「スポーツの日」（仮称）庁内検討会中間報告に対する
県民意見募集概要・結果
１

意見募集の概要
「スポーツの日 」（仮称）庁内検討会では 、「スポーツの日 」（仮称）の制定につい
て検討を重ね、１０月２０日に中間報告を公表しました。この中間報告は、現時点に
おける庁内検討会の「スポーツの日」に対する考えを示すものであり、これを広く県
民に公表することで、県民から幅広い御意見をいただき、今後の検討に生かそうとし
たものであります。公表は、彩の国だより（１１月号 ）、新聞、ホームページ、リー
フレットの配布等により行いました。また、より多くの意見を得るため、関係スポー
ツ･レクリエーション団体あてに意見募集の依頼をするとともに、１２月１日開催の高
等学校体育主任会にて意見募集を実施しました。
お寄せいただいた御意見については、内容ごとに整理をし 、「意見集計結果」とし
て取りまとめさせていただきました。
なお、同一趣旨の御意見につきましては、取りまとめの都合上、事務局で適宜集約
させていただきましたので、御了承ください。

２

意見募集期間
平成１５年１０月２０日（火）〜１２月２２日（月）（最終意見受領日）

３

意見件数
１０４件

４

意見集計結果

【全体的意見】

○

必要無
2%

全体的を通して
概ね賛成

３６件
意見等
39%

○

意見・要望等

○

スポーツの日の
必要性感じない

※

概ね賛成
59%

２４件

１件

複数意見
予算関係（３件）、体育の日との関係（２件）
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【項目別意見】
≪目的について≫
中間報告
スポーツに対する県民の関心と理解を一層深めるとともに、スポーツ・レクリエ
ーション関係団体、スポーツ施設及び地域社会の連携の下に県民全体でスポーツ・
レクリエーションに関する取組を推進し、もって健康で明るく豊かな県民生活の実
現を図るため、「スポーツの日」を設ける。

○

中間報告に賛成

○

概ね中間報告に賛成

○

意見・要望等

意見等
20%

３７件

７件

概ね賛成
13%
賛成
67%

１１件

≪名称について≫
中間報告
「スポーツの日」とする。

○

中間報告の名称に賛成

２９件

○

別の名称とするもの等

４３件

賛成
40%
別名称
60%
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―

別の名称意見

―

12

県民スポーツの日

9

彩の国スポーツの日
ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの日

2

埼玉（さいたま）

2

スポーツの日

0
※

5

10

15

その他（少数意見）
「県民総スポーツの日」、「県民一斉スポーツの日」、「県民皆スポーツの日」、
あざ

「Sports

Fan

Day」、「彩やかなスポーツの日」、「スポーツ＆健康」、

「スポーツを楽しむ日」、「埼玉県民スポーツの日」、埼玉県独自のもの、
埼玉をイメージできるもの、県民に親しまれるもの 等

≪期日について≫
中間報告
「毎年６月第１日曜日」とする。
※

各種スポーツ・レクリエーション大会のオープニング的な意味合いを持た
せ、年間を通して県民がスポーツに親しむ契機とするため、年度の早い時期で
ある６月とした。

○

中間報告の期日に賛成

４０件
別期日
32%

○

概ね中間報告の期日に
賛成

○

別の期日とするもの等

６件

賛成
59%
概ね賛成
9%

２２件
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≪関連事業について≫
中間報告
「スポーツの日」の目的に沿って、県、市町村、スポーツ施設、県内スポーツ・レ
クリエーション関係団体等が主体的に、例えば以下のような事業を実施・実践する
ことが望まれる。
（１）県及び市町村
○

大規模スポーツ施設にてスポーツイベント（オープニングイベント）の開催

○

各地域にてスポーツ・レクリエーション大会・教室・講習会・表彰等の開催

○

学校体育施設の開放

（２）県営及び市町村営スポーツ施設
○

県営及び市町村営スポーツ施設の開放

○

スポーツ・レクリエーション教室・講習会等の開催

○

体力テスト・スポーツ医事相談等の開催

（３）県内スポーツ・レクリエーション関係団体等
○

各スポーツ・レクリエーション種目大会・教室・講習会・体験イベント等の
開催

○

各種目県内選手育成・強化事業の実施

○

民間スポーツクラブによる体験イベントの開催及び施設の開放

○

中間報告に賛成

○

概ね中間報告に賛成

○

意見・要望等

※

２０件

賛成
20%
概ね賛成
5%

５件

７６件

意見等
75%

意見・要望等の７６件のうち 、「スポーツ施設の利用・開放（無料等 ）」に関す

るものが１６件で、最も多かった。
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≪今後の予定について≫
中間報告
○

県民からの意見募集の結果を踏まえて、最終報告をまとめる。

○

各市町村及び関係団体等に関連事業の実施について協力を依頼する。

○

県民への広報活動の充実を図る。

○

中間報告に賛成

１８件

○

意見・要望等

１８件

※

意見等
50%

賛成
50%

意見・要望等の１８件のうち 、「広報活動の充実」を求めるものが１２件で、

最も多かった。

‑ 5 ‑

５

寄せられた御意見一覧

【全体的意見】
○

全体を通して概ね賛成
１

とても良い企画だと思う。競技会でなく、広くスポーツ・レクリエーションの

普及に努めてほしい。
２

大変良い試みだと思う。

３

スポ―ツの日を設けるのは良いことだと思う。

４

埼玉県独自の「スポーツの日」の制定は、本県のスポーツ・レクリエーション

の振興のために、大変良いことだと思う。是非できるだけ早く実現させてほしい。
５

本県のスポーツ・レクリエーションの振興のため、できるだけ早くスポーツの

日の制定を実現させてほしい。大いに期待している。
６

スポーツの日を制定することに賛同する。ぜひ推進してほしい。

７

目的に沿った県民総参加の実現を望む。

８

私達を明るく！楽しく！元気にしてくれたのが、スポーツだった。スポーツを
通じて、ステキな方達に出会えたとともに、親子の会話も増えた 。「スポ−ツの
日」とても楽しみである。各市町村がいろいろな企画をして下さることを期待し

ている。
９

大変良いことだと思う。期待している。

10

全面的に賛成。

11

いいと思う。

12

庁内検討会中間報告の内容に賛成。

13

楽しみにしている。

14

私達の団体は、年間を通して、学校、地域、子供会、育成会など、体験教室、

講習会など開いており、その一環としてとらえている。是非、協力したい。
15

「スポーツの日」制定についてその趣旨、実施内容に賛成。地域住民のコミュ
ニケーションの活性化、健康増進のために、また県内の選手育成・強化のため、

是非実現願う。
16

スポーツの日を作ることに賛成。勉学に関しての事が重視されがちだが、運動
することも大事だと思う。スポーツの日として祝日にすれば県民も何かしらのス

ポーツに打ち込め、各地域のふれあいも深まると思う。
17

全項目において異議なし。

18

スポーツの日の制定に賛成。

19

人間関係の希薄化が進む今日において、埼玉県のますますのスポーツ文化の発

展、スポーツを通じての人々の交流を望んでいる。
20

体力の低下が騒がれている昨今においてスポーツの日の制定はいいことだと思
う。最近の子供たちはスポーツに関わる機会が非常に少なく、スポーツ振興の高

まりを感じる素晴らしい策だと思う。
21

スポーツの日楽しそうでいいと思う。

22

全面的に賛成である。

23

発想・取組については賛成。
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24

実現できればすばらしいと思う。

25

いつでも、どこでも、だれでもがスポーツに対する関心を持つことができる日

として大切であると思う。それらが自分自身の健康に結びつくことと思う。
26

本県のスポーツ・レクリエーションの普及のため、御協力する。

27

大変素晴らしい事業であり、是非とも協力していきたい。

28

全面的に賛同する。

29

埼玉県独自のスポーツの日、是非実現させてほしい。

30

スポーツ立県埼玉のためにも、いいことだと思う。

31

毎年実施することによって、さらに意義ある日になることを希望する。

32

スポーツの日の実現期待している。

33

スポーツを愛好している者にとっては願ってもないことである。是非推進して

ほしい。
34

実現を期待している。

35

国体開催を契機にスポーツの日を制定するのは意義がある。

36

中間報告に異議なし。

○

意見・要望等
１

競技団体としては、すでに事業を行っているので、予算化をして頂ければ、更

に充実したものになると思う。
２

事業を開催するに当たり、その予算はどこが負担するのか？

３

この事業に対する予算措置は、どのように考えるのか？

４

体育の日との関係はどうなるのか？

５

国は「体育の日 」、県は「スポーツの日」と同じような意味合いのようだ。ど

うせ県でやるなら独自性をもっと出してほしい。
６

各種団体が、スポーツ・レクリエーションに対する意見を集約し、組織の充実

を図る日とすることが必要であると思う。
７

市民がただ競技に参加するだけで終わってしまうのはもったいない。行政とし
て、場を与えるからご自由に！という姿勢では意味がない。目的は、市民がスポ
ーツを恒常的な習慣として、継続してくれることのはず。今回の大会をきっかけ

として、受け皿となる施設、団体の情報を発信する必要があるかと思われる。
８

スポーツの日は学校が休みになるのか？楽しみにしている。

９

少年達の体力低下やスポーツをする場が少なくなっている現状で、生活の中に

どうスポーツを取り入れていくかがキーになるのではないか？
10

このスポーツの日を機会に、「学校開放」の推進を学校に求めたい。

11

「ふぁいぶるクラブ」の推進する地域総会スポーツクラブ構想も組み入れて行

えば、より効果があると考える。
12

スポーツ店に「スポーツの日大安売り」をお願いする（経済効果抜群）。

13

「スポーツの日」の制定が意欲的な企画であることは理解する。ただし、本当
に県民のためであるように、競技団体・市町村体育協会・スポーツ・レクリエー
ション団体・その他関連団体に対し助成金あるいは補助金を申請させることが無
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いように願いたい。
14

是非スポーツの日を実現させてください。

15

スポーツの日を作って、スポーツが盛んになるようにしてください。

16

関連事業共通のマークが有っても良いかもしれない。

17

今後更に高齢化社会が進み、高齢者や初心者が気軽に親しく参加できるような

多種多様な門戸を開き、受け入れられるようなシステムの導入が望ましいと思う。
18

県民総合体育大会とは関連があるのか？

19

「〜とかの日」という目的はわかるが、本当に生活に密着したものである事、
スポーツは、特に人体の根本的な活動である。誰もが、どこでも、いつからでも

楽しめるよう、ハード面、ソフト面から取り組んでほしい。
20

県民総合体育大会との区別をはっきりしておく必要があると思う。

21

スポーツには辛い、苦しいというような体育会系のイメージが強いようである。
少しでも、明るい、楽しいというイメージに替えいくことが必要ではないか。

22

スポーツの日を作って、スポーツを盛んにしてください。

23

県民総体との関連について明確にしておく必要がある。

24

単独事業とした場合は、１１月頃でないと困難である。

○

スポーツの日の必要性感じない
１

国には体育の日がある。特に県としてスポーツの日を制定する必要性を感じな

い。
【項目別意見】
≪目的について≫
○

中間報告に賛成
１

○

中間報告の内容に賛成（同様意見３７件）。
中間報告に概ね賛成

１

県民のスポーツに対する意識の向上のため良い事だと考える。

２

中間報告のとおりで良いと思うが、現実はこの目的に合致しない部分もある。

３

趣旨や具体的な取組等が簡潔に明記されており、目的がよく理解できる。

４

高齢化が進む昨今、健康増進・維持に有益な施策は重要だと思うので、中間報告
の内容に賛成。

５

スポーツに対する県民の関心と理解を一層深めるとともに、地域社会の連携の下
に県民全体が健康で明るく豊かな県民生活の実現を図るため 、「スポーツの日」を
設けることは、競技団体としても喜ばしいことで素晴らしいと思う。

６

スポーツに関する関心と理解を深める目的について、県民の意識高揚につながる
と思う。

７

多様化し、常にめまぐるしく複雑に変動する世の中で生涯スポーツとしての役割
は大変重要であり、スポーツ立県埼玉としての目的は良しと思う。
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○

意見・要望等
１

「スポーツの日」を契機として、継続的にスポーツを「する」県民を増やすこと
を目的としてはどうか。

２

２巡目となる「彩の国まごころ国体」開催を盛り上げることを盛り込んだ方が県
民にインパクトがあると思う。

３

「生涯スポーツの振興」等が入ると良いと思う。

４

目的はＯＫだと思いますが、仰々しくならず、中間的チャッチフレーズがあった
方が良いと思う。

５

良いと思う。しかし、「体育の日」があるのに何故県でわざわざ「スポーツの日」
を設けるのかなという思いもある 。「体育の日」の行事に県で力を入れれば済んだ
ことだと思うが・・・。

６

分かり易い言文を使ったほうがよいのでは（小学生くらいの人々が読んでも理解
できる程度）。

７

「スポーツに触れる機会（見る、する）を増やす」など具体的取り組み内容を入
れ、県民が目的を見れば何をしたいのかわかるようにしたらどうか。

８

スポーツに関心を持つ人が多くなっているが、まだまだ一部の人だけのものとの
見方もできなくはない。広く、多くの県民にスポーツ･レクリエーションに理解を戴
き、参加していただくことは大切であると思われる。スポーツ･レクリエーションの
参加者を見ていると、高齢者･男性（大人）･女性（大人）･男子（子ども）・女子（子
ども）それぞれが別々に参加活動をしている。県民のための「スポーツの日」が必
要であるとすれば、家族で楽しめるスポーツ・レクリエーションの普及を考慮する
行事が必要と思う。

９

学校開放等、公共施設の貸出しが団体のみに（体協･レク協・地域団体等）優先さ
れている現状では、一般県民の理解は得られないと思う。

10

スポーツを通じ、健康である喜びを感じ取るとともに、ルール、マナーについて

自分自身努力することがスポーツの目的であると思う。
11

県民の健康増進と豊かで和やかな家庭環境をサポートするスポーツの日を制定し

てほしい。
≪名称について≫
○

中間報告の名称に賛成
１

○

中間報告の名称に賛成する（同様意見２９件）。
別の名称がいいとするもの

１

「県民スポーツの日」がシンプルでいいと思う（同様意見１２件）。

13

埼玉県独自のものであるので 、「彩の国スポーツの日」のように「彩の国」を

入れた方が良いと思う（同様意見９件）。
22

スポーツ・レクリエーションを対象としているので 、「スポーツの日」はおか

しい。「スポーツ・レクリエーションの日」とすべきである（同様意見２件）。
24

「さいたまスポーツの日」というのはどうか？（同様意見２件）
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26

県民がスポーツをする「する」といった視点から 、「県民総スポーツの日」と

するのも一考かと思う。
27

「県民一斉スポーツの日」は如何か？

28

「県民皆スポーツの日」。

29

Ｓｐｏｒｔｓ

Ｆａｎ

Ｄａｙ！・・・ＦｕｎとＦａｎをかける

あざ

30

「彩やかなスポーツの日」はどうか？。

31

「スポーツ＆健康」。

32

「スポーツを楽しむ日」。

33

「埼玉県民スポーツの日」

34

埼玉県独自のものであることがわかるような名称が良いと思う。

35

「埼玉」をイメージできるような文言を入れたらどうか？

36

スポーツの日が県民に親しまれるような名称にしてほしいと思う。

37

「スポーツの日」とするのか、「スポーツ週間」とするのか？

38

できれば（

39

他都道府県へのアピール度を考えると、埼玉県の愛称（上田知事体制での新名

）でサブタイトルを付けるなどして、目的を具体化してはどうか。

称）を頭につけるのも良いのではないか。
40

「スポーツの日」とし、サブタイトルを公募する。

41

「体育の日」と似たような名称で混同される恐れがある。

42

別のいい名前はないのか？

43

適当なものが思いつきません。

≪期日について≫
○

中間報告の期日に賛成
１

○

中間報告の期日で良いと思う（同様意見４０件）。
概ね中間報告の期日に賛成

１

各種目インターハイの予選の頃だったかと思う。梅雨の直前でどうかとも思う

が、いいと思う。
２

やむを得ないと思うが、年度のできるだけ早い時期がよいと思う 。（季節も運

動に適しているし、運動をする切っ掛けともなる。また、１年の計画を示すこと
で「この
３

大会に出場しよう」とか目的意識も高まるのではないか。）

当連盟は 、「６月第１日曜日」と合致しないような状況が生じる心配がある。

しかし、６月第１日曜日とすることには賛成である。
４

梅雨の前の、５月晴れの下、体を動かすのがいいと思い、５月第３日曜日を希

望するが、多くの団体が６月第１日曜日希望であれば、それで結構である。
５

期日については異論はないが、イベントを実施する場合、会場について各競技

団体との事前協議を要する。
６
○

期日については、別の意見はない。
別の期日がいいとするもの
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１

５月第１日曜日。

２

５月の最終日曜日を希望する。

３

５月の方が季節的に良い気がする。

４

季節柄５月の方がイメージアップになるような気がする。

５

一週間早ければ、当協会事業との関連付けがしやすい。

６

５月最終日曜日が最適。６月第１日曜日は４０年間続いている全国規模の日本
民踊指導者の講習会が静岡で開催されており、本県の民踊部門の役員全員が参加

できない。
７

６月梅雨の季節で関連事業等の関係で使える施設等限られる可能性がある。

８

６月第１日曜日については、いくつかの競技で関東大会の日程として位置づけ
られていると思われる 。「スポーツの日」として各イベントが行われると大会会
場の確保に際して大きな問題となってくることが予想できる。７月の第１日曜日

の方が施設（学校施設も含め）の借用がしやすいのでは？
９

梅雨の影響、高校の関東大会とぶつかりやすいなど、マイナスの要素も考えら

れると思う。
10

６月の第１週は、関東大会にあたってしまう種目もあるので、種目によっては、
県内においてイベントを開催することができないと思われる。

11

各種目関東大会（高校生）の時期であり、各種目で会場確保が困難となると思

う（埼玉県のみ）。３月中〜下旬の内のいつかとすればどうか。
12

主に屋外で活動する団体は、天候を常に考えてしまう。よって、できれば天候
の安定している頃に、期日を設定してもらうとありがたい（６月に設定した理由

も充分理解できますが・・・）。
13

６月第１日曜日は、高校の関東大会等にぶつかるのでは・・・。

14

この時期は、大会等の行事が過密状態になっているので、新規事業を加えるこ
とは難しいが、既存の大会等を「スポーツの日」の趣旨に合致するようアレンジ

して実施することは可能である。
15

スポーツ＝秋というイメージが強い。オープニング的な意味合いを持たせる必

要があるのか疑問。
16

国体を記念してという意味もあるなら、夏季か秋季に合わせても良いのではな
いか。私の住んでいる市では、６月第１日曜日が市内一斉清掃デーになっている

ので、実際「スポーツの日」の実行が難しいかもしれない。
17

当連盟県下各支部では、主に５月に総会を開催、組織的にスポーツ活動に着手
するのが６月中〜下旬になる 。「６月第１日曜日」と固定されると実行段階で若

干無理が生じる。早くとも６月中旬を望む。
18

６月は各種行事が入っていることがあり、追加行事が入ることにより会場が不
足したり、日程調整が困難にならないか心配である 。（何月になっても言えるこ

とである。６月の初めは比較的天気は良いようである。）
19

６月第１日曜日は、関東地区で大きな大会があり、多くの方が参加しているた
め、関連事業の開催はできない。この大会が埼玉で行う場合は、併設大会として

のみ可能。
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20

スポーツの日（週間）の設定について、秋にもう一回あってもいいのではない
か（名称は考えてない ）。そして、それに併せて春のスポーツ週間と秋のスポー
ツ週間を設けて、運動の啓発を促す。また、その間、公共交通機関に協力を依頼
し 、『○○○〜スポーツ週間です。一駅歩こう運動実施中！』などといった広報

も実施する。
21

当競技としては、事業を６月に決めるのが難しいと思う。

22

当協会では、毎年１１月中の日曜日に種目の普及を目的に小・中学生から大人
までを対象に「フェスティバル」を行っている。内容は用具を利用したゲームが
主。６月にこの事業を移行することは可能ではあるが、６月頃は、国体の県内予

選会等が行われているので、検討が必要である。
≪関連事業について≫
○

中間報告の内容に賛成
１

○

中間報告の内容で良いと思う（同様意見２０件）。
中間報告の内容に概ね賛成

１

賛成である。県として、大規模施設を活用したイベントを実施することは、県

民にその施設を還元することにつながり、また、地理的に参加できない県民には、
各市町村等で関連イベントを併せて行うなど、大変有意義なことと思う。
２

各種目の大会及び講習会の開催に賛成。

３

これからの時代、生涯スポーツの普及が必要となるので、このような事業はと

てもすばらしいものだと思う。
４

各地域においてスポーツ・レクリエーション大会・教室・講習会等の開催、学

校体育施設の開放に期待する。
５

中間報告の県内スポーツ・レクリエーション関係団体等が実施を望まれる事業
を本連盟も実施している。毎年、同じ時期に県内４つの会場で、世界各国の踊り

を伝達・講習する「全国フォークダンス伝達講習会」を開催している。
○

意見・要望等
１

スポーツ施設の無料の開放を望む。

２

スポーツの日は県内一斉に施設を無料開放する。

３

教育施設や市、県など運営しているスポーツ施設、体育館やサッカー、グラウ

ンド、野球場、などの無料での使用を是非検討してほしい。
４

スポーツ施設の利用予定で、スポーツの日のイベントと競技団体の大会等が重

なった場合は、競技団体を優先してほしい。
５

学校体育施設の開放については、特にグラウンド開放を積極的に行ってほしい。

６

県内のスポーツ施設の全額又は半額で開放してほしい。

７

「体育の日」の施設利用の方針で、一般開放が優先され、専用使用は認められ

ず、大会が開けなかったことがあった。この一般開放による利用者はごく少数で、
利用者は大会使用を認めた方がはるかに多いものだった。このことから 、「スポ
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ーツの日」の体育施設の利用については、県レベルの競技団体が公式試合を行う
場合は、専用利用を認め、練習利用の場合は専用を認めないで、一般開放するよ
うにしてほしい。
８

趣旨に沿った事業を新たに検討したいと思う。本目的に沿った行事を実施する

場合、スポーツの施設の利用にあたり、優先的に予約できるような配慮をお願い、
検討願う。
９

スポーツ施設が県内すべて無料（ここがポイント）開放ならいいなと思う（個

人利用が）。
10

老若男女、全ての県民がスポーツ親しむ機会に恵まれることが意義を持つもの
で、県内全スポーツ施設の無料開放をし、ボランティアによる運営を競技団体が

支えるイベントとしたら如何か？
11

日常的に児童・生徒・県民が利用しやすいスポーツ施設の充実や、学校施設の

開放についての整備などすすめてもらいたいと思う。
12

当競技の場合、日曜日の施設使用料金等が割高になるため、優遇されたバック

アップ体制を望む。
13

当協会としては、協議を重ね、すべてに賛成だけにイベントを企画していきた
い。当競技は総ての行事に会場使用料がかかり、参加者の負担があり、会場の理

解ある支援が望まれる。例えば、料金半額とか…。
14

スポーツ団体が各々一斉にイベントを開催するのは華やかで良いと思うが、肝
心の施設不足が心配である。また、施設利用料についても格段の配慮が必要だと

思う。総論賛成だが、実現にはかなりの支援（県サイドから）が必要だと考える。
15

施設の開放などの体制づくりが今後の課題となると思われる。

16

施設使用料が安くなることを望む。

17

中間報告に記載されている組織による事業の具体的事業例をそれぞれもっと増
やすとともに、他の組織のによる事業も追加し、より多くの自治体、団体に協力

してもらうようにしてもらいたい。
18

制定する年度が不明であるが、来年度（平成１６年度）から実施するとなれば、
協力いただける自治体、団体でそれぞれの体制で実施する。次年度については、
その協力自治体、団体を増やしていき、数年後には県内すべての自治体、団体が
全県の各地でそれぞれのアイディアに基づいて行うことができれば素晴らしいの
ではないかと思う。

19

「彩の国まごころ国体」が市町村、各スポーツ団体が実施するわけだから、そ
のノウハウや、関連施設を活用して「スポーツイベント」等を実施していくこと

で、県内各地の住民の参加が望まれるのではないかと思う。
20

県内スポーツ団体、レクリェーション団体、体育指導員協議会等の主催する大

会・事業等に「スポーツの日」制定記念の冠をつけて気運の醸成を図るとともに、
周知する。同様に各市町村におけるスポーツイベントに冠をつけていただくよう
要請する。
21

知事・教育長ほか主要な方々自らが、スポーツを実践し、県民との交流を図る。
例）教育長と一緒に歩こう・・。知事と一緒にテニスをしよう・・。
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22

スポーツがもともと好きな人も、誘われて来ただけのあまり得意でない人も、
家族で参加した人も、全員が楽しめるよう、体力を比較的必要としない競技も開

設する。
23

例）ダーツ、ボーリングなど

中学校の部活動が盛んでないので、スポーツの日をつくって町の小学校、中学

校が集まって合同の大会を開いてほしい。
24

たくさんの人にこのことの策定を知ってもらうため、スポーツの日を冠にして

さまざまな大会を企画する。
25

県内施設に毎年日本国内のトップチームを招き埼玉選抜と試合をさせる 。（様

々な種目を選定する）
26

各種イベントを学校単位で扱い午後から学校を休みとする（総合学習や特別動

として扱えるか？）
27

中学生・高校生を問わず一交流戦を行う 。（例えば中学校の県大会優勝チーム

対高校生など）
28

「スポーツの日」のポスターコンクールを実施する。

29

スポーツの離れを止めるため、学校ではスポーツの日にちなんだスポーツイベ

ントの開催をする。
30

地域の方々にもスポーツの日の冠を使い大会の開催をお願いする。

31

子供は少年団などですでにスポーツに参加しているので、それ以外の人たちに
スポーツはいいものだ！と思ってもらうきっかけづくりをするべきだと思う。た
とえば健康に関してや老化現象を食い止めるための自分でできるチェックシート
や簡単にできるストレッチ体操の絵の入った紙をくばる。駅や呼ばなくても人の
集まりそうなところで、そういうものを配り、また、簡単なスポーツやレクリエ

ーションスポーツのようなものを体験してもらう。
32

今年に限らないで、毎年照準を当てる人を変えて親子、犬づれ、カップル、兄
弟、友達などで参加してもらう簡単にできる大会を開く。だれでも参加できるこ
とを強調したい。ギネスに挑戦とか有名選手の記録に挑戦とか、簡単なニュース

ポーツとか。
33

「家族で集合なわとび大会」。

34

「スポーツのグッズ体験会 」（たとえば、棒高跳びの高さやバーの体験とかハ

ードルの高さとか短距離のスタートの機械やピストル、剣道の面をかぶる体験な
どなど）写真撮影会なんかいかがか？
35

高齢者のあたりまえのゲートボールとかでなく、平均台を低くしてわたってみ

たり玉いれとか、夫婦でスポーツマッサージ教室とか。
36

「スポーツの日」に主体的に事業展開したい。

37

総合型地域スポーツクラブとの連携事業・高体連大会等の日程を公開ＰＲ。

38

当協会イベント。

39

関連事業として大会を開催するにあたって、県はどこまでサポートしてくれる
のか。大会補助、大会への協力度等を知りたい。イベント開催は大いに協力する

つもりである。
40

統一テーマのもと、各団体が参加する方法が良いと思う。押付け、丸投げは避
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けたい。県レクリエーション大会との関係を調整すべきであると思う。
41

「スポーツに親しむ契機」となるような事業を、具体的に実施・実践したらよ
いのか、イメージがつかみにくい。各市町村で各種目が年に数回行っている大会
（市民大会、市長杯等）を、初心者から上級者まで幅広く参加できるようなもの

としてとらえればよいのか。
42

各事業を県の号令で推進するのであれば、それなりの予算が必要と考える。種
目団体（当協会）としては、この事業が制定されて協力要請があれば普及宣伝に

なるので、協会として事業予算を組み鋭意参画する。
43

日頃、スポーツになじみのない小学生を対象にスポーツを体験してもらうこと
を目的に、親子でいろんなスポーツの楽しさと面白さを一緒に体験しようという

イベントを、関連事業として実施したい。
44

埼玉県レクリエーション協会の主催する「埼玉県レクリエーション大会ｉｎ○

○」のような事業を核として実施することも考えてほしい。
45

体験イベントの開催等で協力できる。

46

スポーツ・レクリエーション大会は大いに結構ですが、ぜひその際に「植樹」
を行って欲しい。昨今、特に温暖化などの環境問題が深刻化している中、屋外ス
ポーツ愛好家に対しては、夏の間のスポーツを控えるなどの影響が出ている。安
心してスポーツができるよう、こうした大会の際に植樹を行うことは象徴的な意

味も含めて有意義であろうと思われる。
47

参加した人がただ競技に参加して終わるだけでなく、参加者全員が何か１つの
活動を共有する時間があれば横の連携が生まれてよいのでは？例えば、参加者全
員によるクリーンアップボランティアなど。市民ランナーのために道路を掃除す
るのはどうだろうか？一見、スポーツと何の関係もないと思われるが、こうした
活動は意外とスポーツ愛好家の方々であれば喜ばれる。地域美化とスポーツ振興

の両方に役立つので検討して欲しい。
48

県内外から有識者を招いて講演会やシンポジウム等を開催してほしい。

49

「スポーツの日」当日と前日を国体予選会のための競技会としたい。

50

子ども達のスポーツ離れと、スポーツへの関心の高揚を図る「親子参加型」の

教室・講習会の開催を、各市町村・関係団体との連携により可能ではないか。
51

当協会に関しましては、特殊で法的制約も多く限定されるが、一般的な方面で
は広く県民にアピールできて、多くの人々に対して新しく参加の機会が提供され

るのではないかと思う。
52

各施設の開放事業を通して、各競技団体の紹介コーナーなどを設け実施したい。

53

市町村の協力があれば良いと思う。

54

各種目県内選手育成・強化事業の実施については 、「スポーツの日」に実施す

るのは、大衆受けするものではないと思われるので、削除し、むしろ、一流選手
を含め、小・中学生〜成人による実技の発表会的なものの実施（開催）にした方
が良いと思う。
55

当連盟で関連事業を実施するには、日程（県連事業）の調整が必要。年間を通

し、県内・外大会スケジュールが大変で、日曜日は３回位しか空き日がない。
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56

手頃な価格で家庭で楽しめる用具の販売をしてほしい。

57

関連事業に全面的に御協力したいと思っている。

58

当連盟では通常６月中旬に県大会を開催することにしている。これとジョイン

トして各支部に予選会等の期日又は期間を指示することは可能と思われる。
59

当協会の事業の中で、イベントの手伝い等させていただく。

60

埼玉県のスポーツ週間など一定の期間を設け、各競技団体が関連事業に協力を

しやすくしてどうか。
61

記載されている事業内容は、各種団体や市町村が、実態に即した計画で実践さ
れている事ばかりで、県民への意識の高揚にはならない。また、こうした事業内

容を６月第１日曜日に集中させての実施は無理ではないか。
62

各種スポーツ・レクリエーション団体が競技会及び初心者に対する講習会を行

うことが良いと思う。
63

県民の一本化、また社会の潮流をよく見極めた企画・事業で、誠に時期にかな
ったものと思う。一部の人たちでなく、みんなが気楽に参加できるような、そし
て、県だけでなく、県民、あるいは団体が参画した、欲を言えば、団体に任せる

ような事業に展開できれば、さらにいいにではないかと考える。
64

リトル・シニア関連事業の充実（将来のスポーツ県埼玉の充実を図る）を望む。

65

青少年のスポーツ離れの除去を望む。

66

高齢者が健康で一生涯を全うできるような環境づくりを望む（元気で活力ある

彩の国埼玉県づくりの推進）。
67

当協会としては、キッズ年齢にターゲットを当て、埼玉スタジアム２００２を
活用し、県下全幼稚園・保育園・スポーツクラブ参加のイベントである「Ｕ−６

イベント（世界大会開催周年記念）を開催したい。
68

２４時間イベントを開催したい。

69

スポーツの日のみ（決定日１日のみ）の場合は、参加は不可能。反対はしない

が、この日だけと限定されるとやりにくい。日程に幅があれば可能である。
70

スポーツ日記（雛型）を作成する。ただの日記と同じですが、罫線などを工夫

して（書き込む内容を若干指定することにより）、スポーツの継続的活動を促す。
71

埼玉県独自のスポーツ文化カリキュラム又は指導内容を作成し（スポ研の研究
班等により ）、小学校や中学校の総合学習の教材として提供、高校でのスポーツ
Ⅱ等での専門的討論をスポーツの日（週間）で実施したらどうか。スポーツ≒体

育といった古い頭を切り替えると同時に、１０年後のスポーツへの布石とする（次
代への挑戦）。
72

ニュースポーツ、レクリエーション指導者養成講習会 及び、指導者のレベルア
ップ講習会の開催。

73

県内施設で、年間を通して１〜２試合程度のプロスポーツ（野球、サッカー等）
の開催招致を希望する。

74

世界選手権大会が２００６年に開催されるので 、「スポーツの日」とうまく関

連付けることができればと思っている。
75

熊谷スポーツ文化公園を中心としたイベントの実施により、施設のＰＲになる。
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76

県民総体の例年の行事とラップするので、別々新しいイベントは企画しにくい。

≪今後の予定について≫
○

中間報告の内容に賛成
１

○

中間報告の内容に賛同する（同様意見１８件）。
意見・要望等

１

効率のよい広報活動をお願いしたい。

２

各方面への広報活動の充実をお願いしたい。

３

広報活動の充実に特に期待する。

４

すべて県の施政もそうですが、広報活動に工夫がほしい。これだけ情報伝達方

法が多彩なのに、活用できない。悪い噂はすぐ広まるが、（口伝でも）良い話は、
なかなか広まらないもの。創意工夫、アイデア etc.頑張ってほしい。
５

ＰＲを大勢の人に届くように、スポーツ・レクリエーションに関係していない

も届くようにしてほしい。
６

県が絡んでいる交通機関「埼玉高速鉄道 」「埼玉新都市交通」に、スポーツの
日のアート電車を走らせる 。「スポーツの日」というものが６月第１日曜である

ということが、多くの県民にわかる。
７

形式的に実施するのではなく、長期的に学校、保健所等住民に密着するところ

から根強い情宣を行い、広く県民の自主参加を求めるような誘導が必要。
８

県内メディアの協力を得て、大々的に広報する 。（ＴＶ埼玉、ＮＡＣＫ５、埼

玉新聞等々）
９

「スポーツの日」をもっと広く知ってもらうため、埼玉県内を通る電車の中吊

りに、広告を載せる。
10

電車にスポーツの日ができたと絵を描いたらどうか。

11

企画をするのは簡単だが、いかに広報をして県民に知ってもらうかが大きな問

題。無関心層へのインパクトあるＰＲを期待したい。
12

アルディージャ、レッズに垂れ幕に「スポーツの日は６月第一日曜日です！」

と入れもらえるよう依頼する。
13

県民への広報活動の中で「スポーツの日」制定の目的からも、受益者負担の必

要性の理解を求める事も大切ではないか。
14

県の最終報告に添って、スポーツの日としてふさわしい当協会としての可能な

事業を検討し、会費の意見を集約し、実施していきたいと思う。
15

一層の努力をして、一日も早い実施をお願いしたい。

16

当連盟の主課目の普及講習会・教室を６〜７月に集中的に開講して、スポーツ

に対する意欲・意識の高揚を図る様に企画中。
17

より多くの県民が参加できる日曜の環境づくり（特に施設）の協力を県よりお

願いしてほしい。
18

６月の時期では、強化事業の位置づけのもと県内大会として県民総体兼国体予

選を考えます。
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