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　平成 23 年および平成 29 年に行われた第 2 グラウンド防球ネット敷設工事によって，大分高専サッカー部が利用している第 2 グ
ラウンドの外に対する防球問題が著しく改善された．地域住民の安全性に関わる一番の懸案事項は解消したものの，グラウンド内
の防球問題が次なる課題として顕在化したため，さらなる対策の必要性を示唆した．大分高専は冷水機を新たに設置する措置を
とり，文部科学省による「熱中症事故の防止について」という通達に応えている．しかしながら，全部活中で最も部員数が多いサッ
カー部員が活動している第 2 グラウンドから，4 車線の道路を挟んだ箇所に冷水機や製氷機が設置されておりアクセスが悪く，そ
れらの利用は困難であることを指摘する．学生の安全性を考えた上でこれを解消するためには，サッカー部の部室横に冷水機を
新たに設置する，もしくは既に設置されている学生寮内の冷水機や製氷機の運用規則を変更するなどの対策が早急に望まれる．
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1 はじめに

　平成 28 年以前は日々の顧問業務に忙殺されていたものの，
顧問数が微増した平成 28 年度には，大分工業高等専門学校
（大分高専）サッカー部の部活動環境を見直し，報告 1)にまとめ
た．これに続いて本論文では，大分高専サッカー部を取り巻く
部活動環境の改善状況の現状を報告する．

2 地域住民の安全確保

　図 1 のとおり，大分高専の校舎が建っている西側の敷地から，
4 車線の道路を挟んだ東側に位置する第 2 グラウンドにおいて，
サッカー部は活動している．図 2 のとおり，道路の東に高さ 3m
の防球フェンス，さらに 1 m 東に高さ 15 m の防球ネットが，平成
29 年の防球ネット敷設工事によって設置された．この工事以前
は，高さ約 9 m のネットを超えてボールが飛び出しすことがあっ
たものの，現在は無くなり，グラウンド外に対する防球問題が著
しく改善し，地域住民に対する脅威が排除された．

3 学生の安全確保
3.1 部活動時の監督
　サッカーは，時には頭と頭をぶつけるほど激しい体の接触が
あるため，対外試合の引率のみならず，平日 16時 30分から 19
時，夏季休業時は 9時 30分から 12時に渡る通常練習はもとよ
り，練習後の体調急変に備えて，部員らが着替えを済ませて帰
路につく練習終了後 30分頃まで，顧問は終始学生を見守って

おり，学生の安全性に配慮した監督体制をとっている．

　平成 29 年度 4月時点におけるサッカー部の顧問体制は，電
気電子工学科 2名のうち 1名は代表顧問，その他の専門学科
から各 1名，一般教科理系 1名，技術指導のための外部コー
チ 1名の計7名体制であった．その後，教員の転出に伴い，本
原稿執筆時においては 6名体制である．進路指導や卒業研究
の繁忙期に負荷分散するため，また部活動と学業の両側面か
ら学生を見守る体制を整えるためにも，一般教科文系の顧問の
追加が望まれる．

3.2 熱中症対策

　国立高等専門学校を含む各種の学校を所管する文部科学省
は，平成 29 年 5月 15 日に「熱中症事故の防止について」とい
う依頼を各校に送付した 1)．これには，「教育課程内外を問わず
この時期から熱中症事故の防止のための適切な措置を講ずる
ようお願いします」との記述がある．
　サッカー部が通常練習を行っている，第 2 グラウンド周辺の給
水設備は，第 2 グラウンド北のサッカー部部室前に蛇口 3 つ，
グラウンドの北西のフェンス前の蛇口 1 つ，北側のサッカーゴー
ル裏の散水栓 1 つ，の 3 箇所である．いずれもグラウンドの北側
に偏在している．そこで，グラウンド中央部の日除けを完備した
ベンチに，氷入りのクーラーボックスとウォータージャグをマネー
ジャーが日々用意している．給水によって体温を下げる用途と，
打撲や捻挫をした際の患部の冷却のために氷は不可欠である
が，大分高専において氷の供給量は足りておらず，各部活間で
取り合いとなっている現状は昨年から改善されていない．第 2 グ
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図 1 大分高専キャンパスマップ.
図 2　現在の第 2 グラウンドの防球ネット．



ラウンドから，氷を供給している食堂の建物までの距離は，全部
活中で最も遠いため，他の部活の後塵を拝し，氷を入手出来な
いことが多々ある．周囲に十分な日除けが無い第２グラウンドに
おいて，炎天下で走り回るサッカー部にとって，安全上切実な
問題となっている．
　図 1 の星印は大分高専内の冷水機，そして五角形は製氷機
の位置を示す．第 2 グラウンド周辺に沢山の冷水機や製氷機が
設置されているものの，それらは寮に設置されており，部活動用
途では使用出来ないのが現状である．新たな機材の導入無し
にこれらが利用出来れば良いよいのであるが，不可能であるな
らば，例えばサッカー部の部室横に新たに冷水機を設置したり，
食堂横の製氷機の製氷能力を上げるなどの何らかの熱中症対
策を講ずる必要があると考える．

4 安全性と競技力の向上のためのグラウンド整備

4.1 フィールドフェンスの撤去
　第２グラウンドを利用しているサッカー部員は５０名ほどいるた
め，メインコートとそれ以外に分かれて練習することが多い．両
グループの活動領域を区切ることによって，ボールの相互干渉
を避け，学生の安全性を確保する必要があるが，これには
フィールドフェンスが必要である．これは，第 1 グラウンドを利用
している野球部の活動範囲とその他を切り分けるためにそれが
広範囲に渡って設置されていることからも自明である．
　本年 10月 1 日には，OFA U-18 リーグ戦という公式戦の会場
として第 2 グラウンドが使用されることが予定されており，全 6
チームが訪れる．試合中，2 チームがコートを使っている間に，
既に試合を終えたチームがコート外においてクールダウンを行
い，次に試合を行うチームがウォームアップを行うため，試合会
場との活動領域を区切るフィールドフェンスは必要である．本件
は本学のみならず，対外的にも配慮する必要がある．
　現在，第２グラウンド内に，可動式のフィールドフェンスネットが
８台仮置きされている．これらは以前は固定されていたものの，
平成 29 年のグラウンド整備の際に移動させ，その後仮置きされ
たままである．グラウンド整備が完了した現在，これらを元どおり
に設置すれば良いが，これらから錆が出ているのみならず，金
属パイプが完全に破断して荷重を支えきれていないものもあり，
本来の機能を果たさない以上に設置が危険な状態である．この
様な理由から，新たなフィールドフェンスの設置が切望される．

4.2 排水溝の掃除
　平成 28 年に業者によって行われた大幅なグラウンド整備はグ
ラウンドの水はけを良くする上で重要であるものの，最終的な水
の出口である排水溝の定期的な清掃もまた重要である.しかしな
がら，大分高専においてはこれまでほとんど行われておらず，
図 3 の通り排水溝の上の汚泥の堆積が放置されてきた.
　図 4 と図 5 のとおり，この状況を改善すべく，サッカー部顧問，
部員，マネージャーらの協力による排水溝の掃除が行われた .
幅 0.5m，高さ 0.1m，長さ 120m程度の約 6m3の土を一輪車を用

いて人力で運び出した．未だ道路側に少し土が残っているもの
の，道路側とグラウンド側に間隙が出来たため，その間隙には
植物が自生しなくなった．グラウンドに生えていたネギが，明ら
かに減っているため，排水溝の掃除は有効であったと考えられ
る．　

4.3　ボランティア部による第 2 グラウンド周辺におけ る
      定期清掃

　第 2 グラウンド前の道路は地域の小中学校や大分高専の通
学路であり，また大分高専の寮生が通り沿いのコンビニエンスス
トアへ頻繁に足を運ぶ．買い食いした後に捨てられたと推測さ
れる空袋などが，その道路に沿った第 2 グラウンドの排水溝に

-22-

図 5 サッカー部員らによる排水溝掃除．

図 3 排水溝の上にたまっていた土．

図 4 マネージャーらによる排水溝掃除．

図 6 ボランティア部による第 2 グラウンド周辺の清掃．



堆積する.そして，排水溝に堆積したゴミとその上に泥により，層
状になっていた．ゴミのパッケージの年代より，古くから抱えてい
る問題であると推測される．
　人や車の多い道路沿いにゴミが放置されているということは，
管理が行き届いていないことの象徴となり，さらにゴミが捨てられ
るという悪循環に陥りかねない． 第 2 グラウンドを利用している
サッカー部員が注意を払うのは当然であるが，それだけでは不
十分である．そこで，この問題を一時的に解消するだけでなく，
綺麗な状態を維持させるため，当時ボランティア部の部長で
あった情報工学科 5 年の吉田晋氏に相談し，第 2 グラウンド周
辺を定期清掃のルートに設定してもらい，図 6のとおり定期清
掃を行なってもらっている.ボランティア部の活躍もあり，現在の
ところ，第 2 グラウンド周辺は綺麗な状態が保たれている．

4.4　防草対策

　これまで，手による草引き，立ち鎌による根刈り，草刈機の利
用によって，グラウンド内の草を排除してきた．しかしながら，多
年草の根を取りきれなかったりするものの，種子の飛来があり，
毎年グラウンドの広範囲渡って雑草が生い茂る．これまでも学
校から業者に依頼することによって除草剤散布が行われてきた
が，図 7のとおり，今年度は自らによる除草剤散布も加えた．こ
れに先立って噴霧器を導入し，除草剤を経済的に効果的に散
布するよう心がけた．グラウンド内に雑草が侵食しないために，
駐車場スペースの草にも散布した．この除草の取り組みは，以
前のそれらより各段に労力がかからない．

　グラウンド内を雑草から守るためには，その周辺の雑草も排除
すると効果的のであると考えれれる．そして第２グラウンド横駐
車場周辺の花壇は雑草の温床となっている．そこで，前出の吉
田晋氏による「IoT システムを用いたグラウンドカバープラントの
育苗環境システムの開発」という卒業研究の一貫として，図 8 の

とおり，試験的にグラウンドカバープラントであるクラピア 1株を
雑草が生い茂っていた花壇に移植した．クラピアは砂漠の緑化
様に品種改良されたイワダレソウの一種であり，あまり手入れを
しなくとも生育するのが特徴である．さらには，背が低く地を這う
様に育つ．このグラウンドカバープラントによって，背の高い雑
草が生える余地をなくすという算段である．現在のところ試験的
な取り組みであるので，今後の進捗が期待される．
　これ以外にも花壇のスペースを透水型防草シートによって覆う
ことによって日光を遮り，そもそも種子が土に落ちない状況を
作って雑草を防ぐ手段も考えられる．

4.5 グラウンド整備
　昨年度から今年度にかけて，専門業者によってグラウンドを
整備して頂いた．某球ネット敷設工事の際に，一時的にサッ
カー部は第 1 グラウンドを使わせて頂くことになったが，その際
に野球部員らによって，主に内野の整備の仕方の指導をして頂
いた．広範なサッカーコートをレーキがけするために，以前は引
きならしのみであった．しかしながら，コート全面は無理であるに
しても，荒れた箇所については図 9 の様にレーキの押しがけを
行うようになった．この様にグラウンド状態を極力維持するため
に，サッカー部員らは日々取り組んでいる．

4.6 ゴールネットの補習
　第 2 グラウンドは公式戦において使用されるにも関わらず，そ
のゴールネットには，図 10左に示した様なサッカーボールが通
過するほどの大きな穴がいくつも空いていた．そこで，補修を試
みた結果が図 10右である．補修用にはポリエチレン製の直径
3mm のロープを用いた．ロープの始点と終点はダブルシートベ
ンドと言われる結び方で処理し，途中は蛙股むすびと言われる
結び方で結ぶことにより，補修箇所も強靭になった． また，ゴー
ルネット奥の上部を張るために，もやい結びおよび張り綱結びを
用いた．

5. 結論

　平成 28 年度から平成 29 年度にかけての大分高専サッカー
部を取り巻く部活動環境の改善状況を報告した．昨年指摘した
グラウンド外に対する防球問題は解決したものの，グラウンド内
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図 10補習前(左)と補修後（右）のゴールネット．

図 8 クラピアの生育実験．

図 9 グラウンド整備．

図 7 サッカー部代表顧問による除草剤散布．



部の防球問題は未だ残っている．熱中症予防のための氷の供
給量不足が存在することを指摘した．サッカー部員，顧問，施設
管理側が協力し，これらの問題解決に向けて，継続的に改善し
ていくことが重要である．
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