
草津市のスポーツの推進に関する市民アンケート調査 

＜実施概要(案)＞ 

 

１．調査の目的 

第２期草津市スポーツ振興計画の策定に向けて、市民のスポーツ習慣やスポーツ施設の利用状

況、スポーツ観戦、総合型地域スポーツクラブの認知度、市のスポーツ行政に対する評価などに

関する基礎的データの把握を目的とする。 
 
 

２．調査の対象 

・18歳以上の市民 3,000人 
 
 

３．調査の方法 

・郵送配布・郵送回収 

・7月上旬発送予定 8月上旬単純集計提出、8月下旬中間報告提出（予定） 

 

 

４．調査票作成に当たっての留意点 

・前回調査項目の踏襲を基本とし、経年比較を行う。 

・回答者の負担を考慮し、前回の 12ページを MAXとする。 

・新型コロナウイルス感染症の流行による影響について 

影響を無視することはできないため、依頼文には断り書きを記載する。調査は 7 月実施であ

り、日常的なスポーツについては概ね再開していると考えられるため、基本的には、前回と

同様に配布時の状況を回答していただくこととし、経年変化などの分析の際に考慮すること

とする。ただし、運動習慣など変化が生じている可能性があるため、新たな設問を追加する。 

・「健幸都市基本計画」等での取り組みを反映 

 

 

資料４ 



５．調査項目（案） 

（1）属性 

前回 設問 今回 変更点・理由 

１ 性別 問１① 
★選択肢に「3.回答しない」を追加 

・ジェンダーの視点から 

 年齢 問１② 

★選択肢に「10歳代」を追加 
・調査対象が 18歳からに変更になったから 

・年代別集計の際には、10歳代は件数が少ないため 20歳代と合わせる

ことを検討 

 配偶者の有無 削除 
・回答者の抵抗感を減らし回収率の向上を図る。クロス集計等に活用しておら

ず、上記属性による把握が必要・な項目がない 
 子どもの有無 削除 〃 
 職業 問１③ （変更なし） 
 居住地区 問１④ （変更なし） 
 居住年数 削除 〃 

（2）健康状況、運動・スポーツの実施状況について 

前回 設問 今回 変更点・理由 

２ 健康状態 問 2 （変更なし） 

３ 運動不足の実感 問 3 
★設問文を一部変更 「最近」→「ここ１年ぐらい」 

・「最近」という文言では、新型コロナの影響を大きく受けた回答になること

が予想されるため 

- 新型コロナウイルスの影響による運動習慣の変化 問 4 
★新規設問 

・変化を把握するため 

４ 運動スポーツで体を動かすことの好き嫌い 問 5 （変更なし） 

５ 継続的な運動・スポーツの経験 削除 
・これまでのスポーツ経験が現在や今後に反映させないため 

・近年のスポーツの経験は問６で把握可 



前回 設問 今回 変更点・理由 

６ 運動・スポーツの実施状況 問 6 

★設問文を変更 
・高齢者の健康維持のための散歩や体操を含める場合、１日 30分以上の

運動やスポーツはハードルが高いため、設問を要見直し 

・職業や授業で行ったものは設問の趣旨から除いた方が良いと考え、設問

文に注意書きを入れた 

6-2 実施した運動・スポーツ 問 7 
★選択肢の一部を変更 

・国調査、前回の結果等を参考に一部見直し 

７ 運動・スポーツの実施日数 問 8 
★選択肢「わからない」を削除 

・回答者本人の実態を問う設問のため 

８ どのように（誰と） 問 9 （変更なし） 

９ どこで 問 10 
★選択肢に「道路・歩道」、「自然」、「自宅」を追加 

・問７の実施した運動・スポーツを行うであろう場所としての選択肢が必要 

10 スポーツを行っている理由 問 11 （変更なし） 

- スポーツをしていない理由 問 12 
★新規設問 

・継続的な運動・スポーツの経験の削除に伴い、副問を新たに項目立て 

6-1 今後の実施意向 

問 13 

★実施意向は選択肢の一つに変更 
・設問構成を簡易に 

★選択肢に「しない・できない」を追加 
・どんな条件でもできない人が答えられるように追加 

11 どのような条件が整えば運動・スポーツを行うか 

12 運動・スポーツを行うとした場合の理由 問 14 
（変更なし） 

・削除を検討したが、前問と合体した設問にするのは難しいため削除せず 

13 継続的に運動・スポーツを行う場合の都合のよい曜日 問 15 （変更なし） 

14 継続的に運動・スポーツを行う場合の都合のよい時間 問 16 （変更なし） 

15 運動・スポーツ活動にかけられる 1 ヶ月あたりの費用 問 17 

★家族の問を削除し、回答者本人のことだけの設問に変更 

・家族構成が違う（一人暮らしなど）ので活用できない 

★選択肢に「費用をかけたくない」を追加 
・「500円未満」に含むと考えることもできるが、「０円」の意向も把握する 

・あわせて「1.500円未満」の選択肢を「1.～500円未満」に変更 

16 民間企業が経営するスポーツクラブ等への加入実績 問 18 
★今後の加入意向の聞き方を変更 

・設問構成を簡易に 

・過去に加入していたか否かはクロス集計で把握可能 



前回 設問 今回 変更点・理由 

17 今後行ってみた運動・スポーツ 問 19 
★選択肢の一部を変更 

・国調査、前回の結果等を参考に一部見直し（選択肢は問７と同じ） 

・したくてもできない人もいるため、それに対する選択肢を追加 

（3）子どものスポーツや外遊びの場について 

前回 設問 今回 変更点・理由 

- 子どものスポーツの必要性 問 20 
★新規設問 

・子どものスポーツ活動や将来を担うアスリートの育成には、親世代の理解

が必要であるが、小中学生アンケートでは把握できない 

18 子どもの外遊びの場の有無 問 21 （変更なし） 

18 子どもの外遊びを見かける場所 付問 
★問 21の付問に変更 

・前問で「全くない」「わからない」人は、ない・わからなければ答えられない

ため、回答対象外とした 

20 
あった方が良い遊び場 

子どもの外遊びの場があった方がよいか 
問 22 

★新規設問 → 選択肢については要検討 
・前回調査で『あった方がよい』が約９割なため、どんな場所があったら良い

かを聞く 

（4）運動・スポーツ施設の利用について 

前回 設問 今回 変更点・理由 

21 市内スポーツ施設の利用実績 問 23 
★一部選択肢変更 

・現状に合わせて変更 

22 市営スポーツ施設に対する評価 問 24 
★設問文の書き方を少し変更（趣旨に変更はなし） 

・よりわかりやすく 

23 学校施設の開放の認知状況 問 25 
★選択肢変更 

・設問構成を簡易にするため、前回の付問と合わせた 

（1） 今後の利用意向 削除 ・問 25の選択肢で集約 

（2） 利用状況 削除 ・問 25の選択肢で集約 

24 公民館や町内会館利用の認知状況 問 26 （変更なし） 

24 今後の利用意向 問 27 
★選択肢を４択から２択に集約 

・４段階の違いがわかりにくいため、２段階で聞く 

（「参加する」と「参加したいと思う」の違いがわかりにくい） 

25 スポーツ施設の維持管理に係る財源不足への対応方法 問 28 （変更なし） 



前回 設問 今回 変更点・理由 

26 削減すべき施設 削除 ・現行計画では、ハード整備を進める方向としているため 

 

  



（5）地域でのスポーツ活動やスポーツイベントについて 

前回 設問 今回 変更点・理由 

27 市内で開催される運動・スポーツイベントの認知状況 問 29 
★選択肢を４択から３択に集約 

・「知っている」と「名前は聞いたことがある」の違いがわかりにくいので集約 

28 
健康づくりやスポーツに関する講座・行事・イベントへの参加意

向 
問 30 

（変更なし） 

29 総合型スポーツクラブの認知状況・今後の利用意向 問 31 

★選択肢変更 

・設問構成を簡易にするため、前回の付問と合わせた 

★「総合型地域スポーツクラブ」の説明書きを追加 

・前回調査で認知度が低かったため、PR も兼ねて 

30 望む地域のスポーツクラブ 問 32 
★設問文を変更 

・今以上に総合型地域スポーツクラブを創設することは限界があるため、

「できるとすれば～」の文言を削除 

31 国体開催の認知状況 問 33 （変更なし） 

32 国体の観戦意向 問 34 （変更なし） 

（6）スポーツ観戦、スポーツ支援活動等について 

前回 設問 今回 変更点・理由 

33 

（１） 

スポーツ観戦の状況 

観戦した具体のスポーツ 
問 35 

★観戦有無と内容を一体にした設問に変更 
・設問構成を簡易に 

★選択肢に説明書きを追加 

・「レイクスターズ」等だけではわからない人がいる可能性もあるため 

★選択肢に「学生大会」を追加 
・前回調査の「その他」記述で多くあげられていたため 

（2） 

（3） 

今後の観戦意向 

今後観戦したいスポーツ 
問 36 

★観戦意向と内容を一体にした設問に変更（全員が回答対象） 

・設問構成を簡易に 

★観戦したスポーツを自由記述から選択肢に変更 
・選択肢にすることで、問 35 との比較が可能 

34 スポーツボランティアの活動状況 問 37 
★選択肢の表現を変更 「はい」「いいえ」→「行った」「行わなかった」 

・よりわかりやすく 

（1） 定期、不定期 削除  

（2） ボランティア活動の種類 （付問） （変更なし） 



前回 設問 今回 変更点・理由 

（3） 

35 

今後のボランティア活動の参加意向 

運動・スポーツ講座等への協力 
問 38 

★参加意向と協力できる内容を一体にした設問に変更（全員が回答対象） 
・設問構成を簡易に 

・参加意向がない人も把握できるように選択肢を追加 

（7）障害者スポーツについて 

前回 設問 今回 変更点・理由 

36 障害者スポーツとの関わり 問 39 
★選択肢から「その他」を削除 

・ある/なしを聞く設問のため不要 

（8）草津市の運動・スポーツの取組について 

前回 設問 今回 変更点・理由 

37 草津市の運動・スポーツの取組に対する満足度・重要度 問 40 

★①～⑤の項目をスポーツ推進計画の柱立てに変更 

★健幸都市基本計画に掲げる内容⑥を追加 

・現行計画（スポーツ推進計画）の柱立てに対する評価を聞く 

・健幸都市基本計画に掲げる「ヘルス（スポーツ）ツーリズム」を追加 

（9）スポーツに関する情報について 

前回 設問 今回 変更点・理由 

38 スポーツに関する情報の必要性 削除 ・必要性を前提として、情報提供の充実を進める必要がある 

（1） 情報入手の状況 問 41 

★選択肢に「必要ない」を追加 

・前回の問 38「情報の必要性」の設問は削除するが、「必要ない」人もいる

ため、その選択肢を追加 

（2） 入手したい情報 (付問) （変更なし） 

（3） 情報を入手しやすい方法 （付問） （変更なし） 

（10）自由記述 

前回 設問 今回 変更点・理由 

39  自由意見 問 42 （変更なし） 

 

 


