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大学が保有する大学スポーツの英知を様々な
関係者と共有し、大学スポーツの健全な発展、
ひいては関西地域の活性化を目指します。

事業計画 ―４つの柱―

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

●コンソーシアムの信頼創造
●学生連盟・競技団体・民間企業との関係構築（スポーツイベントの実施等）
●他地区における統括組織との連携
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社会を牽引し、
未来を託せる「人財」の育成

●ライフスキルプログラムの開発・共有・実施
●キャリア教育プログラムの開発・共有・実施
●スポーツ・アドミニストレーターの育成
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各大学が蓄積してきた英知を共有しながら、４つの柱を軸とした横断的な事業を展開します。

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

●傷害防止と安全・安心な活動環境整備のための取り組み
●ロールモデルとなるアスリート像のデザイン
●スポーツ局・学生連盟・競技団体との連携による財務・資産管理システム構築

3
各大学の大学スポーツ活動のモデルと成りうる実績を有する個人の活動実績を顕彰し、今後の活動を奨励します。大学スポーツ奨励賞

大学スポーツの
社会的・事業的価値の向上

●「見る」スポーツの振興（ホーム＆アウェーによる対抗戦実施、応援文化醸成等）
●ホームページ作成、メールマガジンや映像配信、SNS
●大学への愛着心とつながりを生む大学スポーツのブランディング強化

4
応援促進プログラム 学生スポーツ観戦に対する価値向上・日常化文化の醸成を目指して、KCAA正会員校による対抗戦の企画実施にかかわり、

学生・地域住民とともにホーム校をサポートします。

　大学スポーツは、様々な課題を抱えながらも、我が国のス
ポーツ振興のみならず、将来を担う若者の人格陶冶や人材育成
において、重要な役割を担ってきました。しかしながら大会や
リーグ戦の開催日程や各地区の選抜選手による強化合宿の日
程調整などについては、単独の大学が競技団体と交渉して実施
することは容易ではありません。
　また、未来を担う「人財」を育成する高等教育機関として大学
が担う公共的な役割は国公立大学だけではなく、私立大学も含
めて互いに競い合い高め合う、強い信念に基づいたネットワー
ク組織の形成が求められます。
　つまり、各大学がこれまで高等教育機関として積み重ね、蓄
積してきた大学スポーツにかかわる英知を、健全なる大学ス

ポーツの機能化のための「共通の財産」として分かちあいなが
ら、様々な関係者とも連携して、さらなる大学スポーツの発展を
めざすための「仕組み」を構築する必要があるのです。
　これまで関西地区の複数大学が、大学スポーツ振興にかかわ
る会議や検討会を重ねてきましたが、今後は1つでも多くの大
学がこの密接な連携に加わることが望ましいです。このように
して大学間の英知が結集することで、大学スポーツの課題が解
決され、これによって関西地区の活性化にも貢献することがで
きると考えています。
　このような信念に基づく大学横断型の連合体組織・機構とし
て、「大学スポーツコンソーシアムKANSAI(以下、コンソーシア
ムと記す)」を創設するに至りました。

つくる

する

ささえる みる

学産官民、様々な関与者を巻き込
んで、大学スポーツ活性化のため
の仕組みとコンテンツを”つくる”。

ソフト・ハード両面から、スポーツを
”する”環境を整備する。

スポーツビジネスの知識を持つ人材
を登用・育成する。

新たな産業やイノベーションを創出
し、”ささえる”裾野を拡大する。

応援文化を醸成し、大学関係者以
外のサポーターを創造する。

統一されたブランドなど、マーケティ
ングを意識する。

現状の各大学にある資産を活かし
ながら、”みる”環境を整える。



KCAAを中心としたプラットフォームの構築
各大学をつないだ機運の盛り上がりと、学産官民の連携を
エンジンとし、事業としての拡がりを段階的に創造。
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Phase ―１Phase ―１

学生／職員 友人／家族OB／OG

学

Phase ―２Phase ―２

自治体 地域住民 ファンクラブ学生／教育機関

学 産 官 民

Phase ―３Phase ―３

企業 医療機関競技団体

学 産 官 民

様々な関与者を巻き込み、
事業の広がりを生む
プラットフォームを構築

●会員大学●会員大学

競技団体競技団体

プロモーション／広報
／アスリート支援

プロモーション／広報
／イノベーション創生
／アスリート支援

コンテンツ提供／
交流の促進／愛着醸成

人財育成／
キャリア支援

企業・団体等との仲介
／大学スポーツ支援

イノベーション創生
／アスリート支援
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トレーナー団体
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国際大会運営組織国際大会運営組織
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一般社団法人 一般社団法人 大学スポーツコンソーシアムKANSAI事務局

ＫＣＡＡ
最新情報

077-561-5734
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1（立命館大学）

スマートフォンや
携帯電話からは
このＱＲコードで
アクセスできます。

https://www.kcaa-jp.org/kcaajimu@kcaa-jp.org

法人名 一般社団法人 大学スポーツコンソーシアムKANSAI
所在地 滋賀県草津市野路東1-1-1（立命館大学）
会長／代表理事 伊坂忠夫（立命館大学）

専門アドバイザー 安達知希（株式会社電通 関西支社）

理事

監事

事務局 立命館大学スポーツ強化オフィス（業務委託）

設立 2018年４月10日

会員
2020年 4月 1日時点

＜正会員＞追手門学院大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪工業大学、大阪産業大学、大阪体育大学、大阪電気通信大学、
関西大学、関西学院大学、近畿大学、甲南大学、神戸学院大学、四国大学、四天王寺大学、摂南大学、園田学園女子大学、天理大学、
同志社大学、阪南大学、びわこ成蹊スポーツ大学、武庫川女子大学、立命館大学、龍谷大学

＜賛助会員＞アシックスジャパン株式会社、一般社団法人S.E.A、MGスポーツ株式会社、大阪ガス株式会社、株式会社学生情
報センター、関西電力株式会社、京屋釦株式会社、株式会社Criacao、株式会社クレディセゾン、株式会社神戸製鋼所、株式会
社サカイ引越センター、株式会社ＪＴＢ京都支店、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、 東亜道路工業株式会社 関西支社、株式会社ニチレク、一般社団法人日本アスリート
フード協会、日本製鉄株式会社、ぴあ株式会社関西支社、株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム、株式会社報知新
聞社、株式会社マイナビ、まるごと大学スポーツメディア4years.（運営：朝日新聞社）、株式会社三菱UFJ銀行

＜パートナー会員＞公益財団法人大阪観光局、大阪商工会議所、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

正会員 体育会・課外活動団体支援など、大学スポーツ振興関連部局・窓口があり、担当スタッフが配置されている大学。
（年会費：10万円）

賛助会員 コンソーシアムの趣旨に賛同し、掲げられた目的・事業の遂行に寄与する企業様。
（年会費：10万円）

https://www.kcaa-jp.org/join-us右記ＵＲＬより加入申込書を
ダウンロードしていただけます。

藤本淳也（大阪体育大学）※副会長
東　潤一（大阪商工会議所）
上田滋夢（追手門学院大学）
川方裕則（立命館大学）※事務局長
小林義彦（関西経済連合会）
齋藤好史（大阪産業大学）
佐川和則（近畿大学）
高田義弘（神戸大学大学院）

冨田英司（大阪弁護士会・弁護士）
灘　英世（関西大学）
花内　誠（一般社団法人アリーナスポーツ協議会）
藤林真美（摂南大学）
堀口直親（関西学院大学）
松永敬子（龍谷大学）
栁田昌彦（同志社大学）

岡本大典（大阪弁護士会・弁護士）
神崎素樹（京都大学）
橋詰　謙（大阪大学）

役員体制・事務局体制

ご入会について 大学スポーツコンソーシアムKANSAIへの入会は設立趣意に賛同いただける
大学及び企業様からのお申し込みを承っております。（随時）

2020.4.1


