
（１）諸外国におけるスポーツ振興施策等に関する調査研究：資料 

 

日本国 文部科学省「スポーツ政策調査研究」調査票（和文） 

The Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

『 Sports Policy Research Project 』Survey 

回答提出期限： 年 月 日 

 

本調査の回答は、 年 月 日／2011年2月10日までに、EメールかFAXでご回答ください。 

FAXする場合は、濃いインクではっきりと書いてください（筆記体ではなく）。 

回答に関連する資料の原本は、お手数ですが笹川スポーツ財団までご郵送ください。 

 

回答者の名前／ 

肩書き／ 

組織名／ 

Website／ 

住所／ 

国名／ 

電話／ 

FAX／ 

Email 

 

 

問１．スポーツ統括組織 Administrative Body for Sport 

Q1-1.あなたの国でスポーツを担当する行政部局Administrative department for Sport in governmentの名称を、

最も小さいセクションまで教えてください。併せて、部局・セクションの職員の数も教えて下さい。 

回答例）日本：文部科学省／スポーツ青尐年局／①競技スポーツ課、②生涯スポーツ課、③企画・体育課 

E.g., Japan :  Ministy of Education, Culture, Sports, Science and Technology / Sports and Youth Bureau / 

        (1) Competitive Sports Division (2) Sports-for-All Division (3) Policy Planning Division 

 

部局名：                    、職員数合計：（        ）名 

 セクション名：                、  職員数：（        ）名 

セクション名：                、  職員数：（        ）名 

 

問２．スポーツ関連予算、財政、税制 Budget, Finance and Taxation System for Sport  

（※併せて資料の原本を該当箇所に印をつけて送ってください。） 

 

Q2-1.あなたの国のスポーツを直接担当する部局の予算Budgetはいくらですか？  

（※併せて資料の原本を送ってください。あるいは確認できWebsiteをご記入ください。） 

 

最新の会計年度 fiscal yearの予算Budget： 

（Website：                               ） 

 



Q2-2.あなたの国で、複数の部局・省庁にまたがるスポーツ関連の予算 Cross sectional budgets   or  budgets 

extending over multiple departments and ministriesがありますか？あれば、具体的な部局・省庁名とその金額

を教えてください。 

□Ｙes   □Ｎo 

部局・省庁名： 

金額： 

（Website：                               ） 

 

Q2-3.あなたの国では、スポーツ振興のための財源Revenue Resource for Sport Promotionを確保するために、

スポーツくじSport lotteryなどを活用していますか？活用している場合には、その種類 Revenue resource 

typeや金額を教えてください。 

（例：宝くじ Lottery、スポーツくじ Sport lottery、競馬Horse racing、等 etc） 

□Ｙes   □Ｎo 

1)収入源： 

年間売上総額annual sales and profit  (latest fiscal year)： 

スポーツへの配分額（％）： 

（例：スポーツくじ Sport lotteryの収益の35％、放送権料の20％等） 

スポーツへ配分を行っている機関 

 

2)収入源： 

年間売上総額annual sales and profit  (latest fiscal year)： 

スポーツへの配分額（％）： 

（例：スポーツくじ Sport lotteryの収益の35％、放送権料の20％等） 

スポーツへ配分を行っている機関 

 

Q2-4.あなたの国では、スポーツ振興のための政府が出資しているスポーツ基金 Sports Promotion FundＨはあ

りますか？あれば、組織Organization、内容 Contents、配分額 Distribution amountについて教えてください。 

□Ｙes   □Ｎo 

組織Organization： 

内容 Contents： 

最新の会計年度 fiscal yearの配分額 Distribution amount： 

 

Q2-5.あなたの国では、スポーツに関する税制上の優遇措置 Tax break for Sportはありますか？あれば、主なも

のを２つまで、ご紹介ください。 

（例：スポーツクラブ・団体 community sport clubs and groups、スポーツ会社 sport firms、スポーツの興

行 sport event、スポーツ放送 sport broadcasting、スポーツ施設 sport facilities、スポーツ製品 sport-related 

products等に対して） 

□Ｙes   □Ｎo 

事例１： 

（Website：                               ） 

事例２： 

（Website：                               ） 

 



問３．運動・スポーツSport and Physical Activity の参加率調査Participation Survey  

Q3-1. 国民の運動・スポーツ実施率に関する最新のデータ（スポーツ実施率、実施種目など）を教えてください。

（※併せて、データの出展資料と該当ページを送ってください。あるいは確認できるWebsiteをご記入ください。） 

調査名： 

調査年：  （              ）年 

調査結果： 

（Website：                               ） 

 

Q3-2 あなたの国の、競技種目別の登録者数やクラブ数を、登録者数の多い順に教えて下さい。 

（※併せて、データの出展元と該当箇所またはページを送ってください。あるいは確認できるWebsiteをご記入

ください。） 

 

「スポーツ種目」       「登録者数」    「クラブ数」 

例）日本サッカー協会      862,045       28,937       

 

1)                                    

2)                                    

3)                                         

 

問４．スポーツ関連法令 Laws or Regulations concerning sport   イメージ図 

 

Q4-1. あなたの国では、「スポーツ法（基本法）」は制定されていますか。制定されていれば、名称と制定年を教

えてください。 

□Ｙes   □Ｎo 

名称 Name： 

制定年：  （         ）年 

概要： 

（Website：                               ） 

 

Q4-2. あなたの国では、「スポーツに関連する法律Laws or Regulations concerning sport」は制定されています

か。制定されていれば、名称と制定年を教えてください。 

（例：スポーツの権利 sport rights、スポーツ組織 sport organizations、スポーツ施設 sport facilities、

スポーツ指導者 sport instructors、ドーピング doping、紛争解決 dispute resolution、スポーツ選

手 athletes、障害者スポーツdisability sportなどに関する法律） 

（※併せて、条文の構成、概要がわかる資料の原本を送ってください。あるいは確認できWebsiteをご

記入ください。） 

 

□Ｙes   □Ｎo 

名称 Name： 

制定年：  （         ）年 

概要： 

（Website：                               ） 

【  ス ポ ー ツ 関 連 法  】 

スポーツ基本計画 

                          

スポーツ振興政策A      スポーツ振興政策B    スポーツ振興政策C 



問５．スポーツ基本計画 Sports Promotion plans or strategy   

Q5-1. あなたの国では、「スポーツの基本計画, Sports Promotion plans or strategy」はありますか。あれば、名称、

策定年を教えてください。（※併せて、条文の構成、概要がわかる資料の原本を送ってください。あるいは

確認できWebsiteをご記入ください。） 

 

□Ｙes   □Ｎo 

名称 Name： 

策定年： 

概要： 

（Website：                               ） 

 

Q5-2. あなたの国では、今後、「スポーツの基本計画Basic Plan for the Promotion of Sports,   Sports Promotion 

plans or strategy」を策定する計画がありますか？あれば、策定予定年と名称が決まっていれば教えてください。 

 

□Ｙes   □Ｎo 

策定予定年： 

名称 Name： 

 

問６．スポーツ振興施策 Action Plans, Projects and Programs for Sport Promotion, Sport promotion policy 

Q6-1. あなたの国では、以下のテーマのスポーツ振興政策がありますか？あれば、施策名称（もしあれば if any）

と概要を教えて下さい。（※併せて、概要がわかる資料の原本を送ってください。あるいは確認できWebsite

をご記入ください。） 

 

１） 生涯スポーツ振興施策Action Plan for Sport for All   

キーワード： 

・スポーツ参加Sport participation、子どもYouth、女性Women 

・マイノリティ Minorities（障害者 the Disabled、民族 raceなど etc） 

・スポーツ団体・クラブSport organizations and clubs   

・学校体育 Physical education 

 

名称： 

  開始年：（             ）年 

概要： 

（Website：                               ） 

 

２）国際競技力向上施策 Action Plans for advancement in international competitive performances 

キーワード： 

・競技力の向上 Competitive advancement、セカンドキャリア Second career 

・スポーツ指導者 Sport instructors の資格 Qualifications、スポーツ指導者 Sport instructors の免許制度

License system 

・スポーツ施設の整備 Sport facility management、強化拠点等計画 Plans and centers for supporting high 

performance 

・国際スポーツ大会の誘致 Bidding for international sport events 

・スポーツ組織のガバナンス Governance of sport organizations  

 

名称： 

  開始年：（             ）年 

概要： 



（Website：                               ） 

 

３）スポーツの保護関連施策 Action Plans for protection of Sport 

キーワード： 

・ドーピング、スポーツ紛争解決制度 Doping, sport dispute resolution system 

・倫理的・道徳的保護 Ethical and moral protection、セクシャルハラスメント Sexual harassment、暴力防

止 Prevention of violence in sport 

・スポーツ放送 Sport broadcasting、知的財産 Intellectual property rights 

・事故補償 Accident compensation、安全対策 Safety measures、保険 Insurance 

・事業評価 Business assessment、実績評価 Performance assessment、政策評価 Policy assessment  

 

名称： 

  開始年：（             ）年 

概要： 

（Website：                               ） 

 

４）スポーツ産業関連施策 Action Plans related to sport industries 

キーワード： 

・スポーツ産業 Sport industry、 

・プロスポーツ Professional sports、 

・スポーツ観光Sport tourism、 

・スポーツにおける雇用 Employment status in sport-related fields  

名称： 

  開始年：（             ）年 

概要： 

（Website：                               ） 

 

５）その他 others 

名称： 

  開始年：（             ）年 

概要： 

（Website：                               ） 

 

問７．ナショナルトレーニングセンター（NTC）National Training Centers  

Q7-1. あなたの国の、ナショナルトレーニングセンター（NTC） National Training Centersについて、施設総

数を教えて下さい。併せて、障害者のトップアスリート（パラリンピック選手等）が使用できる施設の数

も教えて下さい。 

（※一覧表があれば原本を送ってください。あるいは確認できWebsiteをご記入ください。） 

 

施設数： 

内、障害者のトップアスリートが利用できる施設の数：（          ）施設 

（Website：                                  ） 

 



問８．ナショナルスタジアム（国立のスポーツ施設） National Stadium 

Q8-1. あなたの国の、ナショナルスタジアム（国立のスポーツ施設） National stadiumについて、施設数、そ

の名称 Name、所在地 Locationを教えて下さい 

（※一覧表があれば原本を送ってください。あるいは確認できWebsiteをご記入ください。） 

施設数： 

名称 Name： 

所在地 Location： 

 

Q8-2.あなたの国の、代表的なナショナルスタジアム（国立のスポーツ施設） National stadium、複数あれば主

要な２施設について、施設の設置者、施設の管理運営者、運営費の内訳を教えてください。 

 

施設１） 

名称： 

施設の設置者：□国 □地方公共団体（Local government） □民間 □その他（            ） 

施設の管理運営者：□国 □地方公共団体（Local government） □民間 □その他（          ） 

運営費の内訳：年間の運営費に占める、国からの支出金の割合（         ）％ 

施設２） 

名称： 

施設の設置者：□国  □地方公共団体（Local government） □民間 □その他（          ） 

施設の管理運営者：□国 □地方公共団体（Local government） □民間 □その他（          ） 

運営費の内訳：年間の運営費に占める、国からの支出金の割合（         ）％ 

 

問９．スポーツ関連団体・組織 Sport-related Bodies and Organizations 

Q9-1. あなたの国の、国内オリンピック委員会 National Olympic Committee について、組織の構成

Organizational structure、予算 Budget、について教えて下さい。 

名称： 

予算 Budget： 

組織の構成Organizational structure： 

（Website：                                                ） 

 

Q9-2. あなたの国で、国内オリンピック委員会National Olympic Committee以外に、国内のスポーツ統括団体 

National Sporting Organizations がありますか？あれば、名称、組織の構成 Organizational structure、予算 

Budget、について教えて下さい。 

□Ｙes   □Ｎo 

名称： 

予算 Budget： 

組織の構成Organizational structure： 

（Website：                                                ） 

 



問１０．障害者スポーツ Disability Sport  

Q10-1.あなたの国で、障害者の競技的なスポーツ、生涯スポーツ、リハビリテーションスポーツを担当するそれ

ぞれの行政部局の名称を、最も小さいセクションまで教えてください。 

回答例）日本：厚生労働省／社会援護局／企画課   

名称Name： 

①競技スポーツ 

②生涯スポーツ 

③リハビリテーションスポーツ 

 

Q10-2. あなたの国には、国内の障害者スポーツ統括団体 National sporting organizations for the Disabledが

ありますか？あれば、名称、組織の構成Organizational structure、予算 Budget、について教えて下さい。 

□Ｙes   □Ｎo 

名称： 

組織の構成Organizational structure： 

予算 Budget： 

 

Q10-3.あなたの国では、障害者スポーツに関連する法律Laws related to sport for the Disabledは制定されてい

ますか。制定されていれば、名称と制定年、概要を教えてください。 

（※併せて、概要がわかる資料の原本を送ってください。あるいは確認できWebsiteをご記入ください。） 

□Ｙes   □Ｎo 

名称 Name： 

制定年：  （         ）年 

概要： 

 

Q10-4. あなたの国では、障害者にスポーツの指導を行う資格制度 Qualification system of instructors in sport 

for the Disabledはありますか？あれば、資格の名称、資格の認定組織名、概要を教えて下さい。 

□Ｙes   □Ｎo 

資格名称： 

  資格の認定組織名： 

概要： 


