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要　旨
　
　この小論の目的は，スポーツ推進委員の活動による地域社会再生の可能性を探るために，スポーツ
とソーシャル・キャピタルに関する先行研究を概観しその傾向をまとめることにある。国立情報学研
究所の論文検索システムCiNii Articlesにおいて「スポーツ」と「ソーシャル・キャピタル」をキーワー
ドとして検索した44件をまとめた結果，地域活性化やまちづくりに対するスポーツとソーシャル・キ
ャピタルに関して，これまでのソーシャル・キャピタルの蓄積が地域のスポーツクラブやコミュニ
ティスポーツ活動の活性化につながるという視点とともに，地域のスポーツクラブやコミュニティス
ポーツ活動の活性化が新しいソーシャル・キャピタルの醸成に繋がるという視点が必要とされること
が明らかとなった。

キーワード：スポーツ，ソーシャル・キャピタル，スポーツ推進委員

１．はじめに

　この小論の目的は，スポーツ推進委員の活動
による地域社会再生の可能性を探るために，ス
ポーツとソーシャル・キャピタルに関する先行
研究を概観しその傾向をまとめることにある。
少子高齢化が進む現代の日本においては地域社
会の空洞化が進行している。このためまちづく
りや地域活性化などの地域社会の再生が政策課
題となっている。一方，2011年に成立したスポー
ツ基本法においても「スポーツによる地域社会
の再生」が謳われている。
　ここで述べるスポーツ推進委員とは，スポー
ツ基本法に規定されて設置されている市区町村

の非常勤職員であり，地域社会でのスポーツの
推進という役割から，まさしく「スポーツによ
る地域社会再生」の一翼を担うものとして期待
されている。筆者はこれまでスポーツ推進委員
を主題とする先行研究をまとめた結果，今日の
スポーツ推進委員が担うべきコーディネーター
としての役割は，1970年代から謳われているが
いまだに実現していないこと，地域社会再生の
ためにはスポーツ推進委員はスポーツ文化を担
うコーディネーターを担わなければならないが，
その方策がまだ不十分であり，さらに地域社会
再生や地域活性化について，地域社会学や政策
学から言及した議論はほとんどないとまとめた

（大束貢生　2016）。
　それでは，地域社会再生に対してスポーツ推
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進委員が担うべきコーディネーターの役割とは，
どのようなものなのであろうか。以下では，文
部科学省による「スポーツ立国戦略」に則り，
地域社会再生にかかわるスポーツとソーシャ
ル・キャピタルの関係性について展開したい。

２．スポーツとソーシャル・キャピタル
　　に関する先行研究

　国立情報学研究所の論文検索システムCiNii 
Articlesにおいて「スポーツ」と「ソーシャル・
キャピタル」をキーワードとして検索した結果，
44件が該当した。以下では，これらの内容を見
ていきたい。

２. １．ソーシャル・キャピタル論
　国立情報学研究所の論文検索システムにおい
て，スポーツとソーシャル・キャピタルの関係
についての文献の嚆矢は2005年に発表された横
山勝彦・望月慎之による講演録である。横山・
望月は「スポーツが正当な社会的認知を得るた
めには， スポーツを文化として認識し，スポー
ツが我々の社会にとっての重要な公共財である
という共通理解を広げていくことがポイントと
なります」（横山・望月　2005：4）と述べ，そ
のためにスポーツの定義，日本のスポーツ形態
の特徴と機能，スポーツを取り巻く環境の変化
についてまとめ，課題と展望としてスポーツの
機能を「これまでのように，従属的，受動的に
存在するのではなく，積極的に，能動的に地域
の行政や企業との連携をとり，スポーツの持つ
社会活性化機能をもっと訴え， コミュニティー
との様々な繋がりをネットワーク化する ｢ハ
ブ｣ となり， 地域力を社会資本としていく動き，
これはソーシャルキャピタルと呼ばれるもので
すが，これを主導する姿勢を持つこと」（横山・
望月　2005：19）と述べている。
　横山・望月は「ソーシャル・キャピタル」に
ついての詳細な説明をしなかったが，翌2006年，

長積仁・榎本悟・松田陽一は地域・コミュニ
ティ研究からソーシャル・キャピタル研究のレ
ビューを行い，ソーシャル・キャピタルの概念，
測定，方法論上の問題について検討し，地域に
おけるスポーツの振興が人々の生活をより豊か
にするとともに，副次的産物として地域振興や
コミュニティの再生といったまちづくりに寄与
するということを証明するための足がかりとし
て，スポーツ振興とソーシャル・キャピタルの
相互補完的な関係について述べた（長積・榎本
 ・松田　2006：11）。
　すなわち，ソーシャル・キャピタル理論の起
源として，ハニファン，ルーリー，ブルデュー，
コールマンを取り上げた後，パットナムの研究
を紹介し，パットナムのソーシャル・キャピタ
ルの定義として「協調的行動を容易にすること
により社会の効率を改善しうる，信頼，規範，
ネットワークのような社会的組織の特徴」を紹
介する（長積・榎本・松田　2006：14）。このパ
ットナムの定義に対して，弱い紐帯の問題，ソー
シャル・キャピタルは資本と言えるのか，計測
可能性の問題点の指摘，ソーシャル・キャピタ
ルのタイプとしての「橋渡し型」と「結束型」，
ソーシャル・キャピタル論に対する批判として
の「他者の排除」などをまとめる（長積・榎本・
松田　2006：15-18）。
　ここからスポーツ振興とソーシャル・キャピ
タルの相互補完的関係についてスポーツ振興と
ソーシャル・キャピタルの創発・培養・蓄積・
広がり・活性という一連の現象との関係を検討
し，スポーツとソーシャル・キャピタルの相補
性について述べる。それはスポーツが「する・
みる・支える・創る・学ぶ・教える」という多
面的な側面を持ち，人と人，人と地域，またマ
クロレベルにおいてもミクロレベルにおいても，
信頼，互酬的な規範，ネットワークという要素
を高めやすいからであると述べる。またスポー
ツは純粋に「感動の共有化」を図りやすい特徴
を持ち，私的材としてだけではなく，非排除性
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や非競争性に特徴づけられる公共材としての性
質を持っているからであると述べている（長積
 ・榎本・松田　2006：20-21）。
　その後，ソーシャル・キャピタルをスポーツ
論に展開する可能性は鬼丸正明（2007）や高津
勝（2011），横山雅彦（2011）らが，繰り返し
まとめている。鬼丸はパットナムのソーシャル
 ・キャピタル論を整理し，パットナムの研究は
非営利セクターの役割を強調する「新しい福祉
国家」「ポスト福祉国家」論の潮流の中に位置
づけられるが，とりわけスポーツ論への意義は

「非営利セクター」の中で，特にスポーツクラブ
のような草の根の組織を，マクロな政治過程の
中で中核的な役割を果たすものと規定した点に
あると述べる（鬼丸　2007：38）。
　また高津もパットナムのソーシャル・キャピ
タル論を紹介し，ソーシャル・キャピタル論が
1990年代以降に国際的な脚光を浴びるようにな
り，日本においても「新しい公共」が提起され，
2009年に設置された「新しい公共」円卓会議の
中で「総合型地域スポーツクラブ」が政策的課
題として浮上し，2010年の「新しい公共」宣言
において，「行政による無償の公共サービスか
ら脱却し，地域住民が出し合う会費や寄附によ
り自主的に運営するNPO型のコミュニティス
ポーツクラブが主体となって地域のスポーツ環
境を形成する」という文言が盛り込まれ，2010
年８月文部科学省による「スポーツ立国戦略」
にて，総合型地域スポーツクラブが「社会全体
でスポーツ支える基盤の整備」─「ソーシャ
ル・キャピタル」─「新しい公共」という文脈
のもとで再定義され，「スポーツ立国」の端末
装置として意義付けられることになったと述べ
る（高津　2011：115-116）。

２. ２．総合型地域スポーツクラブと
　　　  ソーシャル・キャピタル
　それでは，総合型地域スポーツクラブとソー
シャル・キャピタルはどのような関係にあるの

であろうか。中西純司（2005a，2005b）は，国
（文部科学省）が1995年から開始した総合型地
域スポーツクラブ構想をまとめ，スポーツ文化
の観点から，地域スポーツの本質は地域コミュ
ニティの一員としての自覚を持って地域の生活
課題や教育課題等の解決に自主的・自発的にか
かわり，地域コミュニティの発展に貢献してい
く点にあるという（中西　2005a：36）。ここか
ら総合型地域スポーツクラブの現代的な意味は，
文化としてのスポーツの振興課題と地域住民の
豊かなスポーツライフの形成・定着が豊かな地
域生活や地域コミュニティの創造にまで波及す
ると考えるならば，「地域社会が抱える生活課
題までをも解決できる可能性にあると言って過
言ではない」（中西　2005a：36）と述べる。そこ
でパットナムのソーシャル・キャピタル論を引
用し，市民の自活的な組織が多く存在する地域
では，ソーシャル・キャピタルが醸成され，市
民自らが自分達の地域に関心を持つことで，主
体的かつ積極的に関与しようとするようになる。
こうした好循環を引き出し加速することができ
れば，「市民参加型まちづくり（地域コミュニ
ティづくり）」が進展すると述べ，総合型地域
スポーツクラブとソーシャル・キャピタルの相
補性について示唆する（中西　2005a：38）。
　こうした中西の見解の具体例として，中西純
司・行實鉄平・村田真一（2011），松田雅彦（2012），
仲谷鈴雄奈（2011，2012），稲葉慎太郎・山口泰
雄・伊藤克広（2014）らがある。中西・行實・村
田は総合型地域スポーツクラブの課題を分析し，
松田は事例に基づき総合型地域スポーツクラブ
が結果として地域コミュニティの生成へとつな
がることを「新しい公共」やソーシャル・キャ
ピタル概念に基づき展開する。また仲谷は農山
村部での総合型地域スポーツクラブがソーシャ
ル・キャピタルにどのような影響を与えている
のかについて展開している。稲葉・山口・伊藤
は総合型地域スポーツクラブのグラブ運営に影
響を及ぼすスポーツ・ソーシャル・キャピタル
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因子を，質問紙調査により明らかにしようとし
た。

２. ３．総合型地域スポーツクラブ以外の
　　　  スポーツ行為とソーシャル・キャピタル
　さらに，総合型地域スポーツクラブ以外のス
ポーツ行為とソーシャル・キャピタルの関連性
についても数多くの先行研究が見受けられる。

２. ３. １．地域のスポーツ行為と
　　　　　ソーシャル・キャピタル
　地域・コミュニティ研究からソーシャル・キャ
ピタル研究のレビューを行った長積・榎本・松
田（2009）は，既存のソーシャル・キャピタルが
スポーツ振興の事業化にどのように機能したの
か，またその事業を起点にして新たなスポーツ
振興事業やソーシャル・キャピタルの創発がな
されたのかについて検討するために，「同族結
合」による主従的な縦の結合である「東北型」
と，「講組結合」という相互依存的な援助を伴
う横の連繋である「西南型」の二つの地域でイ
ンタビュー調査を行い，社会構造がスポーツ振
興の事業化とその基盤となるソーシャル・キャ
ピタルの形成と機能の仕方に影響を与えること，

「よそ者」的視点の重要性，スポーツ振興の事
業化とソーシャル・キャピタルの創発には地域
の限られた資源を有効活用すること，固定化さ
れた関係や内向きのネットワークにとどまらず，
新しい関係を構築する関係拡張が重要であるこ
とを提示している（長積・榎本・松田　2009：
16-29）。
　また松野光範・横山勝彦（2009，2011）は，
昭和新山国際雪合戦大会を事例にまちづくり政
策について概観するとともに，マージナルス
ポーツの可能性について検討し，その上でソー
シャル・キャピタルの形成につながるコミュニ
ティ・ガバナンスによるまちづくりについて考
察し，その実施の過程を通じて，まちづくりの
中枢を担う人々の育成に寄与していること，お

よびその過程が，ソーシャル・キャピタル形成
への寄与と，ソーシャル・イノベーションへの
レディネスの強化につながっていると述べてい
る（松野・横山　2009）。また，2009年12月に
発表された「第４次壮瞥町まちづくり総合計画」
を概観し，ソーシャル・キャピタルの形成につ
ながるまちづくりとスポーツの関係性について
検討を行い，リーダー層とこれを支える多くの
人たちの検討の必要性などをまとめている（松
野・横山　2011）。
　さらに飯田義明は，長年継続的に展開されて
きた地域におけるスポーツ活動をソーシャル・
キャピタルの観点から捉えようとする実証的研
究はなされていないとし（飯田　2014：3），地
域スポーツの機能や実践している人 （々＝地域
のなかの「生活者」）の繋がりの形成をソーシャ
ル・キャピタルの指標とされる「信頼」，「規範」，

「人との繋がり（ネットワーク）」という観点を
考慮しつつ把握するため，山口県の健康体操ク
ラブ：以下Ｙクラブ）を事例として分析し，Ｙ
クラブの組織構造について述べたのち（飯田
2010），スポーツ活動参加者がその他の「社会
参加」への意識を有し，「公的信頼」や「一般
的信頼」も一定程度有していることを示し（飯
田　2014：7），この研究を継続している（飯田
義明・飯田路佳　2015）。

２. ３. ２．さまざまなスポーツセクターと
　　　　　ソーシャル・キャピタル
　さまざまなスポーツセクターとソーシャル・
キャピタルの関連についても分析が行われてい
る。プロスポーツとの関係については，西崎信
男（2010）は，イギリスのプロサッカークラブを
ソーシャル・キャピタルとし，財務運営とチー
ム成績の二律背反の企業運営を乗り切る仕組み
を紹介している。また，有吉忠一・横山勝彦

（2013）はスポーツ観戦とソーシャル・キャピタ
ル形成について，工藤康宏・舟木泰世・梶原健・
野川春夫（2014）はプロスポーツチームの拠点
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施設近隣住民のソーシャル・キャピタルの測定
やチームと住民によるまちづくりに向けた共同
参画型プロジェクトの開発を行っている。
　外国の事例の紹介としては，黒澤寛己・横山
勝彦（2010）の中国上海市での調査，山下理恵子・
海老島均（2012）のアイルランドのスポーツ実践
とソーシャル・キャピタルの働きの紹介がある。
　健康面では，久野請也・田辺解・吉澤裕世

（2011）の生活習慣病予防のための運動の意義
とそれを実行可能にする環境対策の重要性とし
てソーシャル・キャピタルの意義を述べている。
西村拓一・佐野八重子・大江聡子・加藤一葉・
濱崎雅弘・山田クリス孝介・阪本雄一郎・本村
陽一（2012）は身体表現コミュニティについて
述べている。また吉澤裕世・横山典子・管洋子・
田辺解・西尾チヅル・久野請也（2013）は地域
コミュニティの再構築がソーシャル・キャピタ
ルや身体活動量にどのような影響を及ぼすのか
を検討している。
　さらに，松橋崇史・金子郁容（2014）の自治
体のスポーツ振興を促す地域資源の形成とし
て，地域コミュニティのソーシャル・キャピタ
ルを活用した地域住民の寄付や指導などの協力
方法の分析を行い，佐野萌子・鈴木郁弥・佐野
信・荒木弘和（2015）の子どものスポーツ活動
による親と地域のソーシャル・キャピタルとの
関連の研究，辻本千春（2015）のスポーツ観光
による地域活性化とソーシャル・キャピタルの
関連性など，スポーツとソーシャル・キャピタ
ルの関係については多様な研究がなされるよう
になってきている。

３．結びに代えて

　以上，スポーツとソーシャル・キャピタルの
関係についてまとめてきた。以上から地域活性
化やまちづくりに対するスポーツとソーシャル
・キャピタルに関して，これまでのソーシャル・
キャピタルの蓄積が地域のスポーツクラブやコ

ミュニティスポーツ活動の活性化につながる視
点とともに，地域のスポーツクラブやコミュニ
ティスポーツ活動の活性化が新しいソーシャ
ル・キャピタルの醸成に繋がるという視点に基
づき研究がなされているようである。今後はこ
うした２つの視点に基づき，地域活性化やまち
づくりにスポーツ推進委員がどのように関わる
ことが必要なのかについて検討していきたい。
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