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■はじめに
　近年、都市化や生活の利便性の向上などの社会的変化に
伴い、身体を動かす機会が減少し、国民の体力・運動機能
の低下傾向が深刻な社会問題となっている。そんな中、文
部科学省ではスポーツが生活に根付いている欧州諸国等に
見られる総合型地域スポーツクラブの育成・定着を提唱し、
平成７年度からはモデル事業を実施、平成１２年にはス
ポーツ振興基本計画策定など、各種取り組みを行ってきた。
しかし、なかなか全国的に導入実施されるには至っていな
いのが現状である。
　そこで、前稿1)では、日本国内で活動中の総合型地域ス
ポーツクラブに焦点を当て、組織概要、活動内容、クラブ
ハウス・競技施設などの建築的概要等をアンケート調査す
る事によって活動状況の実態把握をすることで、今後の施
設計画の方向性を考察した。しかし、元々、文部科学省が
育成・定着を提唱した欧州諸国等に見られる総合型地域ス
ポーツクラブがどのようなものなのかを明らかにして始め
て、本来目指すべき方向性が明確になるのであろう。
　そこで、本研究では欧州にある総合型地域スポーツクラ
ブ、及びクラブが利用している施設に実際に訪れ、クラブ
責任者や施設管理者にインタビュー式ヒアリング調査やア
ンケート調査を行うことで、本来、総合型地域スポーツク
ラブの目標とされていた欧州型の施設特性を把握した。
■研究目的
　本研究では、様々なスポーツの発祥の地であるイギリス
における総合型地域スポーツクラブの事例について調査を
行い、各クラブの運営形態と利用施設の建築計画的な特性
を明らかにすることを目的とする。
■研究方法
（１）調査対象
　本研究の調査はイギリスのロンドン、及び周辺地区にあ
るスポーツクラブ５件、及び個別クラブが利用する施設
（スポーツセンター、レジャーセンター）５件、合計１０件
を調査対象とした。
（２）調査・研究方法
　平成１５年３月２７日（木）から４月１日（火）まで、上
記施設を個別に訪問し、クラブ責任者（オーナー、クラブ
マネージャー）や施設管理者に対して、組織概要、運営内
容、利用状況、施設概要などのヒアリング調査、及び施設
見学を行った。また、調査協力依頼をして了解を頂いたス

ポーツクラブには、本研究（その1）1)において国内で行っ
たアンケート調査と同じものを実施し、５件中３件の回答
を得た。
■調査結果・考察
（１）立地特性
　今回の調査対象の施設は１０件中８件が、一見、このよ
うな地域にスポーツ施設は無いであろうといった閑静な住
宅街の中に位置し、逆に解せば、それだけ地域密着型の施
設であると考えられる。　
（２）組織形態
　表１の通り、組織形態はNPOが１件、公共が１件、民間が
８件という結果であった。日本の法体系との違いがあるの
か、「民間」と回答をしたクラブにおいても、日本のNPO法
人のようにコミュニティーのための活動を行っているので
あれば、大幅な減税措置を受けている。
（３）会員
　今回調査したどの施設も活動種目数が最低でも2種目以
上あり、会員の年齢層もジュニアから高齢者まで入会して
いる。これは、日本で提唱している総合型地域スポーツク
ラブの条件に通じるものがある。
　また、会員数に関しては、最も少ない施設で250人、最
大で2,000人、平均で1,065人であり、資料からだけでは分
からないが、会員数の大小は経営方針、運営内容、スタッ
フを含めたサービス面等によるものと考えられる。施設面
は何処もそれなりに充実している。
（４）施設所有
　また、表１の№3～7はスポーツクラブの組織自体が施設
を所有しており、№1、2、8～10は施設を所有しないスポー
ツクラブが利用している公共施設である。更に、№8～10
は公共施設の中にスペースを分離した形でフィットネスク
ラブが運営されている。
（５）施設内容
　屋内、屋外を合わせた競技施設（実際にスポーツを行う
空間）数は平均12.4件と大変多い。屋外施設を持たない施
設が、表１の№8がフィットネスクラブの機能を持つ施設
であり、№10がレジャープール中心の施設の２件である事
を考えると、どの施設も屋内、屋外の両方の施設を有して
いることが分かる。また、ほとんどの施設が大変広い屋外
施設（写真1）を有している点は、イギリスの国土利用上の
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特徴とも考えられる。スポーツ発祥の地であり、国技の
サッカー、クリケット、ホッケー、ラグビーが盛んである
事も起因しているのであろう。
（６）施設配置
　屋内競技施設をセンター棟と一体とした大規模な建物と
せず、簡易な建物を個別に配置している点が特徴である。
（７）会員交流施設
　スポーツクラブ施設のセンター棟は、ほとんどが簡素な
老朽化した建物である（写真２、写真３）。しかし、クラブ
運営上に必要な居室（受付、事務所、バーラウンジ、シャ
ワー付き更衣室、トイレ、会議室など）はしっかりと完備
している。
　会員交流の場となるスペースは、どこでも「バーラウン
ジ」である事が分かった（写真４）。スポーツクラブ会員に
は競技から引退した人やサポーターが入会するソーシャル
メンバーという制度があり、このような人にとっては社交
の場になっている。この「バーラウンジ」は１階エントラ
ンス近くの利用しやすい、屋外競技施設でのプレーを見る
ことが出来る景観の良い場所に配置するケースが多い。ま
た、テレビを置き、スポーツ映像を流すところが多い。
■まとめ
　イギリスでは、日本の「総合型地域スポーツクラブ」と
同様またはそれに類似する言葉は存在しない。しかし、実
態として、日本で展開されつつある総合型地域スポーツク
ラブと同様のクラブが存在する。社会背景や施設環境、法
制度、政策展開などは必ずしも同じではなく、イギリスの

施設をそのまま参考にすることは出来ないが、会員交流施
設のあり方はひとつの方向性を示していると考えられる。
また、単にスポーツを行うためだけでなく、会員同士が交
流し、より一層スポーツに親しむことが出来るような共有
スペースとして、クラブハウスを計画する必要がある。
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1 F-Lセンター NPO 不明 － 10以上 商業地区 中規模 6 4

※センター棟、別棟（屋内施設）の
西側に屋外施設を配置している
※センター棟と別棟を地下通路で連
結している

多目的ホール
（バーカウン
ター付）

多目的ホール内
（地下）

2 T-Sセンター 公共 不明 － 10以上
住宅街

（学校敷地内）
中規模 1 3

センター棟（事務、更衣、屋内施設）
の北側、学校との間に屋外施設を
配置している

多目的ホール
多目的ホール内
（2階）

3 BCクラブ 民間 1866年 1,700 5 住宅街 大規模 14 4

屋外施設（グラウンド、テニスコート）
を中心にセンター棟（クラブハウ
ス）、別棟（スカッシュ棟、パビリオ
ン）を分散配置している

バーラウンジ
センター棟の受付奥
のグラウンドに面する
部分（1階）

4 Pクラブ 民間 1911年 2,000 10以上 住宅街 大規模 14 13

エントランス部から屋外施設（テニス
コート）が続き、敷地奥にセンター棟
（クラブハウス、屋内施設）が立地し
ている

バーラウンジ
センター棟の受付脇
の屋外テニスコートに
面する部分（1階）

5 BLTクラブ 民間 1880年 250 2 住宅街 中規模 13 6
センター棟（クラブハウス、屋内施
設）の南側に屋外施設（テニスコー
ト）を配置している

バーラウンジ、
レストラン

センター棟2階でバル
コニー付、屋外テニス
コートに面する　（2
階）

6 ASクラブ 民間 2001年 500 6 住宅街 中規模 5 7

センター棟（クラブハウス、屋内施
設）、別棟（スカッシュ棟、スヌーカー
棟）の東側にテニスコート、北側にグ
ラウンドを配置している

バーラウンジ
センター棟のエントラ
ンスのグラウンドに面
する部分（1階）

7 OAクラブ 民間 1964年 993 5 住宅街 中規模 8 2
クラブハウス、別棟（スカッシュ、更
衣室）の南側に屋外施設（グラウン
ド、テニスコート）を配置している

バーラウンジ
センター棟のエントラ
ンスのグラウンドに面
する部分（1階）

8 C-Lセンター 民間 1993年 － 10以上 住宅街 大規模 10 2
センター棟（クラブハウス、屋内施
設）の北側に屋外施設（グラウンド、
ネットボールコート）を配置している

バーラウンジ
センター棟の受付奥
のグラウンドに面する
部分（1階）

9 CHFクラブ 民間 － 951 2
住宅街

（サッカー競技
場施設内）

小規模 0 2

サッカー競技場のスタンド下、1、2階
部分に立地し、2階にフィットネスジ
ム、更衣室、1階にスタジオを配置し
ている

なし －

10 W-Lセンター 民間 1993年 － 10以上
商業地区
（川沿い）

中規模 0 10

施設半分をレジャープールが占め、
半分を競技施設（スポーツホール、
フィットネスクラブ等）、連結部に交
流スペース、更衣室を配置している

バーラウンジ、
レストラン

レジャープールと屋
内施設との連絡部
で、川を見渡せる部
分（2階）

交流の場、及び施設内立地

表１　イギリスの総合型地域スポーツクラブの特性（調査対象１０ヶ所）

写真１　屋外施設活動状況 写真２　センター棟の外観１

写真３　センター棟の外観２ 写真４　バーラウンジ


