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付録―調査票 
資料 1 質問紙調査票 
 

チャレンジデー実施に関する調査 

 
問 1．チャレンジデーのご担当者についてご記入ください。 

自治体名 
 

ご回答者名 
 

担当部署名 
局､部､課､係までお書きください 

 

問 2．問 1 でご回答いただいた担当部署の他にチャレンジデーに協力している

部署について、あてはまる番号に○をつけてください。（○はいくつでも）   

1．スポーツ担当部署 2．学校教育担当部署 3．健康づくり担当部署 

4．福祉担当部署 5．観光担当部署 6．総務担当部署 

7．その他（               ）  
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問 3．実行委員会メンバーのいる組織・団体等について、あてはまる番号に○を

つけてください。 

（○はいくつでも）  

[行 政]   

1．スポーツ担当部署 2．学校教育担当部署 3．健康づくり担当部署 

4．福祉担当部署 5．観光担当部署 6．総務担当部署 

7．その他（              ）  

[スポーツ関連組織・団体]   

8．スポーツ推進委員協議会  9．体育協会 10．スポーツ少年団 

11．レクリエーション協会 12．総合型地域スポーツクラブ 13．民間フィットネスクラブ 

14．プロスポーツチーム 15．企業スポーツチーム   

16．その他（                ） 

[学校関係]   

17．幼稚園･保育園  18．小学校（校長会） 19．中学校（校長会） 

20．高等学校 21．特別支援学校 22．大学･短大･高専･専門学校 

[その他]   

23．事業所･企業  24．商工会･青年会議所 25．社会福祉協議会 

26．青少年健全育成組織 27．PTA 連合会 28．自治会･町内会 

29．高齢者団体・老人クラブ 30．婦人会    31．障害者団体 

32．その他（              ） 33．その他（              ） 

34．その他（              ） 35．その他（              ） 
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問３-①.実行委員会メンバーのいる組織・団体についておうかがいします。3 月

にご提出いただいた 

「助成金申請書」で同じ質問をしましたが、実行委員の追加や変更の事例

もありますので、あら 

ためてお答えください。 （○はいくつでも）  

[行 政]   

1．スポーツ担当部署 2．学校教育担当部署 3．健康づくり担当部署 

4．福祉担当部署 5．観光担当部署 6．総務担当部署 

7．その他（              ）  

[スポーツ関連組織・団体]   

8．スポーツ推進委員協議会  9．体育協会 10．スポーツ少年団 

11．レクリエーション協会 12．総合型地域スポーツクラブ 13．民間フィットネスクラブ 

14．プロスポーツチーム 15．企業スポーツチーム   

16．その他（                ） 

[学校関係]   

17．幼稚園･保育園  18．小学校（校長会） 19．中学校（校長会） 

20．高等学校 21．特別支援学校 22．大学･短大･高専･専門学校 

[その他]   

23．事業所･企業  24．商工会･青年会議所 25．社会福祉協議会 

26．青少年健全育成組織 27．PTA 連合会 28．自治会･町内会 

29．高齢者団体・老人クラブ 30．婦人会    31．障害者団体 

32．その他（              ） 33．その他（              ） 

34．その他（              ） 35．その他（              ） 
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問 4．実行委員会メンバーを含め、チャレンジデー開催に関わる組織・団体の状

況と協力内容について 

お答えください。「なし」の場合は協力内容への回答は不要です。 

組織・団体 設置状況 

 協力内容 

 周知に協力 

チャレンジデーのチラシや

ポスターの掲示等 

運営に協力 

チャレンジデー当日に大会や

講習会等のプログラムを実施 

1.体育協会事務局 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

2.体育協会加盟競技団体 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

3.体育協会支部（地区体協）  なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

4. スポーツ少年団（単位団） なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

5.スポーツ推進委員協議会 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

6.レクリエーション協会（加

盟団体） 
なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

7.総合型地域スポーツクラ

ブ 
なし  あり  

はい  いいえ はい  いいえ 

8.民間フィットネスクラブ なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

9.プロスポーツチーム なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

10.企業スポーツチーム なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

11.幼稚園･保育園 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

12.小学校 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

13.中学校 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

14.高等学校 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

15.特別支援学校 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

16.大学･短大･高専･専門学校 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

17.事業所･企業 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

18.商工会･青年会議所 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

19.社会福祉協議会 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

20.青少年健全育成組織 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

21.PTA 連合会 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

22.自治会･町内会 あり  はい  いいえ はい  いいえ 

23.高齢者団体・老人クラブ なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

24.婦人会 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 
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25.障害者団体 なし  あり  はい  いいえ はい  いいえ 

26.その他（       ） あり  はい  いいえ はい  いいえ 

27.その他（       ） あり  はい  いいえ はい  いいえ 

28.その他（       ） あり  はい  いいえ はい  いいえ 

 

 

問５．チャレンジデーの周知に関する物品の有無と活用状況についてお答えく

ださい。 

   周知用物品が「なし」の場合は活用状況への回答は不要です。 

周知用物品名称 有無  活用状況 

1.チラシ なし   あり  配布枚数 枚 

2.ポスター（笹川スポーツ財団提供分含む） あり  掲示枚数 枚 

3.大型横断幕（笹川スポーツ財団提供分含む） あり  設置数 張 

4.横断幕（その他） なし   あり  設置数 張 

5.幟（㈱伊藤園提供分含む） なし   あり  設置数 本 

6.懸垂幕 なし   あり  設置数 枚 

7.Ｔシャツ（笹川スポーツ財団提供分含む） あり  配布枚数 枚 

8.ポケットティッシュ なし   あり  杯数数 個 

9.その他 あり 
  問 5-①へお進みくださ

い 

 

問５-①.その他の製作物の名称と数量をご記入ください。   

製作物  

数 個 

 

製作物  

数 個 

 

製作物  
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数 個 

問６．チャレンジデーの周知媒体等について、お答えください。（○はいくつで

も） 

1.ホームページ なし  あり 2.Facebook なし  あり 

3. twiitter なし  あり 4.自治体広報誌（開催前告知） なし  あり 

5.自治体広報誌（開催報告） なし  あり 6.プレスリリース（開催前告知） なし  あり 

7.メディア関係者への依頼 なし  あり 8.地元ケーブルテレビの CM なし  あり 

9. 地元コミュニティ FM の CM なし  あり   

 

 

 

問７．チャレンジデー実施に関し、著名人（スポーツ関係者のほか、スポーツに

関係のない著名人を含む）やプロチーム等の活用について、あてはまる番号に○

をつけてください。（○はひとつ） 

1.活用している   問 7-①へお進みください  

2.活用していない 問 8 お進みください  

 

 

問７-①.著名人やプロチームの活用について、あてはまる番号に○をつけてくだ

さい。（○はひとつ） 

1.事前の周知への協力に加えて、チャレンジデー当日もイベントに関わってもらっている 

2.事前の周知のみ協力してもらっている 

3 事前の周知への協力はないが、チャレンジデー当日イベントに関わってもらっている 

   注）事前の周知への協力：動画や写真でのチャレンジデーへの応援メッセ

ージや、自らチャレンジデーの周知を行うなどの協力 
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問８．チャレンジデー当日に、在住・在勤・在学以外の参加者を多数呼び込むこ

とを目的に実施している大会やプログラムはありますか、あてはまる番号

に○をつけてください。（○はひとつ） 

1.ある   問 8-①へお進みください  

2.ない 問 9 へお進みください  

 

 

問８-①.その大会、プログラムについて大会名やプログラム名などをご記入くだ

さい。 

    また、その参加者数がわかりましたらご記入ください。（推定でも可） 

例）○○地域ゲートボール交流会（村内 100 人、村外 50 人）、○○地区対抗綱引き大会（町内外で計 200

人程度） 等 
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問９．チャレンジデー当日の対象者数と参加者数、世帯数についてお答えくださ

い。詳細な数値がない場合は未記入か、想定値をご記入いただいてもかま

いません。 

 
人 数 

計 男 女 

世帯数（総数）    

人口 

（チャレンジデー対象） 
   

参加者数 

（人） 
   

 

 

以下、問９-①～問 10 について、数値データがない部分は未記入でかまいませ

んが、想定される数値や 

わかる範囲でのご回答をお願いします。 

 

問９-①.自治体内の保育園、学校での参加と参加者数についてお答えください。 

 あてはまる番号に○をつけてください 参加者数 

幼稚園・保育園 
1.すべての園が参加  

2.参加していない園がある 
人 

小学校 
1.すべての小学校が参加  

2.参加していない小学校がある 
人 

中学校 
1.すべての中学校が参加  

2.参加していない中学校がある 
人 

 

問 9-②.自治体内の事業所や企業、施設単位での参加者数をご記入ください。 

事業所・企業 人 

高齢者施設 
障害者施設 

人 
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問 10．チャレンジデー当日に開催したイベントについて、実行委員会が主催し

ているイベント（オープニングイベントやファイナルイベントなど）と、

協力団体やクラブなどが独自に主催している大会や講習会等のイベン

トについて、その数と参加者数（延べ人数）をご記入ください。 

 
実行委員会が主催の

イベント 

競技団体やクラブ、愛好会などが主催 

している大会や講習会などのイベント 

イベント数   

参加者数 人 人 

   

 

問 11．来年のチャレンジデーについて、あてはまる番号に○をつけてください。 

   （○はひとつ） 

  1．実施する可能性が高い    

  2．どちらとも言えない 

  3．実施しない可能性が高い（以下にその理由をご記入ください） 

      

 

問 12．チャレンジデーの実施がきっかけで始まったイベントや、スポーツプロ

グラムがあれば、 

ご記入ください。 

    例）町内会で以前実施していた朝のラジオ体操が復活し、その後も定期的に行われるようになっ

た。 
      地元の企業が毎月第 4 水曜日にごみ拾いウォーキングを実施するようになった。 
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問 13．チャレンジデーの実施がきっかけとなり、まちづくりや地域づくりにつ

ながるような、 

組織・団体がつくられた例があれば、ご記入ください。 
   例）市内の高齢者世代と若者世代が協力し防犯を目的とした組織をつくった。 

  休眠していた町内会の活動がチャレンジデー後、頻繁に実施されるようになった。 

 

 

問 14．貴自治体では成人の週 1 回以上の運動・スポーツ実施率を把握してい

ますか。あてはまる番号に○をつけてください。（○はひとつ） 

  1．していない       

  2．している      （     ％） 西暦     年 調査 

 

 

 

 

 

（以上） 
 
 

 


