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１．研究背景と目的 

近年、コミュニティの再生や活性化の重要性が改めて指

摘され、その方法が模索されている。都市の中でも歴史の

ある市街地と新しい市街地でのコミュニティ活性化の方法

は異なるが、特に古くから住む住民と新規に住む住民が混

在する地域は、新旧住民間の交流不足や新住民による地域

活動が活発ではないこと等の問題が挙げられる。 
一方、スポーツ活動は活発に行われ、様々な年齢層の住

民が関わりを持ち、スポーツを通じて交流を深めているこ

とから、単にスポーツを行うだけでなく、地域のコミュニ

ティ活動に対しても貢献出来ると考えられる。 
 港北ニュータウン（以下港北 NT とする）では、土地区

画整理事業による開発によって、1983年以降に入居が開始

されたが、事業以前から港北NT地区に住み地権者である

旧住民と、事業後に移住してきた新住民との交流が希薄化

していることが問題視されている。 

 本研究では、港北NTのスポーツ集団が行っている地域

活動や地域交流の実態を把握し、地域交流を促進する上で

スポーツ集団が果たす役割を明らかにする。本研究テーマ

に関連する既存論文としてはニュータウンでの防災・防犯

等の生活行動についての研究⁽¹⁾、スポーツに関するものと

しては総合型地域スポーツクラブ⁽²⁾やスポーツイベント⁽

³⁾を対象として地域に与える影響を研究した論文があった。

スポーツ集団に焦点を当てコミュニティ活性化に繋げた研

究はなかったため、今回取り上げた。 

 

２．港北NTのコミュニティの課題 

２－１．港北NTのコミュニティと地域交流 

 本研究では港北 NT の町内会等を含み旧住民が中心と

なりリーダー役を担っている地域コミュニティ⁽⁴⁾、個々の

テーマで活動している集団を含み新住民が中心となりリー

ダー役を担っているテーマコミュニティ⁽⁵⁾に分類した（図

１）。スポーツ集団はアソシエーション（競技志向）また

はテーマコミュニティ（健康志向）と定義することができ

るが、本研究で対象としたスポーツ集団は地域コミュニテ

ィと交流を持つテーマコミュニティの集団である。また、

本研究で対象とした地域交流とは、テーマコミュニティに

位置づけられるスポーツ集団が、地域コミュニティ及び一

般的なテーマコミュニティとの間で行う交流である。また

主として、地域コミュニティの担い手は旧住民であり、テ

ーマコミュニティの担い手は新住民と捉えられることがで

きる。 

本研究での地域交流はテーマコミュニティとしてのスポ

ーツ集団が地域コミュニティとその他のテーマコミュニテ

ィと交流を行うことを対象とする。 

図１：港北NTのコミュニティと地域交流 

２－２．港北NTのスポーツ集団とスポーツ支援集団概要 

本研究ではスポーツに取り組んでいるスポーツ集団と支

援しているスポーツ支援集団に分けて述べる。（図２） 

２－３．調査方法 

本研究では、都筑区を活動拠点とするスポーツ集団を対

象にスポーツ集団の概要、地域交流の取組みについてアン 
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図２：港北NTにおけるスポーツ集団とスポーツ支援集団の概要 

ケート調査（平成19年9月実施、回収率34.1％、75部回 

収）、屋内施設の指定管理集団であるつづき区民交流協会、

アクティオ株式会社、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、

屋外施設の都田公園多目的広場管理運営委員会（5 集団）、

地域交流が行われているスポーツ集団（4 集団）にインタ

ビュー調査を行った（平成19年10月より実施）。 

３．港北NTにおけるスポーツ支援集団に関する地域交流

への役割 

３－１．屋内施設管理団体における地域交流の役割 

３－１－１．屋内施設管理団体の概要 

（１）管理施設 

横浜市では平成15年6月の地方自治法改正により指定管

理者制度が導入され、公共的な団体等に限定されていた公

の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体にも委

ねることができるようになった。地域住民のニーズに対応

し、サービス向上することにより住民間の交流が促進する

ことが望まれる（表１）。 

（注）地区センターはＡＣ、コミュニティハウスはCH、スポーツ会館は 
ＳＨ、こどもログハウスはＬＨと表記する 

都筑区内の屋内施設を特定非営利活動法人つづき区民交

流協会（地区センター2ヶ所、スポーツ会館2ヶ所、ログ

ハウス1ヶ所、コミュニティハウス7ヶ所）、社会福祉法人

横浜市社会福祉協議会（地区センター1ヶ所）、アクティオ

株式会社（地区センター1 ヶ所）の3集団が運営管理して

いる。本研究ではこれらをテーマコニュニティと位置づけ

た。また、シンコースポーツ株式会社が管理している横浜

国際プールはスポーツに特化し、不特定地域の人を対象と

していることからアソシエーションと位置付けた。 
本研究ではテーマコミュニティの3集団（特定非営利活動

法人つづき区民交流協会、社会福祉法人横浜市社会福祉協

議会、アクティオ株式会社）が対象になると考える。 

（２）組織と体制 

すべての屋内施設には運営委員が存在し、小・中学校の

校長、民生委員、青少年児童委員、PTA会長、町内会会長、

副会長、体育指導委員、子ども会相談役、老人クラブ会長

等がメンバーに入っており、施設の管理、運営をすると共

に地域との連携をとっている（表２）。 

３－１－２．地域交流に関わる事業内容と体制 

 地域住民を対象として行われている事業をスポーツを通

じた交流が可能なスポーツ事業と地域イベントを介して交

流が可能な地区イベント事業に分けて述べる。 
（１）スポーツ事業 

地区センター（4ヶ所）、スポーツ会館（2ヶ所）では年

間を通じて定期的にスポーツ事業が行われている。地域住

民を対象としていて、一般、親子・子供、中高年の３つに

対象を分けられ、年代を問わず参加することができる。 
 年間を通じて、地域住民のうち一般対象の事業が 20 コ

マ、親子・子供対象の事業が8コマ、中高年対象の事業が

10コマ開催されており、このような事業を通して交流が図

られている。 
（２）地区イベント事業 

特定非営利活動法人つづき区民交流協会が管理する各施

設で年1回地区イベント（文化祭等）が開催され、イベン

トを通じて地域の住民と触れ合うことができる。 
（３）事業における町内会との連携 

イベントの告知では回覧板等によるチラシ配布、ホーム

ページでのPR 活動など地域の連合自治会、各町内会が協

力をし、より多くの人に参加を促している。町内会と連携

をし、実施している。 
３－２．屋外施設管理団体における地域交流の役割 

表２：屋内・屋外施設 運営委員会 

分

類
屋内施設 

分

類 
屋外施設 

施

設

名

Ａ中学校 

コミュニティハウス 

施

設

名 

Ⅰ多目的広場 

会

長
Ｂ町内会長 

会

長 
Ⅱ自治会長 

Ｃ町内会長 

副

会

長 

保護司・ 

前青少年指導委員会長 
副

会

長
Ｄ町内会副会長 

事

務

局

長 

Ⅱ町内会副会長 

Ａ中学校校長 Ⅱ地区連合町内会長 

Ａ中学校副校長 

監

事 Ⅲ丁目会長 

Ａ中学校生徒指導専任 体育指導委員会長 

Ａ中学校PTA会長 体育指導委員 

青年指導委員協会会長 元青少年指導員 

Ｂ子ども会相談役 体育指導委員・Ⅱ町代表 

Ｂ町内会副会長 青少年指導員会長 

体育指導委員 体育指導委員 

保健活動推進員 

常

任 

理

事 

Ⅱ理事・公園事務所員 

運

営

委

員

老人クラブ代表     

スポーツ集団

施設管理集団スポーツ支援集団 地区センター屋内施設

種目別

多目的広場屋外施設

体育協会

体育指導委員

スポーツ会館

コミュニティハウス

ログハウス

 

表１：屋内施設管理団体 

施設（注） 指定管理団体 

中川西ＡＣ 大熊ＳＨ 

仲町台ＡＣ 東山田ＳＨ 

鴨池公園ＬＨ 勝田小学校ＣＨ 

中川中学校ＣＨ 都田小学校ＣＨ 

川和小学校ＣＨ 東山田小学校ＣＨ 

北山田小学校ＣＨ つづきの丘小学校ＣＨ 

特定非営利活動法人 

つづき区民交流協会 

都筑ＡＣ 
（社福） 

横浜市社会福祉協議会

北山田ＡＣ アクティオ（株） 

横浜国際プール シンコースポーツ（株）
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３－２－１． 屋外施設管理団体の概要 

 港北NTには11ヶ所の屋外施設（＝多目的広場）が存在

する。町内会では連合別の区域に当てはまる多目的広場の

運営管理している（表３）。屋内施設と同様に、屋外施設に

も管理運営委

員会が設置さ

れ、運営委員

の中に校長、

自治会長、町

内会長等のメ

ンバーが入っ

ている。スポ

ーツ集団の関

わり方として、

活動場所や交

流試合、大会

等が挙げられ

る。 
 
３－３．まとめ 

屋内施設管理団体では主にスポーツ事業、地区イベント

事業等の自主事業を介しての地域交流、屋外施設管理団体

は主に活動場所の貸し出し、公園の清掃活動等の維持管理

を介しての交流、屋内・屋外施設の運営委員でもある体育

指導委員はスポーツを中心としたイベントを介しての地域

交流が持たれている。また、町内会では役員等が運営委員

となり施設管理に携わるだけでなく、スポーツ事業、地区

イベント事業の告知をするなど屋外施設とスポーツ集団、

屋内施設と地域住民それぞれのパイプ役となる活躍をして

いることがわかる。町内会のように交流の幅を広く持つこ

とにより、地域活性化に繋がるのではないか。 
 

４．スポーツ集団と地域交流の現状 

４－１．スポーツ集団における地域交流の現状 

 前述の港北 NT で活動するスポーツ集団を対象に行った

アンケート調査⁽⁶⁾から、交流意欲を持っている集団は全体

の72％という結果が得られたものの、実際に活動している

集団は 24％に留まった（表４）。地域交流の取組みとして

地域イベント5件（地区センター祭り、初心者講習会等）、

スポーツイベント3件

（サッカー教室等）、交

流試合2件、ボランテ

ィア1件等が挙げられ

た。また、地域交流の

今後の課題として、活

動場所の不足5件、会

員不足5件、会員にお

ける交流方針の理解不

足4件、活動時間の不

足4件等が挙げられた。 

４－２．交流意識が高いスポーツ集団の取組み 

 アンケート調査で地域交流活動の取り組みについて具体

的に記入して頂いたスポーツ集団４集団にインタビュー調

査を行った。 
４－２－１．Ａ集団の地域交流活動の取り組み 

（１）運営と体制 

今まで町内会、体育指導委員、中学校、コミュニティハ

ウスと交流を持ったことがある。また、Ａ集団の代表者は、

少年野球連盟の事務局という役職も担っており、大会の運

営等にも携わっている。そして、Ａ集団は監督、指導者を

子供の親が行っているため（毎年交代制）、保護者との交流

も多く持たれている。 
（２）地域交流活動の内容 

Ａ集団はテーマコミュニティであるスポーツ支援集団に

該当する体育指導委員とコミュニティハウス、地域コミュ

ニティである町内会と交流をもち、スポーツ大会、スポー

ツイベント、地域行事への参加をしていた（表５）。 
４－２－２．Ｂ集団の地域交流活動の取り組み 

（１）運営と体制 

今まで町内会、子ども会、地区センター、小学校、公園

愛護会、コミュニティハウスと交流を持ったことがある。

町内会などと連携はとりながら、運動会などの地域イベン

トに参加している。また、都筑区サッカー連盟に加盟して

おり、他集団のサッカー競技同士の指導者との交流も行っ

ている。 
（２）地域交流活動の内容 

 Ｂ集団はテーマコミュニティ(一般)である公園愛護会、

地域コミュニティである町内会と交流をもち、清掃活動、

運動会、地域行事への参加をしていた（表５）。 
４－２－３．Ｃ集団の地域交流活動の取り組み 

（１）運営と体制 

今まで老人会、体育指導委員、地区センターと交流を持

ったことがある。高齢者が多く加盟している集団である。 
（２）地域交流活動の内容 

集団としての地域交流活動はなく、個人で取り組んでい

る。現在はメンバーの高齢化が進み、健康面の問題で大会、

地域イベントに参加したくても出来ない状況にある。今後

は世代を超えた交流の機会が増えていくと考える（表５）。 
４－２－４．Ｄ集団の地域交流活動の取り組み 

（１）運営と体制 

 今まで地区センター、小学校、都筑区体育協会、都筑区

バドミントン協会と交流を持ったことがある。代表者は都

筑区バドミントン協会会長、都筑区体育協会副会長、神奈

川県バドミントン協会理事という役職を持っていて、集団

内のメンバーの大部分も体育協会に加盟していることから

体育協会との結びつきが強い集団といえる。 
（２）地域交流活動の内容 

現在、地域交流活動に対する意識は高いが、受身のため

行動はしていない（表５）。 

表３：屋外施設管理団体 

施設 指定管理団体 

牛久保西公園多目的広場 管理運営委員会 ①

神無公園多目的広場 管理運営委員会 ②

葛ヶ谷公園多目的広場 管理運営委員会 ③

牛ヶ谷公園多目的広場 管理運営委員会 ④

東方公園多目的広場 管理運営委員会 ⑤

宿之入公園多目的広場 管理運営委員会 ⑥

都田公園多目的広場 管理運営委員会 ⑦

早渕公園多目的広場 管理運営委員会 ⑧

東山田公園多目的広場 管理運営委員会 ⑨

せせらぎ公園多目的広場 管理運営委員会 ⑩

川向しものや公園 

多目的広場 
管理運営委員会 ⑪

表４：アンケート結果 

競技志向 ：               40%

健康志向 ：               57%
活動

方針 
その他 ：                  3%

公共スポーツ施設 ：        11%

学校体育施設 ：           15%

地区センター ：            34%

多目的広場 ：             16%

民間商業スポーツ施設 ：     2%

活動

場所 

その他 ：                  2%

意欲があり、活動している :  24%

意欲はあるが出来ていない : 48%
交流

意識 
意欲がない :              28%
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４－３．まとめ 

スポーツ集団が地域交流に対する意識は高いが、実際に

行っている集団は少なかった。地域交流活動を行っている

集団の要因として、以下の点が挙げられる。 
①昔から居住している代表者、指導者が地元への愛着が強

く、地域コミュニティとの繋がりをもち、継続的に関係

を築くことによって、地域交流活動を意欲的に開催、参

加できていいる。 
②居住年数に関わらず、他のスポーツ集団が開催する地域

イベントに関心が高く、自ら積極的に参加している。 
③居住年数に関わらず、他のテーマコミュニティと連携し

て、イベント開催している。 
 

５．まとめ 

本研究では港北NTで活動するスポーツ集団、およびス

ポーツ支援集団を対象に地域交流の現状、および集団が果

たす役割について把握をした。 
スポーツ集団は、ほとんど地域交流を行っていないが、

ごく少数で地域コミュニティやテーマコミュニティと交流

をもっていた。例えば、町内会や小中学校、老人会などと

の連携によるスポーツイベントや地域行事への参加や、テ

ーマコミュニティである公園愛護会との連携による地域活

動への参加が確認できた。これらは一部の集団に限定して

おり、旧住民が集団内で中心的な役割を果たしているケー

スである。 
一方、スポーツ支援集団は、ほとんどの屋内施設管理集

団と屋外施設管理集団が地域コミュニティと連携をし、町

内会の役員や学校関係者等が管理運営委員会に入り、施設

の管理運営に携わっている。これらの施設管理集団が実施

する地域イベントやスポーツ教室などに対して、町内会等

地域コミュニティが積極的に支援するなど活発な交流が確

認できた。しかし、スポーツ支援集団は、地域コミュニテ

ィやテーマコミュニティ（一般）との交流により地域交流

の一部を担っているが、地域活性化には至っていないとい

うのが現状である。この理由として、これらは指定管理団

体であり、市が直接管理を実施しないために、関係性がや

や希薄であったり、また関係はあるものの管理団体側の人

材が限定しているなどにより、活発な展開がしにくい状況

にあることが指摘できる。 
スポーツ集団は、地域交流に対する意欲はあるが実行

していないという回答が約半数を占めているが、これら

の集団に対して町内会などの地域コミュニティとの接

点づくりが重要であり、例えば地域スポーツイベントな

どの実施や参加の呼びかけ等がその具体例としてあげ

られる。また、新住民を中心とした公園愛護会等との交

流も一部にあり、旧住民との地域交流に加えて、新住民

によるテーマコミュニティとの地域交流をいかに進め

るかが課題である。 
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表５：スポーツ集団の概要と地域交流の実態 

集団名 Ａ集団 Ｂ集団 

種目 軟式野球 少年サッカー 

交流 

意識 
意欲があり、活動している 意欲があり、活動している

交流 

集団 

町内会 

体育指導委員 

中学校 

コミュニティハウス 

町内会 

子ども会 

地区センター 

小学校 

公園愛護会 

コミュニティハウス 

交流 

内容 

【スポーツ大会】 

【スポーツイベント】 

【グランドゴルフ大会】 

【指導委員派遣】 

【地域行事への参加】 

【清掃活動】 

【運動会】 

【スポーツイベント】 

【クリスマス会】 

【地域行事への参加】 

集団名 Ｃ集団 Ｄ集団 

種目 ゲートボール バドミントン 

交流 

意識 
意欲があり、活動している 意欲はあるが出来ていない

交流 

集団 

老人会 

体育指導委員 

地区センター 

地区センター 

小学校 

都筑区体育協会、 

都筑区バドミントン協会 

交流 

内容 

【スポーツ普及】 

【スポーツ指導】 

【清掃活動】 

【指導者派遣】 

【大会参加】 
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