
「スポーツ実施状況調査」についてのアンケート結果 
調査目的 

滋賀県では、昨年 3 月に「滋賀県スポーツ推進計画」を策定しました。 

そこで、今後のスポーツのさらなる推進を図る基礎資料とするため、スポーツライフにかかわるスポー

ツ実施状況調査を行いました。 

 

 調査時期：平成 26 年 2 月 

 対 象 者：県政モニター399 人 

 回答者数：304 人（回収率 76.2％） 

 担 当 課：スポーツ健康課 

 

性別 あなたの性別を選んでください。 

 人数 割合 

男性 197 64.8% 

女性 107 35.2% 

合計 304 100.0% 

 

 

 

 

 

居住地 あなたの居住地を次の中から選んでください。 

 人数 割合 

大津地域 107 35.2% 

南部地域 76 25.0% 

甲賀地域 24 7.9% 

東近江地域 46 15.1% 

湖東地域 23 7.6% 

湖北地域 19 6.2% 

高島地域 9 3.0% 

合計 304 100.0% 

  



問1. あなたの年齢を次の中から選んでください。 

 人数 割合 

２０歳代 11 3.6% 

３０歳代 43 14.1% 

４０歳代 63 20.7% 

５０歳代 55 18.1% 

６０歳代 85 28.0% 

７０歳以上 47 15.5% 

合計 304 100.0% 

 

問2. あなたの職業を次の中から選んでください。 

 人数 割合 

会社員 85 28.0% 

自営業 17 5.6% 

会社役員 3 1.0% 

パート・アルバイト 35 11.5% 

主婦(夫) 57 18.7% 

公務員 0 0.0% 

学生 2 0.7% 

無職 88 28.9% 

その他 17 5.6% 

合計 304 100.0% 

 

問3. あなたはスポーツに関心がありますか。（回答チェックは１つだけ） 

 人数 割合 

非常に関心がある 55 18.1% 

関心がある 146 48.0% 

どちらでもない 47 15.4% 

あまり関心がない 40 13.2% 

まったく関心がない 16 5.3% 

合計 304 100.0% 

  



問4. あなたがよく見る（関心のある）スポーツは何ですか？（複数回答） 

 人数 割合 

野球 162 53.3% 

サッカー 136 44.7% 

ゴルフ 73 24.0% 

バスケットボール 20 6.6% 

バレーボール 60 19.7% 

マラソン・駅伝 164 53.9% 

その他 72 23.7% 

見ない（関心がない） 35 11.5% 

合計 687  

 

その他を選んだ人は競技種目名を書いてください。（いくつでも） 

ウエイトリフティング ラグビー 柔道 フィギュアスケート バドミントン F1 スーパーGT

アメリカンフットボール モータースポーツ スケート 水泳 体操 サイクリング トレッキン

グ トライアスロン ウェイクボード スノーボード 相撲 陸上競技 スキー 卓球 競馬 弓

道 シンクロナイズドスイミング ボクシング プロレス カーリング テニス グランドゴルフ 

など 

 

問5. 次の大会のうちあなたが知っている大会にチェックをしてください。（複数

回答） 

 人数 割合 

びわ湖毎日マラソン大会 285 93.8% 

滋賀県民総スポーツの祭典 44 14.5% 

朝日レガッタ 165 54.3% 

全日本びわ湖クロスカントリー大会 53 17.4% 

びわ湖レイクサイドマラソン 90 29.6% 

知らない 16 5.3% 

合計 653  

 

  



問6. 滋賀県内で開催されているスポーツ大会や、スポーツ活動（スポーツ少年

団等）に参加したことがありますか。（回答チェックは１つだけ） 

 人数 割合 

選手・監督として参加した

ことがある 

32 10.5% 

役員・ボランティアで参加

したことがある 
20 6.6% 

選手・監督としても参加し

たこともあるし、役員・ボ

ランティアで参加したこ

ともある 

13 4.3% 

参加したことがない 186 61.2% 

大会を知らない 53 17.4% 

合計 304 100.0% 

 

問7. 問６で「１．選手・監督(コーチ)として参加したことがある」「２．役員・

ボランティアとして参加したことがある」「３．選手・監督(コーチ)として

参加したこともあるし、役員・ボランティアとして参加したこともある」

に回答された方にお聞きします。 

あなたがこれまでに参加した県内で開催された大会名を書いてください。（いくつでも

可) 

全国高校女子ウエイトリフティング大会 滋賀県少年柔道大会 びわ湖レイクサイドマラソン 彦

根シティマラソン 守山市ハーフマラソン スポ少主催の野球大会 毎日マラソン大会 硬式テニ

ス 野球 浅井お市マラソン 甲賀湖南地区駅伝大会 ゲートボールびわ湖大会 国体 県民大会

(ヨット部門) 水泳記録会 全国スポ少バレーボール滋賀県大会 国体・毎日マラソン大会 アイア

ンマン びわこ駅伝 シニアテニスリーグ戦 琵琶湖レガッタ 滋賀県社会人サッカーリーグ 余

呉湖健康マラソン 栗マラソン ねんりんピック ママサンサッカー 小学校のスポーツ少年団（サ

ッカー） 全国高校総体 県体 国体 耐寒アベック登山 滋賀県体育大会 日本スポーツマスター

ズ ママさんバレーボール大会 彦根市民大会 インターハイ（滋賀開催） 国体（滋賀開催） 大

津市市民駅伝びわ湖ジョギングコンサート 朝日レガッタ あいの土山マラソン 岡山市民運動会 

びわ湖一周ロングライド グランドゴルフ など 

  



問8. あなたは総合型地域スポーツクラブを知っていますか？（回答チェックは

１つだけ） 

 人数 割合 

知っている 40 13.2% 

聞いたことがある 43 14.1% 

知らない 221 72.7% 

合計 304 100.0% 

 
 
 
 

問9. あなたの知っている総合型地域スポーツクラブを１つ選んでください。 

選択された総合型地域スポーツクラブ 

 瀬田漕艇倶楽部 Enjoy マキノ BIWAKO SPORTS CLUB 吉身立入が丘スポーツクラブ いぶ

きスポーツクラブ KOHNAN 忍にんスポーツクラブ 湖南市ちょいスポクラブ ハヤノクラブ エ

スピロッサ YASU ほほえみクラブ 守山物部スポーツクラブ 彦クラブ BIWAKO SPORTS 

CLUB 聖泉スポーツクラブ あかねスポーツクラブ くさつ健・交クラブ Enjoy マキノ コミス

ポようかいち 能登川総合スポーツクラブ かわにしスポーツクラブ 大津市体育協会総合型スポ

ーツクラブ E スポ・えちがわ ぽぽんた倶楽部 近江スポーツクラブ 綾野ゆうゆうクラブ カモ

ンスポーツクラブ MOS スポーツクラブ 総合型クラブ NPO 法人りっとう 鮎っ子クラブ 伴谷

BANBAN クラブ コミスポようかいち 高月総合型スポーツクラブピース ドラゴンスポーツクラ

ブ はーと貴生川スポーツクラブ いまづジョイナスクラブ ジョイスポ・はたしょう 城山あいあ

いクラブ はーと貴生川スポーツクラブ 小津クラブ など 

 

問10. あなたは総合型地域スポーツクラブの活動に参加したことがありますか？

（回答チェックは１つだけ） 

 人数 割合 

よく参加している 4 1.3% 

何度か参加したことがある 16 5.3% 

活動があることは知っている

が、参加したことがない 

64 21.0% 

どこでどのような活動を

しているか知らない 

220 72.4% 

合計 304 100.0% 



問11. あなたがスポーツの情報を手に入れる方法は何ですか？（いくつでも） 

 人数 割合 

新聞 229 75.3% 

テレビ 232 76.3% 

ラジオ 40 13.2% 

雑誌(専門誌含む) 38 12.5% 

チラシ(回覧・窓口設置) 89 29.3% 

インターネット(メルマガ

含む) 

150 49.3% 

フェイスブックやツイッ

ターなどの SNS 

27 8.9% 

その他 12 3.9% 

合計 817  

 

問12. 平成 36 年に県内で国民体育大会の開催が予定されていることをあなたは

知っていますか。（回答は 1 つだけ） 

 人数 割合 

知っている 144 47.4% 

知らない 160 52.6% 

合計 304 100.0% 

 

 

 

 

 

問13. 平成33年（2021年）に関西地域で関西ワールドマスターズゲームズ2021

が開催されることをあなたは知っていますか。（回答は１つだけ） 

 人数 割合 

知っている 21 6.9% 

知らない 283 93.1% 

合計 304 100.0% 

 

  



問14. その他県内スポーツ情報に関してご意見がありましたらご自由に書いてく

ださい。 
1. 最近、コンビニやドラッグストアなどでスポーツ情報誌を時々手にすることがある。身

近な人の記事が掲載されていると特に身近に感じ嬉しくなる。 
2. ２０２４年の国体開催に向けて、県民が自分のスタイルでスポーツに親しめるよう、家

族みんなでスポーツへの興味をもてるような楽しい情報提供がほしい。 
3. 誰でも参加できるようなスポーツクラブもしてほしいです．または，誰かが意欲的にス

ポーツクラブを作りたい場合に補助する制度などもほしいです． 
4. 興味はあるが知らないことが多かった 
5. スポーツ情報については、情報量が少ないわけでも方法が悪いのでもなく、スポーツに

かかわっていないことが、確実に情報から自らを遠ざけている原因だと思います。 
6. 情報についての画策より、誰でも、どこでも参加できるラジオ体操などを地域で活性化

させれば、域振興とスポーツ振興に役立つと思うのだが、こどもの夏休みのラジオ体操
も見かけない現状で、スポーツ情報とは、観戦のための情報にすぎないと反省をしてい
る。 

7. 20 代やシニアに明るい環境があると県内の活性化が進むとおもいます 
8. 今度の国体は開催権優勝を目指さず、たとえば全種目 10 位以内などこれまでにない目

標を立ててはどうでしょうか。あるいは競技者の多い種目は成り行きに任せて、マイナ
ースポーツに力を入れるのもいいと思います。なにより他県から優秀な競技者を連れて
くるなどはやめていただきたい。 

9. フランチャイズ制にしてもっと地域が一体となって盛り上げられる仕組と関心を高める
取組が必要だと思います。 

10. あまりスポーツに興味がないので県内での活動も知りません。しかし、琵琶湖でのボー
ト競技は湖の県らしくて素敵だな、と感じています。 

11. 鳥人間とボート、びわ湖毎日マラソンについては県内が聖地というか憧れの土地となる
レベルですが、そういった地名が代名詞扱いされるような大会があるとモチベーション
上がりますよね。競輪については高松宮杯があったのに潰れてしまって残念でした。 


