２０１９年ラグビーワールドカップ普及啓発事業
「放課後ラグビープログラムモデル事業」 概要
Ⅰ：実施概要
（１）事業主旨
①2019年ラグビーワールドカップ日本開催の決定、2016年リオデジャネイロから男女とも7人制ラグビーが正
式採用されたことを受け、日本のラグビー競技についての普及・競技力向上が必要とされる。
②競技者増加のための環境整備として、平日・放課後での中学生等のラグビー活動参加機会の創設に取り組む。
（タグラグビー⇒ラグビーへの移行）
③普及促進のための人材確保として、トップアスリートや選手OB人材の活用を行い、「人材の好循環」や「ス
ポーツNPO育成」といった、スポーツの連携・協働にも取り組む。
（２）事業概要
平日の放課後もラグビーが出来る環境を整備し、中学生等の競技者の拡大を図る。
またタグラグビーを経験した小学生が、ラグビーへ移行するための受け皿になること目指す。
（３）事業目的
・ラグビースクール経験者が中学でもラグビーに触れることが出来る機会づくり
・週末のみの練習となるジュニアスクール選手の機会づくり
・ほかのスポーツに取り組む中学生のラグビーに触れる機会づくり
・試合や大会出場を目的としない「スポーツ参加」を希望する中学生の運動機会づくり
・所属ジュニアスクール以外の指導者から教わる技術指導や楽しみ方の創出
（４）対象
中学生を対象とした「放課後ラグビー」モデル作り（地域によっては小学6年生も対象）
（５）方法
平日開催のラグビー教室を新設し、平日放課後とした参加者を募り環境整備に向けたモデルクラブを試験的運
営する。対外試合等の活動は行わない。あくまでも週末の活動を補足するものとして行う。日本ラグビーフッ
トボール協会がモデル教室を運営することで、今後、自主的にアカデミー形式の教室が全国に波及して行くこ
とを狙いとする。また自主運営される方々にノウハウを提供できるよう様々なタイプの教室運営にチャレンジ
する。
（６）要件
・（公財）日本ラグビー協会よりモデル地域を策定し拠点校指定
・（公財）日本ラグビー協会より指導プログラム、コーチを認定
・拠点校に管理者、指導者を配置（委託）
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（７）過去3年間の取り組み
2012年度活動報告
【神奈川クラス】非営利活動法人タイプ

協力：一般社団法人ラグビーパークジャパン

2013年度活動報告
【神奈川県】非営利活動法人タイプ
【滋賀県】教育機関タイプ

協力：一般社団法人ラグビーパークジャパン

協力：びわこ学院大学

【沖縄県】地域ラグビー協会タイプ

協力：沖縄県ラグビーフットボール協会

2014年度活動報告
【東京クラス】トップリーグ＆JRFUリソースコーチ連携タイプ
【群馬クラス】トップリーグタイプ

協力：リコーブラックラムズ

協力：パナソニックワイルドナイツ

【滋賀クラス】教育機関タイプ

協力：びわこ学院大学

【福岡クラス】教育機関タイプ

協力：九州共立大学

【徳島クラス】地域ラグビー協会タイプ

協力：徳島県ラグビーフットボール協会

過去3年間の活動により自主運営をスタートした教室の紹介
【大阪府】（運営団体：一般社団法人プラス）
【滋賀県】（運営団体：立命館大学ラグビー部）
【群馬県】（運営団体：NPO 法人ワイルドナイツスポーツプロモーション）
【徳島県】（運営団体：つるぎラグビーアカデミー）
（８）2014年生の詳細な活動報告（一部抜粋）
①開催地域
【東京クラス】トップリーグ＆JRFUリソースコーチ連携タイプ
指導者：メインコーチ

協力：リコーブラックラムズ

川合レオ（指導者資格：（公財）日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格・ト

ップコーチ資格・WRエデュケーター資格）アシスタントコーチ

田沼広之（元日本代表、リコーブラックラム

ズスタッフ)
開催期間：2014年10月2日～12月18日（全12 回）
開催会場：世田谷区リコー総合グランド（東京都世田谷区宇奈根1-5-1）
参加者：31人（男29人、女2人）
【群馬クラス】トップリーグタイプ
指導者：メインコーチ
アシスタントコーチ

協力：パナソニックワイルドナイツ

水間良武（指導者資格：（公財）日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格）
三宅敬（パナソニックワイルドナイツ所属・元日本代表）

開催期間：2014年10月1日～12月17日（全12回）
開催会場：パナソニック ワイルドナイツグランド（群馬県太田市龍舞町1619-1）
参加者：30人（男26人、女4人）
【滋賀クラス】教育機関タイプ
指導者：メインコーチ

協力：びわこ学院大学

向山昌利（指導者資格：（公財）日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格）
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アシスタントコーチ

西山栄二（NPO法人

東近江スポーツクラブ楽苦備代表理事）

開催期間：2014年10月6日～2015年2月2日（全12回）
開催会場：布引グリーンスタジアム・布引運動公園陸上競技場（東近江市芝原町1503番地）
参加者：12人（男12人、女0人）
【福岡クラス】教育機関タイプ

協力：九州共立大学

下園博信（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格・ＩＲＢエデ

指導者：メインコーチ

ュケーター資格） アシスタントコーチ

松本健志（九州共立大学ラグビー部コーチ/元コカ・コーラレッドス

パークス所属）
開催期間：2014年11月14日～2015年2月13日

(全12回)

開催会場：九州共立大学ラグビーグランド（福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-8）
参加者：31人（男27人、女4人）
【徳島クラス】地域ラグビー協会タイプ
真先健

指導者：メインコーチ
アシスタントコーチ

協力：徳島県ラグビーフットボール協会

(指導者資格：（公財）日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格)

村岡陽平（徳島県ラグビーフットボール協会強化担当）

開催期間：2014年11月6日～2015年2月5日
開催会場：つるぎ町立貞光中学校体育館（徳島県美馬郡つるぎ町貞光字中須賀52番地）
参加者：25人（男25人、女0人）
②最終意識調査結果
第12回に参加者アンケート配布 集計結果別紙参照
③実施レポート
放課後ラグビープログラム 特設ホームページ参照
http://www.houkagorugby.info/
④2014 年度の事業の成果
参加生徒及び保護者に対し第 12 回レッスン終了時にアンケートを実施した。
アンケート結果から、各クラスの特徴を活かした事業展開により、全クラスにおいて高い参加満足度を収めたこ
とが認められた。今年度はトップリーグ連携、大学連携、地域ラグビー協会連携と 3 タイプでのクラス運営となっ
たことで、クラス運営に係る多様な知見とノウハウを蓄積できたことも大きな成果である。また、アカデミー校 3
クラスのうち 2 クラスが来年度より自主運営によるクラス運営を開始するに至ったことも本事業のシステムが機能
した成果と言えよう。
企業、地域、自治体、教育機関、中央スポーツ競技団体が連携して、子どもたちにスポーツ環境と機会を提供す
る本事業は、ラグビーのみならず、他のスポーツでも活用できる新しいスポーツ環境モデルとなることが期待され
る。
こうした成果を収めた要因に次の 3 点が挙げられる。
・モデル校とアカデミー校を設けたことにより、モデル校の指導内容をアカデミー校が踏襲するシステムが機能し、
クラス数が増えても質の高いプログラムが提供できたこと。
・地域協会や近隣のラグビースクールと良好な関係を構築することの重要性を指導者が認識し、他団体との円滑な
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関係が構築されたこと。
・開催数日後にクラスレポートをホームページ上で公開し、活動内容を周知したこと。

また、クラスごとの具体的な成果について以下に挙げる。
・ラグビー競技者の少ない地域（徳島・滋賀）での開催により、未経験者にラグビーに触れる機会提供ができた。
・トップリーグと連携したクラス（東京・群馬）ではトップレベルの指導者、選手から最先端の指導を受けること
で参加者に多くの刺激を与えることができた。
・大学と連携した教室（滋賀・福岡）では、大学に所属する教員志望の学生及びラグビー部員が参加し、参加者へ
の指導を手厚く実施できた。これは連携先の大学においても、参加学生に対する教育的効果があったとの報告を受
けた。
・トップリーグ（東京・群馬）及び大学（滋賀・福岡）と連携したクラスでは、連携先においても新しい地域貢献、
地域連携として可能性が感じられたと報告を受けた。

⑤今後の課題

・本事業は安全を最優先し、ラグビー初心者がラグビーを学ぶことを前提とした事業である。事業の主旨は参
加者募集の際に明示しているが、参加したラグビー経験者の保護者からはフルコンタクトでのゲームや強化を
目的としたハードトレーニングの要望が寄せられる。今後の継続的な事業実施には、特にラグビー経験のある
参加者に対して、事業の主旨理解を徹底する必要がある。
・運動量について、全クラスにおいて参加者の満足度が比較的低い結果となった。ただし、平日の放課後の実
施である点や、JRFU 指導者資格を有する者からラグビーの指導を受ける機会という点において、運動量より
も、あくまでもラグビーを楽しく学ぶことを目的とした運営が良いと思料する。この点においても特にラグビ
ー経験のある参加者に対して事業主旨の理解徹底が求められる。
・ラグビー経験者、未経験者が混在する中、指導者の努力により両者に対して満足度の高いレッスンが行われ
た。多様な競技歴の参加者がある場合には事前にグループ分けを行うなどの準備や現場での判断が肝要となる。
・平成 24 年度からの 3 か年において、開催地域は JRFU 競技力向上委員会コーチ部門により選定された。本
事業の実施希望が多数寄せられていることを踏まえ、今後モデル事業から、次のステップに移行する際は、開
催地域選定方法の明確化や開催希望者への対応について協議する必要があろう。
（９）２０１５年度の実施計画
①開催地域とタイプ
【東京世田谷クラス】トップリーグタイプ
指導者：メインコーチ

協力：リコーブラックラムズ

武川正敏（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会トップコーチ資格、リコーブ

ラックラムズＢＫコーチ） アシスタントコーチ
実施期間：2015年10月1日～12月17日

後藤崇志、森谷和博（リコーブラックラムズスタッフ)

(全12回)

開催時間：18:30-20:30
実施会場：世田谷区リコー総合グランド（東京都世田谷区宇奈根1-5-1）
【滋賀クラス】教育機関タイプ
指導者：メインコーチ

協力：びわこ学院大学

向山昌利（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ、元日本代表、び

わこ学院大学短期大学部講師） アシスタントコーチ

西山栄二（NPO法人

理事）
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東近江スポーツクラブ楽苦備代表

実施期間：2015年9月14日～2015年12月21日（全12回）
開催時間：18:30-20:30
実施会場：布引グリーンスタジアム・布引運動公園陸上競技場（東近江市芝原町1503番地）
【群馬クラス】地域ラグビー協会タイプ
指導者：メインコーチ

協力：群馬県ラグビーフットボール協会

三宅 敬（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会トップコーチ資格取得中・World

Rugby Level1,2）アシスタントコーチ

石橋 昇（高崎経済大学ラグビー部BKコーチ）
(全12回)

実施期間：2014年10月5日～1月25日
開催時間：18:30-20:30

実施会場：菊地サッカー・ラグビー場（群馬県高崎市菊地町715）
【東京町田クラス】トップリーグ＆JRFUリソースコーチ連携タイプ

協力：キヤノンイーグルス

指導者：メインコーチ小畑江至（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会
資格／ＩＲＢエデュケーター）アシスタントコーチ
実施期間：2015年9月8日～12月8日

リソースコーチ/強化コーチ

瓜生靖治（元日本代表、キヤノンイーグルススタッフ)

(全12回)

開催時間：18:30-20:30
実施会場：キヤノンスポーツパーク（東京都町田市小野路町5290番地1）
【埼玉クラス】教育機関タイプ
指導者：メインコーチ
S&Cコーチ/

元三洋電機

協力：立正大学

太田正則（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格/元日本代表
現：パナソニックワイルドナイツ）アシスタントコーチ

祝田康彦（指導者資格：

日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格/元三洋電機（現：パナソニック）ワイルドナイツ)
(全12回)

実施期間：2015年9月2日～11月20日
開催時間：18:30-20:30

実施会場：立正大学ラグビー部ラグビー場（埼玉県熊谷市万吉1700）
【静岡クラス】地域ラグビー協会タイプ

協力：静岡県ラグビーフットボール協会

メインコーチ：村上勇（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格） アシスタントコーチ
奥村祥平（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格、オーストラリアコーチングライセン
ス

レベルⅡ)

実施期間：2015年10月2日～12月18日

(全12回)

開催時間：18:30-20:30
実施会場：静岡高校グランド（静岡県静岡市葵区長谷町66番地）
【大阪クラス】トップリーグタイプ
指導者：メインコーチ

南條賢太

Level 1,2 ） アシスタントコーチ
蔭東学園女子ラグビー部

協力：近鉄ライナーズ
（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ・World Rugby
竹田良信 （Hanazono athelete academy

コーチ）・近鉄ライナーズ選手

実施期間：2015年10月6日～2015年12月15日（全12回）
開催時間： 18：00～20：00
実施会場 ：東大阪市花園ラグビー場(東大阪市松原南1-1-1)
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コーチ ）・射手矢なずき（樟

【福岡クラス】教育機関タイプ
鶴丸

指導者：メインコーチ
アシスタントコーチ

協力：九州共立大学
誠（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会育成コーチ資格申請中）

西浦達吉（元日本代表、コカ・コーラレッドスパークスアンバサダー、福岡大学ラグビ

ー部コーチ)
実施期間：2015年9月11日～11月27日

(全12回)

開催時間：18:30-20:30
実施会場：福岡大学ラグビー場(福岡市城南区西片江1-11)
【大分クラス】教育機関タイプ
指導者：メインコーチ

岩崎

協力：日本文理大学

伸吾（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会育成コーチ資格、一木ラグ

ビーアカデミー代表）アシスタントコーチ
実施期間：2015年10月２日～12月18日

永野裕士（日本文理大学ラグビー部監督)

(全12回)

開催時間：18:30-20:30
実施会場：日本文理大学ラグビー場

※大分県大分市一木1727
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