そして事業収入でしっかり利益を出し、クラブ運営に還元する事が大きな

変化になると考えている。今年度は totoが最後なので、お試しでイベントをしてニーズを探る。 

・指導者に関しては適任者を見つけられないというのが現状である。 

・平成27年度年会費の見直しを行った。 

・現在、みなし法人だが法人格を取得する。財源などの問題もあるため団体提携を検討しており、その団体の参加に入

り財源と法人格を有して活動していく。 

・各大会を続けることによってまた参加したいという参加者も増えてきている。また、広告協賛金を今年度は依頼し、

収入を得ている。実施後お礼状とともにアンケートを取ることによって、今後の課題等に役立つようにしている。 

・観光とスポーツをコラボさせた事業等を展開し、事業収益を生み出す仕組みを検討する。 

 



③指導者の確保 43クラブ   64％  

・町体育協会、スポーツ推進委員、その他の団体との連携、情報交換。 

・マンネリ化防止に魅力的な新教室立ち上げを目指すとともに、会員が溢れている教室についても検討する。 

・今後の学校部活動の社会体育移行の受け皿、また現在受託している文科省事業の一つ「学校体育活動コーディネータ

ー」として対応できる人材の確保と指導力養成が課題。また、それにともなう財源の確保の自治体への提案は急務。 

・現在は各プログラムの企画、運営、経理等をそれぞれの指導者が行っており、負担が大きい。指導者バンクを有効活

用して、クラブで企画するプログラムの指導者を確保したい。 

・指導者との密なコンタクト。指導依頼。 

・指導者は、今の会員さんの中から、指導者になりたいと思わせる育成を強化したい。 

・市体育協会と連携して、各協会と全ての教室を行いたい。それに伴い指導者派遣をお願いする。 

・〇地元で育った子どもたちが成人し、協力できる者を探す。〇現在の指導者の知り合いにあたる。〇大人の会員の中

から協力してくれそうな人を探す。 

・指導に見合う謝金の確保。 

・人材バンクの設置、活用。 

・会員、地域の方に多く呼びかけて指導者を募る。 

・現在の指導者が、高齢化している。若い指導者を発掘しているが、なかなか適当な人材がいない。 

・ジュニア種目の指導者確保が大切。校区体育委員及び町内体育委員より確保。 

・毎月1～2回の運営委員会会議を行い、指導者の開拓及び会員の中から指導者の発掘をしたいと思う。 

・種目協会との連携強化。 

・講習会などを開催し、指導者育成に努める。 

・指導者になれる人はいるが、既に別のクラブで活動されているため難しい。 

・校区外の公民館などにパンフレットの設置を依頼している。 

・指導者の確保は努力しているものの、まだみつかってはいない。今後も努力する。 

・体育協会加入団体との連携。 

・財源を増やし、指導者に謝金を少しでも渡せるようにする。 

・スポーツ推進委員などの活用。 

・プログラム会員の中から育成・地域の埋もれた指導者の発掘。 

・特別教室の展開では、収支バランスを考え、指導者との交渉で参加費の設定を行い、参加人数で配分する謝金制度を

取り入れ、本業で指導をしている指導者の確保を行っている。※平成26年度3教室展開 → 黒字教室化。 

・地域の指導者発掘スタート（平成27年度より） 

・管内にあるいろいろな団体などと情報交換を行い、地域に埋もれた人材の再発掘を行ってみたい。 

④次世代スタッフの育成 39クラブ   58％ 

・運営委員、指導者等にクラブの状況を十分理解いただき、今後の動向もしっかり説明し協力をいただく必要が

ある。 

・組織として継続するためには、スタッフの年齢構成のバランスが重要。現在の正規雇用５名に加え、新しい次世代ス

タッフを受け入れられる態勢を整えたい。スポーツクラブとしてだけではなく、多方面で活躍する人材を養成するには、

育成のシステムも課題の一つである。 

・本業の傍ら、時間を作って活動するのは難しく、クラブの運営を支えている主な会員は退職後の方や自営業で時間の

融通がきき易い方たちである。休日や夜間を利用した若い世代の参加しやすい活動環境を提供することが必要。 

・現会員及び新会員への呼びかけ。資格取得までの技術指導。資格取得後の指導。 

・〇会員とのコミュニケーションにより協力者を探す。〇各種目でスタッフを配置しているが、必ず複数での対応を呼

びかけ運営側に興味を持ってくれる会員を増やしておく。 

・若い世代の会員確保。仕事の分業。 

・財源不足からスタッフの確保が難しく、しかるべく報酬制を考える事が急務。特に事務処理を担当するスタッフは相

当の業務を消化することになる。 

・次世代スタッフのなり手がいない。 

・クラブ卒業者及びPTA活動経験者などに声かけ中。 

・各サークルの代表者会議をしながら、スタッフとして貢献して頂ける方を確保する。 

・そろそろ会長交代の時期であるが、次期後継者がなかなかいない。現会長は、４期目（８年目）、設立準備委員会の事

務局長から通算すると、１０年に亘る。 

・各種目の代表者を理事とし、運営に参加してもらう。新しいメンバーを運営に参加させ活躍の場を作る。 

・現在の収益では、次世代のスタッフへの声掛けが出来ない。 

・ 



・クラブ創設7年目に入り、次世代のスタッフの育成を真剣に考え取り組まなければならない。 

・ジュニア会員から、ジュニア指導者へ。 

・運営委員が口コミでスタッフを探している。 

・現在、隈庄の保護者、PTAの父親委員と連携をとり、若い世代へ引き継いでいけるよう計画し、打ち合わせ中。 

・組織を再編し、簡素化、正会員獲得に力を入れる。 

・指定管理者として、またクラブ運営として体育施設管理士等のスタッフが必要な時代が来ると思われる。またスタッ

フというのは、やる気、元気がある人材を確保したい。 

・事務局能力を備えたスタッフの確保。イベント運営スタッフの開拓。他クラブとの連携にてスタッフ共有。 

・クラブ指導者の中から、アシスタントクラブマネジャー等の資格取得に前向きな人材に対し、旅費等の一部助成を行

なっている。 

・ジュニアリーダー育成のリストを作成し、クラブ主催事業や地域のイベントなどで、クラブ関係者やイベント

運営者のサポートとして実務研修を計画する。 

⑤クラブの周知、啓発 24クラブ   36％ 

・ポスター掲示、町内チラシ配布、新聞・町広報での宣伝。 

・クラブの周知、啓発については、地元テレビの最大限の活用、及び口コミでの啓発をお願いしていく。 

・会員やスタッフの広報活動及び口コミで周知を図る。 

・毎年４月発行のクラブ紙は自治会で配布してもらえるが、その他のお知らせ等は会員だけとなり周知、啓発が難しい。

学校関係は、校長に理解して頂かないと配布出来ない。 

・年2回の広報誌の発行等、イベント案内ちらし配布など進めているが、今後も啓発活動を活発に行い、クラブの活動

を市民の皆様に知っていただきたい。 

・会員及び町内回覧を通して告知(チラシなど)。 

・ポスター、会報誌等をどんどん活用して、知名度を上げていく。 

・ホームページ、ブログ、facebookや市広報、パンフレットの作成などにより周知。 

・住民の理解を行政に期待。 

・体験教室やその他イベントの恒例化。市ホームページや報道への定期的な活動状況の掲載。 

・ポロシャツ作成、スポンサー取得、アユスポだよりなどで活動の周知をしている。ホームページに各種目の紹介を載

せてPRする。 

・町の広報、イベント開催時のチラシの全戸配布。 

・市広報・全戸配布の配布物と一緒に広報、プログラム会員のクチコミ。 

・町広報誌の内容の変化。※facebookページのPR方法の変化。※ただアップするだけでなく地域グループへの投稿を

行うことで活動の表面化を促す。 

・自治会の広報部に対し、クラブ活動の周知や報告の掲載依頼を継続して行う。 

⑥他団体との連携 12クラブ  18％ 

・今年度からいろいろと問題が発生し今は内政立て直しに奮闘中で、なかなか他団体との交流・連携まで時間・

人員を割けない。 

・幸いにも受託事業などで多方面の方々と知り合うことができたので、今後その繋がりを活かし、連携した自主事業へ

と展開を図りたい。その中では新たな補助事業、委託事業などの申請も視野に入れ検討する。 

・村の体育協会や文化協会との連携を模索しており、共同開催や協賛事業も実現しつつある。今後はさらに単独の村だけ

にとどまらず、郡市の各協会との連携も視野に入れていくべきである。 

・小学校、中学校、高校、福祉施設との連携の強化を進めたい。 

・体育協会、健康づくり協議会、PTA、自治協議会との連携。 

・総合型地域スポーツクラブ南区スポーツクラブの会合等に参加。各種セミナー等出席。 

・他団体の呼び掛けには出来る限り参加。主団体とは組織を作り定期的に会議。 

・市体育協会との連携。 

・地域づくり団体との連携はとれてきているが、近隣クラブ同士の連携には大きな課題があり、料金面と時間面では、

協議が必要だと感じている。今年度より A-lifeなんかんとの連携スタート。※地域スポーツとトップスポーツの好循環

推進プロジェクト。◎1 つのクラブが助成金や補助金を獲得し、それを他クラブと共有し新たな事業展開の糸口になる

ことは大きな可能性になる。しかしながら広域(他市町村)に活用できる補助金でないと連携クラブの自地域での活動に

はつながらない。また、連携クラブやその市町村の意識レベルに応じていては補助金終了後の事業展開に大きな違いが

生まれることも考えなければならない。一過性で終わらない仕組みと考え方の共有、情報発信力が問われる。 

・宇城市体育協会松橋支部との連携。 

・クラブが企画した事業を自治会などと連携し、継続可能な事業となるよう運営委員会等で審議していく。 



⑦事業の拡大 18クラブ   27％ 

・月謝制教室立ち上げ。イベントでの収益増。 

・玉名市全域でのクラブ発足準備中。 

・今後、町体育施設の指定管理の話などが持ちかけられる可能性は大きいが、メリット・デメリットを洗い出し検討し

たい。スポーツだけではなく健康・体力づくりを取り巻く様々な要素で検討し、住民の生活が豊かになり、且つクラブ

も潤うような事業を展開したい。 

・定期的な活動も今より増やしていき、さらにクラブ開催の大会及びイベントなどをどんどん始めたい。地元の旅館な

どと提携を結んで大会の後援などを進めて行き、地元への還元を図りたい。 

・子どもや高齢者向けのプログラムの開設。公共団体からの受託事業。 

・会員やスタッフが地域の方に周知して、会員の増加を図る。 

・体育系だけでなく文化系の種目も作る。リーダーになる人を発掘する。 

・会場が無い為、現状では拡大なし。 

・現在新たなサークル形態を模索、年々サークル数が増加中。本年度トランポリン教室を開講予定。 

・指定管理者として、「公の施設」スポーツ施設全部と小中学校の体育館等も請け負うことにより、スポーツに関する窓

口一本化を目指し、体協･学校･スポーツクラブ･スポーツ推進委員との連携をとり、スタッフの増大を図りたい。また、

事業面ではそれぞれで健康づくりや体力づくりを行政や福祉協議会で実施しているが、調和のとれた総合型地域スポー

ツクラブへと発展させたい。 

・種目を増やす。 

・事業拡大の為、地域づくり団体とのネットワーク形成。行政との協働への模索。企画ができるスタッフの育成。 

・現在検討中。 

・指定管理のYMCAと連携し、自クラブでは対応できないプログラムを短期教室として展開し、ビジタークラスの開

催を考え、事業拡大につなげていきたい。 

・子どもたちに対して放課後の時間帯を活用した事業と、高齢者に対して医療費削減を目的とした事業の展開を

目指しながら、地域コミュニティーの再生を出来るところから行う。 

⑧その他 7クラブ   10％ 

・何はともあれ財源確保! 事務員、クラブマネジャー、指導者…全てにおいて資金が絡んでくる。法人化、委託

事業受託で事務、その他業務が煩雑・増加して理事のボランティアでは追いつかず、疲れ果てて辞めていく理事

もいるくらいである。 

・地域の中でクラブがどのような役割を果たしていくのかを明確にし、それを事業に反映させる。ミッションを

達成するための組織づくりと、人材の育成を連動して考える。地域の団体と協働することで、活動が発展してい

くと考える。 

・内容の充実を検討中。 

・会場がないため、新種目および文化系種目への拡大は出来ず。地域コミセンの管理委託が出来れば、もっと拡大出来

る。 

・貯筋運動など、高齢者対象健康教室を展開中。 

・本年度自立支援事業の最後の年となるうえで、NPO法人格準備委員会を立ち上げ、更なる事業の拡大を目指す。 

・クラブハウスの確保を、自治会・市政協力員会に提案しながら、早期実現に向け行政と協議する。 

・クラブ運営の根本的な見直し。（事務局、運営委員会の組織改革など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆PARTⅡ クラブと学校との連携 

１ 現在、学校と何らかの連携をしているか 

 1 している  25クラブ 37％（北 7、中央 12、南6）  

2 していない  42クラブ 63％（北 11、中央 9、南22） 

◆北ブロック（7クラブ） 

○Ａクラブ 

 ・学校サポート事業（体育の授業の中にクラブの指導者がゲストティーチャ―として参加） 

 ・夏休みのプール開放事業（PTA主催の夏休みのプール開放にクラブの水泳指導専門家を派遣） 

 ・クラブの指導者を小学校、高等学校の部活動に外部指導者として派遣している。 

 ・学校や学級のレクリェーションのコーディネートを受けている。 

○Ｂクラブ 

 ・文部科学省委託事業「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」による小学校への体育活

動コーディネーターの派遣、中学校部活動へのトップアスリート指導者派遣などを行っている。 

 ・県事業「くまもと元気アップアソシエイツ」で小学校への昼休み運動遊び支援と部活動に体力向上サポータ

ーの派遣を行っている。 

 ・学校のクラスレクリェーションへの指導者派遣を行っている。 

○Ｃクラブ 

 ・学校から依頼があればクラブの指導者（会員）を派遣、サポート（補佐）している。 

  （授業サポート…家庭科・英語活動 etc、放課後子ども教室、PTA活動など） 

○Ｄクラブ 

 ・小学校運動部活動の社会体育移行に関し、小学校部活動のバスケットボール指導教師と検討会を開催し、今

後の対策について協議した。 

○Ｅクラブ 

 ・クラブの指導者を小学校の部活動に外部指導者として派遣している。 

○Ｆクラブ 

 ・小学校の先生が1つのスポーツ教室（子どもサッカー）の指導にあたっている。 

○Ｇクラブ 

 ・外部指導者を小学校に派遣している。 

 

◆中央ブロック（12クラブ） 

○Ａクラブ 

 ・ジュニアバレー部活動をクラブ会員が指導している。 

○Ｂクラブ 

 ・放課後スポーツクラブ（放課後子ども教室）を2つの小学校で開催している。 

 ・管内の3小学校による子どもスポーツフェスタをクラブ主催で開催している。 

  （野球、サッカー、ミニバスケットボール…年1回） 

○Ｃクラブ 

 ・中学校サッカー部に外部指導者として派遣している。 

 ・中学校卓球部の生徒を臨時指導した。 

○Ｄクラブ 

 ・小学校の野球部を社会体育へ移行するということで、クラブが受け入れている。 

○Ｅクラブ 

 ・ラグビー部の高校生にタグラグビー教室の指導に来てもらっている。 

 ・放課後子ども教室を行っている。 

○Ｆクラブ 

 ・部活動の指導者がクラブの指導者として参加している。（バスケットボール） 

○Ｇクラブ 

 ・熊本市の事業で放課後子ども教室を各学校で開催している。 

学校との距離が近くなったような気がする。 

○Ｈクラブ 

 ・少年剣道の場合、元々部活動として指導していた指導者をクラブに迎え入れた。部活動の子どもたちも全員

クラブへ入った。 



○Ｉクラブ 

 ・クラブの定例会議で学校内施設を使用している。（小学校の敷地内にある児童育成クラブの施設） 

 ・ジュニア種目で使用する設備、用具を学校から借用している。 

 ・校区体育祭、クラブ交流会等での学校の放送機材、備品を借用している。 

○Ｊクラブ 

 ・クラブ主催の行事を小学校へ案内し、また、用具等も学校のものを借りるなど連携している。 

○Ｋクラブ 

 ・学校に協力いただいている（ジュニアサッカーは17時から 18時30分までの時間帯で活動） 

  学校の理解を得て、水曜日のノ―部活動デ―の日に育成クラブの子どもたちは帰宅せずにそのまま参加 

○Ｌクラブ 

 ・市役所と小学校とクラブの三位一体で、月曜日の放課後に年間２０回、遊びやいろいろな種目を通して体づ

くりを行う放課後子どもスポーツ教室を実施している。 

 

◆南ブロック（6クラブ） 

○Ａクラブ 

 ・クラブの指導者を小学校の部活動に外部指導者として派遣している。 

○Ｂクラブ 

 ・スポーツ教室（親子体験等）の参加を学校に依頼している。 

○Ｃクラブ 

 ・わんぱくクラブ(3年生以下の児童が参加)活動時に、学校の体育館、または道具を借りている。 

  中止の放送などの連絡を校内放送してもらっている。 

○Ｄクラブ 

 ・クラブの指導者を小学校の部活動に外部指導者として派遣している。 

 ・学校支援地域本部事業へのボランティア協力を行っている。 

○Ｅクラブ 

 ・クラブで活動する中学生が、中体連に学校として出場している。（バドミントン） 

○Ｆクラブ 

 ・小学校の一部の運動部活動を、クラブが受け皿となり、子どもたちに対し指導を行っている。 

 ・小学校行事などで、クラブがサポートできないかクラブ内で話し合い、学校側に提案している。 

 ・中学校とは、常に情報を共有できる体制整備に努めている。 

 

２ 市町村の動向を把握している（中央ブロックを除く 46クラブ） 

 1 している 36クラブ（北14、南22）   2 していない 10クラブ（北4、南 6） 

 把握している場合（1～5で複数回答有） 

 1  社会体育団体に説明がなされた        11クラブ  31％（北5、南6） 

  2 社会体育移行に向けての委員会が設置された  9クラブ  25％（北5、南4） 

  3 社会体育への移行が始まった                2クラブ   6％（北 0、南2） 

  4 まだ、説明もなく具体的な動きはない        8クラブ  22％（北1、南7） 

  5 その他                                     11クラブ   31％（北4、南7） 

  ・教育委員会内に事務所を置いていただいているので、常時情報を教えていただける環境にある。 

  ・教育委員会からの話は聞いているが、現在は教育委員会からの連絡待ち。教育委員会で現在調整中。 

  ・研修会へ参加している。また、町内の小学校の体育主任とたたき台となる情報・意見交換会を実施すると

いうことで、町担当者・各小学校体育主任・クラブマネジャ―で会合を実施予定。 

  ・検討はされているものの、具体的な方向性は示されていない。 

  ・協議会の準備中。 

  ・地域コーディネーターが設置され、様々な研修に参加している。 

  ・クラブ運営委員会、スポーツ推進委員会議にて、教育委員会から説明。 

  ・クラブに対して行政から助言を求められていることがあり、委員会設立に関してはクラブに委員に入って

ほしいとの話があった。町としては総合型クラブにと考えている印象は強いと感じているが、地域全体の

課題として捉え、クラブが全面的にサポートすることは行政に伝えている。 

  ・今年度八代市で9月に検討委員会を設立。有識者等の意見を集約し、その後各市町村の小学校へ検討委員

会で決定したことを下ろしていく予定と聞いている。 



  ・9月議会で委員会の内容説明後、10月上旬に第１回委員会が開催される計画。 

  ・平成２７年度に委員会を設置する。（予算計上済み） 

 6 未回答 9（北4、南5） 

 

3 クラブにおける小学校運動部活動の受け入れについての話し合いの有無（中央ブロックを除く 46クラブ） 

 1 いる 23クラブ（北 10、 南13）         2 いない 23クラブ（北8、南 15） 

   ※話合いをしている場合 

  ・受け入れか否か…具体的ではなく、こうした動向であるという話をしているところで、今後、こういった

話を具体的にしていかなければと思う。 

  ・実際に社会体育に移行された時に、もしクラブが受け皿になるとするならば…の可能性についての意見交

換。 

  ・指導者不足、会場共に受け入れる余裕はない。 

  ・町が設置している「南関町運動部活動地域連携再構築研究協議会」構成委員になっているため、その中で

単にクラブに受け入れるのではなく、抜本的な町挙げての仕組みづくりの提案と協力をしていく。 

  ・受け入れ可能なプログラム、指導者について。 

  ・制度説明及びスケジュール確認程度は話し合われている。 

  ・受け入れ可能なプログラムや指導者についての話合いを、小学校体育担当者並びに校長、教頭にも話をし

ている段階である。 

  ・話合いを重ねた結果、受け入れは無理であるという結論に至った。 

  ・市町村の合同会議等に出席している。市としての動き・委員会が設置され、方向性が決まれば協力したい

と考えている。 

  ・指導者の派遣について。 

  ・昨年より部会を作り検討。本年度組織の中に対策室を設置。現在、2チームが部活動より移行加入。社会体

育移行に関するパンフレット作成中。 

  ・理事長及び事務局において、受け入れ可能なプログラム検討中。 

  ・話はあるが、具体的なことはまだ何も決まっていない。指導者の確保は重要な課題。 

  ・総合型としてどうかかわっていけるのか。 

  ・移行の話は出ているが、具体的な話は進んでいない。 

  ・組織の立ち上げ及び運営方法についてはたたき台を作成しているが、教育委員会が何も動かない状態であ

るため、当クラブでは動きようがない状況下にある。 

  ・受け入れ可能なプログラムや指導者について。 

   ・深いところまで話してはいないが、安易な考えでの受け入れはしたくないと考えており、今後議論してい

く部分になってくると感じている。まずは、町が委員会を立ち上げ、そこである程度の方向性が決まってか

ら考える。 

  ・指導者やプログラムについて。 

  ・検討はしているが、受け入れ可能かどうかの判断に達していない。 

  ・校長先生を今年の2月～3月に訪問し、アンケート調査を依頼。調査の結果を取りまとめて検討し、今後の

部活動のあり方について再検討を行った。しかし、趣旨に賛同していただき会費を一般会員同様に頂くこ

と、また、本町では小学生のスクールバス通学を行っており、社会体育に移行の場合は運行できないとの

ことであり、話し合いは止まっている状況である。 

  ・受け入れできる体制の整備について協議している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆PARTⅢ 熊本県体育協会主催事業 

１ 県民体育祭への出場者 

  いる          17クラブ 25％  ・選手 124人  ・役員（審判を含む）38人 

  いない（未回答を含む）50クラブ 75％ 

 

２ 講師派遣事業の活用 

  できれば活用したい   43クラブ   64％ 

現在のところ必要ない 17クラブ    25％   

未回答         7クラブ   11％ 

  ・毎年実施している指導者講習会への派遣。 

  ・今後様々な利用方法を積極的に検討したい。 

  ・HIP-HOPダンス教室を開催したが、参加者対象にプログラム化したい。 

  ・指導者養成（又は資質向上）研修会を開催し、指導者の確保、資質の向上を図りたい。  

  ・今のところ具体的な案はないが、必要に応じてお願いしたい。 

  ・指導者研修会を開催し、指導者の指導能力を高めたい。 

  ・専門的な知識を持つ指導者を派遣してもらい、指導者のモラルを高めたい。 

  ・活用したいと思っているが、そういう組織、人員体制にないので難しい。 

  ・トップアスリートのプレーを見せ、夢を持たせたい。 

  ・現在参加しているジュニアの子どもたちに、トップアスリートの指導を受けさせてみたい。 

  ・スポーツ教室などの開催をして、指導者の研修の場としたい。 

  ・どういう種目の指導者がいらっしゃるか確認し、新規種目をプログラム化したい。 

  ・去年も利用させていただいたが、クラブ周知には大変ありがたい事業。また、種目指導者において指導の

あり方も勉強できる機会かと思う。 

  ・今後新規種目開設のため指導者研修会を開催し、指導者養成を行いたい。 

  ・アスリート招聘事業の一環として、子どもたちの成長の一助としたい。 

  ・いずれ活用したいと考えてはいるが、予算や日程の都合等もあり詳細は未定。 

  ・トランポリンをやってみたいが、派遣事業の中にないので残念。→（スポーツ関係であれば可）   

・現状の事務局体制では難しいので、しっかり確立してから活用したい。 

   

◆PARTⅣ スポーツ少年団関係 

１ スポーツ少年団の事業への参加 

 1 参加したことがある   1クラブ    2％ 

 2 事業内容も知っている  23クラブ  34％ 

 3 組織名は知っている   33クラブ    49％ 

 4 知らない                7クラブ    10％ 

  5  未回答                  3クラブ     5％ 

 

２ 中学生、高校生、大学生等のリーダー育成の有無 

 1 行っている   3クラブ   4％ 

 2 いない    61クラブ  91％ 

 3 未回答     3クラブ  5％ 

 

3  クラブへのスポーツ少年団の取り込み 

 1 取り込んでいる  6クラブ   9％ 

 2 いない      61クラブ    91％ 


