
「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、平成 25 年 3 月に「滋賀県スポーツ推進計画」を策定して以降、様々な施策の展開を行って

います。刻々と変わる県民の皆様のニーズを常に掌握し、県民の皆様に健康づくりや気分転換、技術・

記録の向上など多様なスポーツや運動に、様々な形でかかわっていただく事業を展開するための基礎資

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 27 年 2 月 

 対 象 者：県政モニター396 人 

 回答者数：329 人（回収率 83.1％） 

 担 当 課：スポーツ健康課 

（※四捨五入により、割合の合計が１００．０％にならない場合があります。） 

 

性別  

  

 

 

居住地  

 
 

大津地域

34.7%

湖南地域

26.7%

甲賀地域

7.0%

東近江地域

14.0%

湖東地域

9.7%

湖北地域

4.9%
湖西地域

3.0%
居住地

 人数 割合 

男性 207 62.9% 

女性 122 37.1% 

合計 329 100.0% 

 人数 割合 

大津地域 114 34.7% 

湖南地域 88 26.7% 

甲賀地域 23 7.0% 

東近江地域 46 14.0% 

湖東地域 32 9.7% 

湖北地域 16 4.9% 

湖西地域 10 3.0% 

合計 329 100.0% 

男性

62.9%

女性

37.1%

性別



問1. あなたの年齢を次の中から選んでください。 

 

問2. あなたの職業を次の中から選んでください。 

 

 

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） 

 

２０歳代

3.6% ３０歳代

10.3%

４０歳代

24.3%

５０歳代

18.5%

６０歳代

28.3%

７０歳以上

14.9%

年齢

会社員

25.2%

自営業

7.3%

会社役員

1.8%
パート・ア

ルバイト

9.1%
主婦(夫)
19.8%

学生

1.8%

無職

27.4%

その他

7.6%
職業

非常に関心

がある

19.5%

関心がある

52.3%

どちらでも

ない

13.1%

あまり関心

がない

13.1%

まったく関

心がない

2.1%

スポーツへの関心度

 人数 割合 

２０歳代 12 3.6% 

３０歳代 34 10.3% 

４０歳代 80 24.3% 

５０歳代 61 18.5% 

６０歳代 93 28.3% 

７０歳以上 49 14.9% 

合計 329  100.0% 

 人数 割合 

会社員 83 25.2% 

自営業 24 7.3% 

会社役員 6 1.8% 

パート・アルバイト 30 9.1% 

主婦(夫) 65 19.8% 

学生 6 1.8% 

無職 90 27.4% 

その他 25 7.6% 

合計 329 100.0% 

 人数 割合 

非常に関心がある 64 19.5% 

関心がある 172 52.3% 

どちらでもない 43 13.1% 

あまり関心がない 43 13.1% 

まったく関心がない 7 2.1% 

合計 329 100.0% 



 

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）ｎ=329 

  

その他を選んだ人は競技種目名を書いてください。（複数回答可） 

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. 次の滋賀県主催の大会のうち、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）ｎ=329 

 
 

  

51.7%

44.4%

25.5%

9.1%

14.3%

49.8%

29.5%

13.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

野球

サッカー

ゴルフ

バスケットボール

バレーボール

マラソン・駅伝

その他

見ない（関心がない）

よく見るスポーツ

94.5%

16.1%

56.8%

17.9%

39.8%

4.9%

0% 50% 100%

びわ湖毎日マラソン大会

滋賀県民総スポーツの祭典

朝日レガッタ

全日本びわ湖クロスカントリー大会

びわ湖レイクサイドマラソン

知らない

知っている滋賀県主催大会

 人数 割合 

野球 170 51.7% 

サッカー 146 44.4% 

ゴルフ 84 25.5% 

バスケットボール 30 9.1% 

バレーボール 47 14.3% 

マラソン・駅伝 164 49.8% 

その他 97 29.5% 

見ない（関心がない） 45 13.7% 

 人数 割合 

びわ湖毎日マラソン大会 311 94.5% 

滋賀県民総スポーツの祭典 53 16.1% 

朝日レガッタ 187 56.8% 

全日本びわ湖クロスカントリー大会 59 17.9% 

びわ湖レイクサイドマラソン 131 39.8% 

知らない 16 4.9% 



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（コーチ）とし

て参加したことがある 

35 10.6% 

役員・ボランティアとして

参加したことがある 
20 6.1% 

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 

19 5.8% 

大会や活動を知っている

が、参加したことがない 

209 63.5% 

大会や活動を知らない 46 14.0% 

合計 329 100.0% 

 

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。（複数回答可) 

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） 

 

 

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 10 3.0% 

何度か参加したことがある 16 4.9% 

活動があることは知っている

が、参加したことがない 

80 24.3% 

どこでどのような活動を

しているか知らない 

223 67.8% 

合計 329 100.0% 

知っている

13.4%

聞いたこと

がある

20.1%知らない

66.6%

総合型地域スポーツクラブ
 人数 割合 

知っている 44 13.4% 

聞いたことがある 66 20.1% 

知らない 219 66.6% 

合計 329 100.0% 



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？（複数回答可） 

ｎ=329 

 

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。（回答チェックは 1 つだけ） 

 人数 割合 

知っている 194 59.0% 

知らない 135 41.0% 

合計 329 100.0% 

 

 

 

 

 

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。（回答チェックは１つだけ） 

 人数 割合 

知っている 43 13.1% 

知らない 286 86.9% 

合計 329 100.0% 

 

  

68.7%

72.6%

12.5%

13.7%

31.3%

50.5%

10.9%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80%

新聞

テレビ

ラジオ

雑誌(専門誌含む)

チラシ(回覧・窓口設置)

インターネット(メルマガ含む)

フェイスブックやツイッターな

どのSNS

その他

 人数 割合 

新聞 226 68.7% 

テレビ 239 72.6% 

ラジオ 41 12.5% 

雑誌(専門誌含む) 45 13.7% 

チラシ(回覧・窓口設置) 103 31.3% 

インターネット(メルマガ

含む) 

166 50.5% 

フェイスブックやツイッ

ターなどの SNS 

36 10.9% 

その他 13 4.0% 



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お書きく

ださい。 
1. 夜に街灯がない箇所がありますので、整備をしていただけると助かります。 
2. 高齢化社会が進行するにあたり、医療や介護にかかる予算が今後とも増大することが予想さ

れます。そういった中で、県民全体によるスポーツへの取り組みを高め、特に高齢者が日常
的にスポーツに親しみ、健康を維持していって頂けるような仕組みを作っていくことは重要
です。これは何も県行政だけで出来るものではなく、県と市町村、そして総合型地域スポー
ツクラブなどの民間組織が一体となって取り組んでいくのが望ましいと感じます。これによ
り高齢化に伴う医療費等の支出の増大を防ぎつつ、さらには、若年層に対しては同様の仕組
みで、平成 36 年国体に向けた選手の育成に関して取り組む。そして、こういったことで県
民全体のスポーツに対する関心を高めることによって、36 年国体に向けての県民の意識も
高めることが期待できると思います。 

3. 2021 年の関西ワールドマスターズは市内のプールのポスターで知った。スポーツの施設に
掲示するのは関心が高いと思われる人の目につきやすいのでいいと思う。 

4. 滋賀県ならではのスポーツの普及に力を入れてはどうか。選手の育成はもちろん、サポータ
（応援）が増えることで活発な活動ができる。 

5. 指導者が良くない。特にラグビーなど弱くなってるスポーツが多い。公立高校などの強化に
努めないと国体には間に合わないのに、指導者がダメ過ぎて話しにならない。生活さえ守れ
たら良いみたいな指導者はやめさせて やる気のある結果の残せる新しい者に任せるべき。 

6. 団塊世代が高齢化になった現在、今後の健康年齢をあげて増大する医療費を抑制するために
も、もっとスポーツを身近なものにするよう啓発活動に取り組んでもらいたい。 

7. 県がどのようなスポーツ活動を行っているのかはほとんど知らなかった。県の情報誌や市の
広報などは見るように心がけているが、自身がスポーツに関心が低いこともあり、見かけた
ことがない。アクセスしたい人が自由にアクセスできるよう、複数の媒体で宣伝をした方が
良い。口コミはコミュニティーが成立しているところでは機能するが、近年ではそれを当て
にするのは、地域の人間関係の希薄化から考えると、無理があると考える。 

8. 朝ジョギングをしているのですが、なかなか歩道が整備されている道が少なく、適したグラ
ンドも少ないように思います。皇居とまではいいませんが、走りに適した場所を整備頂けれ
ばと思います。 

9. 総合型地域スポーツクラブなど初めて聞きました。広報誌に掲載されていますか？ ＰＲ不
足ではありませんか。 

10. 昨今、中学校にスポ―ツクラブがなく、子供が目指す近所、学区内に進学できないケースで、
親と子供が悩むケースが多発している。 

11. 地域のスポーツ少年団等はありますがあまり運動神経のよくない子供は気後れしてしまう
ようです。スポーツが得意でもない子でも気軽に運動を楽しめるような教室でもあればあり
がたいです 

12. 国民体育大会については滋賀県庁に準備委員会的な組織が若干動き出しているようですが、
地域的な催し物に関してはあまり情報が無いように思います。近隣で早朝に空砲が上がり観
戦する場合がありますが、どちらかと言うと「知る人ぞ知る」状態のように感じます。地域
内の広報誌による周知、当日に広報車を出すなどしてもらえればもっと知れ渡るのでは。 

13. 私はゴルフを楽しんでやっていますが、ゴルフはオリンピックの正式種目にもなろうかとい
うものです。しかし利用税がかかり、これからやっていこうとする人の妨げになっているの
ではないでしょうか？若い人達は土曜日とか日曜日ともなれば、料金自体上がってくるし、
老人がやるにしても、健康の為でもありますし、取ること自体やりたいけれどできない状態
だと思います。たくさんのゴルフ場が滋賀にはありますが、他府県からの来場者の呼び込み
をする上でも、利用税がかからないとなれば、滋賀県内のゴルフ場は多くの客を呼び、活性



化につながると思います。近頃はゴルフ場も価格が安くなってきてはいますが、あまり利用
者はいなく、経営難のところが多いようです。利用税は地域により異なりますが、もっと安
価に設定し、子供から大人まで楽しめるようにしたらと思います。 

14. 天才とも思われる素晴らしい素質を備えた個人を、学校等で推薦される場合を除いて、隠れ
た技量の保持者が選出できるよう【強力スポ－ツ者募集】などで、情報提供し公募すること
で、滋賀県では活発性のないスポ－ツについて、選手育成等も必要ではないでしょうか。 

15. 滋賀県の特色を生かせるスポーツにも注力して欲しい。それはマザーレイク琵琶湖を生かし
た水上スポーツです。ボート カヌー ヨット ウインドサーフィン等。自ずと琵琶湖に足
を運ぶことにより 琵琶湖の汚染や外来植物の繁茂などにも気が付くチャンスにもなり琵
琶湖を守り 環境水準を維持していく運動にも繋がると思います。 

16. これからは、選手としてでなく、役員やボランティアなどお手伝いをしていきたいです。も
っと、情報が欲しいです。 

17. 総合型地域スポーツクラブの活動も、財政の厳しい時期であり、それぞれに活動が厳しい状
況にあると聞きます。高齢化の進む現状、元気な県民育成にはスポーツクラブの活動は有意
義な活動であると考えます。会費制度で運営しているようですがやはり、財政的な苦しみが
あるようで、活動団体の実態を検証頂き国体開催までに、地域での活動が一層活発になるよ
うなアドバイスをお願いいたします。 

18. 活躍できる場の提供とバックアップ体制を地元企業も含めてやっていくように出来ない
か？地域に根付いた活動とバックアップ体制を期待してます。 

19. 全国レベルの選手育成に関して、当県は未だ後進県と見受けます。 
20. 国体レベルでも、開催県はどの県も好成績ですが、当県はかなり低い位置だと思います。私

の知っている選手でも、他府県での選手となったりして、今年度の都道府県対抗駅伝の成績
を見ると解ると思います。どの種目についてもハイレベルの選手については、県内で育成施
設の充実を行い、他府県に流出を防ぐべき手段が必要と思います。 

21. スポーツ施設ではなく、希望ヶ丘の芝生公園や矢橋帰帆島の芝生公園のような自由な体を動
かす場所を、地域にもっと確保して、体を動かす機会を増やしてもらいたい。 

 


