
    

    

 

    

（（（（１１１１））））諸外国諸外国諸外国諸外国におけるにおけるにおけるにおけるスポーツスポーツスポーツスポーツ振興施策等振興施策等振興施策等振興施策等にににに関関関関するするするする調査研究調査研究調査研究調査研究：：：：資料資料資料資料    

    

・・・・諸外国用諸外国用諸外国用諸外国用「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ政策調査研究政策調査研究政策調査研究政策調査研究」」」」調査票調査票調査票調査票（（（（和文和文和文和文））））    

    

    

（（（（２２２２））））国内国内国内国内におけるにおけるにおけるにおけるスポーツスポーツスポーツスポーツ振興施策等振興施策等振興施策等振興施策等にににに関関関関するするするする調査研究調査研究調査研究調査研究：：：：資料資料資料資料    

    

・ 自治体用自治体用自治体用自治体用「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ政策調査研究政策調査研究政策調査研究政策調査研究」」」」調査票調査票調査票調査票    

    

・ 体育協会用体育協会用体育協会用体育協会用「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ政策調査研究政策調査研究政策調査研究政策調査研究」」」」調査票調査票調査票調査票    

 

 

Ⅳ． 資料編 



（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 

    

    

問問問問１１１１．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ統括組織統括組織統括組織統括組織    Administrative Body for SportAdministrative Body for SportAdministrative Body for SportAdministrative 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／スポーツ青少年局／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 

 

問問問問２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ関連予算関連予算関連予算関連予算、、、、財政財政財政財政、、、、税制税制税制税制    Budget, Finance and Taxation System for SportBudget, Finance and Taxation System for SportBudget, Finance and Taxation System for SportBudget, 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：                               ） 

    



問問問問３３３３．．．．運動運動運動運動・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツSportSportSportSport and Physical Activity and Physical Activity and Physical Activity and Physical Activity    のののの参加率調査参加率調査参加率調査参加率調査PaPaPaParticrticrticrticipation Surveyipation Surveyipation Surveyipation 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)                                            

    

問問問問４４４４．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ関連法令関連法令関連法令関連法令    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 



問問問問５５５５．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ基本計画基本計画基本計画基本計画 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： 

    

問問問問６６６６．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ振興施策振興施策振興施策振興施策 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：                               ） 

 

問問問問７７７７．．．．ナショナルトレーニングセンターナショナルトレーニングセンターナショナルトレーニングセンターナショナルトレーニングセンター（（（（NTCNTCNTCNTC））））National Training Centers National Training Centers National Training Centers 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：                                  ）    

    



問問問問８８８８．．．．ナショナルスタジアムナショナルスタジアムナショナルスタジアムナショナルスタジアム（（（（国立国立国立国立ののののスポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設））））    National StadiumNational StadiumNational StadiumNational 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（         ）％ 

    

問問問問９９９９．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ関連団体関連団体関連団体関連団体・・・・組織組織組織組織    SportSportSportSport----related Bodies and Organizationsrelated Bodies and Organizationsrelated Bodies and Organizationsrelated 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：                                                ） 

 



問問問問１０１０１０１０．．．．障害者障害者障害者障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ    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： 



平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    委託調査委託調査委託調査委託調査「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ政策調査研究政策調査研究政策調査研究政策調査研究」」」」    

① 全自治体「スポーツ振興部局・振興計画・公立スポーツ施設調査」 

2011年 1月 

 

【【【【    調調調調    査査査査    事事事事    務務務務    局局局局    】】】】    

笹川スポーツ財団 企画部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 海洋船舶ビル 5F 

TEL 03-3580-5854    E-mail. mext_survey@ssf.or.jp   

【【【【    調調調調    査査査査    主主主主    体体体体    】】】】    

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    スポーツスポーツスポーツスポーツ････青少年局青少年局青少年局青少年局    企画企画企画企画････体育課体育課体育課体育課    スポーツスポーツスポーツスポーツ政策企画室政策企画室政策企画室政策企画室 

 

個人情報につきましては、回答された調査票の内容について、確認したい事があった場合のご連絡の

際に使用させていただきます。その他の目的では一切使用いたしません。また、回収したアンケートは

統計的に処理し、個人情報につきましても最新の注意を払い厳重に管理いたしますので、ご理解の程何

卒よろしくお願い申し上げます。調査についてご不明な点があれば、電話または E-mailでお問い合わせ

ください。    

    回答期限回答期限回答期限回答期限：：：：2011201120112011 年年年年 1111 月月月月 22228888 日日日日（（（（金金金金））））        

※回答の期間が短いですが、文部科学省へ提出するため、何卒期日厳守でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

問１．貴自治体及びご回答者についてご記入ください。 

自治体名 
                

（都道府県名からご記入ください） 

種別 １．教育委員会        ２．首長部局 

担当部署名  

ご回答者名  

電話番号 ―          ― 

E-mail            ＠ 

スポーツ振興審議会の有無 １．有        ２．無 

自治体 

【【【【回収方法回収方法回収方法回収方法：：：：3333 種種種種】】】】詳細詳細詳細詳細はははは依頼状別紙依頼状別紙依頼状別紙依頼状別紙をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

①WEB：笹川スポーツ財団（http://www.ssf.or.jp）のアンケートページにアクセスしご回答ください。 

②電子メール：アンケートダウンロード http://www.ssf.or.jp/mext/enq.doc 

         送付先メールアドレス mext_survey@ssf.or.jp 

③FAX：回答ご記入後、全ページをコピーし送付ください。送付先 FAX：03-5832-7103 

（２）国内におけるスポーツ振興施策等に関する調査研究：資料 



問２．貴自治体のスポーツ担当部署の専任職員数についてご記入ください。((((平成平成平成平成 22222222 年年年年 12121212 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在)))) 

※※※※専任職員専任職員専任職員専任職員とはとはとはとは、、、、常勤職員常勤職員常勤職員常勤職員としてとしてとしてとして発令発令発令発令されているされているされているされている正規職員正規職員正規職員正規職員としますとしますとしますとします。。。。        

生涯・競技スポ

ーツを兼務 

生涯スポーツ

のみを担当 

競技スポーツ

のみを担当 

その他 

（（（（                                        ））））    
合合合合    計計計計    

人 人 人 人 人 

 

問３．貴自治体には、現在、スポーツ振興法第４条に基づいたスポーツ振興の指針となるような計画や

構想がありますか。（「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ振興基本計画振興基本計画振興基本計画振興基本計画」」」」等で、条例条例条例条例は含みません。）（○はひとつ） 

 

                       「「「「２２２２」」」」・・・・「「「「３３３３」」」」と答えた方は 3333ページの SQ3SQ3SQ3SQ3----2222へ 

※※※※「「「「１１１１．．．．あるあるあるある」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。       

SQ3-1-1. その計画や構想の策定時期、計画期間をご記入ください。    

策定時期 西暦（         ）年 （   ）月 策定   

計画期間   西暦（         ）年までの（     ）年間 

 

SQ3-1-2.  その計画や構想は、スポーツ振興に関する独立した計画ですか。それとも生涯学習や都市計 

画、地域づくり構想などの一部として策定されているものですか。（○はひとつ） 

 

 

SQ3-1-3.  その計画や構想について、当てはまる番号に○印をご記入ください。（○はそれぞれひとつ） 

項目 はい いいえ 

AAAA））））年次年次年次年次スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールはははは明記明記明記明記されていますかされていますかされていますかされていますか    １ ２ 

BBBB））））推進体制推進体制推進体制推進体制はははは明記明記明記明記されていますかされていますかされていますかされていますか    

例：「総合型地域スポーツクラブ育成推進委員会をつくる」等 
１ ２ 

CCCC））））具体的具体的具体的具体的なななな目標目標目標目標やややや数値目標数値目標数値目標数値目標はははは明記明記明記明記されていますかされていますかされていますかされていますか    

例：「数値目標」や、「全国平均を超える」等 
１ ２ 

DDDD））））計画計画計画計画をををを作成作成作成作成するするするする際際際際にににに、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの現状現状現状現状ややややニーズニーズニーズニーズをををを調査調査調査調査しましたかしましたかしましたかしましたか    

例：「調査や投書、地域住民による委員の選抜」等 
１ ２ 

EEEE））））地域住民地域住民地域住民地域住民がががが閲覧閲覧閲覧閲覧できるようにできるようにできるようにできるように、、、、計画計画計画計画やややや構想等構想等構想等構想等ををををホホホホームページームページームページームページやややや冊子冊子冊子冊子    

等等等等でででで公開公開公開公開していますかしていますかしていますかしていますか    
１ ２ 

FFFF））））スポーツスポーツスポーツスポーツ振興審議会振興審議会振興審議会振興審議会のののの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にしましたかにしましたかにしましたかにしましたか    

※審議会が無い自治体は「いいえ」に○をつけてください。 
１ ２ 

１． スポーツ振興に関する独立した計画     ２． 他の計画、構想の一部 

１． ある   ２． 策定中である   ３． 策定を検討中   ４．ない →→→→4444ページの問問問問４４４４へ 



SQ3-1-4. その計画や構想の内容について、当てはまる項目に○印をご記入ください。（○はいくつでも） 

生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじたスポーツスポーツスポーツスポーツ参加機会参加機会参加機会参加機会のののの充実充実充実充実    １ 

例 ： 「スポーツイベントを開催する」等 

生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじたスポーツスポーツスポーツスポーツ参加機会参加機会参加機会参加機会のののの充実充実充実充実    
１ 

例  ：  「スポーツイベントを開催する」等 

子子子子どものどものどものどもの体力向上体力向上体力向上体力向上にににに向向向向けたけたけたけたスポーツスポーツスポーツスポーツ機会機会機会機会のののの充実充実充実充実    
２ 

例  ：  「子どもの体力向上事業を行う」等 

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの健康健康健康健康・・・・体力体力体力体力づくりづくりづくりづくり    
３ 

例  ：  「高齢者の健康づくり事業を行う」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツにににに関関関関するするするする国際交流国際交流国際交流国際交流・・・・協力協力協力協力のののの推進推進推進推進    
４ 

例  ：  「国内外のトップレベルのスポーツ大会の招致・開催を行う」等 

地域地域地域地域スポーツスポーツスポーツスポーツをををを担担担担うううう人材人材人材人材（（（（指導者指導者指導者指導者ややややマネージャーマネージャーマネージャーマネージャー））））のののの養成養成養成養成・・・・活用活用活用活用のののの充実充実充実充実    
５ 

例  ：  「組織運営のマネジメントができる人材の養成を行う」等 

ジュニアジュニアジュニアジュニア期期期期からからからからトップレベルトップレベルトップレベルトップレベルにににに至至至至るるるる競技力競技力競技力競技力のののの強化強化強化強化    
６ 

例  ：  「ジュニア期における戦略的な競技力の強化を行う」等 

総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援    
７ 

例  ：  「総合型地域スポーツクラブの育成を推進する」等 

学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける体育体育体育体育・・・・運動部活動運動部活動運動部活動運動部活動のののの改善改善改善改善・・・・充実充実充実充実    
８ 

例  ：  「外部指導者を配置する」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツ団体団体団体団体、、、、学校学校学校学校とのとのとのとの連携体制連携体制連携体制連携体制のののの構築構築構築構築    
９ 

例 ： 「体育協会やスポーツ NPO団体、大学との連携を図る」等 

障害者障害者障害者障害者のためののためののためののためのスポーツスポーツスポーツスポーツ支援支援支援支援    
１０ 

例 ： 「障害者が身近にスポーツができる環境を整備する」等 

地域地域地域地域ののののコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの醸成醸成醸成醸成    
１１ 

例 ： 「地域住民と交流を深めるための地域コミュニティの活性化」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツ情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    
１２ 

例 ： 「施設予約システムを構築する、スポーツ教室の案内を行う」等 

国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会でのでのでのでの成績向上成績向上成績向上成績向上    
１３ 

例：「国体に向けての選手育成及び公正な選抜を行うようにする」等 

地域特有地域特有地域特有地域特有のののの施策施策施策施策（（（（具体的具体的具体的具体的にににに：：：：                                                                                            ））））    
１４ 

例：「冬の生活が楽しいものとなるようアウトドア行事の創意工夫を凝らす」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用    
１５ 

例  ：  「既存のスポーツ施設の有効活用する」等 

学校体育施設学校体育施設学校体育施設学校体育施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用のののの推進推進推進推進    
１６ 

例  ：  「学校体育施設の活用を促進する」等 

１７ そのそのそのその他他他他（（（（具体的具体的具体的具体的にににに：：：：                                                                                                                            ））））    

※※※※問問問問３３３３でででで「「「「２２２２．．．．策定中策定中策定中策定中であるであるであるである」」」」・・・・「「「「３３３３．．．．策定策定策定策定をををを検討中検討中検討中検討中」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。 

SQ3-2. その計画や構想における策定予定時期が決まっている場合には具体的にご記入ください。 

未定未定未定未定のののの場合場合場合場合はははは「「「「００００」」」」をご記入ください。    

策定予定時期 西暦  （      ）年 （   ）月 策定予定 

※例 



問４．貴自治体では、総合計画にスポーツに関する施策（※※※※問問問問３３３３のののの施策施策施策施策をををを除除除除くくくく）は含まれていますか。 

（※総合計画とは、各自治体区域のまちづくりの全体的な枠組みや方向性を明確にしたもの。 

「○○○市総合計画」等）（○はひとつ）    

 

    

※※※※「「「「１１１１．．．．はいはいはいはい」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

SQ4-1. そのスポーツ関連施策は重点的な取り組みとして位置づけられていますか。（○はひとつ） 

 

 

問５．貴自治体では、問問問問３３３３のののの計画計画計画計画やややや構想構想構想構想とはとはとはとは別別別別にににに、現在、スポーツ振興に特定した条例等がありますか。

（「スポーツ振興のまちづくり条例」等で、学校施設開放条例学校施設開放条例学校施設開放条例学校施設開放条例やスポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設にににに関関関関するするするする条例条例条例条例は含みませ   

ん。）（○はひとつ） 

 

「「「「２２２２」」」」・・・・「「「「３３３３」」」」と答えた方は 5555ページの SQ5SQ5SQ5SQ5----2222へ    

※※※※「「「「１１１１．．．．あるあるあるある」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。       

SQ5-1-1. その条例の名称、施行時期をご記入ください。（主な条例 3つまで） 

名称  

施行時期 西暦 （       ）年  策定  

 

名称  

施行時期 西暦 （       ）年  策定  

 

名称  

施行時期 西暦 （       ）年  策定  

 

SQ5-1-2. その条例は、スポーツ振興に関する独立した条例ですか。それとも公園条例やまちづくり条 

例などの一部として施行されているものですか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

１． スポーツに関する独自の条例      ２． 他の条例の一部 

１． ある   ２． 策定中である   ３． 策定を検討中   ４．ない→→→→6666ページの問問問問６６６６へ 

１． はい           ２． いいえ    

１． はい           ２． いいえ→→→→問問問問５５５５へ    



SQ5-1-3. その条例の内容について当てはまる項目に○印をご記入ください。（○はいくつでも） 

生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじたスポーツスポーツスポーツスポーツ参加機会参加機会参加機会参加機会のののの充実充実充実充実    
１ 

例：「生涯にわたってスポーツをすることができる機会を提供する」等 

子子子子どものどものどものどもの体力向上体力向上体力向上体力向上にににに向向向向けたけたけたけたスポーツスポーツスポーツスポーツ機会機会機会機会のののの充実充実充実充実    
２ 

例：「子どもの体力向上のために必要な措置を講ずる」等 

高齢者高齢者高齢者高齢者のののの健康健康健康健康・・・・体力体力体力体力づくりづくりづくりづくり    
３ 

例：「高齢者の健康の維持増進や介護予防に関し必要な情報を提供する」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツにににに関関関関するするするする国際交流国際交流国際交流国際交流・・・・協力協力協力協力のののの推進推進推進推進    
４ 

例：「スポーツを通じた国際交流の促進のために必要な措置を講ずる」等 

地域地域地域地域スポーツスポーツスポーツスポーツをををを担担担担うううう人材人材人材人材（（（（指導者指導者指導者指導者ややややマネージャーマネージャーマネージャーマネージャー））））のののの養成養成養成養成・・・・活用活用活用活用のののの充実充実充実充実    
５ 

例：「指導者のための研修会等の開催をするよう努めなければならない」等 

ジュニアジュニアジュニアジュニア期期期期からからからからトップレベルトップレベルトップレベルトップレベルにににに至至至至るるるる競技力競技力競技力競技力のののの強化強化強化強化    
６ 

例：「選手の育成のために必要な措置を講ずる」等 

総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援    
７ 

例：「総合型地域スポーツクラブの育成に努めなければならない」等 

学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける体育体育体育体育・・・・運動部活動運動部活動運動部活動運動部活動のののの改善改善改善改善・・・・充実充実充実充実    
８ 

例：「学校における体育の振興のために必要な措置を講ずる」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツ団体団体団体団体、、、、学校学校学校学校とのとのとのとの連携体制連携体制連携体制連携体制のののの構築構築構築構築    
９ 

例：「スポーツ関係団体と相互に連携するよう努めなければならない」等 

障害者障害者障害者障害者のためののためののためののためのスポーツスポーツスポーツスポーツ支援支援支援支援    
１０ 

例：「障害者の行うスポーツの普及に関し配慮する」等 

地域地域地域地域ののののコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの醸成醸成醸成醸成    
１１ 

例：「スポーツを通じてコミュニティの活性化に努めなければならない」等 

スポーツスポーツスポーツスポーツ情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    
１２ 

例：「スポーツ振興に関する情報を適切な方法で公表すること」等 

国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会でのでのでのでの成績向上成績向上成績向上成績向上    
１３ 

例：「国体に向けての選手育成及び公正な選抜を行うようにする」等 

地域特有地域特有地域特有地域特有のののの施策施策施策施策（（（（具体的具体的具体的具体的にににに：：：：                                                                                            ））））    
１４ 

例：「冬の生活が楽しいものとなるようアウトドア行事の創意工夫を凝らす」等 

１５ そのそのそのその他他他他（具体的に：                            ）    

 

 

※※※※問問問問５５５５でででで「「「「２２２２．．．．策定中策定中策定中策定中であるであるであるである」」」」・・・・「「「「３３３３．．．．策定策定策定策定をををを検討中検討中検討中検討中」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

SQ5-2. その条例等における策定予定時期が決まっている場合にはその年度をご記入ください。 

未定未定未定未定のののの場合場合場合場合はははは「「「「００００」」」」をご記入ください。 

策定予定時期 西暦 （      ）  年度 

 



問６．貴自治体における一般会計のスポーツ振興関連予算について、平成 21 年度の決算と平成 22 年度

の予算額を、以下の費目ごとにご記入ください。単位単位単位単位はははは「「「「千円千円千円千円」」」」でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

費 目 平成 21年度「決算」 平成 22年度「予算」 

施設整備費 千円 千円 

スポーツ施設維持運営費 千円 千円 

競技スポーツ関連 千円 千円 

生涯スポーツ関連 

（内：総合型地域スポーツクラブ育成関連） 

千円 

（     千円 ） 

千円 

（     千円 ） 

その他 千円 千円 

合合合合    計計計計    千円千円千円千円    千円千円千円千円    

    

問７．貴自治体では、住民が公共スポーツ施設の予約予約予約予約状況状況状況状況をををを把握把握把握把握できるインターネットを通じたシス 

      テムがありますか。（○はひとつ） 

 

 

問８．貴自治体では、住民が公共スポーツ施設の利用予約利用予約利用予約利用予約ができるインターネットを通じたシステムが 

ありますか。（○はひとつ） 

 

 

問９．貴自治体では、スポーツ担当部署が主幹となって「スポーツを通じた国際交流事業」を実施して

いますか。（○はひとつ） 

 

 

問１０．貴自治体では、傘下の団体・組織に対してスポーツ活動中の障害・事故に備えて、「保険加入」

を促す啓発活動を実施していますか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

１． 実施している          ２．実施していない 

１． 実施している          ２．実施していない 

１． ある            ２．ない 

１． ある            ２．ない 



問１１．貴自治体が設置する学校体育施設では、地域との共同利用の促進のために、地域住民が利用可

能な「更衣室を備えたクラブハウスや温水シャワー」を備えた学校がありますか。あればその

数もお知らせください。   

 

施設設備の整備状況 小学校 
中学校 

中等教育学校 
高等学校 

特別支援

学校 

０ 学 校 の 総 数 
 

   校 

 

   校 

  

 校 

 

校 

１ 
地域住民が利用可能な「更衣室を備えたク

ラブハウス」のみを整備している学校数 

   

校 

   

校 

 

校 

  

校 

２ 
地域住民が利用可能な「温水シャワー」 

のみを設置している学校数 

   

校 

   

校 

   

校 

   

校 

３ 上記の１．２．の両方を備えている学校数 
   

校 

 

     校 

   

校 

   

校 

 

問１２．貴自治体の「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。把握している場合に

は、その実施率と調査時期をご記入ください。（※実施率は小数第１位までご記入ください） 

 

成人の週 1回以上のスポーツ実施率    （       ．．．．   ）％※ 

調査時期 西暦（              ）年 

【都道府県都道府県都道府県都道府県のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい】 

問１３．貴都道府県で把握している、市区町村の小学校における「体育の専科教員」の人数をお知らせ

ください。                       （（（（平成平成平成平成 22222222 年年年年 5555 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在）））） 

 
 

【市区町村市区町村市区町村市区町村のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい】 

問１４．貴市区町村の「体育指導委員」の人数をお知らせください。 （（（（平成平成平成平成 22222222 年年年年 12121212 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在）））） 

 

 

問１５．貴市区町村の中学校の体育の授業や運動部活動において、「外部指導者」を活用している実績は

ありますか。あれば学校として把握している人数をお知らせください。（（（（平成平成平成平成 21212121 年度実績年度実績年度実績年度実績）））） 

体育の授業 １．ある→（         ）人    ２．ない 

運動部活動 １．ある→（         ）人    ２．ない 

    

質問質問質問質問はははは以上以上以上以上ですですですです。。。。ごごごご回答回答回答回答ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

１． 把握している          ２．把握していない 

１． ある            ２．ない 

（            ）人 

（            ）人 



             

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    委託調査委託調査委託調査委託調査「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ政策調査研究政策調査研究政策調査研究政策調査研究」」」」    

－② 都道府県・市区町村「体育協会に関する調査」－ 

重要重要重要重要                                                                                                                                            

※「都道府県」宛は、本調査用紙体育協会を教育委員会と県体育協会の２ヵ所に送付しました。 

※「市区町村」宛は、本調査用紙体育協会は教育委員会の１ヵ所のみに送付しております。 

モレの無いように、回答の調整をお願いいたします。           2011年 1月 

 

【【【【    調調調調    査査査査    事事事事    務務務務    局局局局    】】】】    

笹川スポーツ財団 企画部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 海洋船舶ビル 5F 

TEL 03-3580-5854  E-mail. mext_survey@ssf.or.jp   

【【【【    調調調調    査査査査    主主主主    体体体体    】】】】 

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    スポーツスポーツスポーツスポーツ････青少年局青少年局青少年局青少年局    企画企画企画企画････体育課体育課体育課体育課    スポーツスポーツスポーツスポーツ政策企画室政策企画室政策企画室政策企画室    

 

個人情報につきましては、回答された調査票の内容について、確認したい事があった場合のご連絡の

際に使用させていただきます。その他の目的では一切使用いたしません。また、回収したアンケートは

統計的に処理し、個人情報につきましても最新の注意を払い厳重に管理いたしますので、ご理解の程何

卒よろしくお願い申し上げます。調査についてご不明な点があれば、電話または E-mailでお問い合わせ

ください。     

    回答期限回答期限回答期限回答期限：：：：2011201120112011 年年年年 1111 月月月月 22228888 日日日日（（（（金金金金））））        

※文部科学省へ提出するため、期日厳守でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

問１．貴協会及びご回答者についてご記入ください。 

体育協会名 
                

 

法人格の有無 １．有る        ２．無い 

法人格の種類 
１．財団法人    ２．社団法人    ３．NPO法人  

４．その他（                    ） 

ご回答者名  

電話番号 ―          ― 

E-mail            ＠ 

体育協会 

【【【【回収方法回収方法回収方法回収方法：：：：3333 種種種種】】】】詳細詳細詳細詳細はははは依頼状別紙依頼状別紙依頼状別紙依頼状別紙をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

①WEB：笹川スポーツ財団（http://www.ssf.or.jp）のアンケートページにアクセスしご回答ください。 

②電子メール：アンケートダウンロード http://www.ssf.or.jp/mext/enq.doc 

         送付先メールアドレス mext_survey@ssf.or.jp 

③FAX：回答ご記入後、全ページをコピーし送付ください。送付先 FAX：03-5832-7103 



             

問２. 貴協会の職員についてお答えください。（平成22年12月1日現在） 

① 職員の人数をご記入ください。 

※※※※役員役員役員役員・・・・アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト等等等等もももも含含含含むむむむ。。。。週週週週にににに１１１１日日日日でもでもでもでも勤務勤務勤務勤務していればしていればしていればしていれば職員職員職員職員としますとしますとしますとします。。。。    

職員の人数 （          ）人 

 

②  職員の構成をお答えください。該当者がいない場合には「０」人とご記入ください。 

※※※※常勤常勤常勤常勤：：：：週週週週３３３３日以上日以上日以上日以上のののの勤務勤務勤務勤務としますとしますとしますとします。。。。    

１）役員 ２）事務局（アルバイト含む） 

  常勤・非常勤 有給・無給 人数   常勤・非常勤 有給・無給 人数 

１ 常勤 有給 （    ）人 １ 常勤 有給 （    ）人 

２ 常勤 無給 （    ）人 ２ 常勤 無給 （    ）人 

３ 非常勤 有給 （    ）人 ３ 非常勤 有給 （    ）人 

４ 非常勤 無給 （    ）人 ４ 非常勤 無給 （    ）人 

 

③ 有給職員の報酬額についてお答えください。代表的な方の平均金額で構いません。 

※※※※単位単位単位単位はははは「「「「千円千円千円千円」」」」でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

１）役員 ２）事務局（アルバイト含む） 

常勤 平均･月（        ）千円千円千円千円 常勤 平均･月（        ）千円千円千円千円 

非常勤 平均･月（        ）千円千円千円千円 非常勤 平均･月（        ）千円千円千円千円 

  アルバイト 平均･月（        ）千円千円千円千円 

 

④ 貴協会で、日本体育協会等の公認スポーツ指導者の資格を持つ職員がいれば、その人数をご記入くだ

さい。 

公認スポーツ指導者 （        ）人 

 

⑤ 貴協会で、国民体育大会への出場経験、またはオリンピックなどの世界規模の大会に日本代表選手と

して出場した実績を持つ職員がいれば、その人数をご記入ください。（複数回答可能） 

国民体育大会出場 （        ）人 

オリンピックなどの世界大会出場 （        ）人 

 

問３．貴協会に登録している団体（種目団体やスポーツ推進団体等）の数をご記入ください。 

体育協会に登録している団体数 （        ）団体 

 



             

問４. 貴協会が催す事業（スポーツ教室・スポーツ大会等）についてお答えください。 

① 平成 21 年度に貴協会が主催した事業の開催日数、延参加者数をお答えください。 

（同じ日に複数の事業を開催した場合も一日とみなします。） 

開催日数 （        ）日 

延参加者数 （        ）人 

 

② 貴協会は、独自採算による自主事業を行っていますか。（○はひとつ） 

１．行っている ２．行っていない 

 

問５. 貴協会のホームページの掲載内容についてお聞きします。 

① 貴協会はホームページを開設していますか。（○はひとつ） 

１．あり ２．なし →問６へ 

    

※※※※「「「「１１１１．．．．ありありありあり」」」」とととと回答回答回答回答されたされたされたされた方方方方ににににおおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

② ホームページで掲載している情報をお答えください。（○はいくつでも） 

１．公共スポーツ施設情報  ２．施設予約サービス  ３． イベント情報 

４．体育協会の財務状況   ５．その他（具体的に：             ） 

 

問６. 貴協会の財務状況についてお答えください。 

①①①①    平成21年度の収支決算についてお答えください。 単位単位単位単位はははは「「「「千円千円千円千円」」」」でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

支出支出支出支出 収入収入収入収入 

管理・運営費※1 千円千円千円千円 寄付金・協賛金 千円千円千円千円 

（内：人件費）         （（（（                千円千円千円千円）））） 事業収入（自主活動※2） 千円千円千円千円 

事業活動費 千円千円千円千円    委託費     

その他 
千円千円千円千円    

 イベント・教室開催の事業

に関する委託費 
千円千円千円千円 

合計 
千円千円千円千円    

 施設の管理・運営に関する

委託費 
                千円千円千円千円 

    その他の委託費             千円千円千円千円 

   各種登録料 千円千円千円千円 

   補助金 千円千円千円千円 

   その他 千円千円千円千円 

   合計 千円千円千円千円 

※１ 管理・運営費→人件費・事務費等、協会の運営に関する経費 

※２ 自主活動→イベント（スポーツ教室、スポーツ大会）参加料等、自主事業で得た収入 

 



             

【市区町村市区町村市区町村市区町村体育協会体育協会体育協会体育協会のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい】 

 

問７．貴協会に登録している、スポーツ少年団の団数とその登録指導者数の数をご記入ください。 

スポーツ少年団の団数  （        ）団体 

スポーツ少年団の登録指導者数 （        ）人 

 

問８. 貴市区町村の体育協会の施設の管理運営に関する業務についてお答えください。 

① 貴協会は、指定管理等、施設の管理運営に関する業務を行っていますか。（○はひとつ） 

１．行っている ２．行っていない  

    

※※※※「「「「１１１１．．．．行行行行っているっているっているっている」」」」とととと回答回答回答回答されたされたされたされた方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

② 管理運営している施設の数をお答えください。 

施設数 （        ）施設 

 

 

質問質問質問質問はははは以上以上以上以上ですですですです。。。。ごごごご回答回答回答回答ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○著作権者  文部科学省 スポーツ・青少年局 スポーツ・青少年企画課 

スポーツ政策企画室 

（問合せ先） 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-2 

TEL ０３－３２７７－０７１１ （代表） 

 

○発 行 元  公益財団法人 笹川スポーツ財団 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 

TEL ０３－３５８０－５８５４ 
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