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アスルクラロ沼津は、幼稚園でのサッカー教室からスタートし、
1990年の法人設立から2020年で30年を迎えた『総合型地域スポーツクラブ』

アスルクラロ沼津とＪリーグの理念

Ｊリーグは、1993年・10クラブからスタート。

その理念は、Ｊリーグ100年構想。
・あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場や施設を作ること
・サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめるスポーツクラブをつくること
・「観る」「する」「参加する」。スポーツを通して世代を超えた触れ合いの輪を
広げること

その理念は、明るく豊かな街づくりに寄与すること
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2020シーズン現在で全国39都道府県に渡る全56クラブとなったＪリーグは、従来の

ホームタウン活動からその先の『社会連携活動＝通称：シャレン』へ。

ホームタウン活動：Ｊクラブが地域に根差して行う活動全般をいい、社会貢献活動や
シャレンも含まれる。（活動例：学校訪問や介護施設訪問、町内会のイベントへの参画など）

シャレン：３者以上で
地域課題の解決を目指し、共通価値を作る共創活動

「クラブが何をするか」ではなく「地域がクラブを使って何ができるか」へ

Ｊリーグを
つかおう
LOVE&
CRAZY

・限られた人しかスタジアムに来ない現実から
多様な接点を持つ戦略へ
・地域の持続可能性に関与（人口減少・社会課題）
しなければ将来的にビジネスとして継続ができ
ない危機感 ← SDGs

・いい活動をもっと知ってもらいたい
・より共感でき参画できるものにしたい
・社会投資が進む潮流を捉えたい
・クラブ平均年333回。活動疲れを打破したい

Ｊリーグの『シャレン』とは
2019.4.4「Ｊリーグホームタウン会議資料」ほか参照
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ﾎｰﾑﾀｳﾝ活動

手詰まり



42020.4.4 Ｊリーグホームタウン会議 資料より抜粋



①

アスルの『シャレン』 2019年スタート

総合型地域スポーツクラブや
Ｊリーグクラブの強み

30年のネットワークをいかす

地域防災活動
2019.7.14 沼津市自治会連合会との協定から門池地区で
施行した『防災探検隊』
2020.10 東海６クラブ共同声明『ソナエル東海』の一環、
東部で活躍する人材を育てる『アスル全力防災隊』開始

② 障がい者スポーツの受け皿づくり
2003から自閉症児サッカー教室「みんななかま」を実施
2019 障がい者チーム『アスルクラロジャンプ』発足
2020.1.25 県東部初の障がい者サッカー大会を共催実施

∞ ホームゲーム飲食プラ容器削減・リユース化
サポーターから提案を受け、2020シーズンから協力企業
と連携したマイ箸作りブース出展、マイカップも展開

地域スポーツクラブ化
学校体育中心から地域クラブ主体に。市内を５つに分け進行中

個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

沼津、静岡県東部の

課題解決への寄与を
目指す具体的な活動

⇓
プロジェクト型
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アスルクラロ沼津の理念とシャレン

Ｊ３をたたかうトップチームもシャレンも、すべては

豊かで楽しいまちにしたいから

アスルの理念は、明るく豊かな街づくりに寄与すること（再掲）

現状と目指すところ
・具体的なプロジェクトとしての共感者『プロジェクトスポンサー』or
『アスルシャレンスポンサー』と進めることで、アスルクラロがあってよかった
といわれるような存在に

・チームの成績に加え、地域の共感を得ていくことがスタジアムの実現にも
つながるのではないか

6



【左】 三角形の頂点は細ければ折れやすく、成績に左右される

【中央】底辺を広げるしかない

【右】 縁遠いところにポイントを作るほど、①底辺が広がる

②関心層が重複しないため連携効果が大

理解
応援
層
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シャレン「社会連携」の効果
（なぜサッカーと一見無関係なところにアプローチするのか？）

アスル
理解・応援層

アスル理
解・応援層

例：サッカー関心層×地元チーム関心層
・・・重複しており広がりが狭い

例：障害者スポーツ関心層×防災関心層
・・・関心層が離れている

例：農家支援・エコ・一人親支援etc
広げることで強い地盤を形成、

Ｊ２でやれるステージへブレイクスルー
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【狙い】

１ 太平洋沿岸部に位置する沼津市、「地震、津波が危ないところ」
南海トラフに備える必要性

２ 日頃から備える活動や人材を育て、地域の防災・減災力を高める

３ アスルクラロ沼津が参画することで、地域の多くの人を巻き込める

アスルクラロ沼津 地域防災の取組み



沼津市・沼津市自治会連合会・学校・
損害保険協会・気象庁・静岡地方気象
台・NHK静岡・SBS・静岡新聞・テレビ
東京・Jリーグ・損害保険協会ほか

地域防災 2019

自治会等と連携をし、地域の子どもたちが楽しみながらまちを見て回り、
ぼうさいマップを作成する安全教育プログラム『ぼうさい探検隊』を施行
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『ぼうさい探検隊』の流れ

①参加者がグループごとにまちを探検
②まちの「防災・防犯・安全に関する
施設・設備、危険個所」を発見
③グループで結果をマップにまとめ、
マップを発表

→自分の住む地域への現実的な理解が
深まり、避難時にも役に立つ

※ 一般社団法人日本損害保険協会の
フィールドワーク型プログラム

子どもたちが楽しみながら、まちにあ
る防災・防犯・交通安全に関する施設
や設備を見て回り、マップにまとめる
実践的な安全教育プログラム



日付 項目 内容

10月 事前打合せ ルート選定。ルート地図作成（3ルート選定）
1学校〜最寄り駅
2学校〜地区センター
3備蓄倉庫。備蓄品確認。

11月5日 事前授業 生徒とのコミュニケーションをはかる。ポイントを説明
※ここで生徒と打ち解けた事が実施日の良いスタートにつながった

11月8日 コース下見 ポイント個所を確認

11月12日 実施 カメラ・タブレット・地図・ポストイット等々を持参し、
ポイント個所を確認しチェックする。約1時間散策をしたが、もう1
時間ぐらいあっても良かった
ルートからちょい外れた個所にもチェックしたい場所はあったが次
回の宿題とした

11月15日 マップ作成 拡大した地図にポイントを落しこみ・写真やチェック項目を記入

2019.11 静岡県立沼津特別
支援学校愛鷹分校高校１年
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ぼうさい探検隊 事例



取組み風景
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完成したマップ
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地域防災 2020

アスルクラロの2019の活動に触発され、東海エリア全Ｊクラブ
６クラブが南海トラフエリアに備えた地域防災活動を進めていくことに。

2020.9.1共同プロジェクト「ソナエル東海」発表
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2020.10 ホームゲーム運営ボラ
ンティアを中心に一般にも参加
を呼びかけ、連続講座を開催

アスルは災害時に地域で活躍する
防災スペシャリストを育成することに
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【狙い】

１ 社会から孤立しがちな障がい者も楽しく運動できる
場をサッカーから作りたい

２ 自閉症児サッカー教室『みんななかま』を2003年
から継続。「この集まりのおかげで救われている」
参加者や家族になくてはならないものに
⇒ 一種のコミュニティ・社会な価値に

３ 県東部に障がい者サッカーチームや大会はなく
潜在的ニーズが大きい

４ アスルクラロ沼津が参画することで、さらに
多くの人を巻き込んでいく

アスルクラロ沼津 障がい者スポーツ
受け皿づくり
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アスルクラロ沼津 障がい者スポーツ
受け皿づくり

【取組み】

１ 自閉症児サッカースクール
『みんななかま』

２ ＣＰサッカー体験

３ 障がい者チーム
『アスルクラロジャンプ』

４ 障がい者サッカーフェスティバル



活動名 みんななかま èつばさサッカースクール
参加対象 ・自閉症小学生

・現在登録12人
・常時参加者募集している

・自閉症中学生高校生成人
・現在登録約40人・1回約30人が集まる
・みんななかまの参加者がスライドするため参加者一般
に募集していない

会場 沼津視覚特別支援学校体育館 沼津視覚特別支援学校グラウンド
練習 毎週土曜日 毎週土曜日
参加費用 月5千円、隔週は半額 月6千円、隔週参加は半額
運営 ・主催は静岡県自閉症協会沼津支部

・運営は協会に所属する参加自閉症児の親。アスルクラロス
ポーツクラブがコーチ支援
・サークルや同好会のようなものにアスルが支援をしている
イメージ
・アスルクラロがユニフォーム代わりに練習Ｔシャツを提供

・アスルクラロスポーツクラブが運営（スクールと同
じ）
・アスルクラロがユニフォーム代わりに練習Ｔシャツを
提供

経緯 自閉症協会（？）からアスルでやってもらえないか、山本副
会長に話があり、2003年発足

・2005年、みんななかまの子供が中学生になり、中学
生以上の集まり「つばさサッカースクール」を立ち上げ、
2006年に高校生以上の集まり「èクラブ」立ち上げ
・2019年にこの２つを合わせて現在に至る

その他 ・自閉症児は環境の変化に敏感なので、参加したてはドタバタだが慣れてくればそこまで大変ではない。
・自閉症児が学校を卒業すると、誰もその家庭を守ってくれなくなり、つながりもなくなる。毎週土曜の練習は、子
供をサッカーさせておいて親同士でずっとおしゃべりをしている、ひとつのコミュニティになっている。親同士のつ
ながりは強い。この集まりのおかげで救われている、あって助かるという声をもらう。アスルクラロとしてはやって
よかったもので、将来的にもこのまま維持していきたい。最近は発達障害の子も入るケースがある（自閉症協会への
入会が必要）。 16

１ 自閉症者サッカースクール
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２ 脳性麻痺児サッカー体験会

2020年11月、新たにＣＰサッカーの
体験会を企画・実施
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３ アスルクラロジャンプ

東部の特別支援学校（沼津・沼津愛鷹分校・富士・御殿場）
サッカー部顧問と連携をはかり、月１回の練習をアスルクラ
ロスポーツフィールド第二セレステで開催

◆成果：指導者派遣、グラウンド提供、送迎
バス運行（予定）、選手派遣（予定）

第二セレステ練習実施日
（2020.7.4から毎月第一土曜日）

◆今後：アスルクラロジャンプを障がい者
サッカー協会に登録し、Ｊリーグで３チーム
目の公式チーム設立を目指している。
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４ 障がい者サッカーフェスティバル

障がい者サッカーの大会は県東部にはなく、プレイヤーの
モチベーション向上や障がい者サッカーへの理解・支援を
盛り上げていくためシンボルとなる大会を2019年に企画。

アスルクラロ沼津や協力団体が実行委員会を組織。スポン
サーを募り、映画試写会など前イベント及び大会を開催。

◆電動車椅子サッカーをテーマにした『蹴る』上映会
・2020.10.1 プラザヴェルデ４F会議室

◆第１回静岡障がい者サッカーフェスティバルin東部
・2020.1.25 セレステグラウンド
知的・精神障がい者の大会、
アンプティ・ブラインドサッカーの体験会など



20

第１回フェスティバルの様子


