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総合型地域スポーツクラブ非会員の抵抗条件に関する研究
－東京都における調査結果から－

柴田紘希＊・林田敏裕＊・清水紀宏＊＊

An analysis of the obstructive conditions faced by non-members in a comprehensive  
community sports club based on survey data of citizens of Tokyo

SHIBATA Hiroki ＊ , HAYASHIDA Toshihiro ＊ and SHIMIZU Norihiro ＊＊

Abstract

This study aims to clarify the obstructive conditions (OC) in joining a comprehensive community sports club (CCSC) 
by non-members. It examines the relationship of the OCs with the personal attributes and regional characteristics of non-
members. We determined the relationship between OCs and the intention to join a CCSC. To this end, we conducted an 
online questionnaire survey of the citizens of Tokyo and collected samples from 4,898 non-members of CCSCs. Our 
findings are as follows:

1. Many non-members of CCSCs face OCs related to both club management and club image.
2. The significant differences between the characteristics of non-members and the OCs were identified. Women were 

found to have a higher tendency toward a club image condition, whereas men and youths had a higher tendency towards 
an unconscious condition (UC).

3. There was a tendency for non-members in an active area to face a club management condition, and for those in an 
inactive area to face an independent condition.

4. Non-members with the intention to join a CCSC faced a club management condition. That is, they did not understand 
the purpose of a CCSC and there were few CCSCs in the vicinity of their residences, which was their major OC. 

It is possible for CCSC management to remove OCs related to club management and club image. To do so, we insist 
that CCSCs publicize their mission statements so that non-members can gain a better understanding of their purpose.

Key words:   Comprehensive community sports club, non-members, obstructive conditions

Ⅰ．緒言
地域スポーツクラブは、地域住民による自主的運
営を基本とするスポーツ経営体として住民の身近な
スポーツ環境の整備のみならず、地域コミュニティ
の活性化に重要な役割を果たすことが期待され、我
が国ではかねてよりその創設・育成が地域スポー
ツ振興政策の中心に位置付けられてきた注 1）。特に、
総合型地域スポーツクラブ（以下、「クラブ」とする）

の育成は、1995年から文部省の「総合型地域スポー
ツクラブ育成モデル事業」により開始され、事業開
始から現在まで 20年余りの期間で全国に 3,300を越
えるクラブが創設された 17）注 2）。
しかし、クラブ数の増加に反し、国民のクラブ
加入率は数パーセント程度と低く 8,15）、会員の不足
がクラブの経営的自立を阻む根本的要因であること
が指摘されている 16）。地域住民のクラブ加入は当
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事者のスポーツ生活を充実させることに寄与するの
みならず、クラブの持続的運営の基盤となり、クラ
ブの運営や事業を通じた地域全体のスポーツ環境の
整備・充実に結実すると考えられる。よって、クラ
ブの持続的運営や質的充実を実現し、地域住民のス
ポーツ生活を豊かにするためには、クラブに加入し
ていない地域住民、すなわちクラブ非会員のクラブ
加入を阻害する抵抗条件について基礎的な知見を蓄
積していくことが求められよう。
これまで、スポーツ社会学及びスポーツ経営学分
野を中心に、スポーツ参与の促進条件や抵抗条件に
ついて多くの研究が蓄積されてきた 2,10,11,18）。とりわ
け、本研究が関心を置くクラブに関する先行研究で
は、主にクラブ会員を対象として会員のライフスタ
イルや入会理由を明らかにすることで、地域住民の
クラブ加入を促進する事業の在り方などが提案され
てきた 4,7,12）。例えば井澤・松永 4）は、クラブが提供
するスポーツサービスはクラブ会員のライフスタイ
ルに合致したものでなければならないという問題意
識から、クラブ会員のライフスタイルの特徴を検討
した。その結果、クラブ会員のライフスタイルは、
「自己実現」「健康」「休息」「気晴らし」「家族」「交
流」の 6因子から構成されていることが明らかにさ
れ、クラブが単にスポーツサービスを提供するだけ
ではなく、家族間の交流や日常生活とは異なる体験
を提供する必要があることが提案されている。
しかし、多くの地域住民が依然としてクラブに加
入していない状況に鑑みれば、クラブ会員だけでは
なくクラブ非会員を対象として、なぜクラブに加入
しないのか、もしくは加入できないのか、という彼
ら（彼女ら）が認識する抵抗条件を分析・検討する
ことが必要であると考える。だが、クラブ非会員を
研究対象とすることは調査実施上の困難性を伴うた
め研究蓄積は極めて少ない。加えて、クラブ非会員
を対象として行われた数少ない先行研究 1,13,14）にお
いても、クラブの認知度やクラブに対するニーズが
明らかにされるにとどまっており、なぜ地域住民が
クラブに加入しないのか、その抵抗条件を明らかに
するには至っていない。したがって、地域住民のク
ラブ加入が停滞している現状やクラブ非会員の抵抗
条件に関する研究蓄積の不足という学術的状況を踏
まえると、クラブ非会員がクラブ加入に対してどの
ような抵抗条件を有しているかを明らかにすること
が求められる。さらに、クラブ経営の課題を検討す
るためには、クラブ非会員の性別や年齢といった個
人属性や、地域特性によって抵抗条件がどのように
異なるのか、抵抗条件とクラブ加入意向との間にど
のような関係があるのかを解明することに意義が見

出されよう。
もちろん、宇土 19）が指摘しているように、経営
組織の経営努力により全ての抵抗条件を取り除くこ
とは極めて困難である。例えば、クラブ非会員の有
する抵抗条件の中には、家事・仕事の忙しさや健康
上の理由、スポーツが好きではないといった条件が
含まれる。これらの条件は、個人的・社会的要因が
関わることからクラブの経営努力により取り除くこ
とは難しい。一方、クラブの事業内容やクラブに対
するイメージなど、クラブの事業やその運営に関わ
る抵抗条件は、クラブ経営のはたらきの範囲内にあ
ることから経営努力によって比較的改善が可能であ
ると考えられる。ゆえに、改善することのできる抵
抗条件を解明し、クラブ非会員がクラブに接近しや
すいクラブ経営の在り方を検討していく必要がある
と考える。
以上を踏まえ、本研究はクラブ非会員がクラブに
加入しない要因を探求するため、クラブ非会員の抵
抗条件に着目し、以下の 4つの研究課題を設定した。
第一に、クラブ非会員がもつクラブ加入の抵抗条件
を明らかにする。第二に、クラブ非会員の属性によ
る抵抗条件の特徴を明らかにする。第三に、地域特
性とクラブ非会員の抵抗条件との関連を明らかにす
る。第四に、クラブ加入意向別にクラブ非会員がど
のような抵抗条件を有しているのかを明らかにす
る。そしてこれらの研究課題を明らかにすることで、
クラブ非会員の抵抗条件からみたクラブ経営の課題
について考察する。

Ⅱ．研究方法
1．主要概念の定義
本研究で用いる主要概念は、クラブ非会員が有す
るクラブ加入への抵抗条件である。抵抗条件とは、
行うスポーツの場への接近行動を妨げる条件をさす
概念である 19）。本研究では、地域住民がクラブとい
うスポーツの場に対し、どのような抵抗条件を有し
ているかを明らかにすることを目的としていること
から、クラブ加入の抵抗条件を「地域住民のクラブ
への加入を妨げる諸種の条件」と定義した。

2．変数の操作化
（1）抵抗条件
宇土 19）によれば、運動者は抵抗条件の種類によっ
て、「体育事業および運営に抵抗条件がある場合」「運
動者自身の主体的条件に抵抗がある場合」「自然的
条件～社会的条件に抵抗条件が認められる場合」に
分類される。すなわち、抵抗条件は経営組織側の「経
営条件」、運動者個人の「主体的条件」、そして「社
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会的・自然的条件」の 3つから構成される。冒頭で
述べたように、クラブ非会員が有する抵抗条件を操
作化し、定量的調査を行った研究は管見の限り皆無
である。したがって本研究では、各抵抗条件の具体
的な測定項目について、宇土が提示した抵抗条件の
構成要素を参考にすることで、3次元からなる 20項
目を設定した。なお、各項目の測定は多重回答形式
で行い、項目に対し当てはまるものを選択するよう
求めた注 3）。
各抵抗条件の具体的な内容及びその設定理由は
以下の通りである。まず経営条件として、プログラ
ムの内容や会費など、クラブの事業やその運営方法
に関連する客観的な抵抗条件である「クラブマネジ
メント条件」4項目と、クラブ自体や事業運営に対
してクラブ非会員がもつ主観的イメージに関連する
抵抗条件である「クラブイメージ条件」4項目を設
定した。先述した宇土は、体育事業論の立場から経
営条件を提示していたため、体育事業やサービスの
在り方自体に起因する抵抗条件を経営条件と捉えて
いた。しかし、本研究が対象とするクラブは多くの
住民にとって未知の地域スポーツ経営体であるため
に、クラブのプロモーションなどによって形成され
たクラブに対するイメージがクラブ非会員の接近行
動を妨げる可能性が高い。ゆえに、本研究ではクラ
ブマネジメント条件のみならずクラブイメージ条件
を経営条件に含めた。
次に主体的条件として、クラブ非会員のスポーツ
に対する態度や考え方などの「スポーツ条件」3項
目、地域活動や住民に対する興味や関心などの「地
域条件」3項目、そして個人の健康上の理由や仕事
の忙しさなどの「主体的条件」3項目を設定した。
クラブは“地域”において“スポーツ”を中心とし
た活動を行う場である。そのため、地域活動に参加

することや地域住民と関わることなどがクラブへの
接近行動を阻害する可能性が考えられるとともに、
スポーツを行うことに対してお金や時間をかけるこ
とに関連する抵抗条件が存在すると考えられる。ま
た、多くの地域住民にとってクラブが馴染みのない
スポーツの場であることを鑑みれば 15）、個人の健康
上の理由などはもとより、クラブ加入に対して明確
な抵抗条件を有していないものの、漠然とクラブに
加入したくない、といった心理的な抵抗感も主体的
条件に含まれると考えた。
最後に、クラブへの接近行動をとるためには、ク
ラブへの参加を誘ってくれる人の存在や家族の賛同
が必要な場合があると考えられる。ゆえに、これら
の条件をクラブ非会員を取り巻く「社会的条件」と
して 2項目追加した。表 1は、抵抗条件に関する項
目の一覧を示したものである。

（2）クラブへの加入意向
笹川スポーツ財団 15）の調査によれば、クラブの
認知度は低く、クラブ非会員の中にはクラブがどの
ようなものか知らない者が含まれていると考えられ
る。そこで、クラブへの加入意向は、アンケート用
紙上で総合型地域スポーツクラブについて説明を行
い注 4）、回答者の身近にクラブがあった場合、クラ
ブに加入する意思がどの程度あるかを質問した。測
定は、「1．加入したいとは思わない」「2．あまり加
入したいと思わない」「3．加入したいと思う」「4．
ぜひ加入したいと思う」の 4段階リッカート尺度を
用いた。

（3）クラブ非会員の個人属性と地域特性
クラブ非会員の属性項目として、性別、年齢（10
歳階級別）、居住年数を採用した。また、先行研究

表 1　クラブ加入の抵抗条件に関する項目
抵抗条件

どのようなクラブかわからないから　 (クラブマネジメント条件)

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから (クラブマネジメント条件)

クラブが近所にないから (クラブマネジメント条件)

クラブの会費が高いから (クラブマネジメント条件)

クラブには閉鎖的なイメージがあるから （クラブイメージ条件）

クラブに入ると行かないといけないと思うから （クラブイメージ条件）

クラブの活動が自分に合わないから （クラブイメージ条件）

クラブの人間関係に入りたくないから （クラブイメージ条件）

スポーツ活動に関心がないから （スポーツ条件）

スポーツ活動に時間をかけたくないから （スポーツ条件）

スポーツ活動にお金をかけたくないから （スポーツ条件）

地域の活動に関心がないから （地域条件）

地域の人とスポーツ活動をしたくないから （地域条件）

知らない人とスポーツをしたくないから （地域条件）

家事・仕事が忙しいから （主体的条件）

既に他の機会でスポーツ活動をしているから （主体的条件）

健康上の理由から （主体的条件）

なんとなく （主体的条件）

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから （社会的条件）

クラブに誘ってくれる人がいないから （社会的条件）

経営条件

主体的条件

社会的条件

下位項目
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では着目されてこなかったが、クラブ非会員が居住
している地域の人口規模や年齢構成、自治会など地
域住民組織の活動の度合いといった地域特性は、ク
ラブに対する抵抗条件に影響を与えることが想定さ
れる。とりわけ、自治会や町内会の行事、奉仕活動
などの「地域活動の活発度」は、地域活動に関する
情報へのアクセスのしやすさや情報量に差異を生じ
させ、クラブ非会員の地域活動に対する理解や関心
を大きく左右するものであると考えられる。このよ
うな理由から、本研究では「地域活動の活発度」を
地域特性項目として設定し、回答者が現在住んでい
る地域で地域活動がどの程度活発に行われているか
を質問した。測定は、「1．活発でない」「2．あまり
活発でない」「3．まあ活発である」「4．活発である」
の 4段階リッカート尺度を用いた。

3．調査対象とデータの収集の方法
これまでにクラブ非会員を対象として行われた研
究 13,14）では、クラブ近隣の地域など、ごく限られ
た範域の地域住民が対象とされてきた。しかし、調
査対象となる地域が狭い範域に限定されると、調査
回答者の属性に偏りが生じる可能性がある。そこ
で、本研究では多様な地域特性や人口分布を有する
東京都を対象地域として選定した。データの収集
は、2015年 10月～ 11月にかけてインターネット調
査会社を通じて質問紙調査を実施した注 5）。得られ
た回答 5,016名のうち、既にクラブに加入している
と回答した 118名を分析の対象外とし、クラブ非会
員 4,898名を分析対象とした。有効回答者のサンプ
ル特性は表 2に示す通りである。サンプル特性を平
成 29年度住民基本台帳における東京都民の人口構
成と比較すると、概ね同様の傾向がみられたことか
ら本調査のサンプルは性別、年齢、居住地に大きな
偏りのないサンプルであるといえる。

Ⅲ．結果
1．クラブ非会員の抵抗条件
表 3は、クラブ非会員が有する抵抗条件の回答率

n ％
男性 2,608 (53.2)
女性 2,290 (46.8)
20代 748 (15.3)
30代 1,040 (21.2)
40代 1,091 (22.3)
50代 996 (20.3)
60代 1,023 (20.9)
東京都（区部） 3,379 (69.0)
東京都（市町村部） 1,519 (31.0)
5年未満 927 (18.9)
5～10年 773 (15.8)
11～20年 1,092 (22.3)
21～30年 869 (17.7)
31年以上 1,237 (25.3)

性別

年代

居住地

居住年数

表 2　サンプル特性

を示したものである。回答率の高かった項目をみる
と「どのようなクラブかわからないから」（35.5％）、
「クラブが近所にないから」（18.2％）、「クラブの会
費が高いから」（14.1％）、「クラブに入ると行かない
といけないイメージがあるから」（12.7％）、「クラブ
の人間関係に入りたくないから」（10.8％）などが
上位に挙げられ、クラブの運営・事業に関する項目
や、クラブイメージに関する項目といった経営条件
が多く含まれていた。さらに、経営条件・主体的条
件・社会的条件の抵抗条件の次元別に、下位項目の
うち 1つ以上に該当した者を当該抵抗条件の保有者
として、それぞれ割合を算出したところ、経営条件
を有する者が最も多く 67.5％、次いで、主体的条件
が 60.8％、社会的条件は 4.8％だった。
また、現実にクラブ非会員は、一つの抵抗条件に
よりクラブへの加入が阻害されている場合だけでは
なく、複数の抵抗条件を有している場合も多いと考
えられる。そこで、経営条件・主体的条件・社会的
条件の組み合わせ別に回答者を分類し、その割合を
算出した（表 4）。分類別に割合をみると、「経営条
件のみ」を有する者が 37.0％で最も多く、次いで「主
体的条件のみ」「経営条件＋主体的条件」を有する
者が多かった。

2．クラブ非会員の属性別にみた抵抗条件
次に、回答者の性別、年齢、居住年数別に抵抗条
件の回答率をχ ²検定を用いて比較した。性別によ
る分析では、男性・女性ともに「どのようなクラブ
かわからないから」と回答した者が多かったものの、
特徴的な点として、男性では「なんとなく」と回答
する者が多く、女性では「家事・仕事が忙しいから」
「クラブに入ると行かないといけないと思うから」
などの項目が多く回答された（表 5）。
年齢別の分析でも同様に、多くの項目で有意差が
認められた。具体的には、年齢が若い者（20代、30
代）では「クラブの会費が高いから」「スポーツ活
動にお金をかけたくないから」「なんとなく」が多く、
年齢の高い者（50代、60代）では「クラブが近所
にないから」「クラブの人間関係に入りたくないか
ら」が特に多く回答される傾向がみられた（表 6）。
居住年数別の分析では、居住年数の少ない者（5
年未満）で「どのようなクラブかわからないから」
が他の居住年数グループに比べ多く回答され、居住
年数の長い者（21～ 30年、31年以上）では「クラ
ブの人間関係に入りたくないから」が他の居住年数
グループに比べて多く回答された（表 7）。
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3．地域特性別にみたクラブ非会員の抵抗条件
次に、地域活動の活発度別に各抵抗条件の回答率
をχ ²検定を用いて比較した（表 8）。分析の結果、
地域活動が「活発でない」地域では「なんとなく」「地
域の活動に関心がないから」といった主体的条件が
顕著に多く回答された。一方、地域活動が「活発で
ある」地域では「どのようなクラブか分からないか
ら」「クラブの提供するサービスに魅力的なものが
ないから」「クラブが近所にないから」「クラブの活
動が自分に合わないから」など、経営条件にかかわ
る項目が多く回答された。

4．クラブ加入意向別にみたクラブ非会員の抵抗条件
（1）クラブ加入意向と抵抗条件
次に、「加入したいとは思わない」「あまり加入し
たいとは思わない」者を「加入意向なし」群、「加
入したいと思う」「ぜひ加入したいと思う」者を「加
入意向あり」群として、クラブ加入意向別に各抵抗
条件の回答率をχ ²検定を用いて比較した（表 9）。
分析の結果、複数の項目で有意な差が認められ、「加
入意向あり」群では「どのようなクラブかわから
ないから」「クラブが近所にないから」の経営条件
に関する項目がそれぞれ 45.7％、31.3％と 30％を超
える高い回答率が示された。一方、「加入意向なし」

表 5　性別による抵抗条件の回答率の比較

n 回答率（%） n 回答率（%）

どのようなクラブかわからないから 943 (36.2) 794 (34.7)

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 152 (5.8) 112 (4.9)

クラブが近所にないから 425 (16.3) 466 (20.3) ***

クラブの会費が高いから 366 (14.0) 325 (14.2)

クラブには閉鎖的なイメージがあるから 154 (5.9) 153 (6.7)

クラブに入ると行かないといけないと思うから 279 (10.7) 341 (14.9) ***

クラブの活動が自分に合わないから 247 (9.5) 177 (7.7) *

クラブの人間関係に入りたくないから 248 (9.5) 282 (12.3) **

スポーツ活動に関心がないから 179 (6.9) 196 (8.6) *

スポーツ活動に時間をかけたくないから 126 (4.8) 89 (3.9)

スポーツ活動にお金をかけたくないから 244 (9.4) 228 (10.0)

地域の活動に関心がないから 233 (8.9) 135 (5.9) ***

地域の人とスポーツ活動をしたくないから 141 (5.4) 153 (6.7)

知らない人とスポーツをしたくないから 182 (7.0) 200 (8.7) *

家事・仕事が忙しいから 359 (13.8) 448 (19.6) ***

既に他の機会でスポーツ活動をしているから 177 (6.8) 169 (7.4)

健康上の理由から 123 (4.7) 116 (5.1)

なんとなく 374 (14.3) 235 (10.3) ***

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 21 (0.8) 8 (0.3) *

クラブに誘ってくれる人がいないから 124 (4.8) 87 (3.8)

† *p<.05, **p<.01, ***p<.001

(n=2290)
χ²検定

(n=2608)

表 3　クラブ非会員の抵抗条件

表 4　抵抗条件の組み合わせ別にみた回答者の割合

n
( ) ( )

どのようなクラブかわからないから 1,737 (35.5)

クラブが近所にないから 891 (18.2)

クラブの会費が高いから 691 (14.1)

クラブに入ると行かないといけないと思うから 620 (12.7)

クラブの人間関係に入りたくないから 530 (10.8)

クラブの活動が自分に合わないから 424 (8.7)

クラブには閉鎖的なイメージがあるから 307 (6.3)

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 264 (5.4)

家事・仕事が忙しいから 807 (16.5)

なんとなく 609 (12.4)

スポーツ活動にお金をかけたくないから 472 (9.6)

知らない人とスポーツをしたくないから 382 (7.8)

スポーツ活動に関心がないから 375 (7.7)

地域の活動に関心がないから 368 (7.5)

既に他の機会でスポーツ活動をしているから 346 (7.1)

地域の人とスポーツ活動をしたくないから 294 (6.0)

健康上の理由から 239 (4.9)

スポーツ活動に時間をかけたくないから 215 (4.4)

クラブに誘ってくれる人がいないから 211 (4.3)

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 29 (0.6)

†   回答は 回答 による

†† の 合は を する のう 1 上に する を合 して

会的 (4.8)

的 (60.8)

(67.5)

n ％

経営条件のみ 1,812 (37.0)

主体的条件のみ 1,550 (31.6)

社会的条件のみ 21 (0.4)

経営条件＋主体的条件 1,303 (26.6)

経営条件＋社会的条件 88 (1.8)

主体的条件＋社会的条件 22 (0.4)

経営条件＋主体的条件＋社会的条件 102 (2.1)
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表 6　年齢による抵抗条件の回答率の比較

表 7　居住年数による抵抗条件の回答率の比較

表 8　地域活動の活発度による抵抗条件の回答率の比較

n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%）

どのようなクラブかわからないから 283 (37.8) 389 (37.4) 397 (36.4) 360 (36.1) 308 (30.1) ***

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 35 (4.7) 43 (4.1) 53 (4.9) 60 (6.0) 73 (7.1) *

クラブが近所にないから 112 (15.0) 158 (15.2) 192 (17.6) 199 (20.0) 230 (22.5) ***

クラブの会費が高いから 141 (18.9) 162 (15.6) 151 (13.8) 119 (11.9) 118 (11.5) ***

クラブには閉鎖的なイメージがあるから 44 (5.9) 67 (6.4) 73 (6.7) 62 (6.2) 61 (6.0)

クラブに入ると行かないといけないと思うから 100 (13.4) 130 (12.5) 135 (12.4) 129 (13.0) 126 (12.3)

クラブの活動が自分に合わないから 76 (10.2) 83 (8.0) 92 (8.4) 86 (8.6) 87 (8.5)

クラブの人間関係に入りたくないから 76 (10.2) 98 (9.4) 99 (9.1) 121 (12.1) 136 (13.3) **

スポーツ活動に関心がないから 68 (9.1) 79 (7.6) 78 (7.1) 79 (7.9) 71 (6.9)

スポーツ活動に時間をかけたくないから 43 (5.7) 44 (4.2) 47 (4.3) 43 (4.3) 38 (3.7)

スポーツ活動にお金をかけたくないから 96 (12.8) 105 (10.1) 105 (9.6) 81 (8.1) 85 (8.3) **

地域の活動に関心がないから 62 (8.3) 64 (6.2) 85 (7.8) 77 (7.7) 80 (7.8)

地域の人とスポーツ活動をしたくないから 54 (7.2) 56 (5.4) 65 (6.0) 52 (5.2) 67 (6.5)

知らない人とスポーツをしたくないから 82 (11.0) 79 (7.6) 68 (6.2) 81 (8.1) 72 (7.0) **

家事・仕事が忙しいから 115 (15.4) 203 (19.5) 204 (18.7) 171 (17.2) 114 (11.1) ***

既に他の機会でスポーツ活動をしているから 35 (4.7) 49 (4.7) 59 (5.4) 69 (6.9) 134 (13.1) ***

健康上の理由から 19 (2.5) 36 (3.5) 45 (4.1) 58 (5.8) 81 (7.9) ***

なんとなく 122 (16.3) 133 (12.8) 151 (13.8) 110 (11.0) 93 (9.1) ***

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 7 (0.9) 9 (0.9) 7 (0.6) 4 (0.4) 2 (0.2)

クラブに誘ってくれる人がいないから 47 (6.3) 41 (3.9) 41 (3.8) 34 (3.4) 48 (4.7) *

† *p<.05, 
**

p<.01, 
***

p<.001

χ²検定

30代
(n=1,040)

40代
（n=1,091)

50代
(n=996)

60代
(n=1,023)

20代
(n=748)

n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%）

どのようなクラブかわからないから 396 (42.7) 287 (37.1) 378 (34.6) 299 (34.4) 377 (30.5) ***

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 42 (4.5) 32 (4.1) 73 (6.7) 44 (5.1) 73 (5.9)

クラブが近所にないから 161 (17.4) 139 (18.0) 217 (19.9) 139 (16.0) 235 (19.0)

クラブの会費が高いから 144 (15.5) 101 (13.1) 129 (11.8) 127 (14.6) 190 (15.4)

クラブには閉鎖的なイメージがあるから 54 (5.8) 60 (7.8) 73 (6.7) 46 (5.3) 74 (6.0)

クラブに入ると行かないといけないと思うから 117 (12.6) 102 (13.2) 143 (13.1) 102 (11.7) 156 (12.6)

クラブの活動が自分に合わないから 71 (7.7) 75 (9.7) 93 (8.5) 74 (8.5) 111 (9.0)

クラブの人間関係に入りたくないから 77 (8.3) 79 (10.2) 106 (9.7) 105 (12.1) 163 (13.2) **

スポーツ活動に関心がないから 58 (6.3) 52 (6.7) 94 (8.6) 68 (7.8) 103 (8.3)

スポーツ活動に時間をかけたくないから 36 (3.9) 28 (3.6) 55 (5.0) 39 (4.5) 57 (4.6)

スポーツ活動にお金をかけたくないから 101 (10.9) 64 (8.3) 102 (9.3) 84 (9.7) 121 (9.8)

地域の活動に関心がないから 60 (6.5) 47 (6.1) 80 (7.3) 84 (9.7) 97 (7.8) *

地域の人とスポーツ活動をしたくないから 42 (4.5) 37 (4.8) 62 (5.7) 69 (7.9) 84 (6.8) **

知らない人とスポーツをしたくないから 75 (8.1) 62 (8.0) 87 (8.0) 65 (7.5) 93 (7.5)

家事・仕事が忙しいから 185 (20.0) 142 (18.4) 180 (16.5) 112 (12.9) 188 (15.2) ***

既に他の機会でスポーツ活動をしているから 40 (4.3) 56 (7.2) 75 (6.9) 51 (5.9) 124 (10.0) ***

健康上の理由から 33 (3.6) 40 (5.2) 42 (3.8) 41 (4.7) 83 (6.7) **

なんとなく 95 (10.2) 99 (12.8) 140 (12.8) 133 (15.3) 142 (11.5) *

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 3 (0.3) 7 (0.9) 4 (0.4) 10 (1.2) 5 (0.4)

クラブに誘ってくれる人がいないから 42 (4.5) 41 (5.3) 39 (3.6) 36 (4.1) 53 (4.3)

† 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

31 上
(n=1,237) χ²検定

5
(n=927)

5 10
(n=773)

11 20
(n=1,092)

21 30
(n=869)

n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%）

どのようなクラブかわからないから 187 (28.1) 641 (36.8) 794 (36.4) 115 (37.0) ***

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 17 (2.6) 92 (5.3) 127 (5.8) 28 (9.0) ***

クラブが近所にないから 82 (12.3) 348 (20.0) 407 (18.7) 54 (17.4) ***

クラブの会費が高いから 81 (12.2) 249 (14.3) 319 (14.6) 42 (13.5)

クラブには閉鎖的なイメージがあるから 34 (5.1) 130 (7.5) 128 (5.9) 15 (4.8)

クラブに入ると行かないといけないと思うから 68 (10.2) 217 (12.5) 292 (13.4) 43 (13.8)

クラブの活動が自分に合わないから 47 (7.1) 144 (8.3) 192 (8.8) 41 (13.2) *

クラブの人間関係に入りたくないから 66 (9.9) 189 (10.9) 242 (11.1) 33 (10.6)

スポーツ活動に関心がないから 47 (7.1) 137 (7.9) 172 (7.9) 19 (6.1)

スポーツ活動に時間をかけたくないから 24 (3.6) 76 (4.4) 105 (4.8) 10 (3.2)

スポーツ活動にお金をかけたくないから 54 (8.1) 170 (9.8) 225 (10.3) 23 (7.4)

地域の活動に関心がないから 74 (11.1) 170 (9.8) 119 (5.5) 5 (1.6) ***

地域の人とスポーツ活動をしたくないから 39 (5.9) 114 (6.6) 130 (6.0) 11 (3.5)

知らない人とスポーツをしたくないから 54 (8.1) 139 (8.0) 170 (7.8) 19 (6.1)

家事・仕事が忙しいから 72 (10.8) 261 (15.0) 419 (19.2) 55 (17.7) ***

既に他の機会でスポーツ活動をしているから 27 (4.1) 128 (7.4) 169 (7.7) 22 (7.1) *

健康上の理由から 34 (5.1) 96 (5.5) 99 (4.5) 10 (3.2)

なんとなく 156 (23.4) 218 (12.5) 204 (9.4) 31 (10.0) ***

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 4 (0.6) 7 (0.4) 10 (0.5) 8 (2.6) ***

クラブに誘ってくれる人がいないから 21 (3.2) 78 (4.5) 98 (4.5) 14 (4.5)

† *p<.05, 
***

p<.001

χ²検定

活 でない
(n=666)

あ り活 でない
(n=1,740)

あ活 である
(n=2,181)

活 である
(n=311)
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群では「スポーツ活動にお金をかけたくないから」
「スポーツ活動に関心がないから」「地域の活動に関
心がないから」といったスポーツや地域に関する主
体的条件の回答率が「加入意向あり」群に比べて顕
著に高い特徴がみられた。

（2）抵抗条件の組み合わせとクラブ加入意向
クラブ非会員の有する抵抗条件は、経営条件と主
体的条件、主体的条件と社会的条件というように各
抵抗条件の組み合わせが考えられる。そこで、3次
元の抵抗条件（経営条件、主体的条件、社会的条件）
の組み合わせによりクラブ非会員を分類し、加入意
向別にその割合を比較した（表 10）。分析の結果、「加
入意向あり」群では「経営条件のみ」が 50.6％と半
数以上を占め、次いで「経営条件＋主体的条件」が
多かった。また、「加入意向なし」群では「主体的
条件のみ」が最も多く 40.2％だった。

Ⅳ．考察
1．クラブ非会員の抵抗条件 
クラブへの加入を阻害する抵抗条件について回答
率が高い項目をみると、クラブの事業や場所、クラ
ブイメージなど経営条件に関する項目が上位に多く
含まれた。また、経営条件・主体的条件・社会的条
件の 3つの次元により各抵抗条件別の割合を算出す
ると、クラブ非会員のうち 67.5％が何らかの経営条

件を有していた。さらに、主体的条件・社会的条件
をもたず、経営条件のみを抵抗条件としてもつ者は
全体の 37.0％にのぼった。このことから、クラブ非
会員の多くがクラブの運営や事業に関わる抵抗条件
（経営条件）を有しており、全体の約 4割が他の抵
抗条件によらず、クラブの経営条件のみによってク
ラブへの加入が阻害されていることが明らかになっ
た。一方で、経営条件はクラブ経営の工夫や改善に
より操作可能な抵抗条件であることから、抵抗条件
を取り除くことにより今後クラブに加入する可能性
のあるクラブ非会員が潜在的に多く存在することが
示唆される。

2．クラブ非会員の属性別にみた抵抗条件 
クラブ非会員の属性別に抵抗条件の回答率を比較
した結果、性別、年齢、居住年数との間に有意な関
連が認められ、クラブ非会員の属性によって抵抗条
件の回答率に違いがみられた。そのため、クラブが
会員獲得に向けて抵抗条件を取り除くための方策を
検討・実施する場合、地域住民の属性を加味するこ
とでより効果的に抵抗条件を取り除くことができる
可能性が推察される。例えば、女性では「家事・仕
事が忙しいから」「クラブに入ると行かないといけ
ないと思うから」といった時間的な制約やクラブに
対する否定的なイメージが抵抗条件として多く挙げ
られた。よって女性に対しては、家事・仕事が忙し

n 回答率（%） n 回答率（%）

どのようなクラブかわからないから 842 (28.6) 895 (45.7) ***

クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 140 (4.8) 124 (6.3) **

クラブが近所にないから 277 (9.4) 614 (31.3) ***

クラブの会費が高いから 406 (13.8) 285 (14.5)

クラブには閉鎖的なイメージがあるから 192 (6.5) 115 (5.9)

クラブに入ると行かないといけないと思うから 428 (14.6) 192 (9.8) ***

クラブの活動が自分に合わないから 301 (10.2) 123 (6.3) ***

クラブの人間関係に入りたくないから 403 (13.7) 127 (6.5) ***

スポーツ活動に関心がないから 342 (11.6) 33 (1.7) ***

スポーツ活動に時間をかけたくないから 178 (6.1) 37 (1.9) ***

スポーツ活動にお金をかけたくないから 357 (12.1) 115 (5.9) ***

地域の活動に関心がないから 328 (11.2) 40 (2.0) ***

地域の人とスポーツ活動をしたくないから 262 (8.9) 32 (1.6) ***

知らない人とスポーツをしたくないから 306 (10.4) 76 (3.9) ***

家事・仕事が忙しいから 405 (13.8) 402 (20.5) ***

既に他の機会でスポーツ活動をしているから 194 (6.6) 152 (7.8)

健康上の理由から 186 (6.3) 53 (2.7) *** 

なんとなく 469 (16.0) 140 (7.1) ***

家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 12 (0.4) 17 (0.9) *

クラブに誘ってくれる人がいないから 82 (2.8) 129 (6.6) ***

† *p<.05, **p<.01, ***p<.001

χ²検定
入 あり(n=1,959)入 なし(n=2,939)

表 9　クラブ加入意向による抵抗条件の回答率の比較

表 10　抵抗条件の組み合わせとクラブ加入意向のクロス集計表

n % n %

経営条件のみ 821 (27.9) 991 (50.6)

主体的条件のみ 1,182 (40.2) 368 (18.8)

社会的条件のみ 4 (0.1) 17 (0.9)

経営条件＋主体的条件 844 (28.7) 459 (23.4)

経営条件＋社会的条件 23 (0.8) 65 (3.3)

主体的条件＋社会的条件 13 (0.4) 9 (0.5)

経営条件＋主体的条件＋社会的条件 52 (1.8) 50 (2.6)

† ***p<.001

χ²検定

***

加入意向なし(n=2,939) 加入意向あり　(n=1,959)
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くても短時間で気軽に参加することができるプログ
ラムを設計したり、クラブのイメージを改善するた
めの広報活動を行ったりすることが抵抗条件を取り
除くための効果的な方策になると考えられる。また、
若者や男性では「なんとなく」が、地域に居住して
いる年数の短い者は「どのようなクラブかわからな
いから」がそれぞれ抵抗条件として多く回答された。
「なんとなく」クラブに加入したくない、という漠
然とした抵抗感や「どのようなクラブかわからない」
という抵抗条件には、クラブ非会員のクラブ認知度
の低さやクラブに関する情報に触れる機会の少なさ
が影響を及ぼしているものと推察される。したがっ
て若者や男性、地域に住み始めて間もない者に対し
ては、クラブの理念や活動内容について積極的な情
報発信を行い、クラブに対する理解を促していくこ
とが有効になると考えられる。

3．地域活動の活発度と抵抗条件 
地域活動の活発度別に抵抗条件の回答率を比較し
た結果、地域活動が「活発である」地域では経営条
件に関する項目が高い回答率を示した。また、地域
活動が「活発でない」地域では、地域活動が「活発
である」地域に比べて経営条件に関する項目の回答
率が低かった一方、「なんとなく」や「地域の活動
に関心がないから」といった主体的条件の回答率が
高かった。これらの結果については、地域活動の活
発さが地域住民がもつ地域に関する情報の量や地域
との関わり方に影響を及ぼし、経営条件、主体的条
件の回答率に違いが生じた可能性が考えられる。地
域活動が活発ではない地域では、地域住民間の交流
や関係性が希薄で、クラブ非会員が日常生活の中で
地域に関する情報（地域でどのような活動が行われ
ているか、どのような組織や集団が活動を行なって
いるかなど）を得る機会が少なく、地域活動に対す
る理解が乏しくなると予想される。その結果、地域
で行われる活動に対して心理的な障壁を感じやすく
なることから、地域活動が活発でない地域では主体
的条件に高い回答率が示されたのではないかと推察
される。一方、地域活動が活発な地域では、地域に
関する情報、地域の組織や集団の活動に触れる機会
が比較的多くなり、地域に対する主体的条件が取り
除かれることで、クラブの経営条件がより多く回答
されたのだと考えられる。これらの結果からクラブ
非会員のクラブへの接近の可能性を考えると、地域
活動の活発な地域では、地域活動の活発でない地域
に比べて主体的条件をもつ者が少ないため、クラブ
の経営条件を改善することで非会員がクラブへ加入
する可能性がより高いと考えられる。したがって、

地域活動の活発な地域では特に、クラブの活動につ
いて周知するなど地域住民のクラブへの理解を促
し、クラブの経営条件を取り除くことがクラブ加入
者を増やすために効果的であると考えられる。

4．加入意向別にみたクラブ非会員の抵抗条件
クラブへの加入意向別に抵抗条件をみると、「加
入意向あり」群では「どのようなクラブかわからな
いから」「クラブが近所にないから」という経営条
件を有する者が顕著に多かった。さらに、抵抗条件
の組み合わせによって回答者を分類し加入意向との
関係をみると、「加入意向あり」群で「経営条件のみ」
を有する者は 50.6％に達した。つまり、クラブへの
加入意向をもつ非会員のうち、約半数はクラブの運
営や事業に関わる抵抗条件を有しており、とりわけ
クラブに対する理解の不足とクラブ数の不足が主要
な抵抗条件となっていた。よって、クラブに対する
理解の促進とクラブのさらなる増設は、クラブ非会
員がよりクラブに加入しやすい環境を整備するため
に極めて重要な課題になると考えられる。
翻って、クラブによる事業運営の基軸となるのは、
クラブの使命・存在意義としてのミッションであり、
かねてよりその重要性が強調されてきた 6,9）。その
ため、クラブに対する理解を促すためには、なぜク
ラブが存在し、何を目的として活動を行っているの
かといったクラブのミッションを周知するミッショ
ンマネジメントが重要であると考えられる。また、
クラブのさらなる創設の必要性については、これま
でに各市区町村に 1つ程度のクラブが創設されてき
たものの、本研究結果から明らかにされたようにそ
の数は十分とは言えず、クラブ数の整備には大いに
課題が残されているといえよう。よって、創設され
たクラブ経営の工夫や改善のみならず、地域住民の
身近な生活圏内にクラブが整備されるようにするこ
とが求められる。
また「加入意向なし」群では、「スポーツ活動に
関心がないから」「地域の活動に関心がないから」
といったスポーツや地域に関する主体的条件が多く
回答された。つまり、クラブへの加入意向のない者
は、地域の活動に参加することや地域の人と関わ
り合うこと、スポーツを行うこと自体に抵抗条件を
もっているため、クラブへの加入が阻害されている
ものと推察される。このようなスポーツや地域活動
に対する抵抗感は、個人の経験や価値観に大きく左
右されることからクラブ単独の経営努力によって取
り除くことは難しい。しかし、子どもの頃のスポー
ツ経験がその後のスポーツ活動の実施に影響を与え
るという金崎・橋本 5）の知見によれば、子ども期の
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学校体育や運動部活動、クラブへの参加は、スポー
ツそのものや“地域で行われる”スポーツに対する
抵抗条件と密接に関わっていると考えられる。した
がって、地域住民のクラブ加入を促すためにはクラ
ブの経営努力だけではなく、幼少期より学校体育や
運動部活動、クラブへの参加を通じ、スポーツその
ものや地域スポーツに対する好意的な意識・態度を
育むことが重要な課題になると考えられる。

Ⅴ．結論
本研究は、クラブ非会員の抵抗条件を個人属性、
地域特性、クラブ加入意向と関連づけて分析するこ
とで、クラブ非会員の抵抗条件からみたクラブ経営
の課題について考察することを目的とした。主な結
果は以下の 4点である。
第一に、クラブ非会員の多くがクラブの事業・運
営やクラブイメージに関する抵抗条件である経営条
件を有しており、これらの抵抗条件を取り除くこと
でクラブへ加入する可能性のある者が潜在的に多く
存在することが明らかにされた。第二に、クラブ非
会員の属性によって抵抗条件の有無に違いがあるこ
とが明らかにされ、クラブ非会員がクラブに加入し
やすい環境を整えるためには、性別や年齢、居住年
数などに留意してプログラムの開発や広報活動を行
う必要があることが示唆された。第三に、地域活動
の活発な地域では経営条件を、地域活動の活発でな
い地域では主体的条件を有する者が多く、特に地域
活動の活発な地域では、クラブの活動をいかに理解
してもらうかがクラブ経営の課題となることが考え
られた。第四に、クラブへの加入意向のある者は経
営条件をもつ者が多く、とりわけクラブに対する理
解とクラブ数の不足が主要な抵抗条件となっている
ことが明らかにされた。
以上の結果から、地域住民のクラブ加入率の停滞
という問題の背景には、クラブに対する理解（認知
度）の低さやクラブ数の不足といったクラブ育成政
策、クラブ経営に関わる基本的な課題が未だ残され
ていることが明らかにされた。また、これらの課題
を解決するため、クラブにおいて活動の中心となる
ミッションの周知や、クラブのさらなる創設・育成
の必要性が指摘された。特に、クラブの創設・育成
が開始されてから 20年以上経過した現在において
も、上述のような基本的課題が依然として解決され
ていないことは重大な問題であると考える。これま
でにクラブ経営に関する多くの研究がなされてきた
が、なぜ地域住民のクラブに対する認知・理解が進
まないのか、なぜクラブの創設・育成が進まないの
かといったクラブ経営に関わる基礎的な研究の蓄積

は今後もより一層求められるといえよう。
最後に今後の研究課題について触れておきたい。
本研究では、多くのクラブ非会員がクラブの操作可
能な抵抗条件である経営条件を有していることが明
らかにされた。しかし、どのようなマネジメント方
策によりそれらの抵抗条件を排除することができる
かは明らかにされていない。例えば、「どのような
クラブかわからない」という抵抗条件がある場合、
どのような情報をどのような方法によりクラブ非会
員に提供すれば抵抗条件を取り除くことができる
のかを明らかにすることはクラブに対する理解の促
進、ひいてはクラブ会員の獲得に繋がると考えられ
る。このように、なぜ特定の抵抗条件が入会を阻害
するのか、またどのような取り組みによって抵抗条
件を取り除くことができるのかを明らかにすること
で、抵抗条件を排除するためのマネジメント方策を
検討していくことが求められる。

付　記
本研究は、（公財）東京都スポーツ文化事業団 東
京都広域スポーツセンターの平成 27年度調査研究
事業による研究成果の一部である。

注　記
注 1） 1951年の「社会体育指導要領」では「スポー

ツクラブの育成」が市区町村や職場の体育にお
ける指針として示され、1972年の保健体育審
議会答申においてもクラブ育成の必要性につい
て言及されている。さらに、文部省主導のもと
1977年には「スポーツクラブ育成推進事業」、
1987年には「地域スポーツクラブ連合育成事
業」が行われるなど、地域スポーツ振興の基軸
としてクラブの育成は位置づけられてきた。

注 2） 地域住民の日常生活圏を中学校区程度とす
ると、平成 28年度「学校基本調査」によれば、
全国に中学校区は 10,325あり、中学校区に対
する創設済みクラブ数の割合は 32.3％にとどま
る。

注 3） なお、抵抗条件のうち、「なんとなく」は他
の項目と重複して選択できないように回答させ
た。なぜなら、抵抗条件として当該項目を選択
する者は、クラブ加入に対して他に明確な抵抗
条件を有していないと考えられるからである。

注 4） アンケート調査におけるクラブに関する教示
は、クラブに関する設問の冒頭に「総合型地域
スポーツクラブとは、学校施設や公共スポーツ
施設などの身近な場所で、多種目が用意され、
年齢や技能レベルにかかわらず誰でも参加でき
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る、地域住民が主体的に運営しているスポーツ
クラブのことです」と説明を加えた。

注 5） インターネットを用いた調査により生じるバ
イアスについては本多 3）などによって指摘され
ている。しかし、インターネット調査は、クラ
ブ非会員に対して大規模かつ迅速に調査を行う
ことができる方法として優れており、訪問留置
法や郵送法等では回答者のサンプル特性を統制
することは困難であることを踏まえ、本研究で
はインターネット調査会社を利用した調査方法
を採用した。なお、調査にあたっては、性別、
年齢層、居住地域を平成 27年度住民基本台帳
に基づきサンプリングを行い、回答者の偏りが
少なくなるよう留意した。
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