
（別記第２号様式　道民意見提出手続の意見募集結果）

令和５年（2023年）３月29日

※「意見に対する道の考え方」の区分は次のとおりです。

○計画全般について
№ 意見の概要

 地域等によって事情や課題が異なるため一つの方法
で統一できないことが多くなると考える。

( ほか1件 ) Ｂ
 地域移行には基本的に賛成。広い北海道で地域に担
い手がいるのかどうか、活動場所への移動手段をどう
するかも含め、地域格差が起こらないよう進めてほし
い。

Ｂ
 計画の周知が進んでいないように感じる。来年度か
ら始まる事業なので周知と広報を大々的に行ってほし
い。

Ｂ
 学校と地域クラブ活動の運営団体・実施主体の関わ
りも大切であるため、子どもたちの心身の健康を損な
う過度な活動とならないよう、指導者への研修等を行
うほか、連絡体制を整えてほしい。

( ほか11件 ) Ｂ
 部活動の地域移行を進める中で、将来にわたり子ど
もたちに不利益のないよう、丁寧な対応が求められ
る。

Ｂ

3

 部活動の地域移行の取組について、広報・啓発を行いま
す（P12）。

4

 地域クラブ活動と学校が連携し、日々の生徒の活動状況
に関する情報共有等を綿密に行うことが重要と考えていま
す。
 また、行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為の根絶に
取り組む必要があり、指導者の研修は重要と考えています
（P19,22）。

5

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

 北海道部活動の地域移行に関する推進計画（仮称）素案について、道民意見提出手続により、道民の皆様からご意見を
募集したところ、103人、132団体から、延べ505件のご意見が寄せられました。
 ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。

意見に対する道の考え方

1
 地域の実情等に応じて取組を進めることが望ましいと考
えています（P6）。

2

 送迎面の配慮を行うなどの支援の取組を進めることが大
切と考えています（P17）。

北海道部活動の地域移行に関する推進計画（仮称）素案についての意見募集結果

区分 意 見 等 の 反 映 状 況

Ａ 意見を受けて案を修正したもの
Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの
Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの
Ｄ 案に取り入れなかったもの
Ｅ 案の内容についての質問等
－ その他の意見等
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 北海道の部活動の地域移行については、多くの課題
がある。平日と土日の指導者間の指導内容の差や、情
報共有の難しさなど、十分配慮が必要。

Ｂ
 学校間や複数の自治体が連携するなど、地域の状況
に応じて地域移行を進めること。

( ほか1件 ) Ｂ
 運動部の移行と合わせて、文化部についても今後の
見通しを示してほしい。

Ｂ
 部活動の中でこれまで行ってきた生徒指導につい
て、地域クラブ活動に移行した場合にどうなっていく
のか、共通理解を図ることを検討してほしい。

Ｂ
 地域では「学校教育の中の部活動」という意識や
「勝利至上主義」も残っている。地域の期待が、教員
の多忙化、休日返上の部活動指導などの過酷な働き方
につながっている。道、市町村教委も一体となって、
地域への理解や指導者の確保に努めるべき。

( ほか1件 ) Ｂ
 部活動の地域移行を早急に進めるべきと考える。

( ほか7件 ) Ｂ
 北海道は広く、各地で地域性の違いも多いので一括
りにはできないかもしれないが、自治体ごとに温度差
が生まれないよう、教育委員会担当者向けに協議会等
の設置マニュアルを作成したり、セミナーを開催した
りするなど道教委がリーダーシップを持ってけん引し
てほしい。

( ほか1件 ) Ｃ
 本来の業務を勤務時間外にせざるをえない状況はお
かしい。長期休業中に勤務時間内で部活動が行われて
いる実態も疑問。

Ｃ

12

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

13

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

9

 地域クラブ活動と学校の関係者が活動方針や活動状況、
スケジュール等の共通理解を図り、生徒の活動状況に関す
る情報共有等を綿密に行うことが重要と考えています
（P23）。

10

 部活動の位置付け等について、市町村教育委員会等と連
携し、理解の促進に努めてまいります（P11,17)。

11

 まずは中学校の休日の部活動から段階的に地域移行する
ことを基本に、進めてまいりたいと考えています。

6

 地域クラブ活動と学校の関係者が活動方針や活動状況、
スケジュール等の共通理解を図り、生徒の活動状況に関す
る情報共有等を綿密に行うことが重要と考えています
（P23）。

7

 複数の市町村が合同で運営団体・実施主体となる団体等
を整備する場合に調整の場を設置します（P10)。

8

 本計画では、運動部と文化部を分けることなく、記載し
ています。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 教職員の働き方改革の推進と新たな教職員のなり手
を増やすことが、教育の質の向上と子どもによりよい
教育を提供することにつながる。そのための方策のひ
とつとして、部活動・少年団活動の地域移行が大きな
転換となると思う。

Ｃ
 部活動の地域移行は「働き方改革」の観点からも喫
緊の課題であり、現場の声をもとにした環境の整備を
進めるべき。すべての自治体で部活動の地域移行を実
現してほしい。

( ほか30件 ) Ｃ
 国が示している補助金については、ある程度、公共
交通機関の利便性が良く、指導者等を確保できること
を想定して、項目ごとに上限金額を設けており、過疎
地域においては、国の補助金を活用しにくい。
 地域の実情にあわせた、補助金の内容にする必要が
あるのではないか。

Ｃ
 教員が部活動の指導をする際に、専門外や未経験の
競技種目の指導を行うことが負担となっており、指導
を受ける子どもたちにとっても適切な専門家の指導を
受けることができていない状況がある。そういった課
題を解決できるよう部活動の地域移行を進めてほし
い。

( ほか3件 ) Ｃ
 「教員の時間外労働の削減」と「生徒数減少に伴う
活動の衰退等」が大きな課題。課題解決のためには、
地域の実情に合わせ、外部の指導者を活用すること
や、クラブチームと部活動の連携等が必要だと思う。
 地方自治体、地域の企業、既存クラブチーム、ス
ポーツ少年団などとの連携は不可欠。

Ｃ
 教員の働き方改革に基づいて議論すると、部活動を
運用していくことはできないと思う。部活動の指導を
勤務の一環と捉えるならば活動を縮小していくしか方
法がない。活動を縮小していくと子どもたちのスポー
ツ・文化芸術の場が失われてしまうので、活動の場を
作ることを考えるべき。

Ｃ

18

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

19

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

15

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えてい
ます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

16

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な財源措置などを国に要望いたします。

17

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えま
す。
 いただいたご意見を今後の施策の進め方等の参考といた
します。

14

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えてい
ます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 部活動は、子どもたちの健やかな成長にとって大変
有意義であると考える。今後も活動する機会を保障す
るために、教員の善意に頼る方法ではなく、地域や北
海道が一体となり、地域のクラブを運営していく方法
に移行していくべき。

Ｃ
 現状では学校に設置されている部活動を見学し、生
徒がその中から選択をしている。体験入部を経て、別
の種目の方が自分に合うと考えて入部を決める生徒も
いる。

Ｃ
 中学校における武道・ダンス必修化事業と部活動の
地域移行の取組の調整が必要になる。

Ｃ
 部活動の地域移行を推進していくためには、地域の
指導者やスポーツ団体の確保が必要だが、地方では難
しい。いくつかの市町村が連携して取り組む方法もあ
るが、活動場所への移動が困難な子どもたちも多い。
指導者、交通手段の確保などについて財政的な支援を
行ってほしい。

Ｃ
 道教委、市町村教委で責任をもって進めるという明
確なビジョンを示すことができなければ、なし崩し的
に学校の業務として教員の「ボランティア」が強いら
れる状況となる。

Ｃ
 今まで学校が担ってきたスタイルの部活動をそのま
ま地域に移行することは無理であり、これまでの形を
継承することを前提にしなくてもよいと考える。
 地域の実情に応じて、これまでの部活動のスタイル
を継承するかしないか選べるよう配慮すべき。

Ｃ
 広い北海道では、交通手段の確保が難しくなること
が予想される。保護者に負担を押し付けることのない
よう、道および市町村が主体的に問題解決にあたって
ほしい。

Ｃ
 部活動の在り方や考え方の根本的な変革が必要で
す。勝利至上主義からの脱却など、指導者や保護者を
対象とした説明会や研修会を実施すべきと考える。

Ｃ

27

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

24

 市町村教育委員会等と連携して部活動の地域移行に取り
組んでまいります。

25

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

26

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

21

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

22

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

23

 いただいたご意見を今後の施策の進め方等の参考とする
とともに、必要な財源措置などを国に要望いたします。

20

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 道の計画では、道教委が行うのは地域や保護者、関
係機関等への「周知」や市町村への「助言」のみで、
実際に地域移行に取り組むのは各市町村となってい
る。
 昨年末に国が示したガイドラインもトーンダウンし
ており、道のスケジュール通りに推進されるとは思え
ない。
 地域ごとに抱える事情や環境は異なるので、トップ
ダウンではなく、各地域や学校の声を拾い上げ、部活
動の地域移行が実現することを願います。

Ｃ
 教員の超過勤務の解消の観点からも、学校の教育活
動から部活動を切り離すこと（地域クラブ活動に移行
すること）は大賛成。

( ほか5件 ) Ｃ
 教員の多忙化に関しては、教育課程上の行事を弾力
的に教科に振り替えられるよう通達してほしい。

Ｃ
 土日に少年団の指導等を行い、十分に休めていない
教員がいる。少年団活動についても、各自治体が責任
を持って地域クラブとして取り扱ってほしい。

Ｃ
 休日の地域移行の取組と同時に、平日についても教
員による部活動の指導は勤務時間内には行わないとす
ると、学校の教育の質の向上につながり、地域の役割
がより明確になるものと考える。

Ｃ
 「部活動を指導したい」という人材が、教員を目指
す改革になってほしい。将来的に学校から部活動をな
くすのであれば、質の高い教員のなり手がいなくなる
と思う。

Ｃ

33

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

30

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

31

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えてい
ます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

32

 まずは休日の部活動から段階的に地域移行することを基
本に、進めてまいりたいと考えていますが、地域の状況に
よっては平日と休日を一体として、環境を整備することも
考えられます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

28

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

29

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えま
す。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 地域の少年団等に完全移行する中で、指導に携わり
たい教員の時間を確保し、指導に対して報酬を支払う
ことが、働き方改革につながると思う。

Ｃ
 地域に任せるのではなく、国が地域を積極的に支援
してほしい。

Ｃ
 これまでの学校での部活動と地域クラブ活動との違
いを明確にした上で、地域移行の取組を進めてほし
い。異なるものであることの理解が広まらないと、こ
れまでの経緯から生徒をよく知る学校が頼りにされ、
働き方改革が進まない。

Ｃ
 行政は、指導者の人材確保にとどまらず、人材育成
に向けても積極的に関わっていくべき。教育現場に混
乱を招かないよう進めてほしい。

Ｃ
 学習指導要領等から部活動指導を削除し、法的根拠
も整えるべき。

Ｃ
 教育委員会等で社会教育に携わる人員を増やし、指
導者として正規の採用を行うべき。

Ｃ
 土日の部分から地域移行を進めていくことに不安を
感じる。平日の部分が学校部活動として残っていて
は、素案にもあるように指導者間での連絡や調整が必
要となり、「地域移行」の趣旨のひとつでもある「働
き方改革」に逆行してしまう。
 北海道は全国に先駆けて、平日も含めた「完全地域
移行」を進めてほしい。

( ほか36件 ) Ｃ

39

 指導者の確保については、様々な手法があると考えてい
ます。いただいたご意見は、今後の施策の参考といたしま
す。

40

 まずは休日の部活動から段階的に地域移行することを基
本に、進めてまいりたいと考えていますが、地域の状況に
よっては平日と休日を一体として、環境を整備することも
考えられます(P9)。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

36

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

37

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

38

 今後、国の動向を注視してまいります。

34

 地域クラブ活動の指導を希望する教員については、兼職
兼業の許可を得て、運営団体・実施主体から報酬を受け指
導にあたることを想定しています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

35

 将来にわたり、子どもたちの持続可能な環境を整備して
いくためには、地域の皆さんの力が大切と考えています。
支援策について、国に要望してしてまいります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 部活動の地域移行に向けて動き出している地域で
は、説明を受けた保護者などから、生徒の地域クラブ
活動への参加にかかわって移動や費用などの面からの
問題点の指摘が出てきており、教員からは、土日から
の移行では、平日と指導者が違うことで、余計に連絡
や調整などの時間がとられるのことや、地域移行して
も、地域クラブ活動で生じた事故や苦情などを学校に
持ち込まれるのではないかということ、兼職兼業が可
能になっても、平日の超過勤務が解消されないと指導
する時間がないなどの意見が出ている。
 国や道には予算と人員確保へ向けてバックアップを
しますと言ってほしい。

Ｃ
 ９ペ－ジ「北海道における方向性」と11ペ－ジ、17
ペ－ジの「（6）部活動の位置付けについての理解と促
進」の記載内容では、説得力が弱い。「部活動を指導
している教員の働き方改革を急ぎ取り組まなければ、
違法状態の放置になる（子どもたちの学びの保障の点
からも大切）」ということを伝え、その方策として、
「これまで部活動が担ってきたことを地域に移行する
ことでスポーツや文化芸術を幅広く、継続的に経験で
きるようにする」ということを伝えるべきだと考え
る。

Ｃ
 道が示した「スポーツや文化芸術に継続して親しむ
ことができる」という方向性の実現が、家庭の経済状
況や居住地に左右されないよう、保護者や本人の受益
者負担増にならないように予算の確保が必要だと考え
る。国や道は、人的な部分も含めて、各市町村が安心
して社会教育として「地域クラブ活動」を運営できる
ようにサポートすると伝えるべきだと思う。

Ｃ
 居住地域の教育委員会では「部活動の地域移行」を
進めるとして、「部活動の顧問をしている方が引き続
き指導員となる場合も」あることなどを説明してい
る。
 これでは、働き方改革が進められないことになって
しまう。「学校教育から部活動は切り離されます」
「教員やこれまでの顧問に指導者となることを強制し
ません」「教員で指導を希望される方は、地域住民の
一員として指導に携わります」といったことを明記す
ることが大事だと思う。

Ｃ

42

 いただいたご意見を今後の施策の進め方等の参考といた
します。

43

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

44

 学校の設置者が兼職兼業の許可をする際には、教員本人
の意思を尊重し、指導を望んでいないにもかかわらず参加
を強いられることがないよう十分に確認して許可すること
が大切と考えています。

41

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります。
 また、必要な支援策は、国に要望してまいります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 地域クラブ活動で生じた事故や苦情を学校に持ち込
まれないように、「地域クラブ活動」を設けた各市町
村が責任をもって対応することも、明記すべきと考え
る。「これまで学校や教員が担ってきた部活動は、地
域で担うことになります」ということを周知徹底する
ことは、スタートに際して大事なことだと思う。

( ほか20件 ) Ｃ
 地域の実情に応じて早期の実現を目指して移行させ
るとなっているが、地方においてはハードルの高い傾
向があるのではないかと感じる。
 受け皿や指導する人材の不足もあるが、地方では部
活動の地域移行の取組を推進する役割の職員が不足し
ていることが大きな課題だと感じる。
 もちろん各市町村教育委員会が進めるべき業務だと
は考えるが、できることならば国や道がある程度の予
算を確保し、推進役を配置できないかと考える。

Ｃ
 部活動は、公平性を保つため、物品等を公費で購入
していると思うが、今後、地域クラブ活動に移行して
いくことで、受益者負担が大きくなり、経済格差など
が一因で、子どもたちの活動に不公平が生じることを
懸念している。

Ｃ
 地域移行の全体像について、児童生徒数や地域の人
口、生活習慣、風土など、何を前提に進めようとして
いるのか分からない。

Ｅ
 部活動の指導は勤務時間内の業務であるべきで、地
域移行は必要だが、誰が主体となり、この移行を進め
るのか、うまく進まない場合はどうする見通しなの
か。
 児童生徒や保護者間に不安が広がっている現状があ
る。

Ｅ
 推進計画(仮称)素案の概要がまとまっていて読みやす
かった。

48

 少子化による生徒数の減少、部活動数の減少などから、
学校だけでは子どもたちのスポーツ・文化環境を継続する
ことは困難な状況となっています。
 部活動の地域移行は、生徒望ましい成長のため、地域の
持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の実情
に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差
を解消することを目的としています。

49

 休日を地域移行する場合、実施主体は、平日は学校、休
日は地域のクラブ等となります。
 円滑に進めるためには、地域において、市町村教育委員
会やスポーツ・文化担当部署、地域スポーツ・文化芸術団
体、学校、保護者等の関係者からなる協議会などを設置
し、意見交換や議論等が大切と考えています。
 なお、合意形成や条件整備等に時間を要する場合は、周
辺市町村等との合同部活動の導入や部活動指導員の配置な
ど、段階的な体制整備を進めることも考えられます。

50

45

 地域クラブ活動中の事故等の対応について、状況によっ
ては、運営団体・実施主体と学校が連携し、対応するケ－
スもあると考えています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

46

 必要な支援を国に要望するとともに、市町村教育委員会
等と連携して取り組んでまいります。

47

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方
－

 今後市町村と連携し計画を推進することに期待し、
応援する。

－
 先進的な取組を行った紋別市を、メディアが失敗や
とん挫扱いしたことに対して抗議等して欲しかった。

－
 部活動の地域移行の取組を進めることが、教員の働
き方改革にもつながり、よりよい授業を児童生徒に提
供することを期待できる。また、地域クラブの生徒
は、より専門的な指導者からスポーツ・文化芸術活動
の指導を受けることを期待できる。
 以上のことから、部活動の地域移行に賛成する。

－
 北海道部活動の地域移行に関する推進計画に賛成。
特に、「休日の部活動の地域移行」と「指導者の確
保」が重要だと考える。

－
 生徒の指導を学校だけで抱え込まないという点でプ
ラスにはたらくと思う。

－
 部活動の地域移行の取組は、私たちが協力できるも
のとして歓迎する。

－
 地域クラブ活動の活動場所は学校か、指導者の指定
したところか、どの程度の頻度で指導するのか、報
酬、交通費は支給されるか、指導の際に必要な道具等
の保管はどうするかなどの個別具体の問題はあるが、
解決できないことではないと考える。

－
 教員の負担軽減につながることを願う。

－
「部活動の地域移行」については概ね賛成。

－

57

58

59

54

55

56

51

52

53

9



○「はじめに」について
№ 意 見 の 概 要

 生徒のニーズも大切だが、地域に根付いた活動、地
域に根付かせたい活動を行っていく視点も大切だと考
える。

Ａ
 生徒数減少により、部活動数を減らさなければなら
ない現状と、指導に当たる教員の負担が大きすぎるこ
とから、地域移行をしていくことは望ましいと考え
る。

Ｂ
 子どもの数が減る中で、部活動の種類も減り、子ど
もたちが希望する部活動を行うこと自体が難しくなっ
てきている。そのような観点からも、すべての自治体
で部活動の地域移行を実現し、子どもたちが望むス
ポーツや文化活動をできるようになるとよい。

( ほか4件 ) Ｂ
 部活動の指導に関して、教員が未経験の競技種目等
の指導を行うことは教員にとっても負担が大きく、指
導を受ける子どもたちにとってもよくない。未経験の
教員が指導者となることがなくなるよう部活動の地域
移行を進めてほしい。

Ｂ
 子どもの数、部活動の種類が減少し、子どもたちが
希望する部活動を行うこと自体が難しくなってきてい
る。少年団の種類、地域の指導者も減少してきてい
る。子どもたちが望む活動を行うためには、ある程
度、活動の種類を確保することが必要であり、北海道
の地理的な条件を考慮の上、人材を確保してほしい。

Ｂ
 関係者から理解が得られずに地域移行がうまくいか
なかったという報道があった。特に地方では地域住
民、保護者の理解を得ることが難しいことが予測され
る。部活動の地域移行をスムーズに行うために、道か
らもPRなどし、意識の醸成をしてほしい。

( ほか1件 ) Ｂ
 部活動の地域移行を進めるにあたり、教育の機会均
等の理念を踏まえ、地域の取組状況に差が生じないよ
う、指導者や活動場所の確保などについて手立てを講
じ、子どもたちの多様な活動の機会の確保を第一に、
制度設計を行ってほしい。

Ｂ

66

 部活動の地域移行の目的は、生徒の望ましい成長のため
に、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、
地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図
り、体験格差を解消することを目指すものと考えており、
ご意見の主旨を踏まえ、進めてまいります。

63

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えてい
ます（P5)。

64

 少子化の中、将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化
芸術に継続して親しむことができる機会が確保されるよう
市町村と連携し取り組んでまいります（P5)。
 人材バンクの整備など人材確保に努めてまいります。

65

 部活動の地域移行の取組など、広報・啓発を行ってまい
ります（P11,12）。

62

 少子化の中、将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化
芸術に継続して親しむことができる機会が確保されるよう
市町村と連携し取り組んでまいります（P5)。

意見に対する道の考え方

60

 地域における活動内容については、生徒のニーズのほ
か、地域の意向や特性を生かした活動を考慮することも大
切と考えています。
 いただいたご意見を参考に素案を修正します。

61

 少子化の中、将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化
芸術に継続して親しむことができる機会が確保されるよう
市町村と連携し取り組んでまいります（P5)。

10



№ 意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方
 北海道の広さや人口の偏りを考慮すると、指導者や
活動場所の確保、「地域クラブ活動」の形態などに地
域格差が生じるのではないか不安が大きい。国のガイ
ドラインに準じるだけではなく、北海道特有の課題を
どう克服するか、北海道独自の方向性や活動の姿をよ
り具体的に示すべきだと考える。

( ほか6件 ) Ｂ
 国のガイドラインでは、部活動指導員など適切な指
導者を校長が確保するよう求めているが、道・市町村
教育委員会も一体となって指導者の確保に努めるべき
である。
 部活動は教員の超過勤務の要因となっており、専門
性のない種目の指導に当たらざるを得ない状況がある
ため負担も大きい。

( ほか1件 ) Ｃ
 以前、野球少年団の指導に携わっていたが、教員と
しての本務を後回しせざるを得ない状況になること
や、超過勤務の増加、少年団に関わりのない保護者か
ら忙しそうで相談しにくいといわれるなど、多くの問
題があった。
 現状の公教育の仕組みでは、部活動や少年団活動を
学校(教員)が担うことは不可能かつ不適切で、部活動
(少年団を含む)の地域移行を推進し、学校から完全に切
り離すことが必須である。

Ｃ
 部活動に教員が関わることが最適であると考える場
合には、その教員の働き方などを考慮しつつ校務分掌
としての部活動があってもよいと思う。

Ｃ
 すべての教員が専門性を有しているわけではなく、
家庭環境もひとそれぞれであるため、教員を部活動顧
問に配置する場合は校内で業務過多とならないように
すると同時に本人の意思を確認すべきと考える。

Ｃ
 学校の働き方改革に関して、指導者の確保が課題で
あるが、休日や勤務時間外の部活動を強いられ負担と
なることのないよう求める。

Ｃ
 指導者本人の働き方の問題もあるが、部活動の顧問
が常態的に超過勤務となっている現状がある。各自治
体､地域の体制を整えておくことが大切だと考える。部
活動に参加する子どもたちに不利益がないよう取組を
推進していってほしい。

72

 休日における指導や大会の引率など、教員にとって負担
となっていると承知しています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

73

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

69

 まずは中学校の休日の部活動から段階的に地域移行する
ことを基本に、進めてまいりたいと考えています。

70

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

71

 北海道の部活動方針では、顧問の決定の際に、教員の他
の校務分掌や本人の抱える事情などを勘案した上で行うな
ど適切な校務分掌となるよう留意することとしています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

67

 本道の広域性などを踏まえ、複数の市町村が合同で運営
団体・実施主体となる団体を整備する場合に調整の場を設
置するほか、人材バンクを整備し市町村に提供するなど、
市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります
（P10）。

68

 「ほっかいどう部活動サポーターバンク」を活用するな
ど、部活動指導員等の指導者の確保に努めてまいります。
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№ 意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方
Ｃ

 町の少年団に中学生も一緒に参加して練習するな
ど、町ではさまざま工夫をしてくれているが、少年団
の種類も限られているので、「発達段階やニーズに応
じた多様な活動」を完全に保障することは難しさもあ
る。他町村と連携を図るにしても、町村間の距離もあ
るので、移動手段などの困難さもある。子どもたちの
多様なニーズに応えるためにも資金面、人材面での支
援をお願いしたい。

Ｃ
 計画（素案）にあるとおり、発達段階やニーズに応
じた多様な活動ができる地域クラブ活動が必要だと思
うが、地方の小規模自治体では、活動の受け皿となる
総合型地域スポーツクラブ等の設立自体が難しいとい
う意見も聞く。どの自治体でも総合型地域スポーツク
ラブ等の設立が進むよう働きかけてほしい。

( ほか1件 ) Ｃ
 学校の部活動と地域クラブ活動、既存の少年団の違
いを明確にしてほしい。

Ｃ
 部活動の地域移行実現のためには、目的として掲げ
られている１点目「生徒の望ましい成長のために」
「スポーツ・文化芸術活動の最適化」「体験格差の解
消」を強調すべきであり、２点目の「学校における働
き方改革」はあくまで留意事項的な扱いにすることが
重要。
 このことは指導者等の人材の不足している地域にお
いて特にセンシティブな事柄であり、「働き方改革」
が前面に出ることが建設的な議論の妨げになるおそれ
があると感じている。

Ｃ
 部活動の地域移行の目的に、教員の働き方改革につ
いての記載はないのか。

Ｅ
 当初、部活動の地域移行は、教員の働き方改革が目
的であったように記憶している。計画記載の目的は、
順序が逆ではないか。

Ｅ

78
 記載しています（P5）。

79

 部活動の地域移行の目的は、生徒の望ましい成長のため
に、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、
地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図
り、体験格差を解消することと、学校における働き方改革
を推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えて
います（P５）。

75

 地域移行の受け皿となる団体は、総合型地域スポーツク
ラブや少年団、民間事業者など多様な実施主体が考えられ
るところです。既存の団体がない場合には、新たに総合型
地域スポーツクラブなどの設立することも重要と考えてい
ます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

76

 学校の部活動は、現在、学校教育の一環として学校が主
体で行っている活動のことです。
 一方、地域クラブ活動は、学校部活動から地域移行さ
れ、受け皿となる地域の運営団体等が主体で行う活動のこ
とです。
 少年団活動は、小中学生を対象に社会教育を行う団体が
主体で行う活動のことで、地域クラブ活動の運営団体・実
施主体となることも考えられます。

77

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

74

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、様々な支援について国に要望してまいります。
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№ 意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方
 中学校に入学し、希望に燃えて部活動に励む生徒の
目の輝きを奪うものにはしてほしくない。

－

80

13



○「第１章 国の動向」について
№ 意見の概要

 国は「令和5年度以降、休日の部活動の段階的な地域
移行を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない
教師が休日の部活動に従事しないこととする」として
いるが、道としては、「望まない教師が部活動に従事
しない」など、平日も含めて希望者以外は顧問をしな
い施策が必要だと考える。

Ｃ
 休日の部活動の指導を望まない教員が休日の部活動
に従事することがないように、徹底するべき。現状で
は、部活動が業務の一部のように扱われてしまってお
り、超過勤務の原因のひとつとなっている。

( ほか8件 ) Ｃ
 文化部活動の在り方に関するガイドラインの記載は
ないのか。

Ｅ
 文化部活動の地域移行に関する検討は進んでいるの
か。

Ｅ

84

 スポーツ庁・文化庁は令和４年12月に「学校部活動及び
新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイド
ライン」を改定し、運動部活動、文化部活動ともに、部活
動の地域移行を推進することとしています。

意見に対する道の考え方

81

 北海道の部活動方針では、顧問の決定の際に、教員の他
の校務分掌や本人の抱える事情などを勘案した上で行うな
ど適切な校務分掌となるよう留意することとしています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

82

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えてい
ます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

83

 記載しています（P7,8）。
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○「第２章 北海道における方向性」について
№ 意見の概要

 自治体が地域移行の取組を進めているという話をほ
とんど聞かない状態であり、令和５年度からの休日の
部活動の地域移行を実現できるのか不安。各市町村か
らの具体的な取組等を公表する必要があると感じてお
り、道からの働きかけをしてほしい。

Ａ
 3年間にこだわらず体制が整った地域から移行を進め
ること。

Ｂ
 部活動の地域移行の進め方を協議する場に教員の代
表を必ず含めるか、教員や地域などの意見を取り入れ
る仕組にしてほしい。

( ほか2件 ) Ｂ
 「休日の部活動から段階的に地域移行することを基
本として」、「平日と休日を一体として～調整・協議
する場を整えていくことが必要」、第３章１(1)、(2)に
関わって、地方では指導者確保が難しい現状や、生徒
数の減少等を考えると、市町村をまたいだ組織作りの
視点が必要。その場合に、日常の指導者や活動場所ま
での移動等を考えると、土日を先行させるのではな
く、土日の活動と平日の活動を一体として考えていく
必要があると考える。そのためにも市町村間の連携を
はかる道教委の方針が必要だと考える。

Ｂ
 計画は、令和８年４月には休日の部活動の地域移行
が完了するかのように立案されているが実現できるの
か疑問。進捗状況によっては計画の見直しもあり得
る。

( ほか2件 ) Ｂ
 「令和５年開始令和8年から地域において行うことを
目指す」とあるが、道の考える「方向性」は、現場ま
かせでしかないように思われるため、道教委が直ちに
指導し、見直すべき。

Ｃ

90

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

87

 地域において、市町村教育委員会やスポーツ・文化担当
部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関
係者からなる協議会などを設置し、意見交換をすることが
大切と考えています。（P18）

88

 まずは休日の部活動から段階的に地域移行することを基
本に、進めてまいりたいと考えていますが、地域の状況に
よっては平日と休日を一体として、環境を整備することも
考えられます。
 また、複数の市町村が合同で運営団体・実施主体となる
団体等を整備する場合に調整の場を設置します（P9,10)。

89

 合意形成や条件整備等のため、地域移行の実現に時間を
要する場合には、地域の実情に応じて可能な限り早期の実
現を目指すこととしています（P15）。

意見に対する道の考え方

85

 各市町村の検討状況等を公表することは大切だと考えま
す。いただいたご意見を参考に素案を修正します。

86

 ご意見のとおり、地域の実情やニーズに応じて、実施可
能な種目から取り組むことが大切と考えています（P21）。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 教員の働き方改革推進のため、部活動の地域移行の
推進を求める。小学校における少年団活動についても
教員が担っている実態があり、今後は、小学校におけ
る少年団活動についても地域移行を実現することを求
める。

( ほか1件 ) Ｃ
 地域に指導者がいないことを理由として、休日も学
校での部活動を継続することのないように強く要望す
る。

Ｃ
 学校の部活動は必要ない。部活動を設置する場合は
指導を希望する教員だけで行うべき。

Ｃ
 将来的には部活動ではなく、地域スポーツ団体に移
行するのが望ましい。

Ｃ
 学校の部活動は教員のボランティアで成り立ってい
る。是非、令和７年度末までに地域移行を実現してほ
しい。

( ほか1件 ) Ｃ
 休日に家族との時間を確保できていない教員が複数
名おり、まずは、休日の地域移行が進むことが必要。

Ｃ
 今後想定される部活動の形としては、①学校の部活
動の形で指導は地域の指導者が行う、②部活動と地域
クラブ活動が併存する、③完全に地域クラブ活動に移
行する、といった３パタ－ンが想定されるが、北海道
としてのゴールはどこに置くのか明確にしてほしい。

Ｃ
 「部活動の地域移行」とは、「部活動を学校教育か
ら切り離し、社会教育活動（地域でのスポーツ・文化
芸術体験の場）とする」ことだということを伝えるべ
き。

Ｃ
 教員の平日の業務量が多すぎるため、地域の指導者
との連携等、新たな業務を行う余裕がない。平日の業
務の削減と、増員を求める。

Ｃ

99

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

96

 部活動の地域移行の取組は、学校における働き方改革を
推進し、学校教育の質の向上にもつながるものと考えてい
ます。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

97

 ③をイメージしていますが、まずは休日の部活動から段
階的に地域移行することを基本とし、平日における地域移
行については、地域の実情に応じた休日における取組の進
捗状況を検証し、さらなる検討をすることが必要と考えて
います。

98

 部活動の地域移行は、生徒の望ましい成長のために、地
域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の
実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験
格差を解消することを目指すものであると考えています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

93

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

94
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

95

 ご意見のように実現できるよう、市町村教育委員会等と
連携して取り組んでまいります。

91

 小学校における少年団活動で指導されている教員に対し
て頭が下がる思いです。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

92

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

16



№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 公立中学校等を対象として、休日の部活動から段階
的に地域移行することを基本とする方向性はよい。休
日の部活動の地域移行を概ね達成する目標時期は令和7
年度末を目途とし、令和８年４月から休日の部活動は
地域において行うことを目指すとしているが、指導者
の選定が難しいことが予想され、結果的に、地域の一
員として教員が加わることがないよう注意したい。

Ｃ
 教員の負担軽減のためには、土日だけではなく、平
日を含めた移行を見通した地域移行を進める必要があ
る。学校と、地域や保護者との良好な関係を維持しつ
つ改革を進める必要があるため、学校裁量ではなく各
自治体として責任をもって対応してほしい。

Ｃ
 地域によっては小学校でも部活動を行っている学校
もある。今回の計画では中学校を対象としているが、
道教委は小学校でも部活動が行われている実態を把握
しているのか。今後小学校に対して、策定する推進計
画に準じて取り扱うことを検討すべきではないのか。

( ほか13件 ) Ｃ
 本来は、令和８年度から平日の部活動についても地
域に移行することを目標とするべき。

Ｃ

102

 「北海道の部活動の在り方に関する方針」では、小学校
段階においても部活動と同じようにスポーツや文化等の活
動を学校教育の一環として行っている場合については、児
童の発達段階等を考慮し、休養日等を適切に設定すること
を記載しております。
 いただいたご意見を今後の施策の進め方等の参考といた
します。

103

 平日の地域移行については、地域の実情に応じた休日に
おける取組の進捗状況などを検証し、更なる検討が必要と
考えています。

100

 地域での指導を希望する教員については、兼職兼業の許
可を得て、従事することは可能と考えておりますが、学校
の設置者が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思
を十分確認、尊重するとともに、学校運営に支障がないこ
とも勘案して許可することが大切と考えています。

101

 まずは休日の部活動から段階的に地域移行することを基
本に、進めてまいりたいと考えていますが、地域の状況に
よっては平日と休日を一体として、環境を整備することも
考えられます(P9)。
 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
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○「第３章 道教委の取組とスケジュール」について
№ 意見の概要

 指導を希望する教員の人材バンクについて、担当学
年や分掌によっても忙しさは異なるので、一旦登録し
ていても、登録を解除することや、依頼があった場合
でも断ることもできるようにしてほしい。

Ａ
 道教委の取組に挙げられている「部活動の位置付け
等の周知」や「広報・啓発」においては、目的の１点
目の重要性・必要性や深刻さが正しく伝わるようご留
意いただきたい。

Ｂ
 教員が指導者となった場合も、勤務体制などを配慮
してほしい。

Ｂ
 指導者不足を理由に教員が動員されれば移行が名目
だけになり教員の多忙化は減少しないため、部活動を
地域に移す場合は指導に教員をあてないこと。

Ｂ
 教職員への兼職兼業の強制が行われないよう、通知
等で現場に周知する必要があると考える。

Ｂ
 地域で指導を希望する人材の見極めに課題がある。
指導を希望する人が見つかったので、その方に任せる
といった短絡的な形にならないようにする必要があ
る。
 地域クラブ活動の指導者には、子どもたちを安心し
て任せられる人物が必要で、人物を見極める必要があ
るため、地域のスポーツ・文化芸術協会のような多く
の方が所属する団体に指導者の派遣等を依頼するな
ど、人物の審査を幅広く行ってほしい。

Ｂ
 指導者の確保が困難な地域があり、学校ではなく、
道や市町村が指導者を確保する必要がある。

Ｂ
 生徒の運動部活動のニーズ調査だけではなく、教員
の地域クラブ活動等での指導種目のニーズを把握し、
生徒と指導を希望する教員のマッチングを図り、専門
に指導できる種目がある教員が専門外の指導を任され
るということがないよう配慮願いたい。

( ほか1件 ) Ｂ

111

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

意見に対する道の考え方

104

 人材バンクについて、登録を任意に解除できるしくみは
必要と考えています。
 いただいたご意見を参考に素案を修正します。

108

 地域クラブ活動の指導を希望しない教員が、指導を強要
されることがないよう市町村教育委員会等へ周知してまい
ります。

109

 生徒の安全の確保や暴言・暴力、ハラスメント等の行為
の根絶に取り組むことが必要と考えています。市町村教育
委員会等と連携して取り組んでまいります。

110

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P10）。

105

 部活動の位置付けや現状、地域移行の取組等を広報・啓
発を行ってまいります。

106

 地域での指導を希望する教員については、兼職兼業の許
可を得て、従事することは可能と考えていますが、学校の
設置者が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思を
十分確認、尊重するとともに、学校運営に支障がないこと
も勘案して許可することが大切と考えています。

107

 地域クラブ活動の指導を希望しない教員が、指導を強要
されることがないよう市町村教育委員会等へ周知してまい
ります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 部活動の地域移行に関わり、指導者の数の確保が課
題と考える。特に地方都市であれば大きな課題になる
と考える。

Ｂ
 休日から地域の指導者の導入を進めた場合、平日に
指導する教員と指導理念や指導内容が違った場合、ど
う対応するかが課題と考える。

Ｂ
 教員の中には部活動の指導に積極的に関わりたい
人、部活動を負担に感じている人の両者がいる。兼職
兼業は強制を禁じ、教員が希望する場合にのみ指導に
携わるものとしてほしい。

( ほか14件 ) Ｂ
 休日指導を、各競技団体等からの人材や兼職兼業の
教員の協力で進めるための、 指導費支出等の出どころ
が不安である。

Ｂ
 器楽クラブなど文化部の地域移行は遅れている。専
門性が高く、指導者探しが課題となるが、学校側が指
導者を探すのではなく、市町村教育委員会に人材確保
をお願いしたい。

Ｂ
 教員は業務で多忙であり、地域クラブの指導者とす
る際には業務過多とならないよう配慮が必要。やむを
得ず指導者とする場合には、本人の意思を確認すべ
き。

( ほか19件 ) Ｂ
 部活動をはじめ地域のスポーツ文化活動における指
導はボランティアであるべきだという意識を払拭しな
ければ、いつまでも誰かの負担の上に成立することに
なる。

Ｂ
 指導者が見つからず結局教員に頼ることになってし
まっては、本末転倒。国や都道府県が人材バンクへの
登録を進めるべき。

( ほか2件 ) Ｂ
 地域の外部指導者は中学生への指導経験がない場合
もあるので、中学生への指導に関する研修が必要であ
る。

Ｂ

120

 生徒の安全の確保を徹底し、暴言・暴力、行き過ぎた指
導、ハラスメント等の行為の根絶に取り組むことが必要と
考えます。研修等については、市町村教育委員会等と連携
して取り組んでまいります。

117

 地域での指導を希望する教員について、、学校の設置者
が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思を十分確
認、尊重するとともに、学校運営に支障がないことも勘案
して許可することが大切と考えています。
 また、地域クラブ活動の指導を希望しない教員が、指導
を強要されることがないよう市町村教育委員会等へ周知し
てまいります。

118

 持続可能な環境を整備するためには、指導に対する適切
な対価が必要であることなど、ご意見の主旨も踏まえ、広
報・啓発を行ってまいります（P11）。

119

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P10）。

114

 本学校の設置者が兼職兼業の許可をする際には、指導を
望んでいないにもかかわらず参加を強いられることがない
よう教員本人の意思を十分に確認して許可することが大切
と考えています（P16）。

115

 指導者の報酬、運営団体・実施主体の事務に係る経費な
どの運営費を想定し、活動に必要な会費の設定等を検討す
ることが大切と考えています（P21）。

116

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P10）。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

112

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P10）。

113

 地域クラブ活動と学校の関係者が活動方針や活動状況、
スケジュール等の共通理解を図り、生徒の活動状況に関す
る情報共有等を綿密に行うことが重要と考えています
（P23）。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 教員の長時間労働の是正に向け、教員の兼職兼業に
頼らない指導者の確保、育成と、報酬の予算確保に努
めてほしい。

( ほか4件 ) Ｂ
 地域によっては子どもの数が少なく、十分な活動機
会を与えることが困難なことが想定されるため、学校
単位に限らない大会参加資格について検討するよう中
体連等の各団体に要請してほしい。

( ほか7件 ) Ｂ
 中体連主催の大会運営について、今後見直しを図る
必要があると考える。大会の精査が必要。

Ｂ
 各種大会に参加するにあたって、教員の引率が条件
となる競技が多いため、部活動の地域移行について道
教委や市町村教育委員会から各競技連盟などへ働きか
けをしてほしい。

( ほか2件 ) Ｂ
 活動が過熱化すると費用負担も高額になる傾向があ
るため、過度な金銭負担を保護者に求めることがない
よう歯止めをかけることを求めたい。

( ほか1件 ) Ｂ
 部活動は教育課程外であるにも関わらず、教員が部
活動を担って当たり前とするこれまでの風潮をぜひ改
善していただきたい。
 若い教員が断れないことを前提に部活動顧問を強要
されていることを是正すべき。すべての部活動を教員
が担当しなければならないという意識を改め、指導を
希望する教員だけが指導にあたるべき。

Ｂ
 現行の学習指導要領で、部活動が「学校教育の一
環」として位置付けられているために、「部活動は無
償で行うもの」という誤った認識が保護者に広がって
いる。平日に教員が勤務時間外に行っている部活動指
導は、保護者、生徒から見みると、日常の業務の延長
上にあるため、教員が時間外勤務を行っている実態が
非常にわかりにくくなっている。

Ｂ
 部活動の地域移行にあたって、保護者や生徒への丁
寧な説明が必要。地域移行は、学校が独自に決定した
ことではないことを伝え、従来の部活動からの変更点
等を理解してもらうのは簡単なことではない。理解の
促進については、道や自治体が積極的に進めるべきで
ある。

( ほか7件 ) Ｂ

126

 部活動の位置付け等について、理解の促進に努めてまい
ります（P11,17)。

127

 部活動の位置付け等について、理解の促進に努めてまい
ります（P11,17)。

128

 部活動の位置付け等について、理解の促進に努めてまい
ります（P11,17)。

123

 大会等の主催者に対し、参加資格や運営体制等要請して
まいります（P11）。

124

 大会等の主催者に対し、参加資格や運営体制等要請して
まいります（P11）。

125

 保護者にとって、大きな負担とならないよう、市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P17）。

121

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P10）。

122

 参加資格を学校単位に限定している大会等の主催者に対
し、地域クラブ活動や合同部活動の参加など要請してまい
ります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 土日の移行から進めることや３年間での移行にこだ
わらず、体制が整った地域から平日の移行も直ちに進
めていけるようにしてほしい。土日、平日と分けて考
えると、その間の調整のための事務的な仕事がさらに
増え、担当者の負担となる。
 土日の移行について具体的な案を地域や学校に示す
ときには、平日も同時に移行する場合の具体例を併記
し、土日移行と同時に平日移行のイメージを共有でき
るようにしていくことが大切と考える。

Ｃ
 資金面、人材面で小さな町村へも支援が行き届くよ
うお願いしたい。

Ｃ
 部活動のない学校の児童生徒対象の少年団の運営、
指導に携わる中で、特に中学校の参加のニーズが高
く、地域の受け皿の必要性は極めて高いと考える。

Ｃ
 土日の部活動を地域移行していく中で、部活動指導
手当に充てていた財源を原資とし、行政が主導し、地
域の運営団体・実施主体への地域移行支援策を推進す
べきである。

Ｃ
 地域移行の受け皿がある地域とない地域があり、そ
の格差をどう埋めるのか心配な面がある。

Ｃ
 教員の負担軽減のためにも、まずは休日の部活動指
導の地域移行の完全実施そして、将来的には、部活動
指導が教員の任意になることを期待したい。

Ｃ
 前提として各校で部活動を精査する必要があると思
う。その上で市町村が地域移行の趣旨を積極的に発信
し、市町村内の各団体を取りまとめて中学校の部活動
に代わるものとして地域クラブ活動を位置付けてもら
う必要があると思う。

Ｃ
 地域総合型スポーツクラブ等の立ち上げ、運営等、
中心となって動く地域人材がいないと行政まかせの組
織となってしまう。

Ｃ
 推進体制を整備するにあたり、財政的な支援が無い
とスムーズな移行にはつながらない。

( ほか2件 ) Ｃ

135

 地域において、市町村教育委員会やスポーツ・文化担当
部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関
係者からなる協議会などを設置し、意見交換や議論等が大
切と考えています。（P18）
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

136

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

137
 必要な支援を国に要望するとともに、市町村教育委員会
等と連携して取り組んでまいります。

132

 支援策の財源については、国の動向を注視してまいりま
す。

133

 地域に受け皿となる団体がない場合については、市町村
が実施主体となることも考えられるところです。市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります。

134

 休日における指導や大会の引率など、教員にとって負担
となっていると承知しています。
 地域クラブ活動での指導を希望しない教員が、指導を強
要されることがないよう、周知してまいります。

129

 まずは休日の部活動から段階的に地域移行することを基
本に、進めてまいりたいと考えていますが、地域の状況に
よっては平日と休日を一体として、環境を整備することも
考えられるところです。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

130
 必要な支援を国に要望するとともに、市町村教育委員会
等と連携して取り組んでまいります。

131

 いただいたご意見も参考に部活動の地域移行の取組を進
めてまいります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 複数の市町村が運営団体・実施主体となる場合には
調整の場を設置するのは当然。各自治体において、地
域移行を進める主となる組織は、各学校なのか、市町
村教育委員会なのかを明らかにするべき。

( ほか4件 ) Ｃ
 各自治体が責任を持って総合型地域クラブに移行し
てほしい。

( ほか7件 ) Ｃ
 町の小学校、中学校、高等学校には柔道部がなく、
少年団で練習をしており、すでに地域に移行されてい
る。少年団の参加費用については、少年団本部からの
補助等もあるが、北海道として金銭的支援をしてほし
い。

Ｃ
 できるだけ学校の希望する人材を（兼業も含め）派
遣するようお願いしたい。

Ｃ
 休日の指導について、地域で適切な指導者を確保で
きるのか、地域ごとに指導者の質に格差が生まれるの
ではないか。
 適切な人材が見つからないときは、地域の方が活動
を見守るだけになるのではないか。

Ｃ
 休日の指導については、地域の方に任せるのか、教
員がそのまま指導するのか選択制にするのがよいと考
える。
 その際に、大切なのは休日の部活動指導手当を拡充
することが必要。現状の金額では、不公平感や不満が
出てくると感じる。

Ｃ
 教員以外の指導者が大会引率、緊急時の対応、保護
者の対応等を担うのには指導者自身に抵抗があり、指
導者は中々集まらないと考える。

Ｃ
 ガイドラインを遵守している地域スポーツ団体指導
者への最低でも部活動指導員並みの謝礼の予算化を是
非お願いしたい。

Ｃ
 へき地と都市部では、地域の受け入れ体制も異なる
ことから、地域間格差を少なくするために、地域の指
導者に適正な報酬を支払うようお願いしたい。

( ほか1件 ) Ｃ

144

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

145

 地域クラブ活動の指導者には、指導に対する適切な対価
が必要と考えており、市町村教育委員会等へも伝えてまい
ります。

146

 指導者に適切な対価は必要と考えています。
 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

141
 指導者については、地域における議論なども大切と考え
ています。

142

 指導者の確保については、地域において実情を踏まえた
議論が大切と考えています。
 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

143

 指導者については、地域の実情に応じて確保することが
大切であり、持続可能な環境を整備するためには、指導に
対する適切な対価が必要と考えています。

138

 地域において、市町村教育委員会やスポーツ・文化担当
部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関
係者からなる協議会などを設置し、意見交換をすることが
大切と考えています。

139

 地域移行の受け皿となる団体は、総合型地域スポーツク
ラブや少年団、民間事業者など多様な実施主体が考えられ
るところです。既存の団体がない場合には、新たに総合型
地域スポーツクラブなどの設立することも重要と考えてい
ます。市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいりま
す。

140

 既に地域移行がされている活動に対する支援について、
市町村教育委員会等へも伝えてまいります。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 教職員の長時間労働是正に向け、教職員の兼職兼業
に頼らない指導者の確保・育成に努めること。

Ｃ
 部活動の地域移行について、予算をつけ、人材確保
すべき。それができないのであれば、平日の部活動の
超過勤務分の給与や手当、振替休日を出すべき。労働
に対し対価を支払わなければ、教員を目指す若者が減
少していく。

Ｃ
 教員に限らず、公務員や民間企業、自営業の方など
が、夕方から部活動の指導を行う場合、指導後に残業
を行っていることもあると聞いた。そのような状況で
は、地域の理解を得られないので、専門に指導にあた
ることのできる人材を確保できるよう資金面での制度
を整備してほしい。

Ｃ
 教職員が兼職兼業制度を利用するにしても、学校全
体の業務量が減らないことには、制度の利用自体が難
しい。希望者が制度を利用できるようにするために
も、働き方改革も進めてほしい。

Ｃ
 部活動の事情を知らない外部の方が指導者となって
も混乱することが考えられるため、教員が兼職兼業で
指導者とならざる得ないのが実態だと考える。

Ｃ
 学校の部活動の指導にあたる顧問の熱意を奪うこと
がないよう柔軟な対応を望む

Ｃ
 地方では人材不足が生じることは明らかで、教員に
ある程度頼る必要がある。すべての教員が勤務時間内
に業務を終えられるよう、まずは業務整理を行い、そ
の上で協力意志のある教員については、従事した時間
分の報酬を得られる形で携わるようにすることが大
切。部活動だけではなく、業務の全体量を削減するこ
とが必要。

Ｃ
 指導を希望する教員については、在籍校所在地とは
別の自治体での活動も可能とすること、部活動の無い
校種（小学校、特別支援学校など）も協力可能とする
こと、などの整備も必要と考える。

Ｃ
 地域クラブ活動の運営者、指導者は、無償のボラン
ティアではなく、運営者、指導者に適切な報酬が支払
われることを期待する。

153

 引き続き学校における働き方改革を進めてまいります。

154

 地域クラブ活動の指導を希望する教員が希望する市町村
等を登録できるしくみや、中学校・高校の教員に限らず希
望するすべての教員を指導者とすることを考えています。

155

 持続可能な環境を整備するためには、指導に対する適切
な対価が必要と考えています。

150

 引き続き学校における働き方改革を進めてまいります。

151

 地域クラブ活動と学校の関係者が活動方針や活動状況、
スケジュール等の共通理解を図り、生徒の活動状況に関す
る情報共有等を綿密に行うことが重要と考えています。

152
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

147

 地域の人材を確保することは重要と考えています。
 地域での指導を希望する教員については、兼職兼業の許
可を得て、従事することは可能と考えておりますが、学校
の設置者が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思
を十分確認、尊重するとともに、学校運営に支障がないこ
とも勘案して許可することが大切と考えています。

148

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

149

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方
( ほか4件 ) Ｃ

 一部競技については役場職員や村民の協力を得て、
土日の部活動指導などを行っているが、総合型地域ク
ラブの設立には、人材不足など様々な面から難しさも
ある。どのような市町村でも地域クラブ活動ができる
よう、制度面、資金面、人材面などの整備をお願いし
たい。

Ｃ
 部活動の指導にあたる教員の時間差勤務を奨励して
ほしい。地域の実態や、部活動の指導を行いたい教員
がいることを踏まえると、部活動の指導等を希望する
教員が兼職兼業で指導者となることは十分考えられる
が、兼職兼業の教員が長時間労働とならないよう、時
間差勤務等の取組も検討してほしい。

Ｃ
 過疎地域では、指導者となる人材がいない。公共交
通機関が無いか、利便性が非常に悪い地域があり、民
間クラブや大学などに安易に委託することはできな
い。
 特に冬期間は移動等に苦慮することが予想される。

Ｃ
 教員の兼職兼業にあたり、学校部活動であってもこ
れを事由にした人事異動や採用を行うことは厳に慎む
べきである。

( ほか1件 ) Ｃ
 これまでの部活動の指導者の意見を踏まえ、問題を
解消しながら、地域移行の取組を進めてほしい。

Ｃ
 指導者が見つからない場合は、生徒の運動機会が
減ってしまう恐れがある。

Ｃ
 休日の部活動指導をオンラインで行う場合、生徒の
練習の場に教員がつくことのないような体制にしてほ
しい。

Ｃ
 IＣT を活用した遠隔指導体制の整備に北海道として
も力を入れてほしい。

Ｃ

162

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

163

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

159

 ご意見のとおりと考えています。

160
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

161

 指導者の確保については、地域において実情を踏まえた
議論が大切と考えています。
 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

156

 地域移行の受け皿となる団体は、総合型地域スポーツク
ラブや少年団、民間事業者など多様な実施主体が考えられ
るところです。既存の団体がない場合には、新たに総合型
地域スポーツクラブなどの設立することも重要と考えてい
ます。市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいりま
す。

157

 地域での指導を希望する教員について、、学校の設置者
が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思を十分確
認、尊重するとともに、学校運営に支障がないことも勘案
して許可することが大切と考えています。

158

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 部活動に参加している生徒の中には、日常的に接し
ている教員の指導でなければ活動を続けることが難し
い生徒もいる。

Ｃ
 地域の外部指導者が、兼職兼業する場合には、運営
団体・実施主体が勤務先の協力を取り付ける必要があ
る。

Ｃ
 教員以外の指導者を確保するためには、相応の報酬
と待遇が不可欠。国に対して充分な予算の確保を働き
かけることが必要である。

Ｃ
 地域での運営団体を探すことは、地方では非常に困
難。指導者が見つからず、教員に頼ることにならない
よう、予算面・制度面で配慮してほしい。指導を望ま
ない教員が、地域での指導を強いられることのないよ
う部活動改革の議論を進めてほしい。

Ｃ
 これまでも「地域クラブ活動」への移行を検討する
ときに指導者不足の問題があげられてきたが、特に地
方で運営団体を探すことは難しいと考える。国や道が
方向性を明確にし、責任をもって移行を推進してほし
い。

( ほか2件 ) Ｃ
 平日も含めた地域移行を考えると、兼職ではなく専
任の指導者を確保できる体制づくり、人件費の確保が
必要と考える。

Ｃ
 人材は札幌市とその周辺に集中していると思われる
ので、指導者と教員の人材バンクについては、道教委
と札幌市教委が合同で作成し、全道の市町村に提供し
ていただくようにしてほしい。

Ｃ
 既存の施設は週末は競技会等で使用しており、毎
週、中学生が活動することは難しい。仮設の施設を作
ることを検討する必要がある。

Ｃ
 地域のスポーツ施設の充実が不可欠だが、地域に
よっては施設の維持も難しい状況となっており、環境
整備に向けて国や道の予算確保が必要。

Ｃ

171

 地域クラブ活動の活動場所としては、地域の小中学校や
スポーツ・文化施設、社会教育施設、地域の団体や民間事
業者等が有する施設のほか、使用可能な道立施設の活用を
考えています。

172

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

168

 市町村教育委員会等と連携して取り組むとともに、必要
な支援策は、国に要望してまいります。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

169

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備するなど、指導者の確保について市町村教
育委員会等と連携して取り組むこととしていますが、いた
だいたご意見は今後の施策の参考といたします。

170

 整備する人材バンクの登録は、札幌市在住の指導者も可
能であり、市町村へ提供する考えです。

165

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

166

 持続可能な環境を整備するためには、指導に対する適切
な対価が必要と考えています。必要な財源措置など国に要
望してまいります。

167

 地域クラブ活動の指導を希望しない教員が、指導を強要
されることがないよう市町村教育委員会等へ周知してまい
ります。必要な支援策は、国に要望してまいります。

164

 地域クラブ活動と学校が連携し、日々の生徒の活動状況
に関する情報共有等を綿密に行うことが重要と考えていま
すが、いただいたご意見は今後の施策の参考といたしま
す。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 学校のチームとクラブチームを同じ大会に参加させ
ることは避けてほしい。

Ｃ
 自校の部活動にない競技種目の大会引率をしなけれ
ばならない現状を解消してほしい。

( ほか2件 ) Ｃ
 大会成績を重視する一部の保護者から、学校での部
活動の指導について要求を受けたことがある。地域移
行した際に、保護者からの要求や苦情に対し、どのよ
うに対処すべきか、対応策を検討してほしい。例えば
学校以外の相談窓口の設置等を検討してほしい。

Ｃ
 地域移行のための制度づくりの議論に先行して、現
在の中体連・中文連等、中学生の全国規模の大会等の
在り方の議論が行われなければ、地域の議論は進まな
い実態があることを重く受け止めてほしい。

( ほか1件 ) Ｃ
 平日も含め、地域クラブ活動に完全に移行した際
に、大会の引率業務や運営の業務を学校に割り当てら
れることがないようにしてほしい。日常の活動状況が
わからない中での引率は難しい。

Ｃ
 北海道の広域性や都市部以外では過疎地域が多く、
子どもの数が少ない地域が多いこと、学校の統廃合の
結果、遠距離通学となっている実態から、部活動を思
うようにできない生徒がいる。部活動の地域移行を進
めることはよいと思うが、保護者や生徒の受益者負担
とならないよう、国に十分な予算の確保を要望してほ
しい。

( ほか13件 ) Ｃ
 現行の学習指導要領に部活動が「学校教育の一環」
と位置付けられていることが大きな問題。
 道教委は部活動の位置付けを改訂するよう文科省に
働きかけ、責任を持って部活動を社会教育に移行して
ほしい。

Ｃ
 地域によって保護者の負担に差が出ないよう充実し
た予算を確保してほしい。

Ｃ

180

 保護者にとって、大きな負担とならないよう、市町村教
育委員会等と連携して取り組んでまいります（P17）。

177

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

178

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な財源措置などを国に要望いたします。

179

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

174
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

175

 部活動の位置付けなど理解の促進に努めてまいります。
いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

176

 スポーツ庁から日本中学校体育連盟に要請するなど、大
会の参加資格見直し等の議論が行われています。

173

 地域クラブで活動する生徒の参加機会確保の観点から、
大会等の参加資格が学校単位に限定されている場合には、
地域クラブも参加できるよう大会等の主催者に要請するこ
とが必要と考えていますが、競技によっては、様々な状況
が考えられますので、ご意見の主旨も踏まえ、検討してま
いります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 地域クラブ活動に移行するにあたり、保護者負担を
前提とした考えはいかがなものかと思う。
 これまでの部活動もPTA等からの活動費のほか、参
加者の金銭的な負担もあったが、「地域の実情に応じ
たスポーツ・文化芸術活動の最適化、体験格差の解
消」を目指すのであれば、国や道による予算の確保が
必須だ。

( ほか2件 ) Ｃ
 大会引率についても、教員ではなく、地域の指導者
が行うべき。

Ｃ
 たとえば、北海道知事から部活動の地域移行につい
て発信するなど、スポーツ団体等の戸惑いを払拭する
必要がある。

Ｃ
 「部活動の位置付けについての理解の促進」につい
ては、早い段階で積極的に行うべきものであった。部
活動の指導は教員の本務ではないにも関わらず、多く
は時間外に行われているという実態を地域や保護者な
どに積極的に周知してこなかったことが、多くの誤解
を招いてきた。
 今後に向けて、積極的に議論を重ね、新たな仕組み
を作って欲しい。

( ほか1件 ) Ｃ
 教員、保護者、生徒への周知を行うとあるが、保護
者、生徒への周知は、最終的には教員を介して行われ
ることが予想される。その際、保護者、生徒からの意
見や疑問が教員に向けられ、その理解の促進に際し負
担を強いられるのではないか。

Ｃ
 「これまで通りに部活動を行っていく」ということ
を許してしまいかねない内容に感じる。「教員の超過
勤務の放置は違法行為である」ということを前面に訴
えて、その解決策として「今まで以上にスポーツ・文
化芸術に親しめるように…」地域移行を進めなければ
ならないということを周知すべきと考える。

Ｃ
 指導者が見つかりにくいため、教員の兼職兼業も可
能としているが、その場合の働き方に対して、健康面
や仕事面への配慮はどうなっているのか。

Ｅ

186

 部活動の位置付け等について、理解の促進に努めてまい
ります（P11,17)。

187

 地域での指導を希望する教員について、、学校の設置者
が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思を十分確
認、尊重するとともに、学校運営に支障がないことも勘案
して許可することが大切と考えています。

183

 部活動の地域移行の取組状況等について、広報・啓発を
行ってまいります。

184

 部活動の位置付け等について、理解の促進に努めてまい
ります（P11,17)。

185

 部活動の位置付け等について、理解の促進に努めてまい
ります（P11,17)。

181

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な財源措置などを国に要望いたします。

182

 平日を含め地域移行された活動は、その実施主体が引率
するものと考えています。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 地方大会だけでなく、全道、全国出場する場合の引
率や監督登録などはどう考えているのか。

Ｅ
 当団体から希望するすべての学校に同時に講師を派
遣することは難しいのが現状と考えられる。

－
 土日も指導していきたいという熱意ある教員もい
る。

－
 持続可能な形で学校と地域とが連携して指導を行
なっていくために人材バンクの整備は必須。

－
 18ペ－ジの〈スケジュール例〉では、令和6年度には
指導者を確保するという形で計画が立てられている
が、地方では人材確保が厳しい現状があり、教員の兼
職兼業に頼らざるを得なくなってしまい、働き方改革
と逆行してしまうことが危惧される。そうならないた
めに、人材バンクの活用や広報活動などの徹底に期待
したい。

－
 地域スポーツ団体の中体連大会参加が可能になった
のは非常に意味ある英断であると考える。

－
 地域の競技団体が学校の部活動に協力してくれてい
るため、問題なく進められると思う。

－

192

193

194

189

190

191

188
 地域クラブ活動が参加する大会の引率等は当該団体の指
導者等が行うものと考えます。
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○「第４章 市町村の取組と実施イメージ」について
№ 意見の概要

 学校間に距離があり、路線バスの本数も少ない状況
があるため、保護者が送迎を行うと負担が大きくなっ
てしまう。生徒の移動手段が確保されるよう願う。

( ほか2件 ) Ａ
 文化系のクラブについても十分に検討をしてほし
い。吹奏楽や合唱以外のクラブについてはあまり議論
が進んでいない気がする。「スポーツが苦手で文化部
に入りたいけど、音楽系もつらい」という生徒のニー
ズも踏まえ、クラブを設置してほしい。

Ｂ
 性別や障がいの有無を問わず、気軽に友達と楽しめ
る多様なニーズに応じた活動を行うことができる環境
を整備してほしい。
 スポーツの概念は変化しつつあるにもかかわらず、
学校部活動で設置されている種目は従来型にとどまっ
ている。また、好成績を求めることから脱却できずに
いると思う。地域クラブ活動に移行していくこの機会
に「レクリエーション志向」を取り入れてほしいと思
う。

Ｂ
 大会参加資格の緩和が重要。中体連の合同チームの
規定や引率に教員が必要な点などを緩和するべき。

( ほか1件 ) Ｂ
 市町村は現在の指導者、保護者、校長、競技団体、
教育行政担当者等からなるプロジェクトチームを立ち
上げ、積極的かつ着実に進めることが喫緊の課題であ
る。

Ｂ
 スポーツ・文化芸術活動への参加を希望しない生徒
も一定数いるので、計画（素案）のとおり、地域クラ
ブ活動に参加するかしないか自由選択できるようにし
てほしい。

Ｂ
 地域の指導者が熱心に指導するあまり、子どもたち
にハラスメントを行うことのないよう、適切な指導者
研修を行うとともに、複数体制での指導を取り入れる
ことや、勝利主義の保護者の意識変革をおこない、子
どもたちを守ってほしい。

Ｂ

201

 行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為の根絶に取り組
む必要があると考えています（P22）。

198

 大会等の主催者に対し、合同部活動の参加や、生徒・教
員の過度な負担とならないよう大会等の運営体制を適切な
ものとするよう要請してまいります。

199

 地域において、市町村教育委員会やスポーツ・文化担当
部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関
係者からなる協議会などを設置し、意見交換をすることが
大切と考えています。（P18）

200

 部活動や地域クラブ活動は、生徒の自主的・主体的な参
加による活動と考えています。

197

 地域の実情や生徒のニーズなどを踏まえ、複数種目を経
験できる活動やレクリエーション的な活動等についても検
討していくことが大切と考えています（P14)。

意見に対する道の考え方

195

 ご指摘のとおり、生徒の移動手段が確保されることは大
切だと考えており、市町村教育委員会等と連携し検討して
まいります。
 いただいたご意見を参考に素案を修正します。

196

 部活動の地域移行は、生徒の望ましい成長のために、地
域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の
実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験
格差を解消することを目指すものであり、地域の実情や生
徒のニーズを把握するなど、検討することが大切と考えて
います（P5,19）。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 学校と地域クラブ活動の運営団体・実施主体の関わ
りも大切であるため、指導者への指導や研修を行い、
連絡体制を整えてほしい。

Ｂ
 市町村は、国や道の施策待ちではなく、差し迫った
課題として早期の準備、取組が求められる。

Ｃ
 子どもたちにとって十分魅力のある活動になるよ
う、自治体が運営について責任をもって移行するよう
に慎重に計画することを求める。

Ｃ
 「競技・大会志向でなくレクリエーション志向で行
う活動」等については賛成だが、他校と交流すること
のできる「大会」が、運動のモチベーション維持にも
一役買っている。地方自治体はもちろん国も積極的に
「レクリエーション志向で行う大会」の開催を目指し
ていくべきではないかと考える。

Ｃ
 スケジュールや練習場所、活動状況など学校と地域
クラブの担当者が連携をとることが考えられるが、生
徒や保護者の不満などが学校に寄せられ、地域の指導
者との軋轢か生じることも考えられる。どの部分を学
校が責任を持つのか分担する必要がある。

( ほか3件 ) Ｃ
 過度な活動は慎むべきだが、本格的に活動したい生
徒や保護者もいるため、日常の練習が過熱することが
予想される。「本格的に活動したい生徒」「レクリ
エーションとして活動したい生徒」など、様々なニー
ズに対応できるような仕組みにしてほしい。

Ｃ
 協議会等が増えると、教員の平日業務が増える。勤
務の縮減にならないと思う。

Ｃ
 地方の自治体では、人材確保等、部活動の地域移行
に困難性がある。「単独の市町村では、運営団体・実
施主体の整備が困難な場合には近隣の市町村と連携す
ることも有効であり、必要に応じて、道教委は調整の
場を設置」するという記載のとおり、すべての自治体
で部活動の地域移行ができるようにサポートしてほし
い。

( ほか1件 ) Ｃ

207

 子どもたちの様々なニーズに応えられる環境の整備は大
切と考えています。市町村教育委員会等と連携して取り組
んでまいります。

208
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

209

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

204

 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。

205

 ご意見にある大会開催も大切と考えています。いただい
たご意見は今後の施策の参考といたします。

206

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

202

 地域クラブ活動と学校が連携し、日々の生徒の活動状況
に関する情報共有等を綿密に行うことが重要と考えていま
す。
 また、行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為の根絶に
取り組む必要があり、指導者の研修は重要と考えています
（P19,22）。

203
 市町村教育委員会等と連携して取り組んでまいります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 「地域での指導を希望する公立学校の教員等が兼職
兼業の許可を得て、地域団体の業務に従事できるよ
う」とあるが、現在、教員は多忙化し業務の削減が実
施されていません。
 まずは道教委はこの点について考えるべき。

Ｃ
 地域クラブ活動の指導を兼職兼業の教員に任せるこ
とになった場合にも、責任を各自治体が持つなど負担
を軽くしてほしい。

Ｃ
 教員が兼職兼業したのでは、働き方改革にならな
い。教員が異動した際、前任者が指導を担当していた
のに「担当しない」とは言いにくい。

Ｃ
 柔道などの個人種目と野球などの団体種目では、練
習の体制や指導者の配置など異なる部分があり、両者
を一律の方法で地域移行するのは難しい。特に団体種
目は、練習場所や指導者不足などの課題があるため、
小規模自治体でも地域移行がスムーズにいくように配
慮してほしい。

Ｃ
 現状では休日のわずかな手当を除くと教員がほぼ無
償で支えているが、地域移行後に持続的な活動にして
いくためにも、指導者や運営団体には国や道が経済的
支援をすべき。また、平日も休日も指導できる人材探
しが難航している状況で、そのまま地域移行を目指す
のには無理がある。

Ｃ
 「スポーツ・文化施設の確保」の項目について、活
動場所として町内の施設や学校を活用するのは良いと
思う。集落間の距離があり、練習場所によっては保護
者の送迎やバスの利用が必要な場合があり、各家庭の
負担も増える。バス代の補助など練習会場への移動に
かかわる補助もお願いしたい。

( ほか1件 ) Ｃ
 学校施設が地域クラブの活動場所となる場合に、活
動場所の管理に教員が立ち会うことにならないよう、
行政が主体となって取り組んで ほしい。

( ほか6件 ) Ｃ

216

 教員の負担とならないしくみについて、市町村教育委員
会等と連携して検討してまいります。

213

 各地域において、地域の実情や生徒のニーズなどを踏ま
え、競技毎に検討していくことが大切と考えており、いた
だいたご意見は今後の施策の参考といたします。

214

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な支援策は、国に要望してまいります。

215

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な支援策は、国に要望してまいります。

210

 地域での指導を希望する教員については、兼職兼業の許
可を得て、従事することは可能と考えています。引き続き
学校における働き方改革を進めてまいります。

211

 地域での指導を希望する教員については、兼職兼業の許
可を得て、従事することは可能と考えていますが、学校の
設置者が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思を
十分確認、尊重するとともに、学校運営に支障がないこと
も勘案して許可することが大切と考えています。

212

 地域での指導を希望する教員については、兼職兼業の許
可を得て、従事することは可能と考えていますが、学校の
設置者が兼職兼業の許可をする際には、教員本人の意思を
十分確認、尊重するとともに、学校運営に支障がないこと
も勘案して許可することが大切と考えています。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 大会の運営は教員によってなされているため、地域
移行が進む中で大会運営ができなくなる。

Ｃ
 近隣の町のチームと合同チームを組んで、練習する
場合も考えられるが、中体連の場合、管内が異なると
合同チームでは出場できないという問題がある。
 少子化の進む中、どのようにチームを組んでも大会
参加が可能となるよう、参加資格について大会主催者
への要請をお願いしたい。

( ほか1件 ) Ｃ
 学校の部活動で連合チームを組織し、大会等へ参加
する際、町によってはスクールバスを運行し、生徒は
無料で利用することができているが、他の町に住む生
徒は乗車できない状況がある。
 国や自治体が、スクールバスの運用について、柔軟
に対応する必要性があり、町村間で連合チームを組織
する際にスクールバスの運用について事前に協議する
必要がある。

Ｃ
 設備があり、指導者もいる都市部と、それらが乏し
い地方との差がつかないように、可能な限り保護者、
本人の負担を軽減すべきと考える。
 この施策を行うのは国であるので、国に対し十分な
予算の確保を要望するべきだと思う。

Ｃ
 「部活動の位置付けについての理解の促進」の項目
について、地域の方から、「『部活動の地域移行』と
聞くと『学校の業務を地域にやらせる』って感じがす
る」という声を聞いている。部活動の地域移行に良く
ないイメージをもっている保護者や地域住民も地方で
はいるので、広報活動などでもっと知らせてほしい。

Ｃ
 部活動は、これまで教員がほぼ無償で支えてきてい
るため、地域移行後もこれまで通りで維持していくに
は限界がある。多種にわたる活動を維持し続けるので
あれば、拠点校方式や合同部活動など、地域移行以外
の選択肢が検討されていないのも疑問に感じる。ま
た、教員の負担軽減だけでなく、子どもの視点に立っ
た他のやり方も議論すべき。

Ｃ

222

 少子化による生徒数の減少、部活動数の減少などから、
学校（合同部活動等を含む）だけでは子どもたちのスポー
ツ・文化環境を継続することは困難な状況となっている。
 部活動の地域移行は、生徒望ましい成長のため、地域の
持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の実情
に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差
を解消することを目的としています。

219

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

220

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な財源措置などを国に要望いたします。

221

 部活動の地域移行の取組状況等について、広報・啓発を
行ってまいります。

217

 国のガイドラインでは、「大会等の主催者は、自らの団
体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人員が足りない
場合は～外部委託をするなど、適切な体制を整える」とし
ています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

218

 大会等の主催者に対し、地域クラブ活動や合同部活動の
参加など要請してまいります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 指導者を派遣するスポーツ団体からすると、長年教
員によって運営されてきた学校部活動に指導者を派遣
することに戸惑いがあると考えられる。

Ｃ
 野球やバレーボール、柔道、剣道、水泳などは少年
団もあり、指導者が見つかる可能性もあるが、吹奏楽
などは練習場所も指導者の確保も難しい。地方は市町
村単位だと限界があるので、管内や道など広い範囲で
人材確保ができるような資金面・制度面・人材面の支
援をお願いしたい。

Ｃ
 「地域人材の把握と指導者の確保」の項目につい
て、部活動の指導をしたい教員も一定数いるので、兼
職兼業の制度は賛成だが、会議や研修、授業準備に追
われて、地域クラブ活動の指導まで余裕がないという
人も多いと思う。日々の業務量が減り、もっとゆとり
ができれば、兼職兼業制度を使って、地域クラブで指
導する教員も増えると思うので、働き方改革も合せて
進めてほしい。

( ほか2件 ) Ｃ
 地域で「近隣市町村との連携」をはかり、生徒の希
望する種目等が用意できればよいと思うが、そのため
に生じるであろう移動への配慮には保護者負担を極力
軽減するためにも町の出費が想定され、国や道には、
各市町村の「地域移行」によって生じる移動に対して
の補助をしっかりと確保するような予算の拡充を要望
してほしい。

( ほか3件 ) Ｃ
 公立学校の生徒のみに休養日と活動時間を設定する
ことに疑問を感じる。私立中学校、高等学校について
も同様に休養日と活動時間を設けるべき。

Ｃ
 地域クラブの指導者は、生徒が信頼できる人物であ
ることが条件であり、部活動の顧問と指導の方向性を
共有する必要がある。地域での指導を希望する退職教
員などが指導にあたる方法も考えられるが、人数に限
りがある。

Ｃ
 地域クラブの大会の申し込みは教員がするのか。

Ｅ

228

 地域クラブ活動と学校が連携し、日々の生徒の活動状況
に関する情報共有等を綿密に行うことが重要と考えていま
すが、いただいたご意見は今後の施策の参考といたしま
す。

229

 大会等の参加手続きは、地域クラブ活動の運営団体・実
施主体（指導者を含む。）の業務となるものと考えていま
す。

225

 引き続き学校における働き方改革を進めてまいります。

226

 いただいたご意見は、今後の施策の参考とするととも
に、必要な財源措置などを国に要望いたします。

227

 国のガイドラインでは、私立学校については、国公立学
校の取組を参考にしつつ、高等学校については義務教育終
了後に多様な教育活動が行われている状況を踏まえつつ、
学校等の実情に応じ積極的に取り組むことが望ましいとさ
れています。
 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

223

 いただいたご意見は、今後の施策の参考といたします。

224

 地域での指導を希望する教員や地域の人材を登録する人
材バンクを整備し、市町村に提供するなど、指導者の確保
等について市町村教育委員会等と連携して取り組んでまい
ります。
 また、必要な支援策は、国に要望してまいります。
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№ 意見の概要 意見に対する道の考え方

 国の検討会議提言には「地方公共団体における推進
計画の策定」の記載があったが、市町村等における推
進計画の策定は必須か。

Ｅ
 「公立中学校等を対象として∼休日の部活動の地域移
行を概ね達成する目標時期は令和7年度末を目途とし時
間を要する場合には、地域の実情に応じて可能な限り
早期の実現を目指す」とある部分について、何とか実
現してほしいと強く願う。

－

231

問い合わせ先
北海道教育庁教職員局教職員課（部活動対策推進係）
電話：011-206-6067

230

 推進計画の策定は必須ではありませんが、国のガイドラ
インでは、都道府県・市町村は、例えば推進計画等の策定
により、地域の団体、学校、保護者等の関係者に対し、取
組の背景や地域におけるスポーツ・文化芸術環境の方針、
具体的な取組の内容、スケジュール等について周知し、理
解と協力を得られるよう取り組むとしている。
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