
【回答方法】インターネットまたは電子メール、FAXのいずれかでご回答ください。
笹川スポーツ財団ホームページ（http://www.ssf.or.jp）にアクセスし、下記①②いずれかでご回答ください。
①  インターネット：調査票表紙右上の5文字の英数字を入力の上、画面上でご回答ください。
②  電子メール：調査票をエクセルファイルでダウンロードし、回答入力後、sports2015@nrc.co.jpまでお送りください。
①②いずれも難しい場合は、こちらの調査票に記入の上、FAX番号03-6667-3475までお送りください。

【貴自治体のスポーツ政策に関わる部署や組織について】

問1.　ご回答者様のプロフィールおよび貴自治体についてご記入ください。

1.　教育委員会 2.　首長部局

- - ＠

1.　有 　 ）人 　 2.　無

　1.　主たる担当部署である　　→　問2へお進みください

　2.　主たる担当部署ではないが、障害者スポーツについても担当している

　3.　障害者スポーツは担当していない

　1.　障害福祉関連部署 　　2.　教育委員会のスポーツ関連部署

　3.　首長部局のスポーツ担当部署 　　4.　その他　（ ）

問2.　貴自治体のスポーツ担当部署の専任職員数と各担当人数について、ご記入ください。（平成28年2月現在）
　　　　 ※専任職員とは、常勤職員として発令されている正規職員のことです。いない場合は「0」をご記入ください。
　　　　 　 施設管理等で雇用している嘱託職員は含めず、行政組織のスポーツ担当部署に所属している人数をご記入ください。

（ ）

人 人 人 人 人

→委員数　　（

スポーツ振興に関する全自治体調査　2015

障害者スポーツの
主たる担当部署に

ついて

※上記「2.」「3.」と回答した
方のみ、お答えください。

※自治体の行政組織内における担当部署であり、社会福祉協議会は該当しません。

エクセル調査票　整理番号（エクセルファイルでご回答の方は、お送りした調査票の右上
の４ケタの数字をご記入ください）※アルファベットは除いてご記入ください。

ご回答者名

E-mail

スポーツ振興審議会の有無
（●はひとつ）

障害者スポーツの担当部署について
（●はひとつ）

種別
（●はひとつ）

担当部署名

担当別内訳
管理職を含め、複数の役割を兼任する職員はそれぞれにカウントしてください。

（左の欄の合計と一致させる必要はありません）

自治体名

種別
（●はひとつ）

担当部署名

電話番号

専任職員数
　 （合計）

※都道府県からご
記入ください。

その他

※局、部、課、係までお書きください。

障害者スポーツを
担当

生涯スポーツを担当 競技スポーツを担当

本調査は、全国の自治体のスポーツ振興に関する情報を定期的に収集することを目的に実施

しています。回収したアンケートは統計的に処理致します。個人情報は、回答の内容について

確認が必要となった場合のご連絡に使用し、その他の目的では一切使用せず、厳重に管理いた

します。ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【調査企画】公益財団法人 笹川スポーツ財団

東京都港区赤坂1-12-32

回答期限：２０１６年３月４日（金）

調査の実施は、下記の調査機関が行いますので、不明な点などがございましたら、下記までご連絡ください。

株式会社 日本リサーチセンター 調査部担当：藁品(わらしな) ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-925-394(平日10:00～17:00)
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【貴自治体のスポーツ推進（振興）計画について】
問3.　貴自治体には、現在、スポーツ推進（振興）の指針となるような計画がありますか。（●はひとつ）
　　　「計画がある（あった）」と回答した方は、策定済みの計画について、名称と策定時期・計画期間を
　　　ご記入ください。
　　　　※スポーツ推進（振興）を目的とした単独の計画であり、生涯学習推進計画や教育振興計画、総合計画や条例は含みません。

　1.　計画がある

西暦（ ）年 （ ）月策定

　3.　これまで計画を策定したことはない　 西暦（ ）年度～ （ ）年度

→問4へお進みください

　【※問3で「1.計画がある」「2.過去には計画があったが、現在はない」と回答した方にお伺いいたします。】

問3_SQ1.　計画を策定したプロセスについて、あてはまるものをすべてお答えください。

（☑はいくつでも）

　11.　その他　（ ）

問3_SQ2.　以下の内容は、スポーツ推進（振興）の計画に含まれていますか。

含まれているものすべてお答えください。　（☑はいくつでも）
成人のスポーツ実施率の目標を定めている場合には、記載されている目標値をご記入ください。

 1.成人のスポーツ実施率の目標を定めている （ . ）％

 2.障害者スポーツに関する記載がある （ . ）％

 3.スポーツボランティアに関する記載がある

問3_SQ3.　貴自治体では、スポーツ推進（振興）の指針となる計画について、
　　　　　施策や事業の進捗管理・改善のための評価を実施しています（いました）か。（●はひとつ）

→　問4へお進みください

【※「1.　スポーツ推進（振興）計画単独で評価を実施している（いた）」と回答した方にお伺いします。】

問3_SQ3-1.　スポーツ推進（振興）に関する計画の評価について、どの程度の頻度で

実施していますか。（●はひとつ）　　　 

　1.　（　　　　　　　　　　　　　）年に　 （ ）回

　2.　計画更新時

　3.　その他（ ）

※小数第1位までお書きください。

　1.　スポーツ推進（振興）計画単独で評価を実施している（いた）

成人の週1回以上の
スポーツ実施率

成人の週3回以上の
スポーツ実施率

　7.　住民のスポーツに関する実態やニーズを把握するため、調査を実施した

　8.　市民討議会やパブリックコメントを実施し、住民の意見を参考にした

　9.　スポーツ推進審議会を設置し、意見を参考にした

　10.　スポーツ推進審議会以外の有識者の意見を参考にした

　3.　実施していない

　2.　行政評価・事務事業評価制度の中で実施している（いた）

↓

　2.　都道府県のスポーツ推進（振興）に関わる計画の内容を参酌した　（※市区町村のみ回答）

　3.　自治体の総合計画の内容との整合性を図った

　4.　自治体の個別計画（教育振興計画や福祉計画等）の内容との整合性を図った

　5.　他の自治体のスポーツ推進（振興）計画の内容を参考にした

　6.　庁内ワーキンググループを設置するなど、スポーツ担当以外の関係各署
　　　（学校教育・健康福祉など）から意見を集約し、調整を行った

　1.　国の政策（スポーツ基本法、スポーツ基本計画など）の内容を参酌した

名称

策定時期

計画期間

　2.　過去には計画があったが、現在はない

　　※カッコ内に該当する数字をご記入ください。
　　　　例　：　（　1　）年に　（　1　）　回
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【※問3で「2.過去には計画があったが、現在はない」「3.これまで計画を策定したことはない」と回答した方にお伺いいたします。】

問4.　貴自治体は、現在スポーツ推進（振興）の指針となるような計画の策定（改定）を行っていますか。
現在策定（改定）中と回答した方は、策定（改定）中の計画について、名称と策定時期・計画期間
をご記入ください。（●はひとつ）

　1.　現在策定（改定）中である 西暦（ ）年 （ ）月策定

　2.　策定（改定）を検討している 西暦（ ）年度～ （ ）年度

　3.　策定（改定）予定はない

【貴自治体のスポーツリーダーバンクについて】
問5.　貴自治体には、スポーツ指導者（スポーツリーダー）に関する人材バンクや登録制度がありますか。

（●はひとつ）
　　　  ※生涯学習の総合人材データベース内にある場合や、貴自治体が設置に関わり、運営は体育協会やNPO法人等が行っている
　　　  　 場合も含みます。なお、日本障がい者スポーツ協会公認指導員の人材バンク（障がい者スポーツ指導者協議会等）は
　　　  　 含みません。

　1.　ある

　2.　過去にあったが廃止した 廃止年 西暦（ ）年
→問6へお進みください

　3.　これまで設けたことはない

【※問5で「ある」と回答した方にお伺いいたします。】
問5_SQ1.　貴自治体のスポーツ指導者バンクについて、お答えください。

西暦（ ）年

　1.　自治体 　2.　体育協会　

　3.　スポーツ振興公社・事業団など 　4.　その他（ ）

　（ ）人 ※西暦 （ ）年（ ）月現在

　1.　特になし 　2.　講習会等の受講 　3.　指導者資格

　4.　競技団体等からの推薦 　5.　その他（ ）

　1.　更新を行っている

　2.　更新は行っていない

　1.　ホームページ 　2.　自治体や体育協会、スポーツ振興公社・事業団などの広報誌

　3.　メールマガジン 　4.　その他（ ）

問5_SQ2.　指導者バンクの登録者のうち、年1回以上活動している人の割合をお答えください。
（●はひとつ）

　　　　　　　※活動していない場合は「1」に●をつけ、カッコ内に「0」をご記入ください。わからない場合は「2」に●をつけてください。

　1.　およそ（ ）％

　2.　わからない

 

登録更新期間

運営主体
（●はひとつ）

策定（改定）
時期

設置年

計画期間

名称

年ごと

最新の
登録者数

登録条件
（☑はいくつ

でも）

登録更新
（●はひとつ）

リーダーバン
クの周知方法
（☑はいくつ
でも）
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問5_SQ3.　スポーツ指導者の役割はどのようなものですか。（☑はいくつでも）

　1.　学校運動部活動の指導（外部指導者） 　2.　行政・体育協会のスポーツ教室等の指導

　3.　行政・体育協会のイベントでの指導・審判 　4.　地域のスポーツクラブ・団体のスポーツ教室の指導

　5.　地域のスポーツクラブ・団体のイベントでの指導・審判 　6.　地域のスポーツクラブの運営

　7.　その他（ ）

問5_SQ4.　スポーツ指導者への謝金等の支払いについてお答えください。（●はひとつ）
　　　※謝金等には、交通費の実費払いや定額払いを含みます。

　1.　支払いは任意で、依頼者と指導者の協議により決められている

　2.　謝金等の金額を定めており、指導者バンクの予算から支払っている

　3.　謝金等の金額を定めており、紹介先に支払いを義務付けている

　4.　その他（ （ ）

【貴自治体のスポーツボランティアバンクについて】
問6.　貴自治体には、スポーツボランティアに関する人材バンクや登録制度がありますか。（●はひとつ）
　　　　※貴自治体が募集や設置に関わり、体育協会やNPO法人等が運営している場合も含みます。
 　　　　　ただし、問5で回答した「スポーツ指導者バンク」は除きます。

　1.　スポーツボランティア専用の人材バンクがある

　2.　一般的なボランティアバンクに含まれている

　3.　過去にあったが廃止した 廃止年 西暦（ ）年

　4.　これまで設置したことはない　

【※問6で「1.　スポーツボランティア専用の人材バンクがある」「2.　一般的なボランティアバンクに
　　　含まれている」と回答した方にお伺いいたします。】
問6_SQ1.　貴自治体のスポーツボランティアバンクについてお答えください。

西暦（ ）年

　1.　自治体 　2.　体育協会

　3.　スポーツ振興公社・事業団など 　4.　その他( ）

　（ ）人 )年 （ ）月現在

　1.　更新を行っている

　2.　更新は行っていない

　 　1.　行っている 　2.　行っていない

問6_SQ2.　ボランティアバンクの登録者のうち、年1回以上活動している人の割合をお答えください。

（●はひとつ）
　　　　　　　※活動していない場合は「1」に●をつけ、カッコ内に「0」をご記入ください。わからない場合は「2」に●をつけてください。

　1.　およそ（ ）％

　2.　わからない

※西暦（

登録更新期間

ボランティア
研修会等

（●はひとつ）

→問7へお進みください

登録更新
（●はひとつ）

年ごと

名称

設置年

運営主体
（●はひとつ）

最新の
登録者数 ※一般的なボランティアバンクにスポーツボランティアが含まれている場合、主にスポーツに関連した活動を希望している人数をお

答えください。
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問6_SQ3.　スポーツボランティアバンクを設置した目的はどのようなものですか。（☑はいくつでも）

　1.　国体等のイベントで募集したボランティアの組織化・機会提供 　2.　新規イベント開催のための人材確保

　3.　既存イベントの充実のための人材確保

　5.　地域スポーツクラブの運営スタッフの確保 　6.　その他 ( ）

【貴自治体の学校体育・部活動について】

都道府県の方にお伺いします。
問7.　貴自治体では、学校体育の充実を目的に「小学校体育の専科教員」を配置していますか。（●はひとつ）
　　　　 配置している場合は、配置した校数と人数および配置期間をお答えください。（2015年度実績）
　　　　 また、過去に配置していた場合は、配置していた時期をお答えください。
　　　 　※この場合「専科教員」とは、「標準法における基礎定数内で配置している教員」や「加配措置を活用して
 　　　　　 配置している教員」、もしくは「都道府県の独自事業として、予算措置をして配置している教員」のいずれかを
　　　　　　指します。

　1.　配置している

（ ）校 （ ）人 西暦（ ）年度

　3.　配置したことはない

西暦（ )年度～西暦（ )年度まで

市区町村の方にお伺いします。
問8.　貴自治体の小学校体育において、2014年度実績で「外部指導者」を登用していましたか。（●はひとつ）
　　　　 登用していた場合は、種目をお選びください。（☑はいくつでも）
　　　　 ※文科省「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」の小学校体育活動コーディネーターは含めずにお答えください。

　1.　登用していた 　1.　水泳 　2.ダンス

　2.　登用していない 　3.　スキー 　4.　体操（跳び箱・マット運動等）

　5.　その他 （ ）

引き続き、市区町村の方にお伺いします。

問9.　貴自治体の中学校運動部活動において、市区町村で予算措置を行い「外部指導者」を登用する
　　　　制度はありますか。（●はひとつ）
　　　　制度がある場合は、中学校運動部活動に登用している人数と校数をご記入ください。（2015年度実績）
　　　　 ※制度があった場合でも、登用した外部指導者がいない場合には「0」をご記入ください。

　1.　制度がある （ ）人

　2.　制度はない （ ）校

【貴自治体の成人スポーツ実施率について】

全員にお伺いします。
問10.　貴自治体では、「成人の週1回以上のスポーツ実施率」を把握していますか。（●はひとつ）
　　　　　把握している場合は、その実施率と調査時期をご記入ください。

　1.　把握している （ .　　　　　　）％

　2.　把握していない 西暦（ ）年

　4.　スポーツ教室の開催・運営のための人材確保

体育の
専科教員数

配置した
校数

校数

配置期間

　2.　過去には配置していた
　　　が、現在は配置していない

配置開始
年度

成人の週1回以上
スポーツ実施率

調査時期

種目
（☑はいくつ

でも）

人数
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【貴自治体の公共スポーツ施設について】

問11.　貴自治体には、平成28年2月現在、修繕・補修（予定含む）等により、1か月以上利用を停止している
　　　　 公共スポーツ施設はありますか。（●はひとつ）
　　　　  「体育館」「プール」「テニスコート」についてのみ、 利用を停止している施設数をご記入ください。

　1.　利用を停止している公共スポーツ施設がある

　2.　利用を停止している公共スポーツ施設はない （ ）箇所

（ ）箇所

（ ）箇所

【貴自治体の体育協会について】
市区町村の方にお伺いします。
問12.　貴自治体の体育協会についてご記入ください。

　1.　あり　→　法人格の種別 ( ) 2.　なし

　　（　　　　　　　　　　　　　　 ）　団体

　1.　あり　→　支部数 ( ) 2.　なし

問13.　貴自治体のスポーツ少年団について、お伺いします。貴自治体のスポーツ少年団の事務局は、

どこに設置されていますか。（●はひとつ）

　1.　スポーツ担当部署

　2.　市区町村体育協会

　3.　市区町村スポーツ少年団の代表者の自宅・職場

　4.　その他 （ ）

　5.　スポーツ少年団はない

問14.　貴自治体のスポーツ少年団の団数と団員数、登録指導者数についてご記入ください。（2014年度実績）

（ ） 団

（ ） 人

（ ） 人

質問は以上です。ご回答ありがとうございました。

体育協会の名称

法人格の有無　（●はひとつ）

体育協会に加盟している団体数

地域支部の有無　（●はひとつ）

公共スポーツ施設の
種類

団数

登録指導者数

体育館

プール

テニスコート

利用停止中の施設数

団員数
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