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Ⅰ．組織概要  
2016 年度に大学スポーツ振興関西地区検討会が有志教員により発足され、大学横断的、競技横

断的な取り組みを推進するために 2018 年 4 月 10 日に一般社団法人大学スポーツコンソーシアム

KANSAI（以下、KCAA）が設立された。KCAA は以下に示す５つの事業テーマにおいて、2018 年

度事業計画に基づき運営を行っている。 
 
１．大学スポーツにかかわる多様なステークホルダー間の情報共有・連携・協力を促進するプラ

ットフォームの形成 
２．社会を牽引し、未来を託せる「人財」の育成 
３．大学スポーツの振興と発展に資するスポーツガバナンスの構築 
４．大学スポーツの社会的・事業的価値の向上 
５．応援促進プログラムの運営 
 
3 月 29 日時点で、正会員 23 大学、賛助会員 17 企業、パートナー企業 5 団体の加盟を受け、大

学に関してはほぼ計画通りの会員を集めることができた。 
※2019 年 3 月 29 日付 KCAA ホームページ（https://www.kcaa-jp.org/）参照 
加盟団体については、表 1 に示す。 
 

表 1．KCAA 加盟団体一覧 ※2019 年 3 月 29 日時点 
正会員 追手門学院大学、大阪電気通信大学、大阪体育大学、大阪産業大学、 

大阪工業大学、大阪経済大学、大阪学院大学、摂南大学、神戸学院大学、 

甲南大学、四天王寺大学、四国大学、阪南大学、近畿大学、関西大学、 

関西学院大学、園田学園女子大学、びわこ成蹊スポーツ大学、龍谷大学、 

武庫川女子大学、同志社大学、天理大学、立命館大学 

賛助会員 アシックスジャパン株式会社、大阪ガス株式会社、株式会社学生情報センター、京屋釦

株式会社、株式会社 Criacao、株式会社クレディセゾン、株式会社 JTB、株式会社サカ

イ引越センター、株式会社 STEAM Sports Laboratory、株式会社スポーツフィールド、

セノー株式会社、株式会社電通 関西支社、ぴあ株式会社、株式会社報知新聞社、株式会

社毎日放送、株式会社レオパレス 21、東亜道路工業株式会社 

パートナー会員 大阪弁護士会、関西学生放送連盟、公益社団法人関西経済連合会、京都大学体育会、公

益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会 

 
また、正会員大学に関しては、SA 会議および企画委員会のもとにワーキンググループを設置、

参加を促し議論へ加わっていただいている。 

 

図 1.KCAA 組織図 



Ⅱ．運営体制 
KCAA の 2018 年度理事・監事の体制を以下に示す。 
会長（代表理事）伊坂忠夫（立命館大学 副総長・教授） 
副会長      藤本淳也（大阪体育大学 学長補佐・教授） 
理事      川方裕則（立命館大学 学生部長・教授） 
理事      上田滋夢（追手門学院大学 教授）*価値向上 WG 座長 
理事      齋藤好史（大阪産業大学 教授） 
理事      佐川和則（近畿大学 教授） 
理事      高田義弘（神戸大学大学院 准教授） 
理事      藤林真美（摂南大学 准教授） 
理事      堀口直親（関西学院大学 学生活動支援機構（スポーツ・文化課）課長） 
理事      松永敬子（龍谷大学 教授） 
理事      柳田昌彦（同志社大学 教授） 
理事      涌井忠昭（関西大学 教授） 
理事      幸野邦男（武庫川女子大学 講師/スポーツセンター ディレクター） 
理事      東 潤一（大阪商工会議所 経済産業部 課長） 
理事      花内 誠（（一社）アリーナスポーツ協議会 理事） 
理事      冨田英司（弁護士） 
理事      西村和芳（（公社）関西経済連合会 地域連携部長） 
 
 
Ⅲ．2018 年度に実施した企画一覧 

2018/05/26 日本大学アメフトタックル問題に関する声明文発表 
2018/06/08 アクティブ・フォー・オール拠点 ✖スポーツハブ KANSAI 合同シンポジウム  

「KCAA の取り組み紹介・鼎談」 
2018/06/25 龍谷大学ライフスキルプログラムの視察・研修会 
2018/09/22 講演会「アメリカにおける大学アスリートへの学習支援及び指導者育成の現状」   

山梨学院大学准教授 長倉富貴氏 
2018/11/15 sportecwest2018 講演「KCAA の取組と大学スポーツへの期待」 
2018/11/19 応援促進プログラム 女子バスケットボール対抗戦 @武庫川女子大 

武庫川女子大 vs 大阪体育大（武庫川女子大ホームゲーム） 
2019/01/29 KCAA 人財育成 WG 主催「SA について理解を深める研修会」＠立命館大学 
2018/12/03 応援促進プログラム 女子バスケットボール対抗戦 @大阪体育大学 

大阪体育大 vs 武庫川女子大（大阪体育大ホームゲーム） 
2019/02/22 大阪商工会議所イベント「 Ex-CROSS(エクスクロス)」＠梅田 

大阪エヴェッサ× KCAA ドリームマッチ開催 
2019/03/09 アリーナ協議会受託事業「大学スポーツ振興ネットワーク化検討事業」  

「学生サミット」開催 
2019/03/09 KCAA 設立１周年記念 KCAA 公開シンポジウムの開催 ＊ハラスメント研修 

＊アリーナ協議会受託事業「大学スポーツ振興ネットワーク化検討事業」 成果発表 
「学生シンポジウム」開催 
＊KCAA 大学スポーツ奨励賞の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅳ．実施した主な企画の紹介 
 
１．「学生サミット」開催 
＜目的＞ 
大学スポーツの主体の一つとして学生の存在がある。その学生を支援する団体として体育会本部、近

年では自主的な学生支援団体、各大学のゼミなどがあげられる。これらの集団を大学・競技・団体に

関わらず横断的にネットワーク化する。 
 
＜実施事業＞ 
日時：2019 年 3 月 9 日 10:00-12:00 @立命館大学大阪いばらきキャンパス 
タイトル：「学生のつながりから関西の大学スポーツを元気に！日本を元気に！」 
参加数：16 団体 37 名（協力団体 22 団体、45 名） 
 
＜協力団体＞ 
協力団体 
  1. 追手門学院大学 学友会「追風」 
  2. 大阪学院大学 体育会アメリカンフットボール部 
  3. 大阪体育大学 チアリーディング部 
  4. 大阪体育大学 体育会アメリカンフットボール部 
  5. 大阪大学 体育会本部、 
  6. 関西学院大学 体育会本部 
  7. 京都大学 アイスホッケー部 
  8. 京都大学 体育会本部 
  9. 京都大学大学院 体育会 OB・OG 会連合 
10. 甲南大学 体育会本部 
11. 神戸学院大学 体育会本部 
12. 神戸大学 体育会本部 
13. 四天王寺大学 体育会本部 
14. 東京大学 運動会 
15. 同志社大学 同志社学生放送局 
16. 同志社大学 体育会本部 
17. 阪南大学 サッカー部 
18. 北海道大学 応援団 札六満員 Project 
19. 立命館大学 AVA 
20. 立命館大学 学友会中央実行委員会 
21. 龍谷大学 学友会体育局本部 
22. 龍谷大学 スポーツマネジメント研究室松永ゼミ 
（五十音順） 

   

 



   

 

  

   
 

２．アリーナ協議会受託事業「大学スポーツ振興ネットワーク化検討事業」 成果発表 
「学生シンポジウム」開催 於：KCAA 設立１周年記念 KCAA 公開シンポジウム 

 
3 月 9 日（土）に立命館大学大阪いばらきキャンパスにて、「KCAA 公開シンポジウム」を開催

した。伊坂会長による挨拶の後、３つの企画を行った。当日は約 170 名が来場。 
学生シンポジウムでは、6 人の特色ある取り組みをすすめる学生が登壇し、「体育会の新しいつ

ながり」をテーマに、午前中に開催された「KCAA 学生サミット」から継続して白熱した議論が交

わされた。 
 
＜目的＞ 
大学スポーツの主体の一つとして学生の存在がある。その学生を支援する団体として体育会本

部、近年では自主的な学生支援団体、各大学のゼミなどがあげられる。これらの集団による大学・

競技・団体に関わらない横断的ネットワーク化を推進するため、日頃の団体紹介、活動状況の報

告、ディスカッションを行う。 



 
＜実施事業＞ 
日時：2019 年 3 月 9 日 14:30-15:00@立命館大学大阪いばらきキャンパス 
テーマ：「学生が語る大学スポーツの現状と希望―関西から始まる新しいつながりに向けて―」 
担当：上田滋夢理事（追手門学院大学）、峰尾恵人（京都大学院生・ファシリテーター） 
参加者：240 名（マスメディア、学生含） 
学生講演者: 6 名 
・立命館大学 AVA 代表 根上一茂（文学部 3 回生 硬式野球部）  
・甲南大学体育会本部副幹事長 福岡将伍（経済学部 3 回生 サッカー部）  
・大阪大学体育会本部委員長 福田萌菜実 （文学部 3 回生 女子バレーボール部）  
・追手門学院大学学友会追風委員長 大西 惇 （心理学部 4 回生）  
・大阪学院大学体育会アメリカンフットボール部主務·マネージャー堀谷香奈（国際学部 3 回生） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

   
 

   
 
３．KCAA 設立１周年記念 KCAA 公開シンポジウムおよび KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞式 
3 月 9 日（土）同日に立命館大学大阪いばらきキャンパスにて、「KCAA 公開シンポジウム」を開

催した。伊坂会長による挨拶の後、３つの企画を行った。当日は約 170 名が来場。 
パネルディスカッションでは、「スポーツで関西を元気に！」をテーマに行われた。学生企画で

は、6 人の特色ある取り組みをすすめる学生が登壇し、「体育会の新しいつながり」をテーマに、

午前中に開催された「KCAA 学生サミット」から継続して白熱した議論が交わされた。 
最後に KCAA の 2018 年度の成果報告および 2019 年度の事業計画骨子がそれぞれのワーキンググル

ープより紹介された（別紙②参照）。当日は「KCAA 大学スポーツ奨励賞」表彰式も開催、出席し

た賛助会員やパートナー会員から、正会員大学から推薦・表彰される 15 名の学生に対し、記念楯が

授与された。戦績以外も評価するといった特色のある表彰制度となることから、受賞されたマネー

ジャーを担った学生からは、「自分がチームを支え取り組んできたことが評価されて嬉しい」と感

想が話された。 

 
会長による開会挨拶             パネルディスカッションの様子 



 
学生サミットの様子             学生企画の様子 

 
学生企画に参加した学生           受賞式後の記念撮影 
 
 
４．応援促進プログラム 女子バスケットボール対校戦への特別協賛 

「大阪体育大学 vs 武庫川女子大学（大阪体育大学ホームゲーム）」 
  日時：2018 年 12 月 3 日（月） 
  場所：大阪体育大学 
  主催：大阪体育大学（KCAA は特別協賛） 
  参加者：500 名 
  参加費：500 円/人 
 

応援促進プログラムでは大阪体育大学が主催となり、12/3（月）に武庫川女子大学との対抗戦を

行った（KCAA は特別協賛）。2 軍メンバーの引退試合の設定とし、インターバルには各校の教職

員のフリースロー対決、地元の小学生ダンスチームの演舞、参加者のプレゼント抽選大会などが催

され、有料大会（500 円/人）にもかかわらず、500 名を超える参加者を集めた。会員大学の個別の

取り組み事例ではあるが、他大学も参考としたい工夫が随所に施されており、KCAA としてもグッ

ドプラクティスとして会員に共有をおこなった。 
 



 
各チームのベンチ             大学関係者によるフリースロー対決 
 

 
試合の様子                地域のキッズダンスチームによる演舞 

 
 

５．大阪商工会議所イベント「 Ex-CROSS(エクスクロス)」＠梅田への協力 
大阪エヴェッサ× KCAA ドリームマッチ開催 

日時：2019 年 2 月 22 日（土）～23 日（日） 
場所：グランフロント大阪 うめきた UMEDAI ガーデン 
主催：舞洲プロジェクトおよびうめきた２期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会 
   （KCAA は協力） 
 
体験型イノベーションショーケース「Ex-CROSS（エクスクロス）」の一企画として KCAA vs 大阪

エヴェッサ・ドリームマッチが開催された。KCAA からは、4大学（大阪学院大学、大阪体育大学、

甲南大学、関西大学）が参加し、多くの参加者が観戦した。 

  
KCAA４チームの集合写真            試合の様子 



 
６．2018 年度の主な成果一覧 
（１）大学スポーツ振興のための事業 
  ＊アクティブ・フォー・オール拠点 ✖スポーツハブ KANSAI 合同シンポジウム 
  ＊大阪商工会議所イベント「 Ex-CROSS」 KCAA ドリームマッチ開催 
  ＊KCAA 設立１周年記念 KCAA 公開シンポジウムの開催 
      本年度は主に上記３事業により、大学スポーツのプレゼンス向上を行った。 
  大学のみならず産業界との連携として関西経済連合会、大阪商工会議所との連携事業、

KCAA 公開シンポジウム出席者によるネットワーク創成により、初年度成果として 22 団体

との関係性を構築した。 
（２）大学スポーツ振興ネットワーク化のための事業 
  ＊応援促進プログラム１ 女子バスケットボール対抗戦 @武庫川女子大 
  ＊応援促進プログラム２ 女子バスケットボール対抗戦 @大阪体育大学 
  ＊KCAA「学生サミット」開催 
  ＊KCAA「学生シンポジウム」開催 
  本年度の主対象として学生団体の調査、把握に努めた。その成果として 22 団体との常時連絡

が可能な状態となった。その後のフォローアップにより SNS を通じた緩やかなネットワーク

を構築した。 
以上 

 


