
問　題

　多くの小学校の校庭では、週末に子どもたちが
サッカーや野球をしている姿が見られる。これは小
学校を使ってはいるが、多くの場合学校主催の活動
ではない。子どもたちの保護者が運営し、保護者に
依頼された外部指導者や保護者自身が指導に当たっ
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Abstract

　Community sports clubs can provide children with opportunities for adequate physical exercise. 

However, sports clubs often require a high degree of support from the parents of club members. In the 

present study, the conditions that motivate parents to work for their childrenʼs club teams were 

explored. We conducted an online survey with mothers who had children participating in community-

based junior sports clubs in Japan （N = 276）. The results indicated that high levels of bench 

harassment lead to stronger feelings of burden, in addition to the actual task requirements, such as 

helping the match. This finding suggests the need to develop techniques to decrease bench harassment, 

which is a type of aggressive behaviors. In addition, mothers of a highly skilled child did not feel a 

heary burden even when the time irvestment was significantly high, suggesting that they could derive 

positive rewards from their childrenʼs successes in sports.
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ている。このような、放課後や休日に学校活動とは
別に地域の子どもを集めて運営されるスポーツ団体
は「地域スポーツ」と呼ばれる（永井、2004）。地
域スポーツには安価に行うことができるという長所
がある一方、ボランティア中心で運営がなされるた
め保護者の負担が重いという短所が指摘されてい
る。本稿では、子どもが本格的なスポーツに接し始
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める小学生のスポーツに注目し、保護者が快く地域
スポーツをサポートできるように、どのような条件で
負担を感じやすいのかを検討した。
現代日本における地域スポーツの意義
　まず現代日本における地域スポーツの意義につい
てまとめておく。先進国に共通の現象だが、日本に
おいて青少年の体力や運動能力は低下している（文
部科学省、2011；2014）。子どもが自由に集うことが
できる場の減少・少子化や習い事の増加に伴う遊び
仲間の減少・遊び方の変化に伴う外遊びの割合の減
少がその主因とされるため（文部科学省、2015）、
意識して運動を実施することが必要になる。先述し
た文部科学省の調査（2014）は、週に3回以上運動
している子どもはそれ以外の子どもよりも体力・運
動能力調査の成績が良く、この運動習慣による差は
老年期を含む全年代において見られることを明らか
にしている。また、スポーツは「他者を尊重しこれ
と協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心
を培い、実践的な思考力や判断力を育む等人格の形
成に大きな影響を及ぼす」効果も期待される（文部
科学省、2011）。このような知見を受け、体育の授
業時間や授業外の運動時間の増加が進められている
ものの、学校の教育課程内での実施には限界がある。
そのため、放課後や休日のスポーツ活動に注目が集
まっている。
地域スポーツとは
　子どもが継続的にスポーツを行うためには、保護
者の参加の意志が重要になる。習い事としてのス
ポーツと地域スポーツの2種類に分けて考えよう。
　まず、習い事としてのスポーツとは、指導者がい
る場所に個人的に習いに行き技術の上達を目指すこ
とである。水泳教室やテニススクールなどが好例で、
気軽に身体を動かせる一方、企業ベースのものが主
流であり、運動時間に比して一般に高価である。
　これに対し、放課後や休日に学校活動とは別に地
域の子どもたちを集めて運営される地域スポーツは、
基本的にボランティア運営であるため、月謝は安く
設定されている。その代わり、試合や練習の際の送

迎、怪我への対応、施設や道具の管理などのために
保護者の手伝いが必須である（藤田、1995；Smoll 
& Smith、2002）。
　スポーツに関わるボランティアを行う契機や動機
として、出会い・交流の場、地域での居場所・生き
がい、好きなスポーツの普及・支援が高い割合を示
す（文部科学省、2015）。そのため、子どもたちの
地域スポーツを支えることは、子どもたちの健全な
成長を促すだけではなく、保護者達の交流の場や居
場所にもつながり、子どものスポーツを超えた保護
者自身の子育てのサポート資源になる可能性も秘め
ている。実際に、「地域に知り合いが増えた」「子ど
もたちの様子が良く分かった」などのコメントにも
あるように、地域スポーツで一緒にチームの仕事を
した保護者同士には連帯感が生まれやすい（e.g, 
Dorsch, Donough & Smith、2015：大橋・井梅・藤後、
2015）。しかし一方で、チームの仕事の多さからくる
負担感や大人同士のさまざまな軋轢も指摘されてい
る（e.g, 藤後・三好・井梅・大橋・川田、2018；
Wiersma & Fifer, 2008）。
　本研究は、保護者の関わりが必須である小学生対
象の地域スポーツを取り上げる。その中でも、母親
の負担感に焦点をあてたい。なぜなら、父親の育児
参加が増えているとはいえ、子育ての中心はいまだ
母親であるのがわが国の現状である（戸田、2009）。
また、地域スポーツとの関わり方についても父親と
母親とで異なり、父親は指導者役を務めるなど深く
関わるケースもあれば応援にたまに行くだけという
ケースもあり関わり方に個人差が大きいが、母親は
適性や本人の希望とは関係なく手伝いを求められ
る。そこで本研究においては、育児の主な担い手で
かつチーム内での立場が比較的類似している母親に
焦点を当てることとする。
チームにおける仕事量と負担感の関係
　チームの中で母親が実際に行った仕事の量と負担
感との関係はどのように考えたらよいだろうか。物
理的に多くの仕事を引き受けるほど心理的な負担も
増すと思われるかもしれないが、ストレス研究にお
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いて認知的な評価やコーピングの仕方が精神的健康
に影響するように、どのような考えを持ってその仕
事をこなすかによって負担感は変わると考えられる。
Lazarus（1993）はストレスを考えるにあたり、物理
的な先行条件（ストレッサー）が精神的な不健康状
態（ストレス）に直結するのではなく、どのようにそ
の状況を認知し評価するかによって異なることを実
証した。実際に、強いストレッサーがある状況にお
いて良い面を見出せる人ほど身体症状が少ないこと
が示されている（McGonigal、2015）。
　地域スポーツでは、子どもの競技レベルによる親
の感じ方の違いも問題になる。例えば、控え選手で
ある自分の子は試合には出られないのに引率の仕事
は試合に出る子の保護者同様にしなくてはならない
ことを負担に感じるという意見が母親インタビュー
では出ている（藤後他、2018）が、これは対人関係
を資源の交換という視点で捉える衡平理論によって
説明することができる。衡平理論によれば、人はそ
の関係から得られる利益とその関係に対する投資の
バランスが取れていると感じると満足し、関係は長
続きする傾向がある（Adams、1965）。本研究の関
心である親とチームとの関係の場合、表舞台である
試合での子の活躍は親にとって利益となり、試合に
子どもが出場すれば仕事をしただけの見返り（利益）
を感じることができる。そのため、チームへの所属
に満足し、自分の負担感は小さくなろう。つまり、
子の競技レベルが高ければ仕事量が多くても投資と
利益のバランスをとれているため満足するが、レベ
ルが低ければ仕事量が多いと投資のほうが多すぎる
と感じ、負担感が高くなることが予測される。同様に、
強いチームに所属している場合は「勝利の喜び」と
いう利益が多く得られるだろう。そのため、地域ス
ポーツ所属に満足し、自分の負担感は小さくなると
予測できよう。
　これに加え、そもそも何を求めて地域スポーツに
加入させたかによって負担感は異なると考えられる。
その種目の技術の上達や勝利の体験を求めて加入さ
せたのならば、必要な投資として、チームのために

仕事をする必要性を理解でき、対応することができ
よう。一方、気軽な運動や仲間作りを求めて加入さ
せたのならば、チームの仕事があまり大きくなると
その必要性が理解しにくく、物理的仕事量がそのま
ま負担感に直結しやすいのではないか。
スポーツ・ハラスメント経験
　最後に重要なのはチームの雰囲気である。上司・
同僚との葛藤や同僚とのコミュニケーション不足が
不満感を経由しバーンアウトの一つの要因となる（久
保・田尾、1994）ように、対人関係は満足感に大き
な影響を与えることが示されている。
　スポーツ場面においても、相手を不快にさせたり、
尊厳を傷つけたり、不利益や脅威を与える言動、す
なわちハラスメントが報告されている。これをスポー
ツ・ハラスメントと呼んでおこう。指導者が技術的
に劣る選手に罵声を浴びせる、反抗的な選手を試合
に出さないなどの指導者−選手関係で起こるものが
典型例だが、ハラスメントには、試合でのミスを叱
責する、技術力の劣った選手に冷たく接するなど、
チームの保護者集団が選手である子どもたちに対し
て行う否定的言動（e.g., Goldstein & Iso‐Ahola, 
2008; Omli & LaVoi, 2009）も含まれる。指導者が
選手に対して行うものを「指導者ハラスメント」、保
護者集団が行うものを「応援席ハラスメント」と呼
び区別したい。
　チーム内にハラスメントがある場合、標的が自分
の子ではなくてもストレッサ―となり、保護者の心
理的な負担感は強まる可能性がある。また、自分の
子が標的になっている時には、保護者はある程度子
どもと同一化しているために、子どもが受けた痛み
を自分のことのように感じて傷つくと考えられる。つ
まり、子の所属チームにおいてハラスメントが多い
ほど保護者の負担感は大きいと予測できる。
本研究の目的
　本研究では、地域スポーツのサポート役としての
母親がどのようなときに負担を感じやすいのかを検
討した。指導者の言動がさまざまな方法で選手に影
響し、チームの雰囲気を作ることはスポーツ心理学
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の中で多く論じられる（Horn、2008）。これに加え、
直接教えることはなくても、保護者の期待や価値観
は子どものスポーツ参加やスポーツ継続に影響を及
ぼす。例えばHoyle & Leff（1997）は、保護者のサポー
トがある子どもほどスポーツを楽しみ、技術も上が
ることを示している。このように保護者が肯定的な
態度を持つほど子はスポーツに積極的に関わること
ができるため、保護者が気持ち良く活動をサポート
できるように、どのようにすればチームの仕事を引
き受けつつも負担に感じにくいのかを知ることは重
要であろう。
　そこで、地域スポーツに子を参加させている母親
を対象に調査を行い、地域スポーツに子を参加させ
たことによる負担感を高める条件を探索的に調べた。
先述したように、加入動機、チームおよび子の競技
レベル、スポーツ・ハラスメントの強さの影響が予
測される。なお、母親の就業は負担感の強さに影響
を与える可能性が考えられるが、先行研究（大橋他、
2015）において負担感の強さや負担と感じる内容に
ほとんど影響していなかったため、調査項目の分量
制限もあり、予測変数に加えなかった。
　なお、本研究実施のためには実際に活動している
地域スポーツに赴いて調査を行うことも可能だが、
負担感やハラスメントという否定的内容を多く含む
ため、顔が見えないオンライン調査の方が適切であ
ろうと考えた。また、その方が種目の偏りが少なく
地域スポーツの現状を捉えられる利点もあると考え
た。

方　法

回答者
　調査会社に委託してオンライン調査を実施した。
回答者は、小学校時代に地域スポーツを1年以上経
験した小学校4年生から高校生の子を持つ全国の母
親500名であった。この年齢に限定した理由は、日
本の地域スポーツは1～3年生から入会できるものも
あるが、実際に活動が活発になるのは小学校4年生

頃からが多く、小学校4年生から6年生の間の経験
に関心があったからである。当初は全員について分
析する予定だったが、回顧的な調査の限界を考え、
分析対象者を調査時点の子どもの年齢を中学2年生
までに限定することにしたため、分析対象者は母親
276名（M=42.78歳、SD=4.61）となった。なお、種
目は地域スポーツとして典型的である野球、サッ
カー、バスケットボール、バレーボールに限定した。
調査手続き
　本研究は所属大学の倫理委員会の承認を得て実
施された。2016年3月上旬、当該会社の調査モニター
として登録している者の中からテーマを説明した上
で匿名にて協力を募った。回答開始前に調査データ
を統計的に処理し発表する可能性と途中で回答をや
める権利を有していることについて説明し、了解し
た者が協力した。
　なお、オンライン調査会社のモニターの多くが教
示や質問文をきちんと読まずに回答していることが
本邦でも示されている（三浦・小林、2015等）。そ
のため、質問文を読んだか否か識別できるトラップ
質問（「この質問は一番左を選択してください」のよ
うに端の選択肢を選ぶように指示）を計2項目設け、
両者に適切な回答をした者のみ回答者に含めた。
質問項目
　まず、年齢、子の性別、子の所属チームの種目を
尋ねた。そして、地域スポーツに参加した子が複数
いる場合は、最も印象に残っている子について回答
するように依頼した。
１）チームの競技レベル　全国大会出場レベル（6）、
地方大会出場レベル（5）、都道府県大会出場レベル

（4）、地区大会上位レベル（3）、地区大会中位レベ
ル（2）、それ以下（1）の6件法で尋ねた。以下「チー
ムレベル」と記載する。
２）子の競技レベル　スタメン／レギュラー（4）、
準レギュラー（3）、補欠（2）、それ以下（1）の4件
法で尋ねた。以下「子レベル」と記載する。
３）母親のチームにおける仕事量　以下では「仕事
量」と記載する。地域スポーツにおいて母親たちが

地域スポーツにおいてボランティアを行う保護者の負担感
大橋　　恵・井梅由美子・藤後　悦子

− 22 −



どのような仕事を担っているのか明確に示した先行
研究は見当たらなかった。そこで、先行研究の記述

（永井、2004；Wiersma, & Fifer, 2008）と保護者対
象インタビュー（藤後他、2018）を参考に、地域スポー
ツに参加体験のある研究者3名が話し合い、調査項
目を選定した。その結果、最も活発に活動していた
時期の地域スポーツでの仕事量を、表1に示した6
項目に分け、それぞれについて週3回以上（8）、週
2回程度（7）、週1回程度（6）、月に2、3回（5）、
月に1回程度（4）、数か月に1回程度（3）、ほとんど
参加していない（2）、非該当（1）の8件法で回答を
求めた。
４）母親の負担感　３）で挙げた各項目について、
どの程度負担だと感じたかを尋ね、非常に負担であ
る（6）から全く負担ではない（1）の6件法で回答
を求めた。なお、仕事量に「非該当」と回答した場
合は対応する負担感の質問は表示せず非該当（0）
とコードした１。
５）金銭的負担　仕事以外の地域スポーツの物理的
負担量を測定するために設定した。まず、参加費（月
ごと）について、4件法で回答を求めた。選択肢は、
1000円未満、1000～2000円未満、2000～5000円未満、
5000円以上であった。次に、その他の費用（年間）
について、6件法で回答を求めた。選択肢は、5000
円未満、5000～1万円未満、1～2万円未満、2～5万
円未満、5～10万円未満、10万円以上であった。
６）加入動機　子を地域スポーツに加入させた動機
を尋ねた。保護者対象の調査における自由記述（大
橋他、2015）およびインタビュー（藤後他、2018）
から、その種目の上達、身体を動かすなど5項目を
選定した。各項目について、非常にあてはまる（6）
から全くあてはまらない（1）までの6件法で回答を
求めた。
７）スポーツ・ハラスメント経験　子の所属チーム
における指導者ハラスメントの程度を、先行研究（大
橋他、2015；藤後他、2018）を元に作成した14項目

（表3）を用いて測定した。否定的な項目だけでは不
信感を与えかねないと考え、肯定的な項目も加え、

「コーチについて」と題して質問した。
　子の所属チームにおける応援席ハラスメントの程
度は、親が認知するスポーツ・ハラスメント尺度（藤
後・大橋・井梅、2017）のうち応援席ハラスメント
6項目を改変して測定した。改変した理由は、先行
研究は自分の子が応援席ハラスメントに遭った程度
を尋ねていたが、本研究はチーム全体の応援席ハラ
スメント量が知りたかったためである。例えば、「チー
ムの親たちからうちの子は無視されたことがある」
を「チームの一部の子どもたちを無視する親がいる」
と改変した。また、すでに子が地域スポーツを卒業
している者も含まれるため、語尾は現在形と過去形
を併記した。二種類とも、各項目に非常に当てはま
る（6）から全くあてはまらない（1）までの6件法で
回答を求めた。

結　果

回答者の属性
　子どものチームレベルは、県大会出場以上が
12.7％、地区大会上位が20.7％、地区大会中位が
24.5％、それ以下が44.2％という構成であった。一方、
子レベルは、スタメン／レギュラー 51.1％、準レギュ
ラー 27.9％、補欠・それ以下21.0％となり、レギュラー
が過半数を占めた。
　地域スポーツに関する金銭的負担については、ま
ず、参加費の分布は、1000円未満23.9％、1000～
2000円未満33.0％、2000～5000円未満33.3％、5000
円以上9.8％であった。また、その他の費用（年間）
の分布は、5000円未満31.2％、5000～1万円未満
20.3％、1～2万円未満20.3％、2～5万円未満14.9％、
5～10万円未満10.5％、10万円以上2.9％であった。
加入動機
　地域スポーツに子を加入させた動機に関しては、
身体を動かす（M=5.00，SD=1.19）、友達を増やす

（M=4.37，SD=1.33）が高く、努力の重要さを学ぶ
（M=4.20，SD=1.33）が続いた。勝利経験（M=3.96，
SD=1.31）やその種目の上達（M=3.67，SD=1.31）
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はあまり高くなかった。努力の重要さを学ぶ・勝利
経験・その種目の上達は内部相関が高かったため（α
=.862）、その平均値を「勝利・上達の加入動機」と
してまとめた。勝利・上達の加入動機が強いほど、
子の所属しているチームの競技レベルが高く

（r=.154，p<.01）、地域スポーツでの仕事量は多い
（r=.212，p<.0001）という弱い関係が見られた。勝利・
上達の加入動機と子どもの競技レベルの間に有意な
相関は見られなかった（r=.078，n.s.）。
チームにおける仕事量と負担感
　次に、母親の地域スポーツでの仕事量について頻
度をまとめた（表1）。練習の当番や試合の引率をそ
れぞれ月に一度程度行い、試合や練習の応援にそれ
ぞれ月に2、3回行くという層が最も多いが、例えば
当番や引率については「週に3回以上」「週に2回程
度」と回答した者が計10％程度、一方で「数か月に
1回程度」「ほとんど参加していない」は計25％程度
いるなど、かなり個人差（チーム差）が大きい。

　これら6項目について内部相関を検討したところ、
因子分析（最尤法）は一因子構造を示し（説明率
56.3 ％、CFI=.923、RMSEA=.170、BIC=113.913）、
信頼性係数αが.866と十分に高かった。そこで、こ
の6項目の平均値を以降の分析では用いることとし
た。全体の平均値は4.23（SD=1.62）であり、チー
ムや学年による差は大きいものの、練習当番、試合
の引率、係など数種類の仕事をそれぞれ月に2、3
回程度担う状況が標準であった。
　さらに、これらの仕事に対する負担感についてま
とめた（表2）。各項目に「非常に負担である」「負
担である」と回答した者の割合は、特にチームの役
員や係の仕事について高く（31.2％）、練習当番や試
合の引率、送迎についてやや高かった（23.9％、
24.6％）。それと比べ、試合や練習の見学・応援を負
担に感じる者は少なめであった（17.0％、16.7％）。
　これら6項目について内部相関を検討したところ、
最尤法因子分析は一因子構造を示した（説明率

表１　地域スポーツでの母親の仕事量の分布
当番（試合や
練習時）

試合の引率、
あるいは送迎

試合の観戦・
応援

練習の見学・
応援 練習の送迎 チームの役員

や係の仕事
度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）

該当しない 50 （18.1） 30 （10.9） 16 （5.8） 21 （7.6） 46 （16.7） 70 （25.4）
ほとんど

参加していない 16 （5.8） 27 （9.8） 18 （6.5） 36 （13.0） 35 （12.7） 40 （14.5）

数か月に１回程度 55 （19.9） 47 （17.0） 45 （16.3） 34 （12.3） 14 （5.1） 43 （15.6）
月に１回程度 47 （17.0） 51 （18.5） 53 （19.2） 46 （16.7） 19 （6.9） 35 （12.7）
月に２，３回 51 （18.5） 63 （22.8） 80 （29.0） 46 （16.7） 25 （9.1） 30 （10.9）
週１回程度 25 （9.1） 27 （9.8） 28 （10.1） 34 （12.3） 33 （12.0） 17 （6.2）
週２回程度 19 （6.9） 24 （8.7） 30 （10.9） 32 （11.6） 46 （16.7） 23 （8.3）
週３回以上 13 （4.7） 7 （2.5） 6 （2.2） 27 （9.8） 58 （21.0） 18 （6.5）

合　　計 276 276 276 276 276 276

表２　それぞれの仕事についての母親の負担感の分布
当番（試合や
練習時）

試合の引率、
あるいは送迎

試合の観戦・
応援

練習の見学・
応援 練習の送迎 チームの役員

や係の仕事
度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）

該当しない 50 （18.1） 30 （10.9） 16 （5.8） 21 （7.6） 46 （16.7） 70 （25.4）
全く負担ではない 17 （6.2） 23 （8.3） 52 （18.8） 39 （14.1） 33 （12.0） 11 （4.0）
負担ではない 22 （8.0） 30 （10.9） 45 （16.3） 46 （16.7） 34 （12.3） 13 （4.7）
どちらかというと

負担ではない 45 （16.3） 43 （15.6） 65 （23.6） 67 （24.3） 50 （18.1） 39 （14.1）

少し負担である 76 （27.5） 82 （29.7） 51 （18.5） 57 （20.7） 59 （21.4） 57 （20.7）
負担である 32 （11.6） 33 （12.0） 24 （8.7） 22 （8.0） 26 （9.4） 40 （14.5）
非常に負担である 34 （12.3） 35 （12.7） 23 （8.3） 24 （8.7） 28 （10.1） 46 （16.7）

合　　計 276 276 276 276 276 276
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69.6％、CFI=.912、RMSEA=.222、BIC=164.168、α
=.928）ため、この6項目の平均値を以降の分析では
用いることとした。全体の平均値は3.04（SD=1.61）
であり、仕事量が多いほど負担感が高いという中程
度の相関が見られた（r=.427，p<.0001）。
スポーツ・ハラスメント経験
　まず、所属チームの指導者に関する14項目につい
て因子分析を行った。最尤法・プロマックス回転を
使用したところ、固有値の変化および解釈可能性か
ら2因子が適当だと判断した（累積寄与率65.9％、
CFI=.918、RMSEA=.108、BIC=420.533）。 因 子 負
荷量などを表3に示す。第1因子はコーチの暴言や
体罰に関わる内容であることから、「指導者ハラスメ
ント」因子と命名し、第2因子は指導力の高さや適
切さに関する内容であることから、「適切な指導」因
子と命名した。因子間相関が比較的低く（r=.315）、
各因子の内部相関が十分に高かったので（α=.923、
α=.887）、各因子に関連深い項目の平均値を以下の
分析では用いた。指導者ハラスメントの平均値は2.11

（SD=1.08）、中央値は1.88であり、適切な指導の平
均値は3.43（SD=1.04）、中央値は3.50であった。
　所属チームでの応援席ハラスメント量を測定する
6項目について、最尤法因子分析は一因子構造を示

し（ 説 明 率63.2 ％、CFI=.992、RMSEA=.056、
BIC=50.612、α=.928）、内部相関は十分に高かった（α
=.91）。そこでこの6項目の平均値を以下の分析で用
いた。全体の平均値は2.41（SD=1.20）、中央値は2.17
であった。
　これら三者の関係を検討するにあたり、ハラスメ
ント二種類がどちらも正規分布とは言えない歪んだ
分布（歪度が1.06、0.72）であったため、スピアマ
ンの順位相関を用いた。その結果、指導者ハラスメ
ントと応援席ハラスメントには強い正の相関関係

（r=.708, p<.0001）、適切な指導と指導者ハラスメン
トには弱い負の相関（r=-.301, p<.01）、適切な指導と
応援席ハラスメントには大変弱い負の相関が見られ
た（r=-.148, p<.05）。
負担感の規定因
　母親の地域スポーツへの参加負担感を高める要因
を検討するため、ロバスト重回帰分析を行った（分
析にはHAD　ver.16を使用：清水、2016）。予測変
数として表4に挙げた項目を、多重共線性のリスク
を低減するため全て標準化した上で投入した結果、
モ デ ル は 有 意 で あ っ た２（F（14,261）=14.368，
p<.001，R2=.444、表4）。仕事量が多いほど、チー
ムレベルが高いほど、また子どもの競技レベルが低

表３　指導者の指導方法に関する項目の因子分析（最尤法プロマックス回転）
項　　目 指導者ハラ

スメント 適切な指導 共通性

コーチは、試合で「ばか」「センスがない」など人格や能力
を否定するような言葉で子どもたちを怒ることがある

.813 −.001 .662

コーチは、指導と称して、子どもたちにひどい言葉を浴びせ
ている

.918 .015 .834

コーチは、子どもたちに対して必要以上に怒鳴る .745 .022 .545
子どもがプレーで失敗すると、コーチはためいきや舌打ちを
することがある

.786 −.017 .627

コーチは、特定の子どもを無視することなどがある .714 .058 .487
コーチは、試合中興奮して、物などを投げつけることがある .655 .040 .415
コーチは、特定の子どもを可愛がるなどがある .864 −.039 .770
コーチは、興奮すると子どもたちに手を挙げることがある .718 −.026 .528
コーチの指導力は高いと感じる .121 .751 .521
コーチは、子どもたちの能力を上手に伸ばしている −.033 .786 .635
コーチは、子どもの能力に応じて、適切に指導をしている .008 .710 .501
指導競技に関して、コーチは競技者としての実力が高い −.083 .846 .768
コーチの指導によって、子どもたちは能力を発揮できている
と感じる

.082 .668 .418

コーチの指導によって、チームは強くなった −.059 .779 .639
因子寄与 5.230 4.000
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いほど、参加負担感が強いという予測通りの有意な
関係が見られた。また、適切な指導が少ないほど、
応援席ハラスメントが多いほど、参加負担感が高
かった。これに加え、2種類の交互作用項も有意で
あった。なお、共線性の診断VIFは2.5未満で十分
に低かった。
　そこで、得られた回帰式に仕事量と子レベル、応
援席ハラスメントの＋1SDと−1SDの値を代入して
プロットし、図1および2を作成した。
　仕事量のセンタリング基準を±1SDに変更して重
回帰分析を行い、それぞれ単純傾斜の検定を行った。
その結果を仕事量と子レベルの交互作用効果から見
ていきたい（図1）。仕事量が少ない場合は、子の競
技レベルは参加負担感に影響しなかったが（b=.011，
b SE=.104，n.s.）、仕事量が多い場合は、子レベル
が低いほど参加負担感が有意に高かった（b=-.426，
b SE=.143，p<.01）。つまり、チームの仕事が少ない
場合には参加負担感があまり高くならないが、仕事
量が一定を超えると子どもの競技レベルが低いほど
負担感が強いことが示された。
　仕事量と応援席ハラスメントとの交互作用効果に
ついては（図2）、仕事量が少ない場合は応援席ハラ
スメント量 が 負担 感に影 響 するが（b=.467，b 
SE=.145，p<.01）、仕事量が多い場合には影響しな
かった（b=.087，b SE=.111，n.s.）。これは、チーム

の仕事の量が多い場合には全体的に負担感は高い
が、チームで果たすべき仕事が少ないと応援席ハラ
スメント量に応じて負担感が上がることを意味する。
一方、指導者ハラスメントは負担感に有意な影響が
見られなかった。全ての分析について念のため子の
性別ごとにも行ったが、パターンは類似していた。

考　察

　本研究は、保護者の介入が必須な地域スポーツに
おいて頻繁に問題として挙げられる負担感の強さの
規定因について検討した。その結果、確かにチーム
のための仕事量に比例して負担感は高いが、チーム
での仕事が多くても、子どもの競技レベルが高く投
資しただけのものが得られると感じられる場合には、
負担感はあまり高くならないことが示された。ここ
から、地域スポーツには、より体力や運動能力が優

表４　母親の負担感に関する重回帰分析の結果
予測変数 b b SE
仕事量 　.482 .055 ＊＊
チームレベル 　.120 .073 ＊
子レベル −.120 .091 ＊
参加費 −.028 .089
その他の費用 　.026 .061
勝利・上達の加入動機 −.075 .074
指導者ハラスメント 　.103 .109
適切な指導 −.143 .086 ＊
応援席ハラスメント 　.141 .091 ＊
仕事量＊子レベル −.129 .053 ＊＊
仕事量＊勝利・上達の加入動機 −.156 .045
仕事量＊指導者ハラスメント −.033 .068
仕事量＊適切な指導 　.014 .053
仕事量＊応援席ハラスメント −.223 .057 ＊＊
R2 　.444
* p <.05, ** p < .01

図１　母親の負担感と子レベルとの関係
（仕事量による調整効果）

図２　母親の負担感と応援席ハラスメントとの関係
（仕事量による調整効果）
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れた子どもの親ほど熱心な参加が促されるという構
造的な問題があることが示唆される。
　さらに、全体としての負担感が高まる重要な条件
として、行うべき仕事の多さのみならず、応援席で
のスポーツ・ハラスメントの多さがあった。すなわち、
チームの保護者たちが攻撃的であるとチームの仕事
の負担感が重くなるという影響が認められた。指導
者によるハラスメントは直接の影響が見られなかっ
たが、応援席ハラスメントと正の相関が見られてい
るため、間接的に影響する可能性が高い。スポーツ・
ハラスメントの影響は仕事量が平均以下の母親の間
でのみ認められた。このような差が見られた理由に
ついては推測しかできないが、チームにおける仕事
量が多い母親は子どものスポーツに入れ込んでいる
ためハラスメントも「熱心さ」と捉えるのかもしれな
い。保護者のサポートを必要とする程度はチームに
よって異なるものだが、実際に担っている仕事以上
の負担を感じさせることは、サポート継続の妨げに
なりかねない。そのため、チームの雰囲気の改善や、
保護者が応援席ハラスメントという一種の攻撃行動
を行いにくい条件を検討する必要があろう。
　本研究の限界としていくつか挙げられる。まず、
女児の親の割合が小さい点である。地域スポーツに
参加する割合は元々男児の方が高いこと（日本ス
ポーツ協会、2017）の反映だが、女児と男児で保護
者の態度が異なる可能性があるため（Blom & 
Drane, 2008）、子の性別に関して回答者を均等に割
り付けるべきであった。次に、本研究では検討が及
ばなかったが、兄弟姉妹を含む家族構成や祖父母及
び夫の協力の程度は、ボランティアに費やすことが
可能な時間やエネルギーに大きく影響し、負担感と
関連すると予測できる。今後の課題である。
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注
１　仕事量に関して「該当しない」という回答が1つでも

ある者を分析から除外すると、分析対象者は183名とか
なり減る。「該当しない」はチームの役員や係の仕事（70
名）、当番（50名）、練習の送迎（46名）に多く、地域
スポーツに関わりが浅い回答者ばかりを分析から除外
することになる。負担感の全体平均値は3.04（SD = 1.61）
であるが、彼女たちを除外すると3.78（SD = 1.23）に
上がる。また、他の変数との関係を検討したところ、全
体では応援席ハラスメントが多いほど負担感が高く

（r=.29，p<.01）、仕事量が多いほど負担感が強いが
（r=.43，p<.0001）、除外後はこれらの相関が見られない
（r=.03，n.s.；r=-.05，n.s.）という差が認められた。「該
当しない」と「負担がない」は同一ではないが、非該
当者をすべて抜いた方がデータは偏ると判断し、該当し
ない時の負担感を0としたまま分析を行った。

２　予備的分析で、性別および仕事量と性別の交互作用
効果、仕事量とチームレベルとの交互作用項も予測変
数として加えていたが、有意ではなかったため、論文
に報告した分析においては除外した。
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