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Abstract

Community sports clubs are expected to be established under the trinity of local residents, 
companies, and the government, which act as the support system, and the growth of the clubs 
is expected to be concomitant with the growth of the region. Not many studies have been 
conducted in regional sports management to evaluate activities based on the ideas and opinions 
of the supporting bodies, and there are not many cases of feedback provided to the community 
sports clubs. 

This study aims to understand the changes that have taken place in the local community 
due to the founding of the FC Kibi International University Charme (hereinafter referred to as 
Charme) and study the current situation and issues faced by Charme from the perspective of 
club management. Charme is one of the community sports clubs in Takahashi city and is a part 
of Kibi International University’s sports department. Most of its players are university students. 
The club is managed by a collaboration of the residents, government, and local companies of 
Takahashi. 

This study was conducted based on questionnaire and interview-based surveys. The target of 
the surveys were fans and supporters of the club, the local government, sponsor companies, and 
affiliated players.

The results of the surveys indicated that Takahashi is facing a decline in population due to 
declining birthrate and aging of the elderly. The results show that while Charme is supported by 
the local residents, companies, and government, the club also plays a role in the revitalization of 
the region. At the same time, there is a high turnover of players each year, most of them being 
university students. The issues that will possibly need to be addressed in the future are related 
to maintaining team strength and conducting activities for regional contribution.
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Ⅰ．研究の背景および研究の目的Ⅰ．研究の背景および研究の目的

1989年に6チームで発足した日本女子サッ

カーリーグ（以下「なでしこリーグ」と略す

る）は，バブル景気という時代背景もあり， 2
年後の1991年にはチーム数が10チームに増加

し，1998年までの8年間は10チームで開催さ

れることになった．その後，バブル崩壊の影響

によってリーグを脱退するチームが相次いだ．

その結果，1999年は8チームに減少すること

になる．さらに2000年には企業の支援が受け

られなくなった3クラブが，「企業スポーツク

ラブ（いわゆる実業団）」から「地域スポーツ

クラブ」に転換してチームの継続を図るものの，

2000年以降も日本経済の回復はみられず，な

でしこリーグの経営管理は危機的状況が続いて

いる（高藤，2010）．
この「企業スポーツ」から「地域スポーツク

ラブ」への転換は，日本プロサッカーリーグ（以

下「Jリーグ」と略する）も同様の状況にある．

現在ではJリーグ所属クラブも含めて地域密着

をコンセプトに，社会貢献の役割を担う地域ス

ポーツクラブ注1）の形態へと転換したチームが

大半を占めるようになった（河崎，2008）．
地域スポーツクラブが行う社会貢献の活動例

としては，サッカーの普及や振興，地域住民の

健康増進や生活における楽しみの創出，地域イ

ベントや清掃活動への参加，教養講座や体験学

習の開催など様々である（中西，2012）．一方，

地域スポーツクラブによって地域に及ぼす経済

的効果や社会的効果の視点からも分析研究が行

われている．たとえば，なでしこジャパンのワー

ルドカップ優勝を契機とした岡山湯郷Bellの
経済効果の上昇（高藤，2011），ニューウェー

ブ北九州のチームの昇格と経済効果の上昇との

関連（南，2009），鹿島アントラーズFCの地

域活性化への影響（大鋸，1998），浦和レッズ

のまちづくりへの寄与（山田，2009），Jリー

グ加盟9クラブのリーグ昇格による自治体と

の提携の深化などの研究がある（石川ほか，

2014）．しかし，研究対象の多くはJリーグや

なでしこリーグなどトップリーグに所属するク

ラブである．

今日の地域スポーツクラブは，大石ほか

（2011）が指摘するように，地域の住民・行政・

企業が三位一体となった支援体制を得ながら地

域とともに発展するクラブとなることが期待さ

れている．企業（住友金属）の事情と新旧住民

の意向をどのように融合するかという課題に対

して，住民の生活状況をも視野に入れた研究（柳

沢，2006）が行われるなど，住民・企業・行

政など多岐にわたる視点からの研究が求められ

るようになっている．

そこで本研究は，地方小都市である岡山県

高梁市に本拠地を置き ,大学の運動部活動の一

環でありながら「なでしこリーグ」に所属し，

市民や行政 ,地元企業等と連携しながらクラブ

経営を図るFC吉備国際大学Charme岡山高梁

（以下「シャルム」と略する）を研究対象とし

た．シャルムは大学女子サッカー部であるとと

もに，地域スポーツクラブとしての役割も持つ．

本論は，はじめにシャルムの「沿革・戦績」「ス

ポンサー企業およびファンクラブ・サポーター

（以下，サポーター）数の推移」「地域貢献活動」

を概観する．次に，行政（高梁市役所）・スポ

ンサー企業・サポーターおよび選手を対象に

行った聞き取りおよびアンケート調査の結果を

報告する．

それらをもとに，シャルム設立による地域社

会への影響を把握するとともに，大学女子サッ

カー部と地域スポーツクラブのバランスをうま

く図りながら実践するクラブ経営管理の視点か

ら，シャルムの現状と課題を明らかにすること

を目的とする .

Ⅱ． シャルムの沿革・戦績， スポンサー企業おⅡ． シャルムの沿革・戦績， スポンサー企業お

よびサポーター数の推移， 地域貢献活動よびサポーター数の推移， 地域貢献活動

１．高梁市の概要

シャルムが本拠地とする岡山県高梁市は，県

中西部に位置し，市域の大半が吉備高原上の丘

陵地からなる中山間地域にある．農業と観光を

主産業としながら中山間地域の中心地として発

展してきたものの，近年，人口の減少にともな
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い地域の活力は低下を続けている．1970年の

人口は53,270人だったが，1990年には44,039
人，2004年10月1日に上房郡有漢町・川上郡

成羽町・備中町・川上町の4町が高梁市と合併

した後の2010年は34,977人，2019年8月現在

では30,300人と減少を続けており，約20年後

の2040年には19,796人まで減少することが予

想されている（国立社会保障・人口問題研究所，

2019）．
高梁市の人口構造をみると，中山間地域の

特徴として高齢化率が40.0％と全国平均の

28.0％よりも高い．しかし，高梁市に在住する

吉備国際大学や順正高等看護福祉専門学校の学

生の影響で19歳〜23歳までの年齢別人口は突

出して多く注2）「学生のまち」という特徴がある．

したがって，高梁市の地域特性ともいえるこの

人口構造を生かしながら地域の活性化を図るた

めの方策の一つとして，シャルムの活用が有意

義であると考えられる．

２．シャルムの沿革と戦績

吉備国際大学・学友会（体育部会）「クラブ・サー

クル運営委員会」による女子サッカー部の2000
年から2019年9月現在までのシャルムの部員数

と戦績についてのデータを表1に示した．

吉備国際大学女子サッカー部が創部された

2000年の部員数は初心者も含め9名であった

が，翌年には部員数が15名に増え，全日本大

学女子サッカー選手権大会（以下「全日本イン

カレ」と略する）に中国地域代表として初出場

する．さらに2003年は中国女子サッカーリー

グにおいて初優勝を飾った．2005年4月には

スポーツ社会学科の開設にともない，男女サッ

カー部が強化クラブに指定され部員数は25名
にまで増加した．

2008年には部員数が65名に急増し，全日本

年度 部員数

戦績

全日本大学女子サッカー選手権 中国女子サッカーリーグ・なでしこリーグ

2000 9 中国地域予選敗退 － 

2001 15 初出場・予選グループリーグ敗退 － 

2002 17 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ昇格 

2003 18 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ優勝 

2004 12 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ 3 位 

2005 25 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ優勝 

2006 40 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ優勝 

2007 48 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ優勝 

2008 65 3 位 中国女子サッカーリーグ優勝 

2009 60 予選グループリーグ敗退 中国女子サッカーリーグ優勝 

2010 53 予選グループリーグ敗退 なでしこチャレンジリーグ昇格 

2011 46 3 位 なでしこチャレンジリーグ WEST 優勝 

2012 41 3 位 なでしこリーグ昇格 

2013 52 優勝 なでしこリーグ（9 位）残留 

2014 45 3 位 なでしこリーグ（10 位）2 部降格 

2015 54 2 回戦敗退 なでしこリーグ 2 部（8 位）2 部残留 

2016 55 中国地域予選敗退 なでしこリーグ 2 部（9 位）2 部残留 

2017 40 2 回戦敗退 なでしこリーグ 2 部（9 位）チャレンジ降格 

2018 41 2 回戦敗退 なでしこチャレンジリーグ（5 位） 

2019 36 3 回戦敗退 なでしこチャレンジリーグ（9 位） 

表1　シャルムの部員数と戦績（2000年～ 2019年）
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インカレにおいても創部初の3位となった．そ

の後2018年までは40〜50名前後で推移して

いる．これはサッカー部が強化クラブに指定さ

れ特待生制度も充実したこと，2014年まで全

日本インカレの上位となったこと，2011年か

らのチャレンジリーグ参入などチーム力が強化

されたことによる．

なでしこリーグ参入の初年度（2011年）は，

チャレンジWEST（西日本）地区で優勝，なで

しこリーグも同様に，東西リーグから全国リー

グに統一された翌年（2012年）には2位にな

り，入替戦で勝利しなでしこリーグに昇格した．

2013年は，なでしこリーグで苦戦が続いたが1
部残留を果たし，全日本インカレにおいては，

創部14年目にして初優勝を飾った．しかし，

2014年はシーズンを通して未勝利で最下位と

なり，なでしこリーグ2部注4）へ自動降格した．

また全日本インカレにおいては，準決勝で敗退

し2年連続優勝の夢は絶たれた．

2015年および2016年は2部リーグに残留す

るものの，2017年はチャレンジ2位との入替

戦で敗れ，2018年はチャレンジに降格した．

2017年以降も全日本インカレに出場し，1回戦

は勝利するが，2回戦では関東勢の壁は厚く戦

績は低迷している．

３．�スポンサー企業およびサポーター会員数の

推移

表2に（一社）高梁スポーツクラブのデータ

によるシャルムのスポンサー企業およびサポー

ター会員数の推移を示した．スポンサー企業

は高梁市を所在とする企業が約7割を占めてお

り，2013年の69企業から2019年には144企
業までに増加した．一方，サポーターの個人会

員数は，2011年の約400人から2013年に1336
人（法人数は13）にまで増加した．

しかしその後，法人会員は年度により増減し

ているが，チーム戦績の低迷とともに個人会員

数は減少傾向にある．一方，スポンサー企業は

増加傾向にあり，またファンクラブの法人会員

数も減少はみられないとはいえ，2013年およ

び2014年と近年の一社当たりの拠出額をみる

と，減少傾向にあることから、クラブの合計収

入は横這いの状況が続いている．

４．シャルムの地域貢献活動

なでしこリーグに加盟するには，「なでしこ

リーグのホーム試合をチームの所在地内のスタ

ジアムで開催できること」「スタジアムはリー

グ規約に定める基準を満たすものであること」

などの条件が付される．そのため，試合および

練習場の優先的な確保や運営費・活動費等の捻

出が必要となり，シャルムの本拠地である高梁

年度 スポンサー企業

クラブ・サポーター会員

個人 法人 

2011 －* 約 400 － 

2012 －* 約 600 － 

2013 69 1,336 13 

2014 75 976 30 

2015 80 494 17 

2016 108 362 23 

2017 107 388 16 

2018 108 294 18 

2019 144 289 27 

*：2011 年、2012 年は助成金を募った。 

表2　スポンサー企業およびクラブ・サポーター会員数の推移（2011年～ 2019年）
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市役所および高梁市の住民や企業の協力と支援

は不可欠でなった．これを契機として，2013
年度からシャルムは高梁市において地域貢献を

始めることとなった．

表3はシャルムの地域貢献活動参加回数

（2013年度〜2018年度）を示したものである．

地域貢献活動は，「地域イベントへの参加」「サッ

カースクールの開催・指導」の2つに大別でき

る．地域イベントへの参加は，各種祭りやキャ

ンペーン，夜市など多岐に渡っている．サッカー

スクールは，主に保育園児・幼稚園児や小学生

を対象に行っている． 
2013年度から2018年度にかけて，地域イベ

ントの参加数は23〜31回，サッカースクール

は21〜32回となっている．2016年はサッカー

スクールの参加数が21回と少なかったため総

参加数は47回であったが，2013年度から2018
年度にかけての総参加数は微増傾向にある．こ

のような地域貢献活動を地道に継続して行って

いることが，スポンサー獲得やサポーター法人

会員の増加につながっていることは十分に考え

られる．

Ⅲ．方法Ⅲ．方法

１．調査対象者

本研究の調査対象者は， 行政 （高梁市）， スポ

ンサー企業，サポーター， シャルム所属選手，

そしてクラブ運営者である．クラブ運営者へは，

前掲したシャルムの部員数と戦績 （表1）， スポ

ンサー企業およびクラブ・サポーター会員数（表

2），およびシャルムの地域貢献活動参加回数（表

3）に関する資料の提供を求めた．

それぞれの対象者の数および調査の方法，調

査期間は以下のとおりである．

（1）行政（高梁市役所）

シャルムの立ち上げから今日までの状況を知

る高梁市職員4名（管理職の男性1名，総合職

の男性2名，女性1名）に，シャルムGMをと

おしてアンケート調査を依頼した．2015年12
月21日に質問紙を手渡し，12月25日に回収し

た（回収率：100％）．

（2）スポンサー企業

2015年のスポンサー企業80社のうち高梁市

を所在地とする企業60社からランダムサンプ

リングによって抽出した20社（33％）を対象に，

シャルムGMをとおしてアンケート調査を依頼

した．2015年12月13日から16日にかけて質

問紙を手渡し，12月25日から27日にかけて回

収した（回収率：100％）．

（3）サポーター

2015年11月29日に高梁市神原スポーツ公園

で行われた「シャルム感謝祭」への参加者を対

象とした．高梁在住のサポーター 13名に対し

聞き取り調査を行った．

（4）シャルム所属選手

シャルムの選手（54名）に対してアンケー

ト調査を依頼し，45名から回答を得た（回収率：

83％）．2015年12月14日に各選手に質問紙を

手渡し，12月21日から23日にかけて回収した．

（5）クラブ運営者

2015年11月28日および2019年12月5日に

表3　シャルムの地域貢献活動参加回数（2013年～ 2018年）

年度 地域イベント サッカースクール 合 計 

2013 31 21 52 

2014 23 30 53 

2015 27 32 59 

2016 26 21 47 

2017 28 32 60 

2018 30 32 62 
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クラブの運営者（シャルムGM）に対し資料の

提供を求めた．

２．質問項目の構成

質問項目は，大きく「連携・貢献・地域への

思い」「シャルムへの期待」「シャルムによる地

域社会の変化」の3つのカテゴリから成る．こ

れらのカテゴリは，本研究の目的である学校法

人が地域と連携を図りながら経営の主体となり

クラブ運営する珍しいかたちであることも含

め，シャルム設立による地域社会への影響を把

握するために重要な要素であると考え設定した

ものである．

各調査対象者への質問は，行政（高梁市役所）

が11項目，スポンサー企業が8項目，サポー

ターが11項目，シャルム選手が11項目，クラ

ブ運営者が3項目であった（資料1）．

３．分析の方法

質的データの分析方法の基本は，文字データ

に変換された情報を失わずに圧縮する作業で

あり，1つのテーマについてのバリエーション

を確認することにある （寺下，2011）．つまり , 
意見や考えを含んだテキストから特徴的・代表

的な語彙を抽出してコーディングやカテゴリ化

といった作業を行い， 意見や考えを集約するこ

とである．

本研究における聞き取り調査については，あ

らかじめ設定した質問項目について自由に回答

できる方法 （構造化面接法） を，またアンケー

ト調査については，自由記述の回答欄に記入し

てもらう方法を用いて，質問項目（高梁市の連

携・貢献・地域への想い，シャルムへの支援・

期待，シャルムによる地域社会の変化）ごとに

調査対象者から回答を得られている．

したがって ,質問項目ごとにすべての回答を

書き出した後，類似する内容は一つの回答とし

てまとめた．そして，調査対象者間（行政， ス
ポンサー企業， サポーター， 選手） の相違や類

似を比較検討した．

なお，本調査の実施にあたっては，FC吉備

国際大学Charme岡山高梁・GM（ゼネラルマ

ネジャー）の承諾ならびに吉備国際大学倫理審

査委員会の承認を得た．

Ⅳ．結果Ⅳ．結果

行政（高梁市役所），スポンサー企業，サポー

ター，シャルム選手の回答を3つのカテゴリ（連

携・貢献・地域への思い，シャルムへの期待，シャ

ルムによる地域社会の変化）にまとめたものを

表4に示した．

１．連携・貢献・地域への思い

（1）住民の連携

高梁市の住民の連携について行政からは，“合

併前の旧4町間で地域差や個人差がある”，“城

下町気質があり，よそ者を拒むようなところも

ある”，“地域性が強い，地元がこっちではない

ため分からない”の回答があった．またスポン

サー企業からは，“保守的で過疎化が進んでい

る”，“継続的な人口減少によって企業や小売業

は不振であるが，大学があることでどうにか成

り立っている”，“閉鎖的な地域ではあるが，新

しいことが好きなところもある”などの回答が

あった．しかし，シャルム選手は，“住民は地

元愛があり，優しく温かいと感じる”とした一

方，“高梁は静かで安全であるが，店が閉まる

時間が早いための不便さ”を感じていた．

高梁市の住民の連携を強める取り組みとして

行政は，“助成金の交付や地域住民の自主性の

促進”を，スポンサー企業は，“雇用の維持や

収入の向上”，“高梁市のPR活動”，“定住化対

策への貢献”などをあげていた．一方，シャル

ム選手は，“学生のできる活動（朝のあいさつ

やサッカースクールでの指導）”を挙げており，

そのことによって“やりがいや感謝の気持ち”

を感じ取っていた．

（2）高梁市への貢献

高梁市の将来構想として行政は，“市を誇り

に思い明るく健康的で，誰もが夢をもった活気

あふれる街”をあげていたが，“郷土愛を持ち

行動力のある若手の不足”を懸念していた．シャ

ルム選手は，“若者と高齢者の交流の機会を増
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行政（高梁市役所）

①高梁市に住んでいる人たちの連携は強いと思うか。思うならどのようなところか。

②高梁市の住民連携を強める取組として（高梁市役所が主導で）何か行っているか。行っているならどのようなことか。

③高梁市をどのような街にしたいと思うか。

④高梁市にとって今、何が足りない（あるいは必要）と考えるか。

⑤高梁市がシャルムを応援し始めたきっかけ。

⑥高梁市がシャルムに対して協力していることは何か。

⑦シャルムができて高梁市が何か変わったところはあるか。それはどのようなことか。

⑧今後、シャルムにどんな活動を行って欲しいか。また、何を期待するか。

⑨今後、高梁市としてシャルムに協力したいことは何か。

⑩市民にとってシャルムはどのような存在だと思うか。

⑪市民のシャルムに対する関心度・協力度はどのくらいだと思うか。

スポンサー

①高梁市はどのような所だと思うか。

②高梁市のために企業として役に立ちたいと思うか。それはどんなことか。

③高梁市をよくする活動として何か行っているか。それはどんなことか。

④いつからシャルムのスポンサーになっているか。

⑤なぜシャルムのスポンサーになったのか。

⑥スポンサーになってよかったところ/悪かったところは何か。

⑦シャルムができて高梁市に何か変わったところはあるか。それはどのようなことか。

⑧今後、シャルムに期待することは何か。

クラブ・サポーター

①高梁市に住んでいる人たちの結びつきは強いと思うか。

②高梁市の為になにか役に立ちたいと思うか。

③高梁市にどのくらい愛着があるか。

④どのようにシャルムを知ったか。

⑤いつファンクラブに入会したか。

⑥シャルムのファンクラブ以外にどのような会に入っているか。

⑦今年、シャルムの試合を何回くらい観に行ったか。

⑧会員になった理由はなにか。シャルムを応援し始めたきっかけは何か。

⑨今現在もシャルムを応援している理由は何か。

⑩シャルムができて高梁市が何か変わったと感じることはあるか。

⑪今後、シャルムに期待することは何か。

シャルム選手

①高梁市は好きか。また、どんなところが好きか。

②高梁市は住みやすい街か。それはどんなところか。

③高梁市民はどのような人たちだと思うか。

④高梁市のために何か役立ちたいと思うか。また、それはどんなことか。

⑤高梁市を良くする活動として何か行っているか。また、それはどんな活動か。

⑥⑤の活動からどのようなことを感じたか。

⑦シャルムが高梁市にもたらす影響はあると思うか。それはどんなところか。

⑧シャルムによって何か高梁市に変化があったと思うか。それはそんなところか。

⑨シャルムはどのようなクラブだと思うか。

⑩今後、高梁市のために何が必要だと思うか。

⑪今後、高梁市のためにシャルムができることは何だと思うか。

クラブ経営者

①シャルムの部員数と戦績（2000年～ 2019年）

②スポンサー企業およびクラブ・サポーター会員数（2011年～ 2019年）

③シャルムの地域貢献参加数（2013年～ 2018年）

資料1　アンケート調査・インタビュー調査における質問項目
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1．連携・貢献・地域への思い

質問 行政 スポンサー企業 サポーター シャルム選手

（1）住民の連携

高梁市に住んでいる人

たちの連携は強いと思

うか。思うならどのよう

なところか。（行）

高梁市はどのような所

だと思うか。（ス）

高梁市民はどのような

人たちだと思うか。（選）

高梁市は住みやすい街

か。それはどんなところ

か。（選）

・合併前の旧4町間で地

域差/個人差があるし、

弱いところも強いとこ

ろもある。

・城下町気質があり、よ

そ者を拒むようなとこ

ろもある。

・協調性が低い。

・地元がこっちではない

ため分からない。

・歴史と文化の街であり

学園都市であるが、保守

的で過疎化が進んでい

る。

・継続的な人口減少に

よって、企業や小売業の

状況はよくないが、大学

があることで成り立っ

ている。

・閉鎖的な地域ではある

が、新しいことが好きな

ところもある。

・一部の人は連携が強い

が、広がりが少ない。

・地元愛があり、優しく

温かい人が多いと感じ

る。

・静かで安心安全なまち

ではあるが、出かけるま

でが遠く、スーパーが早

い時間に閉まることや

スポーツ店がないこと

が不便と感じることも

ある。

高梁市の住民連携を強

める取り組みとして（高

梁市役所が主導で）何か

行っているか。行ってい

るならどのようなこと

か。（行）

高梁市をよくする活動

として何か行っている

か。それはどんなこと

か。（ス）

高梁市を良くする活動

としてどんなことを

行っているか。また、

そこから何を感じたか。

（選）

・助成金を交付している

ほか、地域住民の自主性

を促進している。

・地元、地域からの雇用

を維持し、収入を上げ

る。

・各団体に所属し地域貢

献、高梁市のPR活動を

行っている。

・定住化対策に貢献した

い。

・ 地 域 貢 献 活 動 と し

て、朝のあいさつ運動

やサッカースクールを

行っている。

・笑顔であいさつを返し

てもらえ、出会いや学び

が多くあることで、楽し

くやりがいを感じる。

・応援されていると自覚

することができ感謝の

気持ちがうまれる。

（2）高梁市への貢献

高梁市をどのような街

にしたいと思うか（将来

の構想）。（行）

・誇りに思い明るく健康

的で、誰もが夢をもった

活気あふれる街。

高梁市にとって今、何が

足りない（あるいは必

要）と考えるか。（行）

今後、高梁市のために何

が必要だと思うか。（選）

・郷土愛を持ち行動力あ

る若手リーダー・グルー

プが不足している。

・若い人と高齢者の交流

の機会を増やすこと。

・多世代にわたってス

ポーツができる環境を

提供すること。

・風情ある街並みを保っ

たまま、地域活性化の場

を学生が主となって活

動すること。

高梁市のために役に立

ちたいと思うか。それは

どんなことか。（ス・サ・

選）

・高梁市への経済的発展

や魅力ある街づくり。

・住みやすい街にしたい

が、何をすればよいか分

からない。また、目立つ

といろいろ言う人が多

い。

・市に支えてもらってい

る分、地域スポーツで高

梁市を活性化させたい

と思う。

（3）地域への思い

高梁市にどのくらい愛

着があるか。（サ）

高梁市は好きか。また、

どんなところが好きか。

（選）

・環境がとてもよく愛着

がある。

・嫁いできた人はあまり

愛着がないと思う。

・緑が多く自然豊かでき

れいな街。

・地域の人が優しくてと

ても好き。

シャルムのファンクラ

ブ以外にどのような会

に入っているか。（ス・

サ）

・商工会議所や観光協会

の他にほとんど入って

いない。

・子どもが地元のダン

スクラブやシャルムの

サッカースクールに

入っている。

・消防団に属している。

表4　アンケート調査・聞き取り調査の結果
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3．シャルムによる地域社会の変化

質問 行政 スポンサー企業 サポーター シャルム選手

シャルムによって高梁

市が何か変わったとこ

ろはあるか。それはどの

ようなことか。（行・ス・

サ・選）

・サッカーに興味を持つ

人が増え、大学と地域が

近くなったが、まだ分か

らない所もある。

・シャルムの活動に刺激

を受けてボランティア

等に参加する人が増え

たように感じる。

・シャルムを応援する事

で高梁市に一体感がう

まれ、活気がでてきた。

・大学と地域の交流が増

加した。

・子どもたちの新たな夢

や目標になっている。

・話題性がある。

・地域の話題になりみん

なが一つになろうとし

ていて、高梁市が明るく

なった。

・盛り上がる機会ができ

た。

・地域と大学生の交流が

増えたことで、多世代に

わたってスポーツをする

・観る機会が増え、ス

ポーツに興味を持つ人

が多くなったように感

じる。

・地域スポーツによって

活性化が起きている。

市民にとってシャルム

はどのような存在だと

思うか。（行）

シャルムが高梁市にも

たらす影響はあると思

うか。それはどんなとこ

ろか。（選）

シャルムはどのような

クラブだと思うか。（選）

・誇りであるが、もっと

地域に愛される、市のシ

ンボル的な存在になっ

て欲しい。

・高梁市に元気や勇気、

夢や希望を与えること

ができ、シャルムが頑張

ることで高梁市が一体

となり活性化を起こす

ことができる。

・よくも悪くも高梁市に

影響を与える高梁市の

象徴的なクラブ。

・地域に支えられなが

ら、地域に感動や希望を

与え、地域と共に歩んで

いるクラブ。

・総合型地域スポーツク

ラブを創設し、スポーツ

で交流できる場を増や

す。

市民のシャルムに対す

る関心度・協力度はどの

くらいだと思うか。（行）

・現時点では、差が出る

と思うが、チームが強く

なることや地域貢献を通

して高まっていくと思う。

今後、シャルムにどんな

活動を行って欲しいか。

また、何を期待するか。

（行・ス・サ）

今後、高梁市のために

シャルムができること

は何だと思うか。（選）

・常に上位にいる強い

チームであり、地域貢献

を通して地域の誇りと

思われるチーム。

・子どもたちにスポーツ

の楽しさを伝えること。

・強いチームになって結

果をだすこと、スポン

サーとの交流会開催な

ど、高梁市を盛り上げて

ほしい。

・地域密着型、地域貢献

の理念の継続、シャルム

が高梁市の宝になって

ほしい。

・スポーツを通して活気

あふれる街づくりに貢

献すること。

・なでしこリーグ1部に

返り咲くこと。自覚を持

つこと。

・なでしこリーグ1部に

上がることや、試合に

勝って高梁市に夢や勇

気、感動を与えること。

・多世代にわたって地域

貢献活動を行い、応援し

たくなるチームになる

こと。

注：カッコ内は調査対象の別を示す（行：行政（高梁市役所）、ス：スポンサー企業、サ：サポーター、選：シャルム選手）。

2．シャルムへの期待

質問 行政 スポンサー企業 サポーター シャルム選手

高梁市がシャルムを応

援し始めたきっかけ

（行）。

なぜスポンサーになっ

たのか。（ス）

会員になった理由はな

にか。シャルムを応援し

始めたきっかけは何か。

（サ）

・なでしこリーグに参

加していて地域活性化

と市民一体感を育むと

思ったから。

・地元の大学チームであ

り高梁市を活性化して

くれると思ったから。

・スポーツ振興のため、

地域スポーツの活性化

が期待できる。

・サッカーが好きで、

シャルムの選手が一生

懸命頑張っている姿が

好きだから。

・子どもがサッカース

クールに入部したこと

が契機となった。
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やすこと”，“学生が主導的に地域の活性化に加

わること”が必要であるとしていた．

また，高梁市への貢献についてスポンサー企

業は，“経済的発展や魅力あるまちづくり”，シャ

ルム選手は“スポーツによる貢献”をあげてい

たが，クラブ・サポーターからは“何をすれば

良いか分からない”，“目立つといろいろ言う人

が多い”などの戸惑いや躊躇がみられた．

（3）地域への思い

高梁市への愛着については，クラブ・サポー

ターから，“環境がよく住みやすいので愛着が

ある”，シャルム選手からは“緑が多く自然豊

かで穏やかな地域である”という回答があった．

地域社会への参加についてスポンサー企業

は，“高梁商工会議所（女性会）・観光協会に

属している”，クラブ・サポーターは，“子ども

が地元のダンスクラブやシャルムのサッカース

クールに入っている”，“消防団に属している”

の回答があった．

２．シャルムへの期待

シャルムへの期待に関する質問のうち，シャ

ルムを応援したきっかけについて行政は，“な

でしこリーグに参加しているクラブチームであ

り，地域活性化と市民一体感が育まれることへ

の期待”，スポンサー企業は，“地元の大学チー

ムによる地域活性化への期待”，“スポーツ振興

のため，地域スポーツの活性化”などシャルム

への地域活性化の期待が応援の契機となった．

一方，クラブ・サポーターからは“サッカーが

好きでシャルムの選手が頑張っている姿が好き

だから”，“子どもがサッカースクールに入部し

たから”が応援の契機として挙げられた．

３．シャルムによる地域社会の変化

シャルムによって高梁市がどのように変わっ

たかの質問について行政は，“サッカーに興味

をもつ人が増え，大学と地域の距離が近くなっ

た”“シャルムの活動に刺激を受けてボランティ

ア等に参加する人が増えた”，スポンサー企業

は，“高梁市に一体感が生まれ活気が出ており，

大学と地域の交流が増したことで子どもたち

の新たな夢や目標になっている”， “話題性があ

る”，クラブ・サポーターは，“地域に連帯感が

生まれ明るくなった”，“盛り上がる機会ができ

た”，またシャルム選手は，“地域と大学生の交

流が増え，スポーツに興味を持つ人が増えた”，

“多世代にわたってスポーツをする・観る機会

を与えることができ，地域が一体となるきっか

けをつくることでスポーツによって地域に活性

化が起きている”などポジティブな変化が挙げ

られていた一方，ネガティブな回答として，大

学と地域間との距離が不確かなことが行政から

挙げられていた．

シャルムの存在について行政の回答は，“誇

りではあるが，今後もっと地域に愛されシンボ

ル的な存在になって欲しい”との期待が込めら

れていた．シャルム選手自身は，“シャルムが

頑張ることで高梁市と一体となり地域の活性化

が期待できる”，“地域に感動や希望を与えられ

るようなクラブになることが必要である”，“総

合型地域スポーツクラブが創設されればスポー

ツで交流できる場が増える”などを挙げていた．

また，シャルムに対する市民の関心度について

行政は，“チームが強くなることで高まるだろ

う”とのことであった．

今後のシャルムへの期待について行政は，“常

に上位にいるチームであること”“地域の誇り

と思われるチームであること”“子どもたちに

スポーツの楽しさを伝えること” スポンサー企

業は，“強いチームになって結果を出すこと”“地

域密着・地域貢献の理念を継続すること”“ス

ポーツを通して活気あふれる街づくりに貢献す

ること”，クラブ・サポーターは，“なでしこリー

グの1部に返り咲くこと”を挙げており，また

シャルム選手も“1部リーグに上がることや夢

や勇気，感動を与えること”“地域貢献活動を

継続し様々な世代のつながりを強めること”を

挙げていた．

Ⅴ．考察Ⅴ．考察

本研究は，人口減少によって地域の活力が低

下している岡山県高梁市において，大学女子
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サッカー部であり地域スポーツクラブでもある

シャルムが設立されて以降，地域社会にどのよ

うな変化をもたらしたのか，また今後さらに地

域貢献を図るためには地域スポーツクラブとし

てのシャルムに何が求められているかを，行政，

スポンサー企業，ファン・サポーター，そして

シャルムに所属する選手の意見や考えをもとに

把握し，クラブ経営の視点からシャルムの現状

と課題を考察することすることである．以下，

シャルム設立による地域社会の変化およびシャ

ルムの現状と課題の2つについて考察する．

１．シャルム設立による地域社会の変化

高梁市の住民の連携については，高梁市は歴

史があるが協調性が低く住民の連携はそれ程強

くないとの意見が，行政，スポンサー企業，ファ

ン・サポーターから挙げられた．しかしシャル

ム選手は，住民の優しさや地元愛を感じており，

また地域貢献活動を通して，人々との出会いの

よろこびや学びをも感じ取っていた．

高梁市の住民の連携を強める方策として行政

は，「助成金の交付」や「住民の自主性の促進」

を，スポンサー企業は，「雇用の維持やPR活動」

や「定住化への貢献」などを挙げていた．しか

し，「郷土愛を持ち行動力のある若者の不足」

が懸念されている．シャルム選手は全員が高梁

市外出身であり学生という立場から，高齢者と

若者との交流の機会を増やす必要性を指摘して

いた．吉備国際大学には社会福祉や地域看護を

専門とする学生もいることから，それらの学生

と地域住民との橋渡しの役割を担うことも期待

できると考える．

シャルムの地域貢献活動のスタートは，なで

しこリーグに加盟しチーム力を強化するためで

あったが，行政やスポンサー企業は，シャルム

に高梁市の活性化を期待していた．一方，クラ

ブ・サポーターは，純粋にサッカーが好きだと

いう理由によりシャルムの応援を始めていた．

これは2011年サッカー日本女子代表「なでし

こジャパン」がFIFA女子ワールドカップにお

いて優勝したことによって女子サッカーが広く

認知されたことも一因と考えられる．

シャルム設立以降の高梁市の変化について，

「サッカーに興味をもつ人が増えた」，「ボラン

ティアに参加する人が増えた」，「地域に連帯感

が生まれ明るくなった」など行政やスポンサー

企業，そしてクラブ・サポーターからはポジティ

ブな変化があげられた．このような変化から，

シャルムの活動を通してスポーツ（サッカー）

を「みる」楽しみや「支える」楽しみなど様々

な楽しみ方を実感する人が増えたことは，ス

ポーツによる社会的効果も含めてソフト面にお

いて地域の活性化へ貢献したことは間違いない

であろう．一方，地域スポーツクラブが新しい

公共の形成に寄与したという報告はあるものの

（金，2013），シャルムの活動が行政やスポン

サー企業が期待する経済的効果などの地域活性

化に直接結びつくかは明らかではないことにつ

いては留意すべきであろう．

2013年および2014年，日本女子サッカー

リーグは，シャルムを含むなでしこリーグ1部
所属10クラブのホームゲーム観戦者を対象に，

「なでしこリーグ　スタジアム観戦者調査」を

実施した（日本女子サッカーリーグ，2013，
2014）．この調査は，「観戦理由」，「クラブや

選手に対する意識」，「観戦経験および基本的属

性」などの統計データを収集することを目的に

実施されたものである（資料2）．
その結果をみると，シャルムは，「応援して

いるクラブが地域に貢献しているから」という

項目において高い評価を得ていた．また，チー

ムに対する愛着・社会貢献への評価に関する項

目，そしてホームチーム・選手などに対する

イメージでは，「礼儀正しさ」，「親しみやすさ」

についての項目において高い評価を得ていた．

本研究結果も以上の結果と同様に，シャルム

はサッカーの試合だけでなく，地域貢献活動等

を通して高梁市民をはじめ地域に密着したクラ

ブである．その一例として，2013年，地元で

のホームゲーム開催を求める市民約12,000人
が署名活動を行い，高梁市の公共スポーツ施設

「神原スポーツ公園」内の多目的グラウンドが

大改修されることになった．改修後は，天然芝

が張り替えられ，これまでの100席の観客席が
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資料2　なでしこリーグ観戦者調査結果（日本女子サッカーリーグ，2013，2014）
観戦者行動の特徴

※各理由項目について「あてはまる」または「大いにあてはまる」に回答した人の割合�

観戦理由（2013年）

応援して

いるクラ

ブの成績

が良いか

友人や家

族に誘わ

れた

地元のク

ラブ

スケジュ

ールの都

合がよか

った

好きなク

ラブを応

援したい

サッカー

観戦が好

き

好きな選

手を応援

したい

周囲で盛

んに話題

になって

いる

チケット

をもらっ

た

対戦相手

との試合

が魅力的

応援して

いるクラ

ブが地域

に貢献し

ている

レジャー

として楽

しい

女性のス

ポーツ

ベガルタ(n=145) 56.6% 25.9% 95.1% 66.2% 98.6% 93.1% 79.7% 26.4% 13.0% 20.0% 84.9% 77.5% 38.0%

浦和(n=150) 14.1% 16.9% 60.3% 60.6% 96.6% 96.6% 81.0% 12.0% 5.7% 43.8% 49.7% 71.7% 30.8%

ジェフL(n=1110) 24.1% 22.9% 77.4% 72.0% 92.6% 90.9% 71.7% 10.5% 4.7% 50.5% 61.9% 68.6% 31.1%

日テレ(n=140) 61.0% 34.6% 54.4% 70.9% 92.8% 94.3% 89.9% 22.7% 13.4% 33.3% 48.9% 71.3% 39.7%

新潟L(n=157) 4.0% 24.7% 96.8% 77.7% 91.6% 92.2% 63.8% 10.7% 10.7% 35.9% 64.5% 73.7% 37.8%

伊賀FC(n=160) 28.5% 41.3% 72.5% 79.5% 88.7% 84.9% 65.8% 30.2% 13.5% 55.3% 68.9% 68.7% 43.8%

大阪高槻(n=132) 6.5% 38.4% 79.2% 78.0% 89.8% 87.9% 74.8% 24.4% 23.0% 30.0% 63.9% 68.6% 39.3%

I神戸(n=242) 71.4% 39.7% 65.8% 80.3% 94.9% 90.0% 91.6% 29.3% 22.6% 75.8% 63.7% 82.5% 43.5%

湯郷ベル(n=226) 19.6% 32.9% 71.4% 61.6% 92.5% 82.8% 88.2% 33.2% 5.2% 40.0% 72.5% 75.5% 42.3%

吉備国大(n=124) 27.6% 43.0% 87.2%87.2% 81.9% 88.1% 94.1% 65.8% 40.7% 3.6% 36.0% 72.6%72.6% 79.3% 46.9%

なでしこリーグ

平均(n=1,586)
33.6 32.4% 75.1% 72.7% 92.9% 90.2% 78.9% 24.7% 12.0% 44.4% 65.4% 74.4% 39.8%

観戦理由（2014年）

応援して

いるクラ

ブの成績

が良いか

友人や家

族に誘わ

れた

地元のク

ラブ

スケ

ジュール

の都合が

よかった

好きなク

ラブを応

援したい

サッカー

観戦が好

き

好きな選

手を応援

したい

周囲で盛

んに話題

になって

いる

チケット

をもらっ

た

対戦相手

との試合

が魅力的

応援して

いるクラ

ブが地域

に貢献し

ている

レジャー

として楽

しい

女性のス

ポーツ

ベガルタ(n=266) 20.2% 26.6% 93.4% 72.4% 96.2% 92.4% 63.0% 16.9% 17.8% 46.3% 78.3% 79.6% 34.4%

浦和(n=123) 44.2% 15.8% 60.3% 55.9% 98.4% 95.9% 75.2% 10.0% 3.3% 15.4% 44.2% 63.0% 21.2%

AS埼玉(n=131) 6.3% 27.9% 72.0% 70.3% 84.6% 90.7% 74.8% 12.0% 19.8% 61.7% 59.7% 81.1% 33.3%

ジェフL(n=118) 27.6% 33.0% 76.5% 74.8% 91.5% 88.0% 64.1% 16.7% 17.9% 29.8% 54.4% 79.8% 33.0%

日テレ(n=157) 29.4% 36.4% 40.8% 70.6% 91.6% 92.3% 87.7% 28.3% 11.8% 66.9% 35.1% 74.7% 40.8%

新潟L(n=153) 28.2% 28.2% 93.4% 77.9% 92.7% 97.4% 72.2% 14.2% 14.7% 53.7% 60.8% 68.9% 26.9%

伊賀FC(n=123) 17.6% 32.2% 63.9% 73.3% 88.1% 83.1% 67.2% 27.7% 16.7% 50.0% 66.9% 73.6% 42.5%

I神戸(n=255) 38.9% 29.5% 65.2% 76.4% 96.0% 92.4% 89.2% 23.1% 15.6% 20.2% 60.0% 75.1% 38.5%

湯郷ベル(n=262) 55.3% 37.4% 75.4% 70.4% 94.4% 88.6% 90.1% 27.8% 8.6% 39.3% 74.6% 78.9% 48.1%

吉備国際大(n=118) 9.5% 37.7% 81.1%81.1% 82.4% 86.9% 85.7% 66.4% 40.4% 17.9% 54.8% 80.7%80.7% 72.9% 47.7%

なでしこリーグ

平均(n=1,706)
30.2% 30.6% 73.4% 72.6% 92.9% 91.0% 76.6% 21.7% 14.3% 42.7% 63.2% 75.4% 37.3%

チームに対する愛着・社会貢献への評価�

【平均値の比較】※尺度は、7:「非常にそう思う」～ 1:「全くそう思わない」の7段階

ホームチーム・選手などに対する愛着（2014年）

選手 チーム 監督 地域 女性スポーツ サッカー

ベガルタ(n=145) 4.45 5.59 4.29 5.63 4.80 6.21

浦和(n=150) 4.27 5.30 3.65 4.32 4.63 6.41

ジェフＬ(n=110) 4.21 5.20 4.21 4.76 4.60 6.37

日テレ(n=140) 4.82 5.37 4.20 4.50 4.85 6.32

新潟L(n=157) 4.13 5.13 3.73 5.16 4.67 6.12

伊賀FC(n=160) 4.51 4.98 4.18 5.21 4.82 5.90

大阪高槻(n=132) 4.50 5.25 4.54 5.31 4.77 6.04

I神戸(n=242) 4.95 5.34 3.93 4.99 5.01 6.07

湯郷ベル(n=226) 4.60 5.46 4.08 5.16 4.76 5.61

吉備国大(n=124) 4.53 5.18 4.30 5.665.66 5.15 6.09

なでしこリーグ平均(n=1,586) 4.53 5.29 4.08 5.07 4.82 6.08
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ホームチーム・選手などに対する愛着（2014年）

選手 チーム 監督 地域 女性スポーツ サッカー

ベガルタ(n=266) 4.17 5.43 4.09 5.58 4.81 6.26

浦和(n=123) 4.20 5.28 3.65 4.42 4.30 6.44

AS埼玉(n=131) 4.71 4.84 3.53 4.78 4.66 6.09

ジェフL(n=118) 4.30 4.95 4.09 4.79 4.62 6.19

日テレ(n=157) 4.91 4.89 4.11 4.26 4.95 6.16

新潟L(n=153) 4.30 4.96 3.62 4.97 4.50 6.15

伊賀FC(n=123) 4.67 4.96 4.30 5.20 4.83 5.71

I神戸(n=255) 4.90 5.39 3.49 4.90 4.92 6.06

湯郷ベル(n=262) 4.77 5.61 4.20 5.25 4.93 5.82

吉備国際大(n=118) 4.64 5.30 4.66 5.455.45 5.10 5.74

なでしこリーグ平均(n=1,706) 4.57 5.23 3.96 5.01 4.79 6.07

【平均値の比較】※尺度は、7:「非常にそう思う」～ 1:「全くそう思わない」の７段階

ホームチーム・選手などに対するイメージ（2013年）

礼儀正しさ スピード感 ひたむきさ かっこよさ 親しみやすさ 力強さ 責任感 美しさ 明るさ 迫力 芯の強さ かわいさ

ベガルタ(n=145) 6.24 5.79 6.45 5.97 6.30 5.75 6.06 5.94 6.40 5.76 6.16 5.95

浦和(n=150) 6.14 5.28 6.17 5.80 6.07 5.27 5.72 5.67 6.12 5.27 5.70 5.81

ジェフＬ(n=110) 6.12 5.78 6.40 5.76 6.20 5.52 5.72 5.41 6.38 5.57 5.94 5.45

日テレ(n=140) 5.79 5.84 6.07 5.92 5.90 5.66 5.82 5.71 6.23 5.77 6.04 5.76

新潟L(n=157) 5.92 4.90 5.95 5.57 5.81 5.05 5.49 5.39 5.96 5.02 5.38 5.53

伊賀FC(n=160) 5.86 5.34 5.86 5.65 5.96 5.37 5.51 5.36 5.84 5.24 5.54 5.41

大阪高槻(n=128) 5.76 5.13 5.80 5.40 5.95 5.05 5.36 5.15 5.94 5.04 5.38 5.33

I神戸(n=242) 6.33 6.44 6.18 6.30 6.10 6.04 6.35 6.56 6.28 6.26 6.08 6.05

湯郷ベル(n=226) 5.84 4.83 6.04 5.66 5.80 5.36 5.58 5.32 5.86 5.35 5.69 5.44

吉備国大(n=124) 6.296.29 5.92 6.34 5.77 6.116.11 5.76 5.83 5.62 6.21 5.73 5.80 5.76

なでしこリーグ

平均(n=1,586)
6.03 5.54 6.12 5.81 6.01 5.51 5.77 5.67 6.11 5.53 5.78 5.67

ホームチーム・選手などに対するイメージ（2014年）

礼儀正しさ スピード感 ひたむきさ かっこよさ 親しみやすさ 力強さ 責任感 美しさ 明るさ 迫力 芯の強さ かわいさ

ベガルタ(n=266) 6.08 5.28 6.13 5.65 6.09 5.30 5.74 5.56 6.18 5.36 5.73 5.60

浦和(n=123) 6.21 5.80 6.48 6.01 6.15 5.61 6.08 5.79 6.28 5.63 6.02 5.72

AS埼玉(n=131) 5.74 4.69 5.62 5.21 5.74 4.59 5.09 5.11 5.66 4.66 5.03 5.18

ジェフL(n=118) 6.12 5.69 6.29 5.73 6.05 5.58 5.86 5.39 6.32 5.61 5.86 5.53

日テレ(n=157) 5.89 5.73 6.02 5.95 5.88 5.55 5.74 5.57 6.07 5.61 5.84 5.54

新潟L(n=153) 5.88 5.13 6.01 5.59 5.84 5.16 5.45 5.45 5.94 5.13 5.50 5.47

伊賀FC(n=123) 5.84 5.31 5.86 5.57 6.03 5.40 5.57 5.30 5.99 5.35 5.53 5.35

I神戸(n=255) 5.97 5.98 6.01 6.07 6.05 5.91 5.87 5.84 6.39 5.93 6.01 5.98

湯郷ベル(n=262) 6.21 5.59 6.39 6.00 6.00 5.79 6.01 5.68 6.06 5.87 6.14 5.76

吉備国大(n=118) 6.256.25 5.38 6.24 5.71 6.176.17 5.46 5.72 5.58 6.32 5.43 5.80 5.84

なでしこリーグ

平均(n=1,706)
6.03 5.49 6.12 5.79 6.01 5.48 5.74 5.56 6.13 5.51 5.79 5.63
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約1,000席になり，選手控室や医務室，クラブ

ハウスなども整備された（2018年2月完成）．

このグラウンドは市民の公募により「シャルム・

スタジアム」と命名された．

２．シャルムの現状と課題

シャルムの存在や期待については，行政，ス

ポンサー企業，クラブ・サポーターは，それぞ

れ「地域に愛されシンボル的な存在」，「地域に

感動や希望を与えられるようなクラブ」「常に

リーグの上位にいるチーム，強いチーム」など

をあげており，シャルムへの期待は大きい．ま

た，シャルム選手も公式戦で結果を残すことに

より，高梁市と一体となり地域に感動や希望を

与えられるクラブになりたいと考えている．

あるスポンサー企業は，「シャルムの試合を

応援に行きたい．しかしながら，高齢者や仕事

の都合上行くことがなかなか難しい人たちもい

る．そんな人たちにとって，シャルムの選手が

地域貢献活動に参加することにより，その方々

は会場には行けないがシャルムを応援している

気持ちは伝えることができる．だからシャルム

の地域貢献活動は重要である」と述べていた．

実際に，2014年・2015年の会員数の減少時に

は，地域貢献活動の内容がサッカースクール中

心にシフトしたこともあり，イベントごとのク

ラブ・サポーター会員を呼び込む回数が減った

事実がある．以上のことから，地域貢献活動の

内容や多寡がクラブ・サポーター会員数の増減

に影響し，経済的な運営にも影響を及ぼすこと

が考えられる．

そのような状況において，地域貢献活動を

行いながら公式戦で結果を残すことは難しい

状況にある．今後の活動の中で，大学生とし

て学業とサッカーの両立という面から地域貢

献活動の在り方が検討されている．また，地

域貢献活動は結果に影響するとの考えから，

地域貢献活動を否定する意見が地域住民や行

政，スポンサー企業から少なからずあがって

いるのも事実である．

クラブ・サポーターの会員数に関しては，な

でしこリーグ1部に昇格した2013年度のピー

ク時には選手がイベントごとにファンクラブを

増やす活動を行い，またチームの成績自体も1
部に残留することができた．また，全日本イン

カレにおいて悲願の初優勝という結果を残した

ことが地域住民の期待度や興味が会員数に大き

く影響したと考えられる．その反面，2014年
度シーズン以降のリーグ戦や全日本インカレな

ど公式大会におけるチームの成績が，クラブ・

サポーター会員数の減少につながったと考えら

れる．

「地域社会貢献の推進」と「リーグ戦におけ

る結果の追求」のどちらが優先されるのかとい

うジレンマは他の地域スポーツクラブの課題と

しても報告されている（山田，2009；輪田ほか，

2012）．したがって，地域貢献活動と公式戦に

おける結果については，ともにファンクラブ数

の増加に寄与し，チーム経営管理において重要

であると考えらえる．このシャルムの事例調査

およびその分析を通じて「地域社会貢献の推進」

と「リーグ戦における結果の追求」の優先順位

やウエイトの比重というジレンマが地域スポー

ツクラブの今後の課題と考えられる．

Ⅵ．まとめⅥ．まとめ

本研究は，岡山県高梁市に本拠地を置き，

なでしこリーグに所属する吉備国際大学シャ

ルムを対象に行った聞き取りおよびアンケー

ト調査をもとに，シャルム設立による地域社

会への影響を把握し，大学女子サッカー部と

地域スポーツクラブのバランスを考察したも

のである．その結果，「地域社会貢献の推進」

と「リーグ戦における結果の追求」のどちら

を優先するのかというジレンマがシャルムの

課題として示された．

注注

注1） 本研究における「地域スポーツクラブ」

の定義は，宇土（1970）のいう経営体

としての地域社会の概念から経営体の主

体を地域としたスポーツクラブである．
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本研究の対象である「FC吉備国際大学

Charme岡山高梁」の経営主体は，吉備

国際大学ではある．しかしながら，日本

女子サッカーリーグには，社会人選手も

含めた地域スポーツクラブ（FC吉備国

際大学Charme岡山高梁）として登録・

出場している．そのため本稿では，シャ

ルムを地域スポーツクラブとした．

注2） 2019年の総人口に占める15歳から24歳
の割合は，全国平均が9.7％に対して高

梁市は10.7％となる．

注3） リーグ規約改定により2019年版には①

チームの母体となる団体に経済的サポー

トの確約がされ，長期にわたりチーム

運営に支障のないよう保証されること②

リーグの公式試合を充分に闘えるだけの

戦力及び施設確保能力を有すること③協

会の諸規定及びリーグの規約ならびにこ

れに付随する諸規定を遵守すること④

チームは，日本法に基づき設立された法

人で運営されていること⑤NL1部およ

びNL2部会員となるチームは，なでしこ

リーグガイドラインの認定を受け，それ

を取り消されていないチームであること

⑥CL会員となるチームは，チャレンジ

リーグガイドラインの認定を受け，それ

を取り消されていないチームであること

と記載されている．

注4） 2010年において，1部リーグは10チー

ムから構成される「なでしこリーグ」残

りの12チームは新規参入チームとともに

「チャレンジリーグ」に再編された．さ

らに，2015年シーズンより，1部リーグ・

10チーム，2部リーグ・10チーム，チャ

レンジリーグ・12チームに再編された（規

定改正により今後さらに変更の可能性が

ある）．
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