
1
・今後の高齢化を踏まえ、身体をを動かすことの有益性を伝えると共に、参画しやすい内
容を推進して欲しい。
・子供たちが、スポーツを通して心身共に成長できるように考慮、推進してほしい。

2 「指導者の育成」を柱の一つにすべきではないか。

3

【高齢者対応について】 
”自分でできるスポーツ（運動）”を推進することが、はじめの一歩では？。出不精の人
を引っ張り出すことに注力したいのでしょうが、先ず、体を動かすことで体調が向上する
経験をすることが、肝心と思いますが・・・。この手の施策を考える方々は、現役を引退
し、高齢となり、出不精になっている人のことを、どの程度まで理解できているのでしょ
うか？。アンケート調査で本当のことはわからんと思いますがね。

4
・ウォーキング計とスポーツ教室の連動（スポーツ教室参加でもポイントを付ける）  
・高齢者対象体操の積極展開 

5 ・シニア層に気楽に出来るスポーツの奨励　・スポーツが出来る場所の確保・整備

6

・スポーツができる施設の予約を簡単にできるようにしてほしい 
・身近にスポーツができる施設がほしい 
・スポーツイベントが沢山あると様々な年代の人が楽しめそう 
・スポーツイベントを学校に周知させることで参加者が増えそう 
・空き地などが公園など体を動かせる場所になってほしい 
・学校の部活を地域で行えるようになれば、教員の負担減や多様な人との交流につながり
そう 
・高齢者の運動の場を与え、若者のインストラクターやボランティアを活用すれば交流の
場になりそう

7 ・マナー研修を行うことが大事です、最近の公園利用者のマナー違反が多すぎます。

8
・県立スポ－ツ施設の地域格差（吾が街には水上公園のみ） 
・６３市町村（市４０、町２２、村１）への分布は 

9 ・高齢者向けのスポーツの楽しさと健康管理についてのイベント機会を増やしてほしい。

10

・市内の大抵の公園には、「ボール遊び禁止」の掲出があるが、やめて欲しい 
→近隣の方からのクレーム（騒音等）に基づくものであると思いますが、 子供・大人達の
スポーツ場として貴重な場所と考えられます。 
→近隣に公園（空間）があることで、一定程度近隣の方にも、風通し・日当たり等で恩恵
がある筈であり、受忍すべきレベルと思います。 
→折角市で所有・管理している場所を、生涯スポーツの場として活用しないのは、意味不
明。 

11
1年前までグランドゴルフと卓球をやってましたけど、坐骨神経痛で今は運動、散歩も
やってません。体調が良くなればやってみたい。

12
2019年はラグビーワールドカップが地元熊谷を会場として開催され大盛り上がりだった
が、その次の定着へと課題を残していたのに、コロナ禍で舵取りが上手くいっていない感
じがする。もっともっと、地域へのスポーツ振興に尽力してほしい。

13
２０１９年は、ラグビーワールドカップが熊谷ラグビー場などで開催され、大いに盛り上
がりました。来年東京オリンピック、パラリンピックが県内会場でも予定されています
が、再び盛り上がることを期待します。

14
5Gの技術を備えたスポーツ施設が出来て、トレーニングも、観戦も、今より便利になって
ほしいです。

15

80才が近づくとできるスポーツは限られてしまい、グランドゴルフ程度しかない。
テニポンのようなものを地域コミュニティで取り組んでいるが、ハードで対応できない。
やるとすれば徒歩を中心とした、オリエンテーリングのようなものしかないと思うが、歴
史探訪とか市内散策クイズをゲーム感覚で行う、景品付きの遊びなどあると面白いと思
う。

16 アスリートを招いての講演会や交流会などの実施
17 アスリート支援、子ども達の体力向上が大事だと思います。

18

あまり、スポーツが好きではありません。いろいろイベントに参加したい気持ちはありま
すが、スポーツの好きな人と同じイベントに参加すると仲間はずれにされたり、馬鹿にさ
れているような態度を示されます。スポーツのできる人ができない人の気持ちがわかるイ
ベントをしてほしい。

19
あまりスポーツの取り組みを知りませんでした。もともとスポーツをしていないと知る場
面に遭遇しません。

質問６
　今後の埼玉県のスポーツへの取組に対して期待することやご意見、ご要望などありましたら、
自由にお書きください。
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20 あまり税金をかけないでほしい。（他に優先すべき取組があると思います。）
21 いかんせん新型コロナウイルスの影響でプロ野球の観戦ができないのが残念。

22
いくら施策をしていても、広報、啓発がされていなければ、結局一部で終わってしまうと
思う。
啓発の方法を様々変えてみてはと思うことが多いと実感します

23
いつもテニスコートの予約がいっぱいなので、常連客ばかりでなく、めったにやらない人
を優先的に予約が出来るようにしてほしい。

24 いつ開催しているかわかりません。どのような周知のしかたをされているのでしょうか？
25 いろいろ実施しているのがすごい。
26 ウィズコロナでスポーツを考え直した。
27 ウオーキング、ジョキングなどにも関連する交通ルールの整備（現状把握）と周知

28
エアライフル場のある体育館をさいたま市にも欲しい 
長瀞と朝霞と和光ではアクセスが悪すぎる 
特に埼玉県南部の人間は東京の体育館へ行くため取り合いになっている

29
おこなう楽しさ、観る楽しさ、そして健康のための楽しさが、スポーツを長続きさせる秘
訣だと思います。埼玉県のスポーツへの取り組みは底辺の広さであり、拡大させる一つだ
と思っています。これからもっと県民に広げていただきたいです。

30
オリンピックもそうですが、スポーツが競技でしか評価されていないように見えます。 
日常的な体を動かすことから、自分を高めて参加することに意義を持たせてくれるように
原点に戻す取り組みが必要なのではないでしょうか。 

31 オリンピックもボランティアを楽しみにしていたので残念です。
32 オリンピック延期に伴う施策があるとよい
33 オリンピック選手強化と宣伝
34 オンラインでのイベント企画
35 グラウンドゴルフのできる施設が少ない
36 グランドがない

37
このアンケートをして，案外県としての取り組みをしているのだなぁと思いました。逆に
言えば，県の取り組みを知らなかったです。

38
このような取り組みが行われていることを知らなかった 
身近な場所にはあまり情報がないと思う

39
この数か月コロナ騒動のため全く施設の利用ができなくなり、散歩やジョギング程度しか
できていない。早くコロナ騒動が収束することを願うばかりです。

40
コバトン健康マイレージの登録場所が少ない。携帯ショップもコロナを理由に止めている
のは納得できない

41 ゴルフが趣味なので、国内外問わず開催推進をお願いします。
42 ゴルフについて、利用税の廃止で参加しやすくしてほしい。
43 これから暑い時期なのでスポーツどころではないと思う

44

これまで県民がスポーツを通じての、スポーツ参画や子供のスポーツ活動の充実、 
そしてスポーツを通じて地域の活性化等に期待してきました。東京オリンピックの開催を
含めて、スポーツがつくる活力埼玉の基本理念をバックアップしてきた県民の一人です。
平成30年4月からスタートして3年目を迎えるにあたり、現況の新型コロナウィルスの感染
症拡大防止策を、県としてどう対応するかが、大きな課題となりました。５月２５日の緊
急事態宣言により解除以降、感染者数が増加傾向にありますので、１都３県の知事による
共同宣言等を活かし、国との協調を図りながら推進計画を展開されたい。

45 コロナウイルスによる感染症下でもできる施設、スポーツ等を開発してほしい。

46

コロナがある間は無理では？さいたまTVで体操するとかリモートで考えてほしい。自転車
で爆走する人とか正直嫌だと思っているので 
今の優先順位を考えて今はスポーツどころじゃないかもしれない。 
GOTOキャンペーンとかマスクとかにお金かけないで被災地復興とかが優先じゃないです
か？オリンピックも中止してかけるお金を一番必要なところに回すべき・・・今はスポー
ツは後回しにして復興したらどうしていくのかの展望を考えてほしいです。柔軟に他の仕
事に回っていただきたい。またスポーツを考えられるときには真っ先に色々良い案をだし
てください

47 コロナが終息後元に戻ること
48 コロナが終息していったら、皆が思い切りスポーツできるよう希望します
49 コロナで、ジムをやめました。現在の状況下では散歩程度しかできません。

50
コロナで３密になる屋内スポーツがかなり制約を受け続けると思うので、公共の場の確保
をお願いしたい。WEBスポーツじゃ本物感が不足してしまう。ネット環境の整備も資金が
掛かるし・・・。



51
コロナでスポーツどころではないですね。 
でも、健康のため、少しづつでも、行うことが大切だと思います。 
それができたらよいのに。

52
コロナでとても難しい時ですが、より効率的な運動等、おもしろくて役に立つことを教え
てほしいです。

53
コロナで公共施設での活動が止まっている現在 、このアンケートを行うのはおかしいと思
う。 
新しい生活様式に対応していなくて腹立たしい。

54
コロナで新しい生活様式となり、スポーツへの取り組みも新しい様式が必要となります
が、今後も県民に良い機会の提供をよろしくお願いします。

55
コロナのおかげでスポーツができない状態が続いていますが、スポーツ大会を何とかして
無観客でもいいから続けていってコロナ後に続けてほしいと思います。

56
コロナの影響で学生の大会が中止になっていて、学生の楽しみが奪われている。感染対策
を行った上で実施してほしい。

57

コロナの関係で、地元市主催の高齢者向け運動教室が休止しています。参加しているとき
は、身体がスッキリしてよかったです。今は個人的にできることをやっています。県にお
いても高齢者向けの運動教室や健康講座などをたくさん取り入れていただきたいです。で
きれば無料での実施を希望します。

58 コロナの中、どう取り組むのか議論が必要に思います

59
コロナの問題が終息するまでは、３密の制約で残念ながらアクションしづらいです。早く
明るい環境の中で、素晴らしい埼玉県スポーツ施策が履行出来る事を願っています。

60

コロナの流行により、県や市のスポーツ施設が長い間使用禁止で、団体スポーツに参加す
ることが難しく、特に子ども達がかわいそう。  
息子はバスケットボールを5ヶ月ほど仲間とできず、今後もどう参加していけばよいか思
案中です。

61
コロナ以前、様々な企画をされてたと思いますが、情報として伝わって来なかった企画も
あり、効果的な情報発信を期待します。 
立地や企画は埼玉は良いと思いますので、よろしくお願いします。

62
コロナの影響が凄まじく、思うように活動できません。一人一人が少しでも喜んでできる
ような施策を考えてください。

63

コロナ禍であっさり体育館が閉まってしまい、子供の運動場所に困った。コロナがまた大
流行しても、家族限定、2時間交代で次のグループが入るまで30分空ける、など、様々な
工夫をすればよほどのことがない限りは可能だと思う。
今、地元市でバドミントンをしているが、カーテンを閉めてはいけないという謎ルールに
辟易している。
換気は仕方ないにしても、カーテン使用不可は意味がわからない。見えにくくて、午後は
使えない。

64

コロナ禍でスポーツに限らず、大学生のアクティビティがかなり制限されている様子。学
生、生徒に対し社会人以上に過度に干渉するのは差別になると思います。感染症対応にも
適度な運動は大切だと思うので、安心して運動できるように行政に関連する施設を子ども
から高齢者まで活用できるよう柔軟に対応をお願いします。

65
コロナ禍ではあるが、屋外で歩くなど単純なスポーツは時々行った方が心身によいので、
啓発できるとよいですね。 

66

コロナ禍で終息（収束）が見えない中でどのように付き合っていくか難しいと思う。各種
大会の中止などで意欲が低下しないように手立てを尽くしていただきたい。ただ感染との
兼ね合いが難しいので無理は禁物で、従来と同じようにと教条的にならないよう柔軟な方
策を望みます。

67 コロナ禍のこの時期に、このような内容のアンケートをするのは疑問です。
68 コロナ禍のなか運動不足です。安心して運動できる機会が欲しいです。
69 コロナ禍の乗り越え方とスポーツとの関係を、よりよく改善していってほしい。

70
コロナ過の中でも注意しながら実施している地元市の健康づくりを応援する活動（健康マ
イレージ事業）は継続してほしい。
市民参加型の活動には年齢制限などなく希望者全員が参加できるように企画して欲しい。

71
コロナ感染予防しながらのスポーツは、本来のスポーツの在り方を変えざるを得ない。 
戸惑いがあります。

72 コロナ終息後、いろんなスポーツ見たいです。
73 コロナ等感染症対策を施したスポーツ施設の建設・運営に取り組んでほしい。
74 コロナ問題で今はスポーツどころじゃないと思います。



75
こんな状況なので、ウォーキングやランニングをしている人をたくさん見かけます。 
川沿いの道路が舗装してあり歩きやすいのですが、夜は暗くて、危険な感じなので、明る
くしてほしいです。

76
さいたまスーパーアリーナに一度行ってみたいと思います。 
施設の運営が滞りなく行われるようにサポートをお願いしたいです。

77
さいたまブロンコスがさいたま市をホームタウンにしたので、専用のアリーナがあれば
サッカーに加えバスケットタウンさいたま市とできるのではないか。

78 さいたまマラソン大会　サブ4に戻して再開お願いします

79
さいたま国際マラソンを間近で、家族とともに見られたのは家族のつながりも深まって楽
しかったです。

80 さいたま市でのマラソン大会を復活してほしい。

81
さいたま市などでは、何千歩かあるくと景品が出たりします
県としてもスポーツジムなどの費用の負担をお願いしたいです。今後年金になったら行け
なくなります（費用が高くて）

82
サッカー大国埼玉が最近はそうでなくなっている。青少年（大人も）がどこに行っても
ボールを蹴っている光景が見れるよう場所や普及活動してほしい。公園や広場でサッカー
禁止とか大人が注意とかせず、ストリートサッカーでもできる環境ができないだろうか?

83 サポートしてみたいが、どの様にしたら良いのかわからない。

84
ジムや施設を、介護施設やリハビリ施設などにも活用してほしい。 
見に行くだけでも刺激になるため。 

85
ジョギングコースと散歩コース、自転車レーンを明確に区分し道路を整備していただきた
い。川の国を自負するのであれば、堤防にそれらの施設を整備できるはず。 

86
ジョギングで一般道路を使用してますが、とにかく車のマナーが悪いのには嫌になります
ね。横断歩道を利用しないと危険がいっぱいです。横断歩道も停車しない車ばかりです。
散歩道の指定で車が横断歩道で停まるのが良いですね。

87
スポーツ　という言葉の定義が人それぞれ。 
これからは、もっと別のネーミングを考えていくとよいと思う。 
言葉が変わると意識も変わるので

88
スポーツが苦手でも出来るようなもので、高齢者や若者の間の世代（50～65歳）ができる
ようなものがあれば参加してみたいと思います。たいてい65歳以上となっているものが多
い

89
スポーツが盛んだが、施設等が十分とは言えないと思う。 
コロナウイルスの影響が懸念されている為、今後のスポーツがどうなるかが分からない。

90
スポーツが大事なことというのは伝える必要はあるが、お金や時間がかかると思われがち
なので大人の人にやってもらえる工夫が必要だと考えます。

91

スポーツジムの自粛解除が全国で唯一、遅れたのは納得がいきませんでした。 
国や東京都の方針でもジムのレベルステップが下げられたのに何故、埼玉だけは 
頑なにジムの解除を認めなかったのでしょうか？　今後はこんな偏った方策はやらないで 
下さい。ジムでの運動は体力維持や健康管理に必要だと思っています。 
ジム自粛で運動出来なかった期間で、体重の増加・血圧の上昇になりましたので。

92
スポーツジムや、埼玉が運営する施設は少ないし古い。老朽化している。最新マシーンな
どおいてほしい。特に地元にプールもほしい。

93
スポーツする充実した施設が少ない。
利用しようとしても人数制限があったりと不便なところも残っている。

94
スポーツ施策については満足していますが、若い人たちのスポーツに対しての興味や考え
かたが、薄れてきたように思います。体力に自信をもってほしいと感じています。

95 スポーツだけが特別ではない。

96

スポーツというとジムなどへ行くとか特別な活動になることが多いと思います。日常的
に、あるいは通常の生活の中で自然にできることをすれば無理なくできるでしょう。エス
カレーターやエレベーターでなく、階段を昇降するだけで知らず知らずの内に運動できま
す。

97
スポーツとなると若い人対象と考えてしまい参加しにくい。独自で身体を動かす程度で、
簡単にテレビ体操をまねしている

98

スポーツにはあまり興味はありませんが、体を動かすことは健康を維持するために必要な
ので、駅を起点にして名所旧跡巡りを兼ねてウォーキングをしています。埼玉県内にもい
ろいろな名所旧跡がありますが、残念ながら駅から非常に遠く、ウォーキング用の道も整
備されていないところがほとんどです（さきたま古墳群、吉見の百穴など）。 
トップアスリートの育成も結構ですが、身近なところで県民がスポーツ（といっても
ウォーキングですが）を楽しめるような施策を実行してください。

99 スポーツには興味がわかない。



100
スポーツには色々な種目がありますが人生１００年の取り組みなどでこれからは高齢者の
方も参加出来るよう各自治体で取り組んでもらいたいと思います。

101
スポーツに関して情報得やすいSNS環境（インスタ・Twitterなど） 

102
スポーツに関する施策が日常生活では見えてこない。もっとＰＲ活動が必要かと思われ
る。

103

スポーツに限らないが、県が何をやっているのかわからない。県が持っているTV番組を普
段見ないので、埼玉の情報はほとんど入ってきません。
地方は局が地元に密着しているので地元情報が放送されやすいはずです。
報告書にリストアップするためではなく、本当に情報が伝わるような方法を工夫してほし
いです。

104
スポーツに力を入れすぎ。
大人のスポーツ環境を整えるのではなく、子供たちの教育に力を注いでほしい。

105 スポーツの強化より、科学、文化、芸術などの分野に集中すべきだと思う。
106 スポーツの施設をたくさん作ってほしい。

107

スポーツの大切さを特にスポーツをしていない方々やスポーツを行う機会がない方々にど
のようにして伝えられるかが課題です。年代、それに応じた内容、施設、インストラク
ターなど、一緒になってスポーツをする、楽しむ、みるといった行為に至るような動機付
けといったことが必要であると思います。 
ぜひ、広く県民にスポーツが持つ重要性を広めてほしいと思います。

108 スポーツの魅力をもっとわかりやすく伝えるべきではないでしょうか。

109
スポーツの目的は、いくつもあるので、まず目的（勝負、健康維持、記録更新、見栄、体
力維持、筋肉の見せつけ等）を決め、それにあったスポーツを指導できる窓口があればい
いと思う。

110
スポーツは意外に時間を取ります。
毎日、ウォーキングでも1時間は必要ですが、その時間が取れません。
仕事の仕方でスポーツできるかどうか、職種によっても違うと思います

111

スポーツは関心が無い。 
散歩程度で満足。 
好きな人はどんどんやって下さい。 
その環境作りは進めて良いと思います。

112
スポーツは健康増進に最適です。小生は無理をせず、マイペースで汗ををかく程度の運動
量で最適です。

113

スポーツは参加しなくても、テレビの視聴でも面白く、モチベーションアップになり、
ムードの盛り上げにもなる。飯能のウォーキングイベントは知名度が上がっている。県は
全国有数のスーパーアリーナを保持しているので、イベントの際には、情報を発信してい
ただきたい。

114

スポーツは趣味の延長で行っているので、ボランティアという意識で取り組む気持ちには
一切なれない。手弁当なんてあり得ない。
埼玉県は雪無し県であるが、スキーに対するバックアップ(予算・イベント等)をもっと
もっと実施して欲しい。
本アンケート自体も県内での運動を前提にしているが、スキー等も県のスポーツとして視
野に入れて欲しい。

115
スポーツは生涯でやれる、やるべき時期がある。恵まれた時期にしっかりやることが大切
で、よき指導に恵まれ指導を受ける事がベストである。

116
スポーツへの参画を促進するために、全県を対象にしたイベントをもっと実施したり、民
間のイベントをバックアップしてほしい。 
市町村の生涯スポーツへの取り組みについてももっと連携してほしい。

117
スポーツへの取り組みは県よりも市町村の方が積極的に行ってほしいと思う。場所方法も
含めて、まだまだ少ないと思います。

118

スポーツも重要ですが、私は仕事で毎日7000歩近く歩いていますし、重量物を持って動く
のでかなりの運動となっています。また、毎日のように畑仕事をするのでこれもかなり体
を動かしています。また、湯船で出来る指や足や首や目や肛門運動を約10分間していま
す。
本来人間は仕事でスポーツしたと同じような効果があることが最良だと思うのですが。

119 スポーツをすることができる施設、見ることができる施設の充実をお願いします。

120
スポーツをする施設の充実を望みます。特に子どもたちがスポーツを学ぶ場所と指導者の
育成から着手して欲しいと思います。



121

スポーツをできる施設を多く、かつ、充実させてほしい。
一例として、利用している地元市の体育館の卓球場はエアコンがなく、かなりの高温にな
るにもかかわらず、陳情しても改善が図られていない。
健康維持どころか、健康を壊すことになりかねない。

122
スポーツを楽しむ機会は大事な事で、親しむ事が習慣化できれば身体と向き合う機会が多
くなり、健康的な生活に繋がると思います。 
活発な施策に期待しています。

123

スポーツを観戦するのは好きですが、残念ですがこの年齢になりますと、外出の機会が
減ってしまい、テレビ観戦がなによりです。大宮球場へ野球の応援に行ったこと思い出し
ますね。子供やその友人が野球が好きだったので、応援に主人と出かけたこと思い出しま
す。神宮球場へも応援に出かけました。スポーツは心身教育にも素晴らしいことです。
幾つになっても参加したいですね。プロ野球が始まりました。テレビで応援しています。

124 スポーツを始めるのに親に負担がかからないようにサポートできたらいいと思う。

125
スポーツを新たに生活の一部に組み込むことの、ハードルが下がるような政策があったら
嬉しい。

126

スポーツを通じた健全な県民の育成は、欠かせない大切な施策であると考えます。大切な
ことはスポーツを通じたけ健全な身体は勿論でありますが、精神的な隣人関係、助け合い
精神、思いやり精神など県民同士の分かち合い精神であります。今後も益々強化されるこ
とを期待いたします。

127

スポーツを通じて情操教育を行なうことは必要と思うが、埼玉県の方針はやや行き過ぎで
はないかと感じる。 
公立学校の部活動における「勝負への異常な執着」は、若者の健全な発育と逆行する面が
ないかをよく検証してもらいたい。 

128
スポーツ観戦は、野球他ですが、埼玉県ではその機会がなく、東京内に出かけることにな
ります。

129 スポーツ参画の件は知らなかったが、何か盛り上がるといいと思います。
130 スポーツ施策が行われている実感がなかった
131 スポーツ施策は、重要です。今後とも推進に努力するよう期待しています。

132
スポーツ施策は誰のためにやっているのかわからないので、お金の無駄遣いでは。近所の
テニスコートもいつも高齢者ばかりで、現役が損をしていると感じます。

133 スポーツ施策は良いとしても、一身上の都合により行けないのが本当に残念です。

134
スポーツ施策を全く知らないので、何を見て知ることができるのかを教えていただきたい
です。

135

スポーツ施設、特に体育館は、部活動の大会と市民の活動やレクとのバッティングがたく
さんあり、好きな時に利用できずに、ひどすぎる。どちらを優先しても弊害が出るという
ことを理解しているのでしょうか？埼玉県のスポーツ政策とはそんなものなのでしょう
か？施設を増強してください。できないなら、部活動を優先するのか、市民のスポーツ活
動を優先するのか、はっきりすべきと思います。よろしくお願いします。

136

スポーツ施設がさいたま市に集中している感じ。県施設として、数か所多用途の施設を
持ったらどうですか？コロナ対策での軽症者入院にも対応出来るような多目的施設を今後
は検討すべきと思う。現在、そのような施設があるなら、コロナ対応に改造し、今後のウ
イルス対策の準備をすべきだと思う。運動も大事、身体も大事だ。

137
スポーツ施設の利用について
県民活動総合センターや町内の個人が開放している空き地広場・グラウンドゴルフ

138
スポーツ施設への関心はありますが、自分の体(ここ何年か腰が痛くて) 
を考えますとなかなか参加するのは無理ですね。

139 スポーツ施設を増やしてほしい。

140
スポーツ施設以外で、体を動かす場所が少ない。 
たとえば、公園の管理者が責任回避している。だれでもルールを守れば大丈夫にすればい
いのではないか？ 

141 スポーツ種類の中に、ペタンクを加えて頂きたい。

142

スポーツ少年団の取り組みなど全国でも指折りの活動が見られる一方、自治体によっては
体育施設が不十分な所がまだまだあります。各市町村に最低一つの体育館を目指して欲し
いと思います。 
また少年団の指導者にも品格に欠ける人物が少なからずいるので県としての指導・監視体
制の継続的強化をお願いしたい。

143
スポーツ振興のため、少し民業圧迫するような部門へも取り組んではどうか。 
その取り組みにより、民業と共存できるような知恵も出るのではと考えます。



144

スポーツ推進の目的は、県民の健康増進以外にはあり得ないと思うのだが、前問の取り組
みを見ると、そもそも取り組みの目的が見当違いであるとしか言いようがない。地域の活
性化とか、参画人口の拡大などが目的になる筈がないし、トップアスリートの輩出などと
んでもない間違いだと思う。目的間違いから出発した取り組みは早急に改めなくてはなら
ない。目的と結果を完全にはき違えていることに驚く。

145 そもそも今の時期スポーツできるほど暇がない
146 ただただ、好きでスポーツをしている人たちもいる（個人で）事も忘れないで欲しい。

147
だれでも気軽に参加できる取り組みを積極的に導入する。また、各種取り組みの周知方法
について検討してほしい。

148
テニススクール、ゴルフスクール、ヨガスタジオは費用がかかる。格安スクール教室を手
軽に利用できるようになると有難い

149
テニスを主体にしていますが、オムニコートがないなど施設が貧弱。もう少し充実した施
設にしていただきたい

150
トップアスリートを多く育てあげるのが目的みたいな感じがします。それよりも県民全体
の健康な生活を底上げするような施策にしてください。

151 トップアスリート育成施策は是非これからも推進してほしい

152
どのようなイベントも無料ではなく、100円でも50円でもお金を徴収するようにしてほし
い。無料というのは、人をダメにすると思うからです。

153
とりあえず、ラジオ体操は継続している。 
体を動かすに十分とは言えないかもしれないが。

154 パークゴルフ場をもっと増加して欲しいと思います。
155 パートなので時間が合わない。あと場所が遠い
156 ハイキングコースの整備をしてほしいです。
157 ハイキングコースの標識を整備してください。

158
バスケットボールが出来る屋外施設が少なすぎる
バスケットのゴールが公園とかに普通にあってほしい

159
ぶらぶら歩きまでもスポーツと位置付けるのはいかがなものかと思うが、遊歩道が各地に
整備されていると散歩も楽しくなるのではと思う。それから、バドミントンなど簡単な運
動ができる広場が欲しい。空き家の有効活用にならないものかと思うこともしばしば。

160
プロサッカーチーム、ラグビートップリーグチーム、プロ野球チームと、人気のスポーツ
チームがこれだけ揃っている自治体は多くはありません。 
この力を利用したスポーツ振興を図ってください。

161 プロスポーツについて→スタジアムへのアクセスの悪さを改善してほしい。
162 プロスポーツ選手の活用が少ない
163 ボール遊びができる公園が少なすぎ。スポーツ人口の減少に拍車をかけていると思う。
164 ボランティア指導者への助成

165
まず、公立校関連や公共の施設の整備、例えばグラウンドの芝化(人工芝でもよい)を進め
て、怪我なく皆が思い切ってプレー出来る環境を作って欲しいです

166 まずはコロナ対策を充実させてほしい。
167 まずは自分のやる気を持つ事が先決なので、特に県に意見や要望はありません。 

168

まず体を動かして遊べるところが欲しい。子供も大人もスポーツとかハードルが高いの
じゃなく、ボール遊びとか出来る所、大声を出しても苦情が出ない所が近所にあればと思
う。スポーツはメジャーなものばかりでなく多様なものがサポート対象であればいい。し
たい人が施設を借りやすいように、ルールがゆるいといい。床に傷があるのが当たり前の
体育館とか選べたらいい。

169
マラソン大会において、コロナや地震で中止になる場合、高額な料金を取ってほとんどが
戻ってこない。一定のルールを作って優遇策を定めるべきでないか？ 
例えば①次回の参加は30％引き②必ず参加景品や準備した景品は送る、等

170 もう少し施設等が借り易いと、もっと スポーツ人口が増えると思います。

171
もっと、積極的にスポーツイベント等の活動を展開していただきたい。 
また、広報もやっていただきたい。

172 もっといろんなマイナーなスポーツなども取り上げていただきたいです。

173
もっともっと県民が気軽に利用できるスポーツ施設が増えると良いなと思います。 
たとえば、当日に行って、空いていれば先着順で利用できるスポーツ施設とか。

174 もっと県民に見える形の施策をお願いしたい。広報活動も不足していると思います。
175 もっと公営の体育施設を増やしてください。
176 もっと施設を充実させて欲しい。公共施設は満員です。
177 もっと設備を増やしてほしい。また風呂も充実して欲しい。
178 もっと沢山の人が参加出来るよう、広く周知した方が良いと思う。
179 もっと民間のスポーツ施設を安価で少人数で使いたい



180 もっぱら、健康維持のため行っているので　自分のことで精一杯です。
181 やってはいるのだろうが、私には届いていないので期待も意見も持っていない
182 やはり、駒場にみんなが行きたくなるような取組。

183
やはり高齢化が進んでいるので、高齢者向きのメニューが今以上に増えるといいと思う。
特に男性の高齢者は会話するチャンスが少ないので。

184
やや田舎に住んでいるので、市のイベントには参加しやすいが、県のイベントには参加し
づらいです。

185 ライオンズとレッズの支援。
186 ランニングコース、サイクリングコース、公園の散歩コースの建設と維持する。
187 ラグビーW杯、熊谷開催は最高でした。あのレベルの感動をもう一度味わいたいです。
188 安い料金で気軽に参加できるチャンスが多くなればいいと思います。

189

以前、年に3回参加していたスポーツイベントに、旧国立競技場を舞台にした、金曜夜19
時から土曜朝7時までの12時間、チームでリレーマラソンをするというものがありまし
た。 
土日をほとんど犠牲にしない、家庭持ちには素晴らしい大会でしたが、国立競技場の建替
えによりなくなってしまいました。 
埼玉県でも、埼スタ2002などを使って開催されれば出たいです。

190

以前はよくサイクリングをしていました。サイクリングコースを利用している分にはそこ
そこ快適ですが、当然一般道路を走る事もあります。安全に走るには自転車専用レーンが
必要ですがほとんど整備されていません。少しずつでも良いので、ぜひ、整備を進めて下
さい。

191
以前より小学校に体育専任の指導者が居れば、今より確実に子供達の体力や技術と体調管
理体制が充実するのではないかと感じてきた。トップアスリートを輩出するのであれば、
幼少期からの教育が不可欠に違いないと思う。

192 医療費を抑えるためにも後期高齢者層のスポーツへの参加施策が欲しい。

193
一部のアスリートのためだけではなく、成人病の予防、精神疾患の予防のためにも 
スポーツが役に立つように考えてもらいたい。

194
運動が苦手で、「スポーツ」と言うと、身構えてしないがちです。 
私のような人も多いと思いますので、体を軽く動かす機会が増えると良いなと思います。

195
運動が苦手な人も、もっとスポーツが楽しめるようになるといいと思う。 
コロナで運動する機会が激減しているので、皆で対策を考えていかないといけないのだろ
うと思う。

196
運動するよう医師から言われているが、何をやっても続かず、今、県が推奨している1日1
万歩を続けている。計測器が夜遅くまで身近なところにあれば、もっと頑張れると思う。

197
運動する場所へ車でいくのであれば、そこまで歩いたり、自転車や公共交通機関を使えば
良いのにと他人事ながら思うことがある。

198
運動のできる公園をたくさん作ってほしい。  
緑と広場を。もう建物はいらない。 

199 運動は継続することが大切です。手軽に、気楽に実行できる環境作りが大切です。

200
運動施設、公園などが少ないので増やしてほしい 
サイクリングロードなども

201 運動遊具やアスレチックが充実した公園の拡充

202

駅前に公園や競技場を作り、スポーツに触れる機会を多くする。 
競うことよりも、健康や精神を健全化、幅広いスポーツに親しむことを優先させるような
指導者の教育やサポート 。
スポーツをする人に対しての医療費の優遇制度。

203
奥武蔵、奥秩父のトレッキングコースを整備してほしい。 
市町村や鉄道会社が頑張ってはいますが、全然整備が足りていないと感じます。 
昨年の台風以降、特に放置が目立ちます。

204
屋内・屋外とも使用にあたっての許可が全て抽選で、当選するのが非常に大変(落選する
と使用できない) 
もう少し設備(体育館や公園)あると助かるのですが

205 温水プール施設が欲しい。横浜市のようにゴミ焼却熱から温水プールを是非!!

206
何でもかんでもボランティアに頼る体質はよろしくない。 
また、県としてスキーなどのウインタースポーツなども推奨すべきでは？

207
何らかのスポーツをした人の医療費の低減等効果を具体的に示せば、さらにスポーツへの
関心が深まると思う

208
何所でも感じるが、クラブチームや知り合いグループが幅を利かせ一般個人参加者には行
きづらいように思っている。改善を。



209

何度も同じことになりますが、気軽にスポーツが出来る施設がありますが、何時も大会等
で使用していて、一般の県民が利用したくても、土日は殆ど抽選で当たらない。大会等は
一般の方の利用ニーズが低い所で実施して、一般の方が手軽にスポーツが出来る環境を
作ってもらいたい。

210
地元市のスポーツ施設は予約する為にわざわざ行かないとならず機会の妨げになっている
県も市町村も隔てなく柔軟な仕組みが必要です

211
家の近所には民間の高額なスポーツクラブしかないので、コロナを機にスポーツクラブを
辞めようと思っています。誰でも気軽にスポーツができる環境を作ってほしい。

212 家族が元気に過ごせる事がいい事だと思っています

213

過去数年にわたり、ボランティアでスポーツ大会のお手伝いを定期的に行っていました
が、早朝からの依頼や自分の時間がなくなるほどの束縛があり、今はやめました。 
無償のボランティアなのですから、束縛はなく、楽しくお手伝いできなければ続かないと
思います。

214
介護を必要としないように高齢者向け筋トレ、ストレッチなどのトレーニングを企画願い
たいです。また続けることが必要ですので期間を決めて年間数回、継続してほしいです。

215 怪我をすると仕事に支障が出るので家族スキーも旅館で過ごすようにしています。

216
開催地や集合場所が大宮近辺が大多数なので、県の取り組みでしたらもう少し県内各地で
行ってもらいたいです。

217 各スポーツのタイムリーな情報を広報紙、ホームページ等で是非告知してもらいたい。

218
各自のスポーツも大事だが、今はコロナ対策と来年の東京2020の成功に焦点を絞ってほし
い。財政が厳しい状況であることを前提にしてほしい。

219 学校グランド開放を積極的に取り組んで欲しい。

220

学校に通う児童生徒の本分は、学業です。 
中学校・高等学校の部活動について、指導者および活動は外部委託、学校休業日を除く平
日の、教員の勤務時間内での活動としていただきたい。 
先生方の部活動への負担を減らしてほしい。 
部活動に時間を割かれるよりも、教材研究の時間をじゅうぶん確保し、授業を行ってほし
いと切に願います。 
運動部活動の充実は、教科授業の「質の低下」を招く恐れがあるのでは。

221
学校の体育の授業のせいでスポーツを嫌いになる人が多いと聞きます。私もスポーツ自体
はそこまで嫌いではありませんが体育の授業は嫌いでした。お金をかけていろいろと企画
するよりも、体育の授業を改善した方がスポーツ人口は増えると思います。

222
学校施設（体育館等）を利用しやすくしてほしい。公開日、時間を可能な限り増やしてほ
しい。

223 簡単に参加できるものが欲しい
224 観戦していませんが、行きたいけどなかなか時間が取れずにいます。
225 観戦チケットの配布などあると良い。
226 還暦野球の充実
227 関心がなかった為、どんな事をしているのか知らなかった。
228 規制や規則にとらわれず自由に参加できるような取り組みがあればよいなと思います。

229
既存の運動公園やプールの老朽化が大変進んでいるように思います。学生たちが県大会な
どで気持ち良く使えるよう、リフォームをして頂けると嬉しいです

230
気軽な参加スポーツイベントがあると良い。 
プロスポーツの試合開催後、グランドで軽く１周走れると面白いかも。

231 気軽に参加できるスポーツ大会が、沢山あるといいです。
232 気軽に参加できる案内が足らないと思う。

233
気持ち良く歩けるウォーキングコースなどが身近にあると、体を動かす機会も増えると思
う。

234
旧中山道のマラソンがメインで、その他のスポーツ競技は何をやっているのかがわからな
い（知らない）

235 近くにない
236 近所のテニスコートが老朽化しています。

237
近隣住宅からの騒音苦情や混雑苦情など、行事を開催できる場所が限られるようになって
きた。手軽に自由にいつでも利用できる場所がほしい。

238 具体的に何をしているかわからない。 

239
空気のきれいな環境(室内、屋外を問わず)を保障し、密を避けながらスポーツ施設での、
個人にあったスポーツができればよいなと思います。またクーポンがあったり、トレー
ナー(人、機械を問わず)がついたりするとよいかな、とも思います。



240

熊谷ラグビー場が整備され、パナソニックのホームタウンになりました。埼玉スタジアム
や西武ドームなど、都心に近く立派なスポーツ施設があるので、こうした良さを生かした
取り組みがなされるといいかと思います。（上記のうち、埼玉スタジアムにしか行ったこ
とがないです。）

241 地元高校のプールを一般にも開放してください。

242
地元市に関してはスポーツ設備(場)は整ってる方だと思います。なので、散歩程度は利用
してますが、本格的に何かスポーツとなると…やろうとは思ってません。

243

地元市は荒川、利根川にはさまれている。また、公園も充実している。
前々から思っているのだが、荒川から利根川のロードバイク道路がない。
また利根川のサイクリング道路も熊谷から入りづらい。
入口がわからない。できれば、利根川、荒川サイクリング横断道路を県でつくってほしい
スポーツ文化公園経由で利根川、荒川横断道路ができれば、ロードバイクのサイクリング
人口も増えると思う。
秋ヶ瀬公園、スポーツ文化公園、埼玉スタジアム、など要所の公園とつながるようにサイ
クリング道路ができれば、埼玉のスポーツ文化が発展すると思う。
とにかく荒川からスポーツ文化公園、スポーツ文化公園から利根川のサイクリング道路を
つくってほしい。

244 経験者でなくとも、交流目的で参加できるサークルがあると参加しやすい
245 健康でいたい。

246

健康のためにジムに通っているけれど、お金がかかる。公共の施設を利用したいが市内に
ほとんどなくあっても遠くて日常的に通うのが大変。ジムに通っている人に補助が出ると
ありがたい。 
市や県のスポーツのイベントは、多分人が殺到するから行きたくない。

247

健康維持のためにウォーキングを続けています。近くにある公園内のウォーキングコース
は大勢の方々が利用していますが、あちこちがデコボコしてるのと水はけが悪いですね。
コース内の同じような所でこける人を何度も見ます。健康のためにウォーキングしてもデ
コボコで転んで骨折でもしたら大変です。担当者さん、一度コースを歩いてチェックして
みてください。そして一日も早く綺麗なコースになるよう期待しています。

248
健康増進のために体を動かすことをはすごくいいことなので、イベントなどでスポーツを
する機会を増やしてほしい

249
県が主催の「コバトン健康マイレージ」の送信用タブレット端末の台数をもっと増やすべ
きでは？例えば、現在設置していない交通機関（（私鉄、JR等の）主たる「駅」に設置す
るとか。

250
県での取り組みの周知に力を入れてほしい。具体的なスポーツへの参加の手法についての
案内が必要と思う。

251
県では一生懸命取り組みいろいろ活動していると思いますが、広く県民や特に高齢者には
なかなか届かない。自分たちが積極的に探し参加して行かなければできない。もっと身近
なところで知ることが出来、参加できるようにしてほしい。

252
県のスポーツへの取り組みには関心がない、あくまでの自分自身の健康管理、リクレー
ションの範ちゅうで行う。

253
県のスポーツ施策について 今回初めて知った 
自ら情報取得していくなら たどり着けるかも知れないが、興味はあるがどのようにして
情報取得するのかわらかない人は施策内容にたどり着けないかも しれません。 

254 県の施策の充実を今以上に期待します。
255 県の施設が人口密集地に集中してあり、農村地では、ジョギングしか出来ない。
256 県の施設を知らないのが事実

257
県の取り組みは結構進んでいるのは理解出ますが、身近に感じないのはなぜか？と感じて
います。

258 県は充分に取り組んでいる。今の取り組みを続けて欲しい。
259 県営の、夜遅くまで利用できるプール施設を開設してほしいです。

260
県外からもサイクリストが来るほど、素晴らしいサイクリングロードがあるので、補修整
備をもっとしてほしい。近年のサイクリングブームで、砂利道は敬遠されるのでせっかく
あるのだから、舗装をお願いします。

261 県施設は余りないから行けない

262
県知事が率先しなければスポーツは発展しないし広がらない。 
埼玉県は老齢化の進んだ県なので老人に特化したスポーツ振興策を考えるべきだろう。高
齢者だけの水泳教室などを考えてもらいたい。

263
県独自で取り組んでいるように見えない。たとえばさいたま市がマラソンやツールドフラ
ンスを開催したり、自転車の街に変えようとしているが、市町村だけでは範囲が狭い。県
が中に入って調整するくらいのことをやってもいいのではと思う。



264

県内で開催するイベント、行事をとりまとめ、観戦(有無料)、参加(可否)含め　ネットで 
検索できるようにしていただきたい 
例えば、カレンダーに　当日、どこで　野球、サッカー、陸上などの開催内容がわかると
良い

265 県内に限らず、県境を越えて広く交流すればいいと思います。

266
県内のメジャーなプロスポーツである野球・サッカーについて、アマチュアの裾野を一層
拡大・強化させる。 
荒川河川敷にある民間グラウンド活用の後押し。

267

県内の関連産業(産、学、県民、行政)の横断的連携による総合戦略が必要。 
県と市町村の垂直連携(政令都市さいたま市をキチンと取り込み独自政策の二重化、関連
予算の無駄を見直し、県(市)民対策の統合化を！)の協議と推進を。 
県庁部局のタテ割り、予算、リソースを超えての総合戦略を。 
すなわち、スポーツと健康、健康管理と栄養学、栄養と料理、料理と飲食産業、飲食産業
と農・畜産業・・・。

268 県南部にドーム施設があれば、いいのですが。
269 県民のための施設を充実してほしい

270
県民や市民であれば安く利用できるスポーツ施設の充実。スポーツクラブ利用について県
からの補助。

271 県民招待など、見られる機会が増えるとうれしいです。

272
県民全体に、いろいろなアイデアを出してもらって、よいものをとりあえずやってみるよ
うにするのもよいのではないでしょうか。

273

地元のテニスコートが全天候型でなく雨天時は２から３日間は使えなくなるので、事前の
計画が立たないため利用していません。県活のコートを活用していますが、駐車代等費用
が掛かるので本来は市のコートを利用したいのですが、、、
また、プールがないので、近隣にあるプールを活用してますが、地域外のため高い料金を
払ってます。埼玉県がスポーツ振興に取り組んでいるとは全く思ってもいませんでした。
水泳にしても民間のスイミングクラブに頼っているように感じています。

274
現在コロナで、県が中心となったシニア向けの活動の大半が、中止になっています。健康
維持という意味での、こうした活動に、今後は力を入れていって欲しい。

275
現在はコロナで、マスク着用しながらスポーツは苦しいので控えることが多いですが、コ
ロナが終息したら思い切り散歩道をマスクなしで歩きたいです！

276
現在は感染症の影響によりスポーツを始めいろいろな催しが中止となっています。 
主にネット動画を参考に運動をしています。高齢者の運動なども動画などを参考にできる
よう情報提供を行うといいのではないでしょうか。

277

現在学校での部活動の在り方についての見直しなどがされていますが、勉強が大事なよう
に部活動もとても大事なもので、両方が充実されていることが本来の学校生活だと思いま
す。 
本県のスポーツ施策の中で部活動の充実が含まれているので、部活動の時間数や休日など
で制限をかけ過ぎてしまうことがないようにしていただきたいと思っています。それが
トップアスリートの発掘などにもつながると思います。 
また、教員採用等においても部活動の指導ができる方も積極的に採用してほしいと思いま
す。 

278 現状で、十分であると思います。

279
個人でするウォーキングなどアプリや県独自で、教室の開催や県のホームページなどから
検索して見えるものなど工夫してほしい

280 個人でできるもののＰＲを願います。

281
個人のスポーツ振興のためには、近くに運動施設や公園の整備をしてほしいと思います。
地域格差の解消をお願いします。

282 公営のスポーツジムなどを整備してほしい。

283
公営のトレーニングルームをもっと増やして欲しい 
営業時間ももう少し遅くまでやってほしい

284 公園でのボール遊びの禁止は、身近なスポーツの機会を大きく妨げていると思います。

285
公園とかでも高齢者も個人でもできるスポーツコーナーなどをコーナーなどを増やしてほ
しい。 
●月●日にどこにというと、なかなかスポーツを日常化できないので。

286
公共の施設(市民体育館等)をよく利用しているが市毎のホームページ 
からの予約のため、これらを取りまとめたポータル予約サイトがあると 
便利かと思います。

287
公共の施設は、安いけれどサービスが悪い。民間は高いけれど、サービスが良い。民間の
施設利用者に、補助金を出したり、ポイント制などの優遇措置を考えてほしい。



288 公共施設の充実、民間施設へ参画の補助金。

289
公民館や市立体育館(近所)で、高齢者向け初心者コースのバトミントン教室やソフトバ
レーボール教室があれば、ぜひ参加してみたい
体力維持をしたい、といつも思っています

290
公民館や体育館をレンタルする料金が、去年の倍になったことが納得がいかない。安く手
軽に運動出来る利点が　公民館活動の醍醐味なのに。

291 公立学校の校庭など使わないときは　開放してくれるといいと思う。
292 広報の活用がたりないのでは？ 
293 広報活動をいろいろな機会を利用して行って下さい。
294 広報不足。

295

行政による施設を増やしすぎると税負担となるので、民間の施設とバランスを取るしかな
い。
地元市では市民プール改装中で、1年以上スイム無しです。再開後は、残念ながら屋外
プールは廃止（屋内のみに）のため、利用頻度は減りそうです。
腰痛のためジョグは止め、マラソン大会も自粛です。健康体でないとスポーツはできずも
どかしいです。

296
高校野球の観戦、応援が大好きです。大宮公園第1,2球場までの、大宮駅からのバスの送
迎を、お願いしたい。有料で結構です。高齢者には大変です。

297 高齢になっても、続けられるものがあると良い

298
高齢になり外部の催しには参加していない。体調管理のため自宅でできる運動は少々取り
組んでいる（自転車こぎ運動、１日４００回・腕立て伏せ１日４０回・腹筋１日６０回
等） 

299
高齢に伴い、心身とも老弱を増してきているので、年齢にあった身体的機能にふさわしい
身体の動かし方をしたいと思っている。

300 高齢化社会に相応しい高齢者向け運動施設の充実が望まれます。
301 高齢者が参加可能な大会を増やして欲しい。

302
高齢者だから注目されないのは当然ですが、近場にあると助かる。学校運動会見学は今は
出来ないのが寂しい。

303

高齢者でもありスポーツと堅苦しく言うのではなく、気軽に健康増進・維持にウオーキン
グ等を今後もしていきたい。ムーミンバレーパークの開設に伴い、
周辺の丘陵地帯の山道（ウオーキング道路）を県で整備してくださり、
木道の階段等安全に駅からムーミン村までウオーキングできてうれしい。
徐々に山道の良さが理解されて歩く方が増えてきて、行き交う仲間が
挨拶を交わしながらすれ違う姿はとても素晴らしく、歩道を整備してくださり感謝しま
す。

304
高齢者に対して、スポーツというと何となく激しく動く運動を連想するが、椅子などに
座って男女問わず誰にでもできる運動などを紹介するようにしてもいいのではないでしょ
うか。

305
高齢者のアウトドア活動を軽い運動から自主的にするように、身近な地域社会から取り組
めるよう、もっともっと周りから働きかける仕組みを作り：埼玉方式を確立して欲しい！

306 高齢者のスポーツする機会や安全を守れるような取り組みが欲しい
307 高齢者のスポーツについての普及をお願いしたい。

308

高齢者の健康寿命を延ばすことは医療費の関係からも重要と考えます。スポーツジムに週
３日以上通っていますが、８５歳以上の先輩方が元気にスタジオレッスン等を受けておら
れます。健康保険財政の面からも、もっとスポーツジムや自治体の体操教室等への補助を
増やして、気軽に参加しやすい環境をつくることが総合して医療費を減らすことにつなが
ると思います。

309 高齢者の健康増進に資する施策を充実して欲しい。

310
高齢者の増加に伴い、高齢者向きのスポーツの充実をはかってほしい。
県が主導的に社交ダンスなどの競技会のありかたなどを含め、もっと参加しやすく楽しめ
るものにしてもらいたい。グラウンドゴルフなども同様である。

311 高齢者の体力づくり
312 高齢者や体力の弱い方の運動サポートなどあれば　いいなぁー

313
高齢者を対象とした施設の拡充　その場所までの輸送手段の確保　楽しくやらせるための
指導者の養成を期待します

314 今、コロナなので難しいです。
315 今、気分的にコロナや災害の事で、スポーツどころではないです。
316 今のままで良い

317
今の時期は 少し開催も難しいと思いますが、子どもたちが色々なスポーツに触れる機会
を 学校や地域で 増やしていただきたいです。



318 今はコロナで頭がいっぱいです。スポーツしてる人が周囲にばらまかないか心配です。
319 今はコロナ終息の気配もわからず、なんとも言えない。

320
今はコロナ予防のためあまり活動的に運動していない。ラジオ体操や歩くことをやってい
ます。

321 今はどうしても仕事のスケジュールが優先するのでなかなか難しいな！
322 今はなかなか開催が難しいですが、いずれはよろしくお願いします 

323
今は感染症の防止対策をしっかりお願いします。事故が起こると、今後の継続が難しくな
る。今はスポーツの積極的な取組を奨励するのは見送り、スポーツに取組む準備として、
家庭でできる行動に特化して奨励してください。

324

今回のアンケートは、過去１年間の実績についての質問であるが、この１年間は疾病等で
スポーツを出来る状況ではなかった。それまでは、毎週３～４回スポーツジムに通いプー
ルで運動していた。またスポーツ観戦、テレビ中心であるが、興味のある物は出来る限り
観ている。

325
今回のコロナ影響で、公民館の行事やスポーツ教室が中止になり、大変困りました。今
後、コロナとの共生を考えると、体力維持のため、自室内での柔軟体操などが重要になる
と思います。

326
今回初めて施策を知りました。運動はしたいと思っていても、時間がなく、お金もないの
で始められません。家でできることからと思っても次の日早いからとできないため、普段
の家事が運動代わりになっています。効果はないかもしれませんが。

327
今後インフラを整備するときに、 
スポーツ施設と焼却場などでの温水施設をリンクさせてほしい。 

328 今後も運動していきます。美容のためにも
329 今後も小さな子供と親で楽しめるスポーツイベントをたくさん開いて欲しいです

330

今年はコロナの影響で子供達の部活動や大会がなくなり、とても可哀想なことになりまし
た。 
大人の健康のためのスポーツもですが、子供達におもいっきりスポーツを楽しむ機会を多
く作ってあげてほしいです。

331
今年は中止になりますが、さいたま市主催のツールドさいたまのようなイベントより、県
民に身近なイベントを開くほうが税金の無駄使いにならないと思います。

332 坂戸ディプロマッツをもっと告知してください

333

埼スタ、スーパーアリーナなどの大箱以外大会を開催できる場所がないので、観客
MAX10,000人以下の公共グラウンド・体育館をできればさいたま市内に作ってほしい。 
公共施設で利用できるスポーツに制限があるため制限をなくしてほしい。 
公立学校・及び公共のグラウンドを芝（または人工芝）にしてほしい。 

334
埼玉で行われるスポーツイベントなど、県内在住者は割引の対象になるなどの制度を設け
てみるのはどうだろうと思う。

335 埼玉は強豪選手が他県に流れてしまう。なぜか検証するべきではと考えます。
336 埼玉マラソンと自転車競技を復活して欲しい。

337
埼玉県、市町村の施設利用一覧ページなどあると良いかと思います。また、古参だから確
定曜日や施設を締めてしまわないようにバランスがとれると良いと思います。

338
埼玉県からの情報が入ってこない為、そもそも取り組んでいるのかさえわかりません。 
まずは、県民に情報発信に力を入れて欲しい。

339

埼玉県でスポーツできる環境が限られています。
老若男女で対応できる？
高齢者だけですか？
マンションの住民ですか？
学生さんだけですか？
など色々考えていると面倒です。
指導者が厳しくてできないこともあります。
様々な管理していますが不平不満がある。

340
埼玉県で行われるスポーツイベントへの無料招待などあると一気に注目度が上がるし、地
元への愛着が湧くので、回数は多くなくてもいいので実施していただけるとありがたいで
す。

341 埼玉県として頑張って欲しい。

342
埼玉県にはプロスポーツの拠点（プロ野球、Jリーグ、ラグビーなど）があるので、それ
らと協力し、様々な取組みを行ったら良いかと思います。

343 埼玉県に公営の屋内50ｍ公認プールはいつになったら、できるのでしょう。



344

埼玉県に展開するスポーツジムや施設に助成金などを用意して頂き、施設が増えるように
促して頂きたいです。 
イベントもある程度効果はあるかと思いますが、日常で運動する場が増える事で、県民の
運動不足解消に繋がるかと思います。

345
埼玉県のスポーツに対する取り組みがどんなものかイマイチ分かっていないので、もっと
PRしたほうがいいと思います。そういう人は多いと思うので。とは言え、このご時世…ス
ポーツイベント等は難しいですよね。

346

埼玉県のスポーツ施策が列記してありますが余り自分には関連が無いと感じた。自分はハ
イキング・登山・サイクリングが好きなので、一昨年の豪雨で壊れたハイキングコースの
復旧を急いで貰いたいと思います。又、サイクリングには関係無い事ですが、自転車ルー
ルを守らない方が異様に多いので、警察の取り締まりやルール教育を幅広く徹底して実施
して欲しいと常々思っています。

347
埼玉県のスポーツ振興策はあまり目にしたことはないと感じている。高齢の為、下半身・
下肢の筋肉をつけるため、ウォーキングと腹筋を毎日実施。県の今後の展開は基本的な体
力つくりの推進で良いと思う。

348
埼玉県のスポーツ政策を見る限り、横文字ばかりが目に付いて、県が何を目指しているの
か、目的や将来像がはっきり見えてきません。

349
埼玉県のレベルは向上していますが、全国レベルでは決して高くありません。 
施策についての周知がまだまだ足りないと感じます。 
個人的には自分の適したスポーツとして、毎日９０分のウォーキングを楽しんでいます。

350 「埼玉県スポーツ推進計画」をさらに推進してほしい。
351 埼玉県はスポーツ施設へのアクセスが悪いので、まずそこが課題ではないでしょうか。

352
埼玉県はプロスポーツチームが多いので、それらの選手たちの協力を得たイベントを増や
して欲しい。

353
埼玉県は野球やサッカーのチームがあるので、観戦には恵まれていると思う。ただ、なか
なか自分が行うまでは私の場合は行っていないので、啓発も重要だと思う

354
埼玉県内は自然環境に恵まれ各種スポーツ施設も充実しているのであとは皆さんのやる気
を引き出すかが課題だと思います。

355
埼玉県公園緑地協会の県民健康福祉村を利用しています。ホームページの情報が遅くまた
情報量が少なく、字体が小さくホームページの役割をしていない。改善を求む

356 埼玉西部地区のスポーツ施設が少ない

357
昨年ラグビーwc観戦しました。 
熊谷駅から会場までの輸送は他の会場とは比べられない素晴らしいものでした。 
地域と県が協力する姿勢は自慢できると思います。

358 散歩がスポーツになると初めて知った。

359
残念ですが、年齢とともに体に故障も出てきているのでこれからスポーツをするのは難し
くなってきました。

360
仕事が終わった後に参加できるような公民館でのヨガやストレッチ教室などの開催をして
ほしいです 
今だったらwebで流してくれたら、気軽に参加できると思います

361
仕事で参加できない日が多いので、個人で、自宅でも参加できるイベントがあれば参加し
やすいのにと思います。このご時世、どこかに出かけたり、大勢が集まることは避けたい
ので個人でも楽しめることをもっと広めてほしいです。

362
仕事をしていると自分でスポーツをすることがありません。出来るかなと思うのはスポー
ツ観戦です。

363

子どもたちの部活動における先生方の負担が大きいと聞きます。先生ではなく、専門の指
導者を雇用するなど、子どもたちにも先生たちにも良い方向へと転換していくことを望ん
でいます。
私が住む地域には並木道や雑木林など、ウォーキングに適した道がいろいろありますが、
自動車の通りの多い道も少なくありません。ウォーキングやジョギングやサイクリングが
しやすく、かつ線がつながっていくような道路環境の整備ももっと進めていってほしいと
思います。

364

子どものスポーツ（習い事）も、大人のジム通い等も、お金が高額になります。 
自治体などで行うものは、短期間ばかりで、継続には繋がりません。 
安価で継続的に出来る場があれば良いと思います。 
現状は、自治体の施設のジムやプールがコストは抑えられますが、 
プログラムや教室、トレーナーなどが無いため、目的、目標が持ち難く、やはり継続が難
しいです。



365
子供が、少年野球チームに入っていたので、そちらで色々イベント等に参加していまし
た。市の連盟などが中心に大会等開催されますが、ルールなどきちんと決めて欲しいで
す。

366
子供が気軽にいろいろなスポーツを安く利用できる施設があるといい。一つに限らずにい
ろいろ体験して自分の適性や楽しさを見出せるといいと思う。習い事で始めると高額にな
るので、なかなか始めづらい。

367 子供が気軽にスポーツに触れるイベントなどの機会を設けて欲しい。 

368
子供が小さいときに入っていた野球チームのお手伝いをしております。子供も大きくなっ
たので、是非今度はプレーヤーとして野球に限らずスポーツに参加したいと思います。

369

子供が野球をやっていましたが、公園ではボール投げ禁止になっていて、ボール公園なら
やっても良いとなっていましたが、その公園も少ない。土日の練習場所も学校の校庭は
サッカーやソフトボールと順番で、有料施設を借りる事になり、会費も多く集金されてい
た。その施設も抽選だから絶対使える訳ではない。それでスポーツをやりましょうという
のは無理だと思う。

370
子供たちが安全に・気軽にスポーツを楽しめる施設を増やしてほしいと思います。小学校
の学区程度の単位でアクセスできるようになると良いと思います。

371
子供たちの体力が落ちていると聞く、トップアスリートを出すより小さい時から体を動か
す取り組みをお願いしたい。

372

子供たちを多様なスポーツ体験をさせるために、オーディションの実施や大きな地区単位
の多様な部活動やプロのコーチなどの制度にしっかり予算をつけて、すそ野をひろげて、
ボルダリングとかEスポーツとか新しいジャンルを誰もが体験できたらいいなと思いま
す。

373

子供に泳ぐ機会をなるべく与えてやりたいと思っているのですが（上尾地区に居住してい
ます）唯一ある水上公園もどんどん縮小され、いずれふれあい公園のようになると以前の
このアンケートで知りました。 
市内にあるワクワクプラザのプールはとても小さく、泳ぎの練習など（込み合う）夏場は
とてもできません。 
水上公園のように大規模な施設は維持費がとてもかかるとは思いますが、せめて市営の
25Mの室内プールなど作って欲しいです。

374

子供に過度のスポーツをさせることは、成人後に様々な障害が起きることも
あるので、指導者はそのような知識を十分に持つべきです。
学校のクラブ活動なども同様で、練習しすぎの場合が多いようです。
強制的に過度な運動を制限すべきです。
度を過ごさない適度な運動をすることで、成人後の健康な生活を送れる可能性が高くなり
ます。

375
子供に対しては特に種目を限定せずに、体を動かすことが好きになる程度で、いろいろな
スポーツを体験させたいと思います。年をとっても、その年代、体力に合ったスポーツを
続けられたらいいと思います。

376
子供のスポーツは家庭に用具代負担を少なくしてほしい。 
やりたくても　家庭環境でできない場合がある。野球などは用具代ユニホーム代などもか
かりあきらめる子もいる実態がある。

377

子供のスポーツ教育や、社会人のスポーツへの参加は、限られた人だけになりがちなこの
頃、戦後健康と体力の増進に国を挙げて呼びかけてきた経緯があります。百年の寿命を全
うする体作りは、現在の健康指導に新たな指針を加えて、幼児から高齢者まで医療費の削
減が健康のバロメータとして、各県が競い合える体制を希望致します。

378 子供のスポーツ施設、指導者を整えてほしい。

379
子供は学校教育、大人は自己責任でやるべきこと。県立学校の教職員がボランティアでや
ればいい。

380
市のスポーツ施策、県のスポーツ施策の違いがよくわかりません。いずれにしても市民が
健康で長生きできる施策を期待いたします。

381 市の案内の方が身近で参加しやすい。

382
市の企画者として、フロアーカーリングを体験するイベントを開催し、20数名の方が集ま
り楽しく体験できたのは良かったのですが、雨の日の参加が少なく残念だった。
会場までの交通手段がなく、30分歩いて来る方もいたので何とかならないのかと思った。

383
市の施設で武道の指導をしています。ボランティアで部活動のコーチや講習会などができ
たらいいと思っているので、そういった情報の場が欲しいです。

384 市の施設は充実しているように思うが、県はあまり感じない。
385 市町村からスポーツ参加を促進する取り組みを検討願います。
386 市町村との連携を深める必要がある。



387
施策を初めて知った。 
どこで情報が得られるのか不明。

388 施設と指導者の充実を進めてほしい。

389
施設によって老朽化が目立つ場所も...。今後バリアフリー化して生涯スポーツができる
環境を整えてもらえることを期待してます。

390 施設の場所が偏りすぎ。
391 施設の有効活用

392

60才でリタイヤしてから卓球サークルを立ち上げ現在に至っています。
仲間には80才を超える人もいて、皆元気に卓球をしています。
後期高齢者の介護保険の軽減の為には、高齢者のスポーツ参加が大変効果的ではと考えて
います。
各自治体では、高齢者が気楽にスポーツに参加する機会(地域でのサークル作り等)を多く
設け、PRする必要があると思います。 例～高齢者を対象とした初心者向けスポーツ講習
会⇒発展的にサークル化へのサポートも含む。

393 私は散歩をよくしますので、歩道を確保した道路整備をお願い致します。 

394

私は自身がスポーツが好きでない分、車・自転車を使わず生活している。片道３０分以内
なら歩いている。また、子供が体を動かすことを厭わない、あるいは最低限の身体能力を
獲得する機会として、地元の「プレーパーク活動」のボランテイアをしている。交通指導
員の立場から、学校支援員の立場から。事故・災害時に結局は運動神経が危険を回避する
ものと考えている。オリンピック選手育成は次元が違う。「スポーツ」の概念を改めるべ
き。

395

私は小中学校での体育というのがとても苦手でした。しかし、体を動かすこと自体は好き
で、特に高校の時に山岳部に入ってからは登山がとても楽しく感じています。 
学校での体育は（いまは指導方法が変わっていて違うかもしれませんが）運動が苦手な人
に対してとてもつらいもので運動に対する苦手意識が芽生えます。ぜひ、運動することの
楽しさを十分に伝えられるような施策に取り組んでいってほしいと思います。

396
私は朝野球を５０年やっています。今後、少年野球の支援や様々なボランティア活動をし
たいと考えています。そういう機会を作ってほしい。

397

私自身は、なかなかスポーツを実際にする機会は、ありませんが、見ることは、嫌いでは
ありませんし、夢中になって応援することもあります。埼玉県がこんなにスポーツに力を
入れてるとは知りませんでした。もっと幅広く広報活動をされたらと思います。潜在的に
スポーツになんらかの関わりを持ちたいと思っている人も多いと思います。

398
持病があり、あまり激しい運動ができないのですが、肥満で散歩はできる限りしたいと
思ってはいるのですが、天候だったり体調だったりも関係してあまり出来ない日も多々あ
ります。継続はしたいと思っているのですが・・・。

399

自治会の行う体操に週一回参加しています。個人的に有志で週一回一時間ほど歩いていま
す。古い住宅地なのでお互いの安否確認や情報の交換をしています。 
運動できる施設が遠いので、近いところに少人数でも集まれる場所があれば良いと思いま
す。卓球台が一組分くらいの規模でもいいと思うことがあります。

400
自身は病気で、歩くのもままならず、きつくて運動をする気が失せてしまっています。
スポーツの振興は非常に大切なことだと思います。埼玉県は他県以上にスポーツには力を
入れていると思います。

401 自宅でできることしかしていない。 

402
自転車が快適に走行できる道路環境を整備してほしい。 
電柱や路上駐車があり、自転車レーンはまともに使えない。

403
自転車と書いたが、買い物や役所に自転車で毎日の行き来を指して記入しました。
充分な運動ですから。
農作業とは、庭木の剪定とか草取りとか掃除を含んだ事を記入しました。

404

自転車人口増えてきているので、自転車道や自転車通行帯の整備をぜひお願いしたいで
す。 
桶川にあったモトクロス場を復活させてほしいです。 
各市町村に、地元民が安く利用できるようなスポーツ施設（ジムやプールなど）があれ
ば、と思います。

405
自腹で好きな人が好きにやればいいと思う。変な肩入れは不要。そういう意味では公園と
か体育館は多目的で良いと思う。

406
自分がやってきているスポーツを何らかの形で還元したいと思いますがなかなかそのよう
な機会がみつかりません。ぜひ様々な広報活動をとおしてそのような情報を発信していた
だきますようにお願いいたします。



407
自分ではすすんでスポーツをしないのですが、散歩を含めて 
もう少し体を動かさないといけないと思う。 
高齢でも、手軽にできるスポーツなどを教えてもらう機会があると良いと思う。

408 自分ではやりませんがスポーツ観戦の場が沢山あるので楽しみです
409 自分のことは自分でしているので、埼玉県に特に期待するものはありません
410 自分の心身の充実と地域との交流を目的に継続したいと思います。

411
自分はスポーツにあまり関わりがないですが、健康のためには必要だと思いますので積極
的に支援してほしいと思います。

412

自分が小学生の頃は、放課後は暗くなるまで学校の校庭でサッカーをしていました。今は
校庭の使用にも制限があると聞きますし、防犯の観点からも子どもだけで遊ばせておくの
は心配です。「スポーツ」として場の設定をするのも良いと思うのですが、文化として、
スポーツが身近になるためには自然な状況で楽しめる事も大切だと思います。
子どもたちが安心して自然にスポーツを楽しめる環境づくりを進めていただきたいと思い
ます。また、現在も取り組まれている「プロスポーツに触れる」機会をどんどん増やして
ください。
サッカーであれば埼玉にはレッズとアルディージャがありますから、この２チームへの支
援を強化し、埼玉県民への触れ合いをどんどん増やしてください。
まだJ1定着する前のアルディージャは大宮の街をアルディーくんが歩いて回っていたそう
です。徐々にそれも減ったと聞きます。
そういう事、ひとつひとつからスポーツを自然に身近なものにする取り組みと思います。
各チーム、各企業だのみなのではなく、県として取り組んでください。

413
自分は昔、国体に出場した経験もあり、スポーツは大好きだし、必要なものだと感じます
が、結婚し、家事育児をしている中でのスポーツはなかなかできづらいです。参加したい
し、やりたい気持ちはあるのですが、無理だと感じるのが現実です。

414 自分自身甘えと思うが、参加するきっかけが有ると良い。

415
特に高校の体育館、プールの一般開放日を設けて欲しい。このことは何度もアンケ－トで
要望したが、未だ実現していない。県の取り組み姿勢が消極的でやる気が見られない。

416
質問5については、スポーツは自らの意思で行うもので、公に助けてもらいたいとは思っ
ていないので、満足度を問われても困惑する。
しかたないので、あまり満足していないにチェックした。

417
社会人になるとスポーツをする機会が減る人が多いのではないか。何らかのきっかけがあ
れば始められると思う。年配者にとって、スポーツは健康維持に有効なので、行政がきっ
かけを与えられるような工夫ができればよいと思う。

418 車いすでも運動しやすいような場所を公園などにも作っていただけたら嬉しいです。

419

若い頃、色々な機会を見つけては、主に会社関係の人達とスポーツをしていた事が、懐か
しく思い出されます。高齢者となった今は、時々家の周辺を散歩する程度で、特にスポー
ツというような事はしていませんが、県の掲げる施策は素晴らしいので、着実に実行され
る事を望みます。

420 若い方、頑張ってください。

421
主に東京でボランティア活動していたので、それが埼玉の実績や評価につながると今後、
埼玉での活動がしやすいと思っています。

422
取り組みの情報収集はどこで発信、確認できるのかも知りません。 
県のHP？観たことがありません、手軽に収集できる方法は？

423 手軽にスポーツできる場が欲しい
424 手軽にスポーツを楽しめる公民館講座などがあればありがたいです。
425 手軽にできないから
426 周囲の親しい人にスポーツをする人がいないのでなんとなくしていない感じです。 

427
週末の埼スタに集まる人たち向けに太極拳とかヨガみたいな野外で身一つでできる教室の
ようなものを開催するのはどうでしょうか。何時間も座って飲み食いするので体に悪いで
す。

428 集団でするのがあまり好きでないので　個人が楽しめるような感じにしてほしい 
429 充分に行われていると思います。
430 東部地域でイベントをしてほしい

431
小さな子どもが遊べる広い施設を充実させてほしい。スポーツを習ったり、始めやすいよ
うに、スポーツクラブなどの一覧を掲示してほしい。

432
小学校に、必修となるダンスがあるのだから、きちんとダンス専門の先生が教えてほしい
です。

433 小学生が参加できるクラブ活動が少ない。陸上教室や体操教室などを開催してほしい。
434 小学生を対象とした体力作りを休日開催してほしい。
435 緑のヘルシーロードの有効活用として「歩こう大会」等に指定して頂きたい。



436
小中学校の体育が優劣つきやすいものが多いので、レクリエーション的なものが増えると
良い

437 小中学生の体育の授業時間を　もっと増やして欲しい。

438
小中高大の校庭が利用できるとか、縄跳びやラジオ体操でもよいので、身近でできる運動
の紹介、やっている人やグループの紹介をして欲しい。

439 少しずつ安全性を意識しつつ運動場が利用できるような環境を望みます。
440 指導者を定年退職したなどにアウトソーシングしたら良いのではないか。

441
少子化に対応して、学校の部活動から地域スポーツクラブへ受け入れ先を変えるべき時期
に来ている。そのための制度設計、経済的バックアップ等の支援をお願いしたい。

442 少年用の硬式球場の施設が無い。
443 障がい者スポーツの普及・振興
444 障害のある人がもっとスポーツが出来る環境をつくってほしい

445
障害や病気でスポーツをしたくてもできない人がいる事も知ってほしい 
テレ玉でもっと野球やサッカーラグビーを中継してほしい 

446
障害者として障害者交流センターやその関係する大会に参加している。 
今後も障害者がスポーツを出来る場を出来るだけ質量ともに提供して頂きたい。

447 高齢者向けのスポーツ教室があれば参加したいと考えます。
448 上達しなくても体力維持のための方策に参加したい

449

地元市にある県立の競技場と水上公園のリノベーションを早く進めてほしい。良い立地な
のに老朽化と手入れの不行き届きが目立ち、他の地域からは近寄りがたい施設になってし
まった。県民のスポーツと憩いの場として活用できるような施設に生まれ変わって欲し
い。

450

地元市には公共の室内プールがありません。
地元市から近隣のスイミングクラブに通っている子はたくさんいます。
中学の市の水泳大会は地元市にあるスイミング施設を借りていますが、電光掲示板があり
ません。公共の施設があればいつでも練習できるし、大会も公式のプールで行うことが出
来ると思います！
是非、地元市に室内プールを作って欲しいです！！

451 情報が少ない、入ってこない

452
色々な活動に取り組んでおり、とても素晴らしいと思います。　今後の益々の取組を期待
しております。

453
心と体の健康のためスポーツをできる限りしようと思います、 
前向きに楽しくやりがいのある毎日のためにスポーツを心掛けたいです。 

454

新型コロナウィルスの影響で３月以降stay homeで殆ど運動をしていません。それ以前の
行動でアンケートにお答えしました。新型コロナウィルスの影響でスポーツイベント開催
に行政(市町村)は極端に尻込みしています。このような状況であればこそ、一般市民の健
康、地域の活性化の為積極的に動いて頂きたい。

455
新型コロナウイルス患者が増加しているなか、観戦者を入れる必要があるのかわからな
い。どう考えてもソーシャルディスタンスは保たれない。

456
新型コロナウイルス感染が心配で6月スポーツジムを退会。従って、やりたいが特に決
まったことは行っていない。

457 新型コロナが、終息したら、様々な事を、役所が、先頭きって、やって欲しいです。

458

新型コロナでアスリートおよび関係者の皆さんは、練習はおろか普段の生活すらピンチで
す。この方々への支援を、行政も県民も行うべきです。一方でステイホームにより、外出
もスポーツも下火です。アフターコロナで、皆さんが安全にスポーツや外出ができるよ
う、行政も我々県民も、今から準備すべきです。

459 新型コロナの影響で観戦も参加も減った気がします。

460

新型コロナの影響で参加する機会も観戦する機会も奪われている状況で今なぜこのアン
ケートをするのかが疑問です。コロナのせいで今までやれていたスポーツがどんな風にで
きなくなってしまったか、これからはどうしていくのかなどのアンケートをしてほしかっ
たと思います。長くサポーターをやっていると、マニュアル通りのこの時期にはこのアン
ケート…的な感じを受けます。 
大好きなスポーツ観戦ができなくなってしまって本当に悲しい日々を暮らしています。

461 新型コロナの影響で施設が休館。再開しても予約が取れず、残念 。

462
申し訳ありません。私はケガでリハビリ中のためスポーツは遠ざかる生活をしています。
障害者向けのリハビリを兼ねた施設があれば良いのですが。

463
申し訳ないのですが、スポーツには全く関心がありません。それよりも、歴史探訪などの
文化的分野には大いに関心を抱いています。

464
親子で気軽に行かれるスポーツ施設がすくない。 
公園でのボール投げが禁止または狭い場所がおおく、子供が伸び伸び遊べない。 



465

身近でスポーツに親しめる場の充実の推進状況を感じられない。
過去のアンケートでも地域施設の活用を発信させていただきました。
身近な公民館に現在、高齢者関連の事業、施設も統合の予定の様ですので、そこにさらに
運動できる施設の併設、人材の配置を考えて頂きたい。
やはり、活動範囲も狭くなりますので、より身近で運動のできる環境を作って頂きたい。

466 身近で簡単にできるスポーツを高齢者にできる環境を拡充してほしい。
467 身近な場所が無いので、公園や学校開放など進めてほしい。
468 身近にスポーツ施設が欲しい。
469 身体が不自由であるため気軽に始められるスポーツイベントを開いてほしい

470

身体を動かす事は大事だと思いますが、自然環境を壊してまでスポーツ施設を作るのはや
めて下さい。自然の中で人は運動能力を含め、身体機能が増加します。そういったものを
減らしては、本来のバランスの良いスポーツができなくなってしまいます。よろしくお願
いいたします。

471 身体的な理由でスポーツができません。

472
人口に占める65才定年後が増加すると思える時代ですので、高齢者を対象に県及び市が共
催で、公共施設等を使う体操教室、他スポーツイベントなどの計画はいかがでしょうか。

473 人口比当たりスポーツ施設全国ベストスリー宣言
474 推進していただきたい

475

生でスポーツを観戦することすら困難な現状においては、施策に取り組んでいますと言わ
れても、机上の空論のように感じてしまいました。 
来年オリンピックに出場する選手の練習環境を整えるなど、時宜に合った施策を掲げて欲
しいです。

476
生涯スポーツとしての、軽度の運動やスポーツを日常的に取り組むことで、体力の増強、
老化現象の歯止めになるかな？と、毎朝、散歩の後、公園でラジオ体操を行っています。

477
昔は町内会のラジオ体操に皆こぞって参加しました。
今はマンションが増え、大勢が参加しラジオ体操をする場所がない。

478 積極的参加の呼びかけを、さらに増して下さい。

479
地元市の高齢者施設を利用していましたが、新型コロナで閉館や時短で遠ざかっていま
す。

480 選手の強化などのため、予算の割り当てを増やしてください。

481

全国ご当地健康体操甲子園「舞えんのか？」というイベントを開催しています。
実費負担で行っている為、予算規模が小さく全国といえども告知活動などが行き届きませ
ん。どうかご支援いただき全国ご当地健康体操甲子園「舞えんのか？」を広め
健康体操のモチベーションアップへの活動にご協力いただければ幸いです。

482
全体的に、良い取組みをしていると思いますので、このままでいいのではないかと考えま
す。 

483
素人でも気軽に参加できる雰囲気は、より多くの参加者を募るためには重要だと思いま
す。

484
足と目が不自由で杖を使用しています。自分の身体はラジオ体操が精一杯かな？と思って
いますがスポーツを頑張ってる方達を少しでも応援出来たら良いなと思っています。

485 多くの県民が参加できるものであってほしい。

486

多世代で参加できるまたはチームを組むようなスポーツがいいと思います。どうしても、
高齢者向けや子供向けと偏り、世代間で分けてしまいがちですが、縦割で行うのがあって
もいいと思います。その時にどうしても高齢者優先っていう感じになると家族連れは参加
しにくいので、若い世代に考えてもらうといいですね。高齢者の方には口出さずにお手伝
いという感じでするのもいいかもしれません。

487
体を動かすことは、とっても大切です。できることがありましたら協力を惜しみませんで
す

488
体を動かすことは本来良い事なので、学校でスポーツが嫌いにならないようになる教育の
仕方が大切だと思います。

489
体を動かす運動には関心がありますが、スポーツには関心がありません。好き嫌いではあ
りません。関心がないのです。

490
体育の授業や部活で嫌な思いをしてスポーツ嫌いな子どもを増やさないような学校教育の
ため、教職員の人権意識やら知識のアップデートにも力を入れていくべき。

491 体育館の一般開放や、予約の簡素化を希望

492
体育館等、室内の施設を気軽に使えるようにして欲しい 
一部の人だけが使いまくっている

493 体験者へ、スポーツ用具の貸し出しまたは資金援助
494 体力維持のための運動なので手軽にできるジョギングなどを行っていこうと思っています



495
体力維持の為に身体を動かすことは必要に思うが、コロナの事があり外出は控えていて
室内でスクワットを続けています。

496
体力維持増進のため日々運動に努力しています。 
体操・ウオーキングなど・・

497
大宮にセ・リーグのプロ野球チームを誕生させてほしい。
このアンケートでスポーツをやる事に関心、興味がわいてきました。健康は高齢化社会に
必要ですし、スポーツの街埼玉県の啓蒙活動も必要に感じます。

498

市の体育館を使っています。コロナ対策として、水道の蛇口は自動センサーのついたもの
にしてほしいです。また、手拭ペーパーがトイレにはありません。換気も使用者に任せる
のではなく、館内スタッフが積極的に行ってほしいです。最後に出て行けといわんばかり
の巡回のみです。

499
大体、大きなイベントは、さいたま市ばかりなので、埼玉西部住みにとっては、全く関係
ないものとしてとらえてしまう。
東西に行き来しやすい環境にしてくれたら、埼玉県がもっと繁栄するのにと思う

500
卓球の仲間達　全国大会目指して　頑張っている　時間もお金も有り余っている人達なの
で　本人たちの楽しみだけで終わらせるのは　勿体無いと思う　　中学生達の練習相手に
一役担う方法が有れば　良いと思う

501 誰でも使える室内の水泳場を増やしてほしい
502 単発のイベントではなく継続的にできるサークルやクラブを一覧にしてほしい
503 団体と個人としてのスポーツできる環境作りとその為の講座・教室等の開催が必要

504

地域、団体、知り合い同士などの集まりが中心で、個人で、1人で参加というのが、結構
難しいのが現状、どこにも属さない人は簡単には参加出来ない。
中心で運営している方にはわからないと思うが、その中に1人で参加するにはすごい勇気
がいると思うので、結局参加しないし、参加したいとも思わなくなった。過去に個人で参
加した競技があったが、”え”って顔や態度を見てすぐに帰りたくなった経験がある。

505
地域、町、班、単位の健康増進普及活動の促進。 
地域包括支援センターとの連携強化の推進。

506

地域特性に任せたスポーツ・小中高等学校のスポーツのあり方に関して考えてほしい。一
律に有る事が良い事か。専門でもない担任に任せてよいのか。「地域ごとに特化したス
ポーツを考えて、自分の学校で行うのでなく地域のスポーツ倶楽部、センターで高度に行
うべきと考える。

507
地元の自治会組織との付き合いがほとんどないので、状況がつかめないので市町村のPRが
弱いと思います。

508 中学校の部活で外部コーチをつけてほしい。そのお金を県で負担して欲しい。

509
中学生の部活動を縮小し過ぎだ。
もっと活動すべき

510
中学部活動の指導者を増やしてほしい。 
保護者の負担が多すぎる。

511 中高年、老年期向けのものをよろしくお願いいたします。

512
中国みたいにあちこちの公園などで無料で毎朝、太極拳をやっていたら通いたいと思う。
ジムに年会費払って通うのとか、人間関係を作らないと居づらいコミュニティとかだと結
局続かない。気軽さがだいじ。

513 低料金で使用できる公営の運動施設を増やしてほしい。
514 低料金で利用できる施設（屋内プール、トレーニングジム等）を整備してもらいたい。
515 定年退職後はボランティアに参加しようと思います

516
転勤族だったので各地の公民館の卓球クラブで楽しんでいました。定年退職になり東部地
域に家を購入したのですが卓球をするクラブの情報がわからずできません。市報などで情
報を教えて欲しいです。

517

転勤族ですが今まで住んでいた地域ではスポーツ観戦のチケットが配布されたりスタジア
ムが近くて子供同士で自転車で行けたりスポーツ選手が学校訪問してくれたり頻繁にス
ポーツやスポーツ選手と接する機会がありました。埼玉県も浦和や大宮地区は盛り上がっ
ているのかもしれませんが、同じ県内でもそれ以外の地域では少し物足りなく感じます。
選手が市町村に遠征に来るとか広域グランドで練習して練習見学の機会やティーチングし
てもらえる機会があるともっとスポーツに興味を持って応援したい気持ちにもなると思い
ます。

518 徒歩で行ける施設がない。ぜひとも施設が欲しい。



519

登山を趣味でやっています 。
以前どこかの低山で視覚障害の方がボランティアのサポートで歩いてるのを見かけまし
た。 
以前からボランティアに興味がありどうせなら登山経験を生かせないかと考えてます 。
どこに問い合わせればいいのですか、資格とかいるのでしょうか？ 

520
都市部には各種スポーツ施設があると思いますが、郡部町村には県施設は無いので町村施
設への補助を積極的に行い、県民全てへの生涯スポーツ推進や健康増進の機会を図って頂
きたい（実施中なら、これが県補助事業であることが分る様にして頂きたい）。

521
都心部に公園でボール遊びやキャッチボール、スケボーが出来なくなったところが多い。
また、原っぱで寝転んだり走ったり子供からご高齢者が散歩出来る公園を増やして欲し
い。

522
東京オリンピックの開催は埼玉県民にとっても意味のあることです。 
将来の為にも開催しなくてはいけません。

523 当県はスポーツ先進県であるので、現状を維持されると良い。

524

当面は新型コロナウィルスと、どう上手く付き合って行くか、というところが最も重要な
ポイントになるかと思う。 
未曾有の事態に於いて、何が正解か誰も分からない中、悩みも多いと思われるが、どうか
歩みを止める事無く、取り組んで行って頂きたいと思う。

525

働き方改革の推進により労働以外の時間ができなければスポーツや生涯学習の時間を取る
ことができない。自由な時間が増えることで消費活動が活発になり、スポーツや生涯学習
への意欲が増す。スポーツの増進だけではなく少子化にも貢献できると思う。日本人は会
社（労働）に縛られすぎだと思う。

526
同じクラブやサークルばかりが公的施設に当選し使用し続けることのないような仕組みを
作ってほしい。

527 同じ県内でも都市部に偏っていませんか？

528

特にスポーツについて考えたことが無いので分かりませんが・・。遠くに住む母が足腰が
悪くなってきて、なかなか自分で散歩したりすることを好まなくなってきました。埼玉に
も同じような方はいらっしゃると思うので、病院のリハビリだけでなく、動きがゆっくり
の方も参加できるような場所の提供があると助かるのではないか？とは思います。

529
特に高齢者（障がい者含む）に向けた、案内・講習そして、地域の具体的交流会・組織な
ど現状出来得る活動をしていると思う。さらに、ボランティア・教導者のより一層の教
育・推進（増員）が感じる。

530

特に今は新型コロナ感染の心配があり、閉じ籠もりがちです。もともと運動嫌いなので、
ますます運動しなくなりました。仕方ないと思います。 
近くのマシンジムが再開しましたけど、マスクもシールドもなくトレーニングしているの
が見えます。埼玉は甘いと思います。

531

特に小・中・高校生がスポーツを行うことは自身の健康や体力の増進に繋がるのに加え、
スポーツを通じて一生の友達ができる場合もありますので今後も一層支援してあげて欲し
いと思います。
また、中高年に関しても健康な体を維持するためや友人を作るためにスポーツを行うこと
は大変重要だと思いますが、その一環として黒目川沿いの遊歩道の草を刈る回数を増やし
ていただくこと、薄暮でもウォーキング等ができるよう遊歩道沿いに照明設備を設置して
いただくこと、それから遊歩道に水飲み場も是非設置して欲しいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

532
日本は高齢化が急速に進み、老人大国になりつつあります。近くの公園などに集まり体操
などをする運動を始めるべきです。中国などでは公園に老人たちが集まり楽しそうに体操
をしている映像をよく見ます。日本でも推進すべきと思います。

533 年1回の自転車競技はやめてほしい

534
年金生活者が（無料、又は安価で）気楽に利用できるスポーツジム的な施設の設置をでき
れば行なっていただきたい。(民間のスポーツジムとの兼ね合いを考慮の上)

535
年齢的には自分の健康維持で精いっぱいなところです。観戦は機会が有れば参加したく
思っています。

536

肌の露出度が高く、密が発生しやすく、感染しやすい状況が出来やすいスポーツに対し
て、行う場合も観戦する場合も、コロナ以前にすることは困難なのだから、以前のように
戻すのではなく、これからどう変えていくかを検討すべきと考える。物理的な問題と気持
ちの問題との両面から取り組まないといけない。

537
地元市の公的体育館でジムの講習を受けたことがあります。こういった機会がたくさんあ
るとありがたいです。

538
肥満で困っているけど、なかなか完全なる運動する時間が無いが正解。
だから太る。間違いではない。もっと時間があり参加出来る機会あると楽しいのにね。



539 病人や障碍者の運動療法なども考慮してほしい。

540
不登校の子が通うフリースクール等への公共スポーツ施設利用の優遇措置を検討してはど
うでしょうか。

541

普段運動が苦手で運動不足になりがちな人たちでも参加できるようなイベントを開催して
いただきたいです 
コロナ禍でイベントの開催が難しいと思いますが、ステイホームで落ちた体力を皆で戻せ
ていけたら素敵だと思います！

542
福祉としてではなくスポーツとして、老人を対象とした競技会などを実施し、老人のス
ポーツ振興に力を注いでほしい。

543
平時であれば、期待、希望することがありますが……新型コロナウイルス感染予防対策が
優先されるので、当面のあいだは、なるべく自粛をお願いします。

544
歩ける道の整備、拡充。
歩道を広く、傾斜のない歩道へ改善(以前からある歩道に住宅と車道との間に傾斜ががあ
る歩道が多くみられ、歩きにくい）をしてほしい。

545

本格的なスポーツをするには場所や設備、人が必要です。普段時間が無い人は民間のジム
等で体を動かす以外、歩くぐらいしか出来ないのでは無いでしょうか。埼玉県には早稲田
大学の人間科学部他立派な機関や、プロ野球、サッカーチームまであるのですから、連携
を図って県民の健康増進に努めるべきです。また、市町村の体育施設を気軽に使える、設
備を増強すべきですし、県主催のウォーキングイベントをもっと頻繁に開催するなど誰で
も気軽に参加出来るようにすべきだと思います。

546
毎日のウォーキングだけ出来れば十分運動をした気持ちでいられる。
ウォーキング以外は、時々サイクリングをする。従って特別な施設などはいりません。

547 密を避けて運動をする方法、場所の紹介
548 民間スポーツ事業の助成
549 民間のスポーツクラブにかかる税を低めに抑える。 

550

野球やサッカーに比べて、バスケはそんなにチカラを注いでるようには感じない。
街の公園にバスケットゴールを置くなどし、普及に努めてもらいたい。
(街中の公園にもバスケのゴールがないどころか、ゴールは持参したとしても置く場所す
らないとこばっかり……)

551
有名なスポーツ団体がこれだけあるのだから競技のカテゴリーにこだわらず 
横のつながりを強化して埼玉県をアピールしてほしい。

552 予約が必要、書類の記入例が必要と、面倒な手続きが甚だ遺憾です。

553

幼児や小学生の行えるラグビー場を身近に設置。中学にラグビー部の創設。ミニテニスの
小学生からの指導。中学にミニテニス部の創設。短距離走の走り方の指導を小学生に実施
する。水泳の指導を小学生に実施する。小学生の時の食事は大切である。各小学校で朝食
を給食で出す。

554 幼少期のうちにスポーツに対する得手・不得手を解消する施策が足りていないと思うから

555
幼稚園や保育園、小学校などで早いうちから色んなスポーツ選手や様々な競技に触れあう
機会があると、子供達の将来の選択肢が増えて良いと思います！ 

556 様々なスポーツに公平にお願いします。

557
例えばパークゴルフのような高齢者でも簡単にできるようなイベントを随所で行っていた
だきたい

558 冷静に総合的に物事を考えられる指導者の方が増えることを望みます。

559

老人になると、意識の高い人はスポーツクラブに入会したり、地域の同好会に参加したり
して鍛えているが、まったく運動しないで一日中家でごろごろして不健康になっている人
もいて両極端。ごろごろしている人ほど運動しなくてはいけないんだけれど、強制するわ
けにもいかない。なにかそういう人達が喜んで出てくる方法はないものか考えてみた。町
内会でイベントなどあれば参加するかなと聞いたら、地域の一斉掃除みたいに出ないと白
い目で見られるようなことがあれば出るが、自分から積極的に活動はしたくないという回
答。なんでも良いことをしようとすれば、ある程度の強制が必要なのかもしれないが、年
寄りになってまで管理教育されたくないという人もいて、どうしていいかいい考えは浮か
ばない。

560 老老介護で、難しいです。


