参考資料
◆アンケート調査票
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平成２８年度スポーツ庁委託事業
『地方スポーツ政策に関する調査研究』に関するご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
この度、株式会社政策研究所はスポーツ庁より標記調査研究の委託を受け、その研究内容の一環として、
別紙のとおり、地方スポーツ行政の現状と課題等についてアンケート調査を実施することとなりました。
当調査は、地方公共団体におけるスポーツ政策・行政体制・予算等に関する基礎的なデータを収集すると
ともに、地方公共団体においてスポーツを担当する部局と、その他のスポーツ関連施策を担当する部局等と
の連携状況とその課題等を把握するものです。
つきましては、ご多忙のところお手数をおかけしますが、調査の趣旨をご理解いただき、アンケートの回
答にご協力の程、宜しくお願いいたします。
尚、本調査の結果は統計的処理を行った上で、「地方スポーツ政策に関する調査研究」の報告書の一部と
してとりまとめられ、スポーツ庁のホームページに掲載されます。

＜ご記入にあたって＞
１．貴自治体が関わっているスポーツ政策に関係する事業について、本調査票へのご記入を
お願いいたします。回答に当たっては、貴自治体のスポーツ政策を主に担当している
部局において、自治体内の関係部局（教育委員会を含む）と調整の上、回答していただく
よう、お願い致します。
２．回答方法は、選択肢を選び□欄に「１」などの数値を記入していただくもの、
具体的な内容を記述していただくものがあります。
（複数回答の場合もあります）
３．選択肢「その他」を選択した場合は、その他の（ ）内に具体的な内容を記入してください。
４．

の部分は、文字を御記入ください。
の部分は、数値を御記入ください。

５．平成28年10月1日現在の情報を御記入ください。
６．本調査について不明な点等がございましたら、下記担当者までお問合せください。
＜調査票の返信について＞
１．本調査票は、電子媒体（マイクロソフトExcel形式）の返信をお願いしております。
下記のメールによる電子媒体の送り先まで、調査票を御返信してください。

メールによる電子媒体の送り先 : supo2016@seisakuken.co.jp
２．ご回答いただいた調査票は、メールにより、平成２８年１２月２３日（金）まで御返信ください。

【調査実施機関・調査票についての問合先】
株式会社 政策研究所 政策科学部（担当：山本、蓑田、山賀）
住所 〒107-0062 東京都港区南青山２－７－19－301
電話 03-6804-6606
FAX 03-6804-6695
yamamoto@seisakuken.co.jp
ご質問e-mail
【調査主体者】
スポーツ庁政策課
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アンケート調査の質問内容

■回答担当者についてお聞きします。＜この項目の回答内容は公表されません＞
貴自治体名、回答されるご担当者の所属部署・連絡先を御記入ください。
種別については、該当する種別の□欄に「１」を御記入ください。
貴自治体名
種別
該当する□に「１」

教育委員会

首長部局

担当所属部署名
ご回答者氏名

役職

電話番号

e-mail

■組織体制に関してお聞きします。
問1 スポーツ政策を担当している部局について、全職員数、担当項目と担当者数、審議会設置状況についてお答え
下さい。

問1-1 貴自治体において、スポーツ政策を担当している職員数と、それぞれ担当されている項目の職員数に
ついてお答えください。
担当項目は、以下から該当する担当項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。
また、担当項目の担当者数を□欄に数値を御記入ください。
記載されている項目以外に、貴自治体において特にスポーツ政策として実施している事項があれば
「上記以外」を選び（ ）内に具体的事項を３つまで御記入いただき、担当者数を御記入ください。また、
これらに該当しない担当者がいる場合には「その他」に担当者数をまとめて御記入ください。（複数回答可）
＊

複数の項目を兼務している場合には、従事する比重に応じて0.1単位で記入してください。

【担当項目】
1 記載例)生涯スポーツ
【全職員数】
◯ スポーツ政策を担当している 正規職員数
◯ スポーツ政策を担当している非正規職員数

→

担当者数

→
→

正規職員数
非正規職員数

【担当項目】
総合調整
→
生涯スポーツ
→
スポーツを通じた健康増進
→
スポーツ施設管理
→
競技スポーツ（障がい者スポーツの競技力向上も含む）
→
学校体育
→
障がい者スポーツ（競技力向上は含まない）
→
スポーツによる地域活性化
→
スポーツによる経済活性化
→
上記以外
（
)→
（
)→
（
)→
その他
→

2.5

人
人
人

正規
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
担当者数
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非正規
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

問1-2 貴自治体では、スポーツ振興に関する審議会等（スポーツ振興審議会、スポーツ推進審議会等）を
設置していますか。以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。
また、その他を選んだ場合は、（ ）内に、取組の内容を御記入ください。
設置している
設置していない

問1-3 問1-2で「設置している」と回答した場合、審議会の事務局構成及び委員構成について、以下から
該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。また、その他を選んだ場合は、（ ）
内に、所属している部局名を御記入ください。（複数回答可）
●事務局構成
首長部局：スポーツ関連部局
教育委員会
首長部局： 健康、福祉関連部局
首長部局： 環境、建設関連部局
首長部局： 産業関連部局（観光、文化含む）
首長部局： 総務、広報、財務関連部局
首長部局： 企画関連部局
その他
（

）

●委員構成
首長部局：スポーツ関連部局
教育委員会
首長部局： 健康、福祉関連部局
首長部局： 環境、建設関連部局
首長部局： 産業関連部局（観光、文化含む）
首長部局： 総務、広報、財務関連部局
首長部局： 企画関連部局
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
総合型地域スポーツクラブ
体育協会
種目別競技団体
障がい者スポーツ団体（障がい者スポーツ協会、障がい者体育協会など）
レクリエーション協会
スポーツ少年団
スポーツ推進委員（スポーツ推進委員協議会）
スポーツコミッション
トレーナーズ協議会
スポーツドクター協議会
国際スポーツ振興財団
民間営利スポーツクラブ
プロスポーツチーム
大学等研究機関
他の地方自治体
アスリート（障がい者スポーツのアスリートも含む）
学校関係者
中学校体育連盟、高等学校体育連盟
民間企業
その他
（

）
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■予算状況についてお聞きします。
問2 貴自治体のスポーツ（学校体育を含む）の予算についてお答え下さい。
（※スポーツに関係する部署が教育委員会と首長部局のそれぞれにあるなどの理由で、２課以上存在する場合
は、お手数ですが合計額を御記入ください）。
以下の表の□欄に平成28年度の外部資金を含む予算額（総額）を御記入ください。
（※前年度繰越金は除く。補正予算がある場合にはそれも含む）。また、その他を選んだ場合は、（ ）内に、
予算の名称を御記入ください。
●平成28年度スポーツ予算額（総額）（外部資金を含む。前年度繰越は除く。）
（単位千円）
予算名
予算額
備考
・Ａ・Ｂ・Ｃ間で重複計上はしない。各項目に額を記入す
記入例)
550,000 る際、重複計上はせず、最も適当と判断する項目に計上
する。
・体育担当教諭等教職員の人件費や一般管理費は含
Ａ 学校体育関係費
まず、事業費を計上
運動部活動関係費

・体育担当教諭等教職員の人件費や一般管理費は含
まず、事業費を計上

生涯スポーツ関係費

・子どもの体力向上の費用を計上。
・広くスポーツの普及・振興等の費用を計上。

内：総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係費
競技スポーツ関係費（障がい者スポーツの競
技力向上も含む）

B

・競技力向上を目的とした、合宿費やスポーツイベ
ント費等を計上。

内：国体等大規模競技大会の関係費

・国体等全国レベルの大規模競技大会の開催にむけ
た選手強化費、国体事務局運営費、積立金等を計
上。

障がい者スポーツ関係費（競技力向上は含ま
ない）

・障がい者スポーツの振興のための経費等を計上。

スポーツツーリズム関係費

・スポーツを活用した地域振興を目的とした、イベ
ント開催、大会・合宿等誘致、広報・ＰＲ、スポー
ツツーリズム推進等に係る経費等を計上。

スポーツ関連産業関係費

・スポーツを活用した経済活性化を目的とした経費
を計上。

国際スポーツ関係費

・他国との交流（派遣、受け入れ）、国際競技大会
や事前キャンプの受け入れに係る経費等を計上。

学校体育施設の整備関係費

新・改築、改修、大規模な修繕を計上。
・夜間照明設置費等学校開放のため整備関係費を計
上。

内：学校開放のための整備関係費
スポーツ施設の整備関係費（注１）(注２）

新・改築、改修、大規模な修繕を計上。
人件費、光熱水費、物品等の消耗品費、業務委託
費、機材等借上費等、その施設を運営していくため
に経常的に支出する経費を計上（指定管理者制度を
導入している場合は指定管理料を想定）
・都道府県体育協会の経常経費への補助費等を計
上。
・体育協会経由も含め、総合型地域スポーツクラブ
への補助金は上記「内:総合型地域スポーツクラブ
関係費」に計上。
・Ａ・Ｂに適当な項目がない場合のみ、計上。

スポーツ施設の運営管理費（注１）

スポーツ団体運営助成費

Ｃ

その他

（

）

合計
（注１）「スポーツ施設」は都市公園の運動施設や公立社会教育施設（公民館等）に附帯するスポーツ施設、障害者スポー
ツ施設等を含みます。原則として都市公園、公立社会教育施設（公民館等）に附帯するスポーツ施設については、運動施
設の予算を切り出して計上してください。予算の切り出しが難しい場合は、①運動公園など都市公園内の運動施設が主要
な施設の場合は、運動公園全体を計上し、②それ以外の都市公園、公立社会教育施設（公民館等）に附帯するスポーツ
施設については、予算の切り出しが可能な場合のみ、計上してください。
（注2）国体など特定のイベントに伴う整備費は含みません。
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問3 問2の予算のうち、外部資金はいくらでしょうか。以下の表に、平成28年度の額を分かる範囲で記入
してください。また、該当しない場合には「１．総額」に「０」（ゼロ）を御記入ください。

（単位千円）

●平成28年度スポーツ予算額（総額）のうち、外部資金分

1．総額
2．国から
の補助金等
記入例)
Ａ

10,500

3．都道府 4．toto助
県からの補 成
助金等
500

5．その他

10,000

学校体育関係費
運動部活動関係費
生涯スポーツ関係費
内：総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係費
競技スポーツ関係費（障がい者スポーツの競
技力向上も含む）
内：国体等大規模競技大会の関係費
障がい者スポーツ関係費（競技力向上は含ま
ない）

Ｂ

スポーツツーリズム関係費
スポーツ関連産業関係費
国際スポーツ関係費
学校体育施設の整備関係費
内：学校開放のための整備関係費
スポーツ施設の整備関係費（注１）(注２）

Ｃ

スポーツ施設の運営管理費（注１）
スポーツ団体運営助成費
その他
合 計
（注１）「スポーツ施設」は都市公園の運動施設や公立社会教育施設（公民館等）に附帯するスポーツ施設、障害者スポー
ツ施設等を含みます。原則として都市公園、公立社会教育施設（公民館等）に附帯するスポーツ施設については、運動施
設の予算を切り出して計上してください。予算の切り出しが難しい場合は、①運動公園など都市公園内の運動施設が主要
な施設の場合は、運動公園全体を計上し、②それ以外の都市公園、公立社会教育施設（公民館等）に附帯するスポーツ
施設については、予算の切り出しが可能な場合のみ、計上してください。
（注2）国体など特定のイベントに伴う整備費は含みません。

■スポーツ関連条例等についてお聞きします。
問4 貴自治体では、現在、スポーツ政策に特化した総合的な条例がありますか。（例えば「スポーツ振興の
まちづくり条例」等を指し、学校施設開放条例やスポーツ推進審議会設置に関する条例は含みません。
また要綱や規則等も含みません）。
以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。また、→に沿って、該当項目に
ついて、名称、制定時期、制定予定時期等を、□欄に御記入ください。

ある

制定予定

→ 名称
→ 制定時期

西暦

→ 制定予定時期

年
西暦

月
年

制定を検討中であるが時期未定
ない
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月頃

問5 貴自治体の自治体全体の基本構想等を示した計画（○○総合計画など）において、スポーツに関する内容が
盛り込まれていますか。以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。

ある
ない

■貴自治体における現行の「スポーツ推進計画」の策定状況についてお聞きします。
問6 貴自治体におけるスポーツ推進計画についてお聞きします。貴自治体ではスポーツ推進計画を策定し
ていますか。以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。

＊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、
条例は含みません。
策定している
策定していない
策定作業中である

⇒
⇒

問8以降 にお進み下さい
策定予定時期は 平成

年

月予定

問7 問6で「策定している」と回答した場合、貴地域におけるスポーツ推進計画の内容として含まれている
事項は何ですか。以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。
また、その他を選んだ場合は、（ ）内に、具体的な内容を御記入ください。（複数回答可）

スポーツ実施率（週一回以上何らかのスポーツ活動を行った人の割合）について
子供の体力向上について
関係部局、団体、学校等の連携と役割について
障がい者スポーツ振興について（競技力向上以外）
障がい者スポーツの競技力向上
学校体育の充実について
スポーツによる地域活性化について（スポーツ大会、合宿・キャンプ等の誘致、スポーツツーリズムなど）
スポーツ関連産業について
生涯スポーツの振興について
スポーツを通じた健康増進について
総合型地域スポーツクラブの育成・推進について
競技スポーツの推進について
高齢者を対象としたスポーツの推進について
若者を対象としたスポーツの推進について
スポーツ情報の収集と提供
スポーツ関係団体の整備・充実
指導者の育成について
審判の育成について
スポーツに関する顕彰制度の充実
スポーツをする場の充実について
スポーツボランティアについて
プロスポーツの振興について
国際大会や全国トップレベルの大会の誘致
スポーツを通じた国際交流について
その他
（
）
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問8 問6で「策定していない」と回答した場合、策定していない理由についてお答えください。
以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。また、その他を選んだ場合は、
（ ）内に、理由を御記入ください。（複数回答可）

教育振興計画などその他の計画の中で、スポーツ施策が記載されているため
スポーツに関して単独の計画を策定するほど、施策が充実していないため
業務多忙により、計画を策定するまでの人員が足りないため
計画を策定する必要性が感じられないため
スポーツ基本計画やスポーツ推進計画の存在を知らなかったため
その他
（

）

■2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、スポーツの一層の振興を図るための
施策についてお聞きします。
問9 貴自治体では、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とて、特にスポーツの一層の
振興を図るための施策を実施していますか。以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を
御記入ください。

実施している
実施していない

問10 問9で「実施している」と回答した場合、どのような施策を実施していますか。その内容をお答え
下さい。以下から該当する項目を選び、項目の□欄に「１」を御記入ください。また、その他を選んだ
場合は、主な施策を３つまで選び、（ ）内に、計画の名称を御記入ください。（複数回答可）
2020大会を契機とした、スポーツ大会や合宿・キャンプなどの誘致促進
2020大会を契機とした、住民に対するスポーツ体験の実施（オリパラ種目会場での実施や、オリパラ種目の体験会など）
2020大会に向けたアスリート発掘
2020大会に向けたボランティア育成
2020大会に向けた特別授業の実施（英語、社会、体育、道徳など）
2020大会を契機としたスポーツ施設整備
その他
（
）
（
）
（
）
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■スポーツ施策について、スポーツ担当部局（教育委員会、スポーツ振興部局など）とその他の部局（厚生労働部局、
観光部局、経済産業部局、公園管理部局など）との連携状況についてお聞きします。
問11 どのような施策（主な施策（テーマ））について、どの程度協力・連携をしていますか。
それぞれの施策について、主に担当している部局はスポーツ担当部局とその他の部局のどちらですか。
主担当欄に「１」を御記入ください。
その他の部局が主担当であるかないかにかかわらず、当該施策（テーマ）に関わっている場合には、
その他の部局の欄に具体的な部局名を記載し、連携内容を、下記【】から該当する項目を選び、その番号の
欄に「１」を御記入ください。（複数回答可）

【連携の内容】
① 必要に応じて打合せを行っている
② 定期的に連絡会議を行っている
③ 協力して計画などを策定している
④ 事業を共同で実施している
⑤ 部局間の人事交流を積極的に進めている
連携の内容

主担当
スポーツ担
当部局

主な施策（テーマ）

（教育委員
会、スポーツ
振興部局な
ど）

記載例）スポーツビジネスの拡大

総合型地域スポーツクラブの育成・推進
子どもの体力向上
学校体育・運動部活動の充実
競技力の向上（アスリート発掘、育成）
スポーツを通じた国際交流、協力
アンチ・ドーピング
スポーツ団体のガバナンス強化
障がい者スポーツ（競技力向上以外）
障がい者スポーツの競技力向上
スポーツを通じた地域活性化（スポーツ大会、合宿・
キャンプ等の誘致、スポーツツーリズムなど）
スポーツ関連産業の拡大
スポーツする場の充実・管理
スポーツ施設の整備
大学スポーツの振興
スポーツ安全の確保
スポーツを通じたコミュニティづくり
国際競技大会の招致、他国チームの合宿、キャンプ誘致
スポーツを通じた国際交流（派遣、受け入れ等）
スポーツボランティアの育成
指導者の育成
審判の育成
オリンピック・パラリンピックに関する教育
（

（厚生労働部局、観光
部局、経済産業部局、
公園管理部局など）

1

スポーツを通じた健康増進

その他

その他の
部局

）
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経済産業部局

①

1

②

③

④

1

⑤

その他

問12 問11で、「協力・連携を行っている」と回答した事項について、連携によってどのような効果が生じ
ましたか。下記の「効果の内容」それぞれについて、効果の度合いを、該当する項目（5段階）を選び、
□欄に「１」を御記入ください。また、その他を選んだ場合は（ ）内に、効果の内容をご記入くだ
さい。（複数回答可）
※「効果」とは、必ずしも客観的根拠が提示できるものでなく、担当課としての実感でもかまいません。
効果の度合い
効果の内容

果か
いがな
る出り
て効

が多
出少
る
て効
い果

て効
不い果
明るが
かで

果あ
い
はま
な
出り
い
て効

て 効ほ
い果 と
なはん
いでど

1

記入例）多様な人材との交流ができた

スポーツ振興の観点で、有効な施策が講じられた
スポーツ振興以外の他部局所管の観点で、有効な
施策が講じられた
経費が削減できた
解決できなかった課題が解決できた
計画づくりの知識を習得できた
施設利用することで、資金面の節約ができた
事業共済により資金節約、ノウハウの共有ができた
多様な人材との交流ができた
多くの情報収集ができた
連携先が持つノウハウが学べた
スポーツ推進への意識が高まった
その他
（
）

問13 連携が進んでいない事項についてはどのような理由からですか。以下の該当する項目から選び、
項目の□欄に「１」をご記入ください。また、その他を選んだ場合は（ ）内に、連携できない理由を
ご記入ください。（複数回答可）

主担当部局で、十分、当該施策を推進できている
連携・協力する必要性が感じられない
連携・協力を考えたことがない
どのように連携したらよいか分からない
連携先の協力が得られない
連携・協力すると担当組織が複雑化してしまい、業務遂行が非効率的になる
担当係が既に同一部局に存在している
その他
（

問14 最も有効であった連携・協力事例を一つ、下記の□欄に具体的に御記入ください。
（例）◯◯部局と◯◯部局が連携し、◯◯を実施したところ、◯◯という効果があった
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）

■総合教育大綱や総合教育会議におけるスポーツの取扱についてお聞きします。
問15 貴自治体では、総合教育大綱や総合教育会議において、子どもの体力向上や学校体育以外の
スポーツに係る内容について取り扱っていますか。以下の該当する項目から選び、項目の□欄に
「１」をご記入ください。
【総合教育大綱について】
総合教育大綱で、取り扱っている
総合教育大綱で、取り扱っているがわずかである
総合教育大綱で、取り扱っていないが、今後取り扱う予定である
総合教育大綱で、取り扱っていない
【総合教育会議について】
総合教育会議で、取り扱っている
総合教育会議で、取り扱っているがわずかである
総合教育会議で、取り扱っていないが、今後取り扱う予定である
総合教育会議で、取り扱っていない
問16 問15で、「取り扱っていない」と回答した場合、それはどのような理由からですか。
以下の該当する項目から選び、項目の□欄に「１」をご記入ください。
また、その他を選んだ場合は（ ）内に、取扱が少ない、まったく取り扱っていない理由をご記入
ください。
他に重要な課題・議題があるため
必要性を感じないため
取り扱うことを検討したことがないため
教育に特化した内容のみ扱うこととしているため
その他
（

）
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■スポーツ施策について、外部関係団体との連携状況についてお聞きします。
問17 貴自治体では、庁外のスポーツ団体（体育協会、障がい者スポーツ協会、競技団体、民間スポーツ
クラブ、プロスポーツチーム等）、企業や大学等関係団体と、どのような役割分担で連携をしていますか。
それぞれの団体との役割分担の内容について、下記の【】から該当する項目を選び、その番号を役割
分担の□欄にお答え下さい。また、団体が自治体と事実上一体化していると捉えられる場合には、①を
記入してください。
役割の⑲その他を選ぶ場合は、その分担内容を（ ）に記入し、⑲を主な役割の□欄にお答え下さい。
なお、団体が域内に存在していない場合には、「域内に存在せず」の欄に「１」を御記入ください。
また、既に記載されている団体以外に特に役割を担っている団体がある場合には、外部団体の欄を適宜
追加して御記入ください。
役割分担の内容

外部団体
記入例）体育協会の役割

⑤

⑧

⑨

域内
に存
在せ
ず

自治体の役割
総合型地域スポーツクラブ（連絡協議会）の役割
体育協会の役割
種目別競技団体の役割
障がい者スポーツ協会の役割
レクリエーション協会の役割
スポーツ推進委員（スポーツ推進委員協議会）の役割
民間スポーツクラブ
プロスポーツチームの役割
民間企業の役割
地元の商工会の役割
観光協会の役割
大学等研究機関の役割

【役割】
①自治体と事実上一体化している（団体の事務職が庁内に設置されていたり、庁内の職員が団体職員を兼任していたりするな
②スポーツ推進計画の策定
③地域のスポーツ推進のための組織、団体の充実
④スポーツ施設等スポーツ活動の場の整備・充実・提供
⑤地域スポーツやレクリエーション活動の指導者の確保や、研修の実施
⑥地域スポーツクラブの育成と活動の促進
⑦スポーツ情報サービス活動の充実
⑧関係団体の経営効率化支援
⑨トップスポーツの強化から、スポーツの地域社会への普及・浸透
⑩スポーツ指導者の派遣
⑪地域のスポーツ推進人材の拡充
⑫地域に密着したスポーツ活動の実施
⑬スポーツ・レクリエーション、健康増進等の専門性、独自性を活かした適切なサービスの実施
⑭スポーツ医・科学等の科学的知見に基づく、健康増進等の情報提供
⑮スポーツ・運動による介護予防事業の実施
⑯部活動の受け皿づくり
⑰地域の活性化を目的としたスポーツツーリズムの実施
⑱スポーツ大会、合宿、キャンプ等の誘致促進
⑲その他
（
）
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問18 連携によってどのような効果が生じましたか。
さらに、下記の「効果の内容」それぞれについて、効果の度合いを、該当する項目（5段階）を選び、
□欄に「１」を御記入してください。また、その他を選んだ場合は（ ）内に、効果の内容をご記入くだ
さい。（複数回答可）
※「効果」とは、必ずしも客観的根拠が提示できるものでなく、担当課としての実感でもかまいません。
効果の度合い
果か
いがな
る出り
て効

効果の内容

て効
不い果
明るが
かで

果あ
い
はま
な
出り
い
て効

て 効ほ
い果 と
なはん
いでど

1

記入例）多様な人材との交流ができた

有効な施策が講じられた
経費が削減できた
効率的に業務が遂行できた
解決できなかった課題が解決できた
関係者や住民の意見を良く聞くことができた
多様な人材との交流ができた
多くの情報収集ができた
連携先が持つノウハウが学べた
その他
（

が多
出少
る
て効
い果

）

問19 庁外のスポーツ団体と最も有効であった連携・協力事例を一つ、下記の□欄に具体的に御記入
ください。
（例）◯◯部局と庁外の◯◯団体が連携し、◯◯を実施したところ、◯◯という効果があった

問20 貴自治体において、スポーツ主担当部局がその他の部局（厚生労働部局、観光部局、経済産業部局、
公園管理部局など）と協力・連携を推進していく上で、生じている課題について、ご意見を下記の□欄に
御記入ください。

問21 貴自治体において、庁外のスポーツ団体（体育協会、障がい者スポーツ協会、競技団体、民間スポーツ
クラブ、プロスポーツチーム等）、企業や大学等と、協力・連携を推進していく上で、生じている課題に
ついて、ご意見を下記の□欄に御記入ください。
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問22 貴自治体における地域におけるスポーツ推進を促進するために、どのような支援や環境整備が必要と
思われますか。□欄に自由なご意見を御記入ください。

ご協力ありがとうございました。
調査票は平成２８年１２月２３日（金）までに、ご返信ください。
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