『芦屋市のスポーツ推進への意見・要望』
（自由記述）

満足群
【施設・設備】（n=8）
・プールは充実していて良い（30 代、女性）
・子どもが体育館のトレーニング室が使いやすいと言っている（40 代、女性）
・公共・民間を含めると施設は結構充実していると思う（40 代、男性）
・芦屋市のスポーツ施設は他の市より充実していると思う（60 代、男性）
・芦屋市はテニスコートなど施設が充実していると思う（70 代、女性）
・呉川スポーツセンターありがたい（70 代、女性）
・今回の調査で芦屋市のスポーツ推進の取り組みを知ったので機会があれば参加したい（60 代、女性）
・まだ芦屋に住んで数カ月だが、公的な施設を上手く利用して行きたい（20 代、女性）

【行政】（n=9）
・芦屋市はスポーツ推進に尽力していると思う（50 代、男性）
・芦屋市に来て間もないが、行政の取り組みに感謝している（40 代、男性）
・あまり分かりませんが良くやっていると思います（70 歳以上）
・啓発的な運動はありがたい（60 代、女性）
・芦屋市の一生懸命さが伝わってくる（70 代、女性）
・このアンケートを経て、高齢になって忘れていた体力作り・スポーツにもう一度取り組みたいと思えた（70
代、女性）
・芦屋出身のオリンピアン・パラリンピアンの育成・援助でスポーツの熱気を高める（20 代、女性）
・テニスコート等がたくさんあり驚いている（60 代、女性）
・中高年の楽しみため、健康のため、地域のつながりのため気軽に参加したい（50 代、女性）

【イベント・コミスク】（n=4）
・中高年が参加しやすいハイキング等のイベントがあって良い（60 代、女性）
・コミスク活動で地域の人からスポーツを教えてもらうことはとても有意義（40 代、男性）
・メニューも豊富で環境にも恵まれた先進的小都市だと思います（70 歳以上、男性）
・芦屋市はコミュニティスクールもあり充実していると思う（60 代、女性）

不満群
【施設・設備】(n=19)
・公園のトイレが汚すぎる（40 代、女性）
・交通の便や駐車場の数が少なく、市の施設を利用しづらい（40 代、女性）
・潮芦屋グランドのナイターのライトが暗すぎる（40 代、女性）
・グラウンド、遊び場が少ない（20 代、男性）
・既存の施設をもっと活用すべき（20 代、男性）
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・民間のスポーツジムで「市の体育館は使いにくい、来にくい、スタッフが横平、汚い」と高齢の方が言ってい
た（60 代、女性）
・一部の施設利用に 65 歳以上との制約があり、意味が分からない（60 代、男性）
・公共スポーツ施設の利用の抽選が公平性に欠けている（40 代、男性）
・市営のスポーツ施設が少なすぎる（70 代、男性）
・青少年センターの水曜の利用者が増え、狭くなってきた（50 代、女性）
・潮芦屋のテニスコートが若い人のグループで三面とも独占されている（60 代、女性）
・市立芦屋温泉の排他的な空間に呆れてしまう(70 代、男性)
・民間のスポーツジム、昼間は老人介護施設のよう（60 代、女性）
・公園の設置器具は無駄なのでは？(50 代、女性）
・街灯が暗い
・市内の北部にスポーツ施設、運動公園が少ないように感じる（60 代、男性）
・芦屋市に観客を有するスタジアム的な施設がないので、スポーツに対する盛り上がりがない（60 代、男性）
・スタジアムがないから、大きな大会や有名な大会を呼び込むことができない（60 代、男性）
・スタジアムがないからスポーツ有名人を輩出できない（60 代、男性）

【情報】(n=8)
・
「スポーツ推進」に関する市民への情報供給のアプローチが貧弱極まりない（70 代、）
・コミスク・スポーツクラブ２１・青少年センターなどの仕組みも内容も分かりにくい（40 代、女性）
・青少年センターの活動や集会所での活動などが一般に知られてないと思う（50 代、女性）
・広報あしやが読みにくい（60 代、女性）
・市民への告知が下手（50 代、男性）
・スポーツクラブ２１やコミスクなどが近くにあるようだが、詳しい情報がわからない（50 代、女性）
・青少年市民センターで何が行なわれているかの情報がない（30 代、女性）
・体育館などの施設には多くのチラシがあるが、そこに行くきっかけのない人には情報が届きにくいのでは？（30
代、女性）

【行政】(n=5)
・芦屋市はスポーツ強化体制が整っていないイメージがある（30 代、女性）
・芦屋市はまず財政健全自治体になれ、借金しながら何がスポーツ振興か（70 歳以上、男性）
・芦屋市がスポーツ推進について特別なことをしているとは思えない（60 代、女性）
・スポーツ推進を自治体が担うにはコストがかかる（50 代、女性）
・芦屋市のスポーツ推進についてあまり見聞きしておりません（40 代、男性）

【アンケート】(n=3)
・こういったアンケートを実施して、何が変わるのか（20 代、男性）
・アンケートの質問が多すぎる（30 代、女性）
・本調査の意味がよくわからなかった（50 代、女性）

【その他】(n=6)
・スポーツ推進はいいが、一部の人が利用し市民が健康のために使うものではなくなる恐れが大きい（70 代、
男性）
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・市の特定健康検査の結果によって、健康チャレンジ教室に参加できて有り難かったが、１だけの受講は残念（50
代、女性）
・子育てがしにくく、遊び場や体力づくりが民間任せのような気がする（40 代、女性）
・山手に住む市民はスポーツ活動に参加しにくい（50 代、女性）
・公共のプールの利用料金が高すぎて気軽に行けない（20 代、女性）
・待機児童や３年保育不可の幼稚園が多い子育てにやさしくない市だ（30 代、女性）
・健康のことを心配するのなら自ら考え行い、行政が税金・予算ほしさにああだこうだと理由を付けるな（70
歳以上、男性）

要望群
【施設・設備】(n=77)
・自由に使えるグラウンドがあればいい（30 代、女性）
・市民プールを冬も温水プールで使わせてほしい（30 代、女性）
・ダンスをする施設の床の安全性を確保して欲しい（70 代、女性）
・いまダンスが流行っているので１町に１つ、ジム＆ミラー張りのスタジオがある施設を作り、全市民に無料開
放してほしい（20 代、女性）
・ゴルフの練習場を作ってほしい（60 代、女性）
・海浜プールの設備を良くしてほしい（60 代）
・南陽町の潮コート、コート面とテープとが剥離しているので直して下さい(70 代、男性)
・公営の BBQ が安くできる所を駐車場を付けて作って欲しい（30 代、男性）
・卓球場が近くにほしい
・娯楽を兼ねたスポーツ施設(ボウリング場など)が近くにあればいいと思う（50 代、女性）
・自由に利用できる(壁あてで自主練ができる)壁を作ってほしい（40 代、女性）
・潮芦屋のテニスコートが個人レベルでは使用できない事が多いので何らかの規制を設けてほしい（60 代、女
性）
・総合公園のトラックを土じゃなく、ちゃんとしたゴムにしてほしい（30 代、女性）
・バスケットボールの会場を作ってほしい（40 代、女性）
・下水処理場の上のコートを復活してほしい（60 代、男性）
・気軽に利用できるプールがほしい（20 代、女性）
・心技体を磨く相撲の常設土俵が欲しい（30 代、女性）
・スポーツ施設を増設して欲しい（50 代、女性）
・市民が気軽に利用できるスポーツ施設をもっと増やしてほしい（30 代、女性）
・スポーツを楽しめる場を増やして欲しい(50 代、男性)
・大きな体育館や気軽にスポーツができる環境が必要(50 代、男性)
・市民が気軽にスポーツを楽しめる環境を整える必要がある（60 代、女性）
・気軽に身体を動かして気分転換できる施近くで気軽に年間を通して通えるスポーツ施設があれば良いと思う
（20 代、女性）
・もっと自由に使える施設を増やしてほしい（70 代、男性）
・市内のスポーツ施設を増やしてほしい
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・施設（スポーツジムやテニスコート）の充実（30 代、男性）
・芦屋市でスポーツの機会や場をつくってほしい（20 代、男性）
・気軽に又は長続きする環境作りに期待している（30 代、男性）
・思った時にすぐいつでも行けるところに運動広場が必要です（60 代）
・子どもの体力向上のため公園の整備や学校公共施設の開放を積極的にしてほしい（40 代、女性）
・子ども達が屋外で遊べる公園つくり（40 代、男性）
・もっと子どもたちがスポーツに親しめるような環境整備を（50 代、女性）
・青少年センターのような施設を国道 43 号線以南にも作ってほしい（60 代、女性）
・子どもが自由に遊べる場所が欲しい（40 代、女性）
・子どもが安心して球技のできる公園が欲しい（40 代、女性）
・キャッチボールなど気軽な球技ができる場所の充実（広い公園をネットで仕切って球技スペースにする等）
（50
代、女性）
・スポーツ推進の前に子供達が思い切り球技ができる公園を増やしてほしい（40 代、女性）
・三条町あたりにボール遊びが出来る公園が必要だ(30 代、男性)
・公園をもっと増やしてほしい(50 代、女性)
・総合公園の利用の仕方をシンプルにしてほしい（30 代、男性）
・小・中・高校生の体力の発散場所を作ってあげてほしい（70 代、女性）
・立派な施設・管理はいらない青少年が気軽に走り回れる場所が必要（60 代、女性）
・岩園や朝日ヶ丘地区に中学校が欲しい（30 代、女性）
・高齢者が手軽に楽しめる施設が欲しい（60 代、男性）
・お年寄りが健康作りのため、外で活動できる場つくり（40 代、男性）
・軽い歩行障害や、高齢者に便利な施設の充実（70 代、男性）
・中高年が利用でき、無理なく続けられる施設・プログラムの整備（50 代、女性）
・散歩・ウォーキングが主体なので、ベンチの量を増やす、夏に日照りを防ぐ街路樹の保守育成を一層進めてほ
しい（70 歳以上、男性）
・山と海が近いという利点を生かしてウォーキングロードを(50 代、女性）
・仕事帰りに寄れるような、駅近のスポーツスタジオを整備してほしい（20 代、女性）
・山道の標識をもっと充実させてほしい（60 代、男性）
・西浜・東浜のテニスコートに更衣室・駐車場を設置してほしい（50 代、女性）
・ジョギングやウォーキング、サイクリング専用レーンを設けて欲しい(50 代、女性)
・潮芦屋運動向上のトイレを新設してほしい（70 代、女性）
・自然ウォッチングができる場所が欲しい（60 代、女性）
・潮芦屋グランドに時計とトイレを設置してほしい（40 代、女性）
・山側にも通年使える公共施設が欲しい（30 代、女性）
・浜風東公園に体力づくりの機器を設置してほしい（70 代、男性）
・温泉・食事・休養ができ、軽い登山やウォーキング・サイクリングが楽しめる施設の実現（60 代、男性）
・スポーツ施設の体育館上部に回廊式のウォーキングする場所を作ってほしい（50 代、女性）
・マリンスポーツに力をいれてほしい
・芦屋市の規模にあった、美しい街づくりや地道な推進をしてほしい（50 代、男性）
・並木道を歩くことを日課の運動としているので、並木道など環境も健康維持増進の視野に入れてほしい（70
歳以上、女性）
・阪急芦屋川付近にスポーツ施設を作って欲しい（70 代、女性）
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・日光浴＝老化なので、健康目的としたスポーツ推進であるならば屋内施設が望ましい（50 代、女性）
・公営の海釣り公園とトイレをつけて海辺で楽しめるようにしてほしい（30 代、男性）
・総合運動公園が中途半端な状況を改善して欲しい(50 代、男性)
・小中高校の施設の休日借用での活用を検討してほしい（50 代、男性）
・学校の器具を貸してほしい（60 代、女性）
・スポーツ施設を巡回するバスがほしい（40 代、女性）
・新たな公共施設を作るよりも、現環境の整備改善を望みます（40 代、男性）
・新しい施設を建築して対応するのではなく、既存の施設を活用して活動でききるようにしてほしい（30 代、
女性）
・芦屋の南浜にある競技場をもっと有効利用してほしい（50 代、女性）
・ハード面の充実・新規購入に費用を使うのではなく、現状ある施設の活用を検討してほしい（50 代、男性）
・既存の施設の稼働率をあげてほしい（30 代、男性）
・家族でスポーツを楽しめる場が欲しい（40 代）

【イベント】(n=14)
・芦屋市スポーツ推進委員が主体の市民参加型のスポーツイベント（60 代、男性）
・子どもが色々なスポーツを体験できるような"～一日教室"を開いてもらいたいたい（30 代、女性）
・既存の施設を利用して、高齢者も気軽に楽しめるイベントがあればいい（70 代、女性）
・就学前の子どものスポーツイベントをお願いします（30 代、女性）
・芦屋マラソンのようなイベントをもっとしてほしい（20 代、女性）
・健康増進のため（医療費削減のため）手軽に参加できるイベントを多く企画してほしい（50 代、女性）
・流行のスポーツや話題になりそうなスポーツ大会の開催を企画してほしい（50 代、男性）
・芦屋市出身のスポーツ選手によるイベントがあると参加したい(50 代、女性）
・参加しやすいイベント・教室とその情報がほしい（20 代、女性）
・地区対抗の運動会といった参加しやすい形のイベントの開催（40 代、男性）
・気軽に参加できるスポーツイベントを増やしてほしい（40 代、男性）
・婚活を目的とした男女交流できる様なスポーツイベントを開催してほしい（20 代、女性）
・異業種の人と交流できるイベントを開催してほしい（20 代、女性）
・催事を開催する時は、市民が気楽に参加できる雰囲気が必要だと考えます（70 代、男性）

【情報】(n=12)
・新しいスポーツを積極的に紹介して欲しい(20 代、女性）
・もっとスポーツ教室やスクールイベントなどの情報を「広報あしや」に掲載したり、チラシを折り込むなどし
てほしい（30 代、女性）
・スポーツ推進メンバーでの意見交換会などを充実させてほしい（60 代、男性）
・利用しやすい施設や宣伝を考えて欲しい（40 代、男性）
・情報を知る機会がほとんどないので改善して欲しい（30 代、男性）
・スポーツセンターからの新聞で呼びかけて欲しい（60 代、女性）
・多くの市民がスポーツ施設を使用するために広報活動が必要（60 代、男性）
・広報活動を活発にしてもらいたい（50 代、女性）
・手軽にできる新しいスポーツを紹介し、体験できる機会が欲しい（50 代）
・はばたんをもっとだしてほしい（20 代、女性）
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・相談窓口などで平日利用しにくい者へのスポーツアドバイスがほしい（60 代、女性）
・調査票の結果を資料としてほしい（60 代、男性）

【教室・プログラム】(n=11)
・身近な施設でスポーツ教室を行って欲しい（40 代、女性）
・気軽にできるスポーツ教室があれば参加したい（30 代、女性）
・スポーツとして身構えることのない、体力維持として気軽に参加できるプログラムの整備（50 代、女性）
・スポーツのレベルを下げて範囲を広めて多くの人に利用できるようにしてほしい（70 代、男性）
・箱物よりも豊かな自然を活かしてほしい（40 代、女性）
・芦屋市で特に力を入れて推進する種目があればいい
・ただ歩くだけなど初心者が参加できるサークルを作ってほしい（50 代、女性）
・自分から進んで参加したいと思えるﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂを考えてほしい（70 代、女性）
・小・中・高校生世代のスポーツ機会を増やしてほしい（20 代、女性）
・スポーツクラブあしや 21 に青年部のプログラムを増やしてほしい（20 代、女性）
・健康増進につながる手軽ですぐに実行しやすいものを選んで活動してほしい（60 代、女性）

【料金・時間】(n=10)
・スポーツのきっかけ作りの為にも低料金でスポーツ施設が利用したい（20 代、男性）
・スポーツ施設の充実や料金の低コスト化、利用時間の拡張など行ってほしい（50 代、女性）
・公共のスポーツ施設を仕事を終えた時間帯にも運営してほしい（50 代、男性）
・南プ―ルの使用料を下げて欲しい（20 代、女性）
・市民に無料で施設を使わせてください（20 代、男性）
・１回 1000 円くらいで気軽に参加できるジムがほしい（50 代、女性）
・市民プールの開放期間を長くし、料金を下げてほしい（60 代、男性）
・気軽に安く利用できる施設を増やしてほしい（50 代、男性）
・スポーツが無料で予約なしで出来るところを増やして欲しい（40 代）
・お金をかけなくても気軽にスポーツを楽しめるようにして欲しい（40 代）

【支援】(n=5)
・障害の方や親子のサポートをしてほしい（50 代、男性）
・街を代表する選手（国体選手など）には、しっかりと行政が支援していく（50 代、男性）
・テレビでﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸをみて感激した芦屋市も障害者のための運動施設・指導者の養成に力を入れることを望み
ます（70 代、女性）
・障害者への助成は自治体も行なうべきだ（50 代、女性）
・障害者（スポーツ）には、お金の支援だけでなく心の支援もしなければならない（50 代、男性）

【指導者】(n=4)
・休日借用での活用のための人員確保方法や、参加者向けのソフト面に力を入れてほしい（50 代、男性）
・指導者の育成は、有資格を取得する為の公費負担をし、その分を町に貢献してもらう（50 代、男性）
・必要な人員やスキルについては現状の人員の活用でなく、ワークシェアリングを行い費用のアップを抑えて下
さい（50 代、男性）
・指導に携わる人間が道徳性・感受性といった哲学を発揮し、よりよいスポーツの推進を（70 代、女性）
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【その他】(n=16)
・スポーツ推進と健康づくりを併せて考えて欲しい（70 代、男性）
・国際文化都市としてスポーツ事業関連にも力をいれてほしい（60 代、男性）
・子どものためにスポーツ推進を行ってほしい（60 代、男性）
・スポ－ツ選手がオリンピックで金メダルを獲得できるような環境作り（40 代、女性）
・芦屋市の高校野球のレベルの強化目標は甲子園出場（40 代、女性）
・ここにはこだわっている、と誇れることを 1 つでもいいので成してほしい（30 代、男性）
・芦屋市出身のスポーツ選手がオリンピックで金メダルを獲得できるような環境作り（40 代、女性）
・芦屋市の高校野球のレベルの強化目標は甲子園出場（40 代、女性）
・無駄な施設に税金をつかわないでほしい（40 代、女性）
・いろいろなグループがそれぞれ頑張り、大きな団体になってほしい（70 代、女性）
・芦屋市民に対する優遇策を考えて欲しい（60 代、男性）
・芦屋市体育協会が市の施設を私物化し他の市民の団体を排除している現状を見て欲しい（40 代、男性）
・小中学校のクラブ活動で大きな大会に参加できるように応援して欲しい（40 代、男性）
・動脈閉そく症で歩行障害なので、意見が言えない（ 70 代、男性）
・週３回、４時間の人工透析を行っており、食事も忙しいため、あまりスポーツ活動ができないアンケートに答
えられず申し訳ない
・足を痛めているため今はスポーツを行えないが、早くよくなってスポーツをしたい（70 代）

提案群
【行政】(n=8)
・スポーツ関係予算をしっかり出す一方、市民スポーツ活動は行政に世話にならず自主自立することが大切（50
代、男性）
・宝塚市のように、市がスポーツや文化活動に力を入れるべきだ（30 代、女性）
・町を代表する選手（国体選手等）には、しっかりと行政が支援していく（50 代、男性）
・芦屋市だけでなく、近隣の市と合同で運営してみては？（40 代、男性）
・行政がする事には限界がある（50 代、男性）
・市の財政を圧迫しない程度に推進していっていただきたいです（30 代、男性）
・民間でできることは民間で（40 代、女性）
・学校の先生をサポートする指導者が大切だと思う

【施設・設備】(n=5)
・駅前で目的別、短時間集中で効果的な施設があれば勤務帰りに寄れる（50 代、男性）
・一年のうちわずかしか使用しない施設の活用を考えてみては（50 代、男性）
・青少年センターの喫茶を充実させることで、スポーツをしない人がするようにならないか（40 代、女性）
・施設管理を正しく行うべき（50 代、男性）
・校庭の充実をはかる

49

【情報】(n=5)
・好きな時に参加したり結果や成果を教えてくれると続けられるかもしれない（40 代、女性）
・高齢者の意識調査やスポーツ参加奨励のコーナーを作るのもおもしろいのでは？（70 代、男性）
・情報提供の場を増やすべき（20 代、女性）
・芦屋市民だより等に、わかりやすく報告があればいい（７０代、男性）
・ネットで利用状況を示したり、市民が予約・変更出来るような仕掛けを作ってみては（30 代、男性）
・子どもの運動会以外で、"芦屋市のスポーツ"について考えてもみなかった（60 代、男性）

【その他】(n=12)
・未成年者や障害者の方の為の援助や施設を優先するべき（30 代、男性）
・ジムなど費用の補助をすれば、医療費や介護費の削減に役に立つのでは（60 代、女性）
・国際大会等の招致を出来れば盛り上がるのでは（20 代、男性）
・トライアルメニューがあれば、参加しやすくなるのでは（40 代、女性）
・健康を保つために金がいることを根本的に考えないと未来はない！（50 代、男性）
・健康づくりに「金」はいらない（70 歳以上、男性）
・自治体の活動に参加するなど毎日できるだけ身体を動かすことが必要だと思う（60 歳代女性）
・スポーツジムに行ってみると学生など若い人が非常に少ないので、学生が運動に取り組むように考えてみては
（20 代、男性）
・公立幼稚園を３年保育にすれば、子どもは毎日身体を動かす場所が確保されますし、スポーツ普及の概念には
当てはまると思います（30 代、女性）
・子どものころから何一つできなかったため、自分がやるスポーツについては関心がありません（70 歳以上、
女性）
・健康のためにスポーツをしたくても時間が作れない（40 代、女性）
・若いころはスポーツマンだったが、仕事が忙しく、観戦くらいしか参加できない
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