
 

 ■町内の小中学生及び一般（65歳以下と65歳以上）の方を対象とした「町民スポーツアンケ

ート調査」の中の各記述意見をまとめたものです。 

 

アンケート記述意見一覧（小学生） 

≪長洲町のスポーツ関係についての意見≫ 

・誰がどれだけ使ってもいい、かなり広く、たくさんスポーツが出来るグランドを作ってほしい。 

・サッカーをしているので芝生のグランドを作ってほしい。 

・テニスコートを作ってください。 

・道場が狭いので広い道場を作ってください。 

・バッティングセンターを作ってほしい。 

・ＢＧにバスケットコートを作ってほしい。 

・好きなスポーツを好きなだけしたいので年中無休のスポーツクラブみたいなものを作ってほし

い。 

・公園にバスケットコートを作ってほしい。 

・好きな時にバスケやバレーが出来る場所を作ってほしい。 

・サッカー教室の開催。 

・テニスは風や雨があったりするとできないので、屋内コートを作ってほしい。 

・公民館で卓球が出来るようにしてほしい。 

・ＢＧみたいなのじゃない「うまかな・よかなスタジアム」みたいな本物を作ってほしい。 

・スポーツのコート（テニスコート・体育館）を子どもたちだけで使わせてほしい。 

・小学生も参加できる駅伝大会を作ってほしい。 

・柔らかいバレーボールを使ってしたいです。 

・卓球が好きなので卓球部を作ってください。 

・水泳を一年中したいので温水プールを作ってください。 

・プールに天井をつけて深さを深くしてほしい。 

・武道場に冷暖房システムをつけて欲しい。 

・剣道が好きなので剣道場を作ってください。 

・サッカー場を芝生にしてください。 

・たくさん運動出来る場所を作ってほしい。 

・スケート場を作ってほしい。 

・ダンスが好きなのでダンス教室などをしてほしい。 

・水泳を一年中したいので温水プールを作ってください。 

・部活の種目を増やしてください。 

・バドミントンの大会を開催してほしい。 

・いろんなスポーツをやりたいのでそれが出来る場所を作ってほしいです。 

・水泳をうまくなりたいので教室をしてください。 

・いろんなスポーツが出来る室内運動場を作ってほしい。 

・スポーツ教室に行くためのバスを作ってほしい。 

・自分が好きなスポーツをいつでもやりたい時に気軽にできる場所、施設があるといい。 

・プールが冷たい時や暖かい時があるので調整してほしい。 

・ＢＧでできるスポーツの場所を増やしてほしいです。 

・人工芝のサッカーのグランドを作ってほしい。 

・いろんな場所に野球のグランドを作ってほしい。 
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 ・学校のグランドに照明をつけてください。 
・苦手な人でも簡単にできるスポーツの広場みたいなものを作ってください。 

・長洲中にバドミントン部を作ってください。 

・水泳を年中したいので温水プールを作ってほしい。 

・（芝生で誰でも使える）サッカー場を作ってほしい。 

・（外に）バスケットコートを作ってほしい。 

・テニスを1年中したいので屋根をつけてほしい。 

・(公園に)テニスコートを作ってほしい。 

・色んな人と交流ができるスポーツをしてほしい。 

・長洲町でも陸上を盛んにして、長洲町は速いと言われたい。 

・ＢＧの体育館をきれいにしてください。 

・サッカースタジアムを作ってほしい。 

・誰でも使えて照明付きのグランドを作ってほしい。 

・近くで好きなスポーツを習いたいです。 

・ＢＧのグランドをもっと走りやすくしてほしい。 

・気軽に体験できるスポーツ教室を作ってほしい。 

・何かスポーツでクラブチームをつくってください。 
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アンケート記述意見一覧（中学生） 

≪長洲町のスポーツ関係についての意見≫ 

・バスケットをしたい。 

・外灯をもっと増やしてほしい。もっと町の行事を増やした方が良い。 

・外灯をもっと増やしてほしい。（グラウンドなどに） 

・もっと活気がほしい。 

・今度、中村俊輔と柿谷と斉藤選手に来てほしい。 

・スポーツが苦手な人でも気軽に参加できるスポーツ大会があるといい。 

・部活は楽しんでやるべきだと思う。 

・私はスポーツは苦手なものと得意なものがあります。 

・一つの校区に（六栄なら六栄、腹赤なら腹赤）２つは開催してほしい。 

・ボクシングのトレーニングをしたい。 

・スポーツのレベルが低い。 

・皆ができる芝生のサッカーグラウンドができたらいいなと思います。 

・腹栄中のバドミントン部を応援してください。 

・射的をしたい。 

・もっといろんなものを増やすといい。 

・中学生も水泳大会をしてほしい。陸上ばかりだからつまらない。 

・野球人口が減ってきたから、野球を広めてほしい。 

・腹栄野球部を支援してほしい。野球人口を増やしてほしい。 

・野球部の予算が少なすぎる。バットがほしい。黒土がいい。ボールが少ない。 

・馬術がしたい。 

・バレー部の人数を増やしてほしい。バレーの人気を上げてほしい。 

・専門的なバド教室を開催してほしい。 

・子どものころにＢＧの体育館で年に何回か行っていた子どもと親のスポーツ教室のようなもの

で、トランポリンがすごく思い出に残っています。また、カロリーも多く消費されるそうだし、

楽しいので、ぜひ設置してほしいです。 

・クラブチームが少ないと思う。岱明などはクラブチームがたくさんありいろいろな大きな大会

に出る人がいるといいなと思う。 
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アンケート記述意見一覧（６５歳以下） 

≪児童生徒の体力低下（向上）についての意見≫  

■アイデア 

・以前のように土曜日を半日制にして午後からスポーツ教室として体力アップにつながるように

する。         

・児童専用の体育施設を建てたり、地域主催の大会（スポーツなど）を多くする。 

・土日に身体を動かすアトラクションを催す。レクレーションに付け加えて苦手な体育内容を楽

しみながら参加したい。  

・親と一緒にスポーツを楽しむ機会を多くする。（子供一人ではなかなかスポーツをしないので） 

・運動を無理やりさせると、かえって嫌がる可能性もあるので児童自らが興味を持つような仕組

みを作ると良いように感じる。 

■要望 

・工夫をして体力向上に努めて欲しい。       

・休み時間は外で遊ぶよう指導して頂きたい。 

・スポーツする事の楽しさ、続けることの大切さを知って欲しい。なので、学校や地域などでも

色々な教室・大会があるといい。（低学年や幼児でも参加できる）   

・目標となる存在を増やす。例えば、県大会レベルでベスト8に入った選手まで表彰対象を広げ、

身近にそんな人がいる状況を作って欲しい。子供たちも喜ぶし、本人も嬉しい。 

・子どもと交流しながら体を動かす企画があればいいなと思いました。   

・学校でのクラブ活動の推進。施設の整備による向上策を行ってはどうか。  

・楽しんでできる事（スポーツ）を自分で選べる環境を学校以外でも作ってあげるといい。 

・国任せではなく、地方行政が率先してスポーツの楽しさを子どもたちに伝えることができるよ

うに指導者などを育てて欲しい。     

■感想・意見 

・子どもたちの将来が心配です。 

・ゲームなどの時間を親がきちんと決めて、外での運動をさせる。    

・大人に合わせた生活習慣の為に心身のバランスが不安定で、体力の低下に影響していると思う。 

・体づくりよりも勉学に力を入れていることが多いように思う。    

・各家庭の取り組みには限界がある為、学校教育に期待したい。       

・学校、クラスで生徒の人数が減っているので部活での練習が面白くないのもあるかも。（サッ

カーや野球など集団でできるスポーツ）体育の授業でダンス（？）の必修があるように、子供

たちのやりたいスポーツと大人たちがさせたいスポーツに差があるのでは？     

・学業とのバランスもあり、家庭方針が第一。身体を動かす事が楽しいことだと認識させる機会

を与えると効果的。保護者の意欲改善が必要。     

・公園で遊ぶように環境づくりをし、指導していけば自然と体力はついてくると思う。外で体を

動かして遊ぶのが一番！       

・幼少期からのゲームやＰＣの利用の制限（特に時間を１日１時間などと決める生活習慣） 

・私が小さかった頃に比べて公園など、子どもが遊ぶ場所が少なくなっているし、ゲームの普及

で外で遊ぶという事がなくなってしまったと思う。 

・お金を与えるだけで行動がチェックできていない親が悪い。それではゲーム等の室内での遊び

となり、外で遊ぶ友人もいない。       

・スポーツとなると指導者やメンバー、道具等が必要となり簡単にはできなくなります。公園等

に登り棒・ジャングルジム・うんてい等を置き、小さい時から体を動かすことを好きにさせる

方が先ではないのでしょうか。 
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 ・スポーツに関する情報が少ないと思う。色んなスポーツを知ることで少しでも関心を持ち、自
分に合ったスポーツに出会えれば、運動をする人たちが増えると思う。スポーツをするきっか

け作りも大切だと思う。      

・子どもが自分から進んで楽しみながら行わないと意味がないので、強制にならないように注意

すべきだと思います。        

・英才教育も必要だと思う。        

・時代の流れなので仕方がないと思う。       

・幼少の頃から親が一緒に外で遊ぶなど、もっと体を動かす活動をすればよかったと後悔してお

ります。よって自然と体を動かすことを親も一緒にやっていけば良いと思います。  

・まずは、ラジオ体操などストレッチで遊んで、できる事からはじめて楽しさを伝える事が一番

だと思う。今の時代だから運動は必要で、インフルエンザやノロウィルスなどの予防にもなり

ます。      

・親の意識が希薄だと思う。        

・体力測定で子どもの運動不足を目の当たりにした。遊びは汗びっしょりになってもずーっと遊

んでいられるのに、腹筋・腕立て・前屈などはまるでダメで、基礎体力をつけた方が良いと思

う。握る・摑まる・踏ん張る・引っ張る・押す・持ち上げる等。  

・今の子供たちはスタイルは良いが少しやせ過ぎのように感じる。もう少し、いっぱい食べ、身

につくようにした方がいいと思います。     

・夏の暑い日、冬の寒い日、外でしっかり運動をさせた方が良い。   

・とても重要な問題だと思うので力を入れて欲しい。     

・小さい頃から外で遊ばせたり、散歩をすると外が大好きになると思います。親の意識改革が必

要だと思います。        

・自然の中で、遊ぶことが出来たら楽しいかと思います。     

・10歳くらいまでの間に自然の中で思いっきり遊べていないからではないだろうか。 

・スポーツと触れ合う機会が少ない。保護者の意識が低く、関心が見られない。  

・子どもたちの数が減ってしまい部活動も人数が少なく活動していても子どもたちも楽しくない

のだと思う。長洲・腹栄中が合同でできればいいのでは？  

≪スポーツ施設についての意見≫       

■アイデア 

・各施設での年間使用表などあったら試合が組み込みやすい。町内学校対抗リレーを町プールで

やったら良いと思う。 

・初心者の為のいろんな教室を開き、手頃な料金で利用しやすい時間帯で行う。 

■要望 

・「広報ながす」による紹介を広めて欲しい。スポーツ施設の駐車場の拡大。バリアフリー化。

スポーツ施設までの金魚タクシーの割引無料化。     

・金鯉にもっとスポーツ用具の充実を。施設を借りる際の手続きが少し分かりづらい。  

・利用時間帯をもっと長くしてもらえると、仕事が終わってから利用できるが、閉館時間が早い

ため利用できません。       

・ソフト球場、筋トレができる施設を作って欲しい。 

・機能向上に努めて欲しい。 

・体育館を充実してほしい。バスケットコートが2面とれる大きさの会場が欲しい。  

・仕事が終わってからプール等を利用しているが、もう少し遅くまで利用したい。  

・古くなった建物をリニューアルして欲しい。植木町のかがやき館のような施設を希望。 

・ジムの用具を増やして欲しい。        

・学校のＰＴＡ活動で利用できるよう、カヌー道具のレンタルや指導者の手配を整えて欲しい。 
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 ・学校の体育館で夜間に行っているビーチバレーはチームだったり特定の地域だったりして気軽
に参加できないので気軽に参加できる場が欲しい。（お金がかかってもいいのでレジャー的に

スポーツを楽しめる施設があればよい） 

・設備をもう少し充実してほしい。 

・腹赤小体育館をビーチボールバレーで利用しています。ネットを張るポールがさびて滑車が壊

れネットが張りにくい。ポールを新しいものにして欲しい。    

・フットサル場を作って欲しい。 

・小中学校を利用できるという情報も知らず、情報を分かりやすく提供して欲しい。 

・小中学校の施設を使う時の手続き方法を知っている人は少ないのでは？子供会で使う時も、役

員以外は知らない人がほとんどです。体育館の鍵を借りに行ったり、返却したりと面倒です。

もっと使いやすいように改善を望みます。 

・温水プールのシャワーを増やしてほしい。      

・どのような施設があるのか定期的に広報などを通じて町民に周知させて欲しい。  

■感想・意見 

・施設については特に問題ないと思います。スポーツを活性化させたいと考えられているならば、

ハード面の問題ではないと感じます。 

・ＢＧのランニングコースの一部に凹凸している箇所があり、膝を痛めたことがあります。 

・トレーニングルームのルームランナーが2台しかないのに1台は壊れていたため使えなかった。

係の人は、「前から壊れているんだよねぇ。」と言うだけ。設備管理ができていないのは何故で

すか？ 

・スポーツ施設の情報が少ないので誰でも気軽に利用できるような情報提供や宣伝の強化。安全

にだれでも利用しやすい環境や雰囲気づくり。     

・各校区に施設があればよい。   

・子どもの利用を多くするため、使用料の見直しや無料の日など色々な工夫が必要。 

・週に１日だけでも遅くまで開いていると、それに合わせて仕事を調整できるのでやって欲しい。

継続したいけど、自己流でやると三日坊主になるので、毎週やったら運動不足も解消できる。 

・長洲町のスポーツ施設の場所、料金、使用方法などが分からず、利用したくても利用できない。

広報等で詳しく案内して欲しい。もっと気軽に自由に行けるようになればいいと思う。 

・腹赤小の体育館はトイレが施設の外にある為、夜の利用（特に子どもたち）が困ります。

  

≪高齢者や障がい者の方々のスポーツについての意見≫    

■アイデア 

・父が視力障がい者で毎年、卓球大会をやっていたのですが色々な施設を利用させるより、決ま

った場所で慣れていった方が自分たちなりに楽しめるので、１カ所に充実した施設を作って欲

しい。  

・高齢者や障がい者の方が利用されているような施設等との連携を図るなどの工夫。 

・運動能力に応じてどんなスポーツがあるか種目をあげたら分かり易い。 

・ＩＴＣ等を利用した、自宅でも運動や健康体操が行えるような環境が整備されるといいと思い

ます。 

■要望 

・町民体育祭で障がいのある方と一緒に楽しめる競技を入れて欲しい。 

・子供のころから高齢者や障がいのある方との触れ合いの場をつくったり、高齢者や障がいのあ

る方が日常どんな不便があり、過ごしているのかなど情報を知る機会があるといい。 

・広報やＨＰで告知して企画を行うより、最初は人数が少なくても続けていって（もちろん、予

算の低い企画を）参加した人が「楽しかった。次も参加したい」「次は○○さんも連れてくる」

といった活動をした方がいいと思う。 

104



 ■感想・意見 
・高齢者や障がい者の意見を取り入れてやりたいことをやらせる。押し付けるのではなく。 

・スポーツへの意欲・関心がどれくらいあるものか分かりませんが、スポーツのイベントや施設 

を充実させたとしても、参加・利用する人が増えるようには思えません。大変ですが、一人ひ

とりへの呼びかけ対応が必要だと思います。    

・日々の習慣で行動する場合が多く、そこにスポーツをする選択肢が入っていなければ始める事

はないと思います。体力向上、健康増進のテーマは本人が必要性、可能性を認知しないと習慣

を変えることが出来ないと思います。 

・送迎が大変なので近くで何かがあったとしても（大会や教室）行けない。送迎があったとして

も付き添いにかなりの時間が取られるならば行けない。    

・競技人口が長洲町だけだとどうしても少なく、他市町村との連携が必要だと思う。  

・高齢者も仲間をつくることが大事だと思います。      

・私は 62歳でそんなに高齢ではありませんが、足腰を痛めその後、あまり無理はできなくなり

ました。高校時代はスポーツをしていましたが…。少しづつでも軽い運動はしたいと思います

が…。 

・年齢やハンディなどの問題を抱えながら色んなスポーツで喜びを感じているところに共感した。 

・一層力を入れてください。 

・長洲町は高齢者が多く、家に閉じこもっておられる方が多くいらっしゃいます。介護を予防す

る為の地域サポート体制を強化していかないと厳しいと思います。障がい者の方には、住むこ

と自体が厳しい町です。みんなで勉強し体制を整えないと厳しい状況にあると思います。 

・配慮とか体制ではなく、障がい者自身の意識がどうなんだろうか？スポーツをしたいと思って

いるのか、度合いによってはできない人もいるでしょう。    

・特別に考える必要はないと思う。ただ温かい思いやりの心さえあれば、楽しく遊べるスポーツ

であれば何でも良いと思う。 

≪長洲町のスポーツ振興についての意見≫     

■アイデア 

・長洲町で毎年、全国大会を開催できれば良い。（種目は何でもいいので） 

・地域や年齢などの問題をなしく幅広い活動をして、より多くの人々が参加できるような活動に

したら良いと思う。        

・施設が古いので新しくする。長洲町以外の所から長洲でスポーツをしたいと思ってもらえるよ

うに施設を充実させ、他の市等とも交流するべきだと思う。他の所から人が集まれば皆が切磋

琢磨し、自ずと色んなことが良くなると思う。    

・町内体育祭では、中学生たちの応援合戦（各学校の体育祭で行った）の披露をしたらどうでし

ょう。 

・他県の総合型スポーツクラブを参考にしてはどうですか？学校指導者ですが、部活動をやって

30年になります。町の体育設備の不安があります。イベントの開催（九州大会、全国大会レ

ベルの大会）の実施。 

・仕事をしていると昼間のスポーツクラブ等参加する事が出来ないので夜間のクラブ等の数が増

加すればと思います。テニスコートはあまり空いている事がなく使用できないように思います。 

・オリンピックにある種目、例えば陸上100ｍ等で町内に住む幼児から高齢者までの記録会を開

き、ランキングを年齢別に公表し、表彰する。 

■要望 

・ベリーダンスやフラダンス教室、歌を聴きながらのウォーキング等を開催してほしい。にこに

こスポーツのサッカーは、試合も年に１度でダラダラしていたので在り方を考えて欲しい。 
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・長洲に引っ越してきたのですが、野球（ソフトボール）を大人がする場がないと思いました。

主人がしたいといったのですが、参加できる所がなく悩んでいます。以前いた所ではチームが

在った為、今、身体を動かせないことがきつそうです。よければ作って欲しいと思いました。 

・登山、ウォーキングをしています。長洲町にも登山教室やウォーキング教室を開催希望します。 

・まずは出来る所からで良いと思います。町民運動会も内容を見直してみては？（内容がマンネ

リ化していると思います）子供会の運動会も、子どもが減少しているので内容を見直しては？

リレーだけが盛り上がるので。春と秋の運動会に世代間交流の場は取り入れやすいと思います。

障害走やグランドゴルフの項目を一緒に行ったが、取り掛かり易いかもしれないですね。 

・町の財政が厳しい中でのスポーツ施設の拡充は難しい。今後は、各世代が気軽に参加できる各

種スポーツの発掘、普及をお願いしたい。 

・仕事後に女性が気軽に参加できるようなスポーツ教室を取り入れて欲しい。玉名市ではエアロ

ビクスやボクササイズ、ヨガ、太極拳などの教室が無料で参加できるようになっている。仕事

後の時間が楽しいものになるよう、また、そのような教室を通して異職業の方との交流もでき

ると思う。 

・無料ヨガ教室を開催してほしい。      

・せっかくの温水プールなので、町内のクラブチームを作って欲しい。（他の町からのクラブチ

ームが練習されているので。）腹栄中も立派な柔道場があるので、是非いい指導者を入れて盛

り上げて下さい。        

・現在プールを利用していますが、年間パスポートがあればいいのですが。（冬の間は割安で利

用できれば利用者が増えるのでは？） 

・新しいスポーツを取り入れて欲しい（ダンス、バランスボールなど）。   

・指導者の養成（大人向け：40過ぎてから年下にガミガミ言われたくない）  

・世代間交流にもっと重点を置いてほしい。 

・スポーツクラブ等の種類・利用時間等の拡大と広報活動を増やし、参加しやすくして欲しい。 

・長洲にこにこクラブの種類を増やして欲しい。中学校でも男子バスケットボール部を作ってほ

しい。         

・ＢＧでウォーキングやジョギングをするのに暗い時がある。遊歩道もあるが、外灯をもっと整

備すべきである。 

・設備の充実、ジム等の指導者を置いてほしい。      

・体力維持向上、気分転換、コミュニケーションの充実に重点をおいて欲しい。  

・高齢者の方々と保育園など一緒に交流を図ると、高齢者の生きがいを作るのではないでしょう

か。元気な高齢者の方にはボランティアとして、公共の場などで運営・支援をたずさわって頂

くのもいいのかもしれません。 

・学校のむくの木クラブのように体力づくりの放課後クラブを開設してほしい。何かの大会を催

すのではなく、基礎体力がつくようなプログラムで体づくりを主にやって頂けると助かります。

ゲームのし過ぎで肩こりの子供も見受けられ、体を動かす面白さ・気持ち良さを知って欲しい。 

・各スポーツ大会（地区・県）を長洲で実施できるように町民を含めなるべく多くの人達にスポ

ーツの良さを実感してもらえる場を作ってはどうでしょう。    

・ＢＧ体育館でフットサルをできるようにしてほしい。     

・スポーツボランティアの地位・支援を強化させてほしい。また、長洲にこにこクラブでの活動

は児童を指導するに当たり、親のエゴが出て指導しにくいという意見があります。もう少し、

両者円滑にできないものでしょうか。 

・初心者でも参加しやすいような体制を整え、施設を利用しやすいよう情報量を増やして欲しい。

保育園や学校にもスポーツの設備、道具が充実していると指導しやすいし、子供たちの興味関

心を広げられると思う。       
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 ・子ども達のために色々な行事や大会を企画してください。もっと人が集まるような行事（スポ
ーツ大会）を企画・誘致する。       

・国際大会が出来るようなスタジアムの建設！      

・指導者の養成（自己中心的な指導スタイルが目立つ）を強化。総合型地域スポーツとあるが、

年齢指定競技が多いので、誰もがいつでも参加できるようなクラブ作りをして欲しい。 

・施設利用にあたり、中途半端な利用（例えば、20:30まで）は、結局次の者の利用が、１時間

半となり、2時間分の料金を払うか、１時間しか利用できないのであきらめるといった選択に

なっている。これが施設利用の減につながっていると聞いた。予約も、他の人の利用に影響が

ないように努めていただきたい。 

■感想・意見 

・今後もスポーツ振興へ力を入れて欲しい。 

・町民の健康が促進されますように。 

・若い人の意見を取り入れて、失敗を恐れずにいろんな企画をやらせてみる。その中で良いもの

を続けていけばいいのではないかと思う。 

・国民年金の為、スポーツをするお金もなく、スポーツ施設を沢山つくられても人材費、管理費

にかかると思います。現在、町県民税の高さに大変困っております。  

・長洲町はスポーツ振興に力を入れていることが伝わる。継続してほしい。きっといつか参加し

たいと思う時が来ると思うので。 

・仕事や休みの合間に自由にできる運動を自分で行っているので時間や休みが制限される他の人

達と行うスポーツにはあまり興味がありません。でも、高齢者の方々が楽しめる場があるのは

よいと思います。頑張って下さい。     

・今の段階において、全く町内外に限らず施設を利用していません。主人はソフトをしていてＢ

Ｇなど使わせてもらっています。無作為に抽出されるのも賛成ですが、スポーツ活動などに対

しては現在使用されている方の意見も聞かれた方が、より町のための貴重な意見や考え方が得

られると思う。       

・何故、スポーツ振興を目指されているのかよく分かりませんが、高齢者、障がい者の方々から

の要望等が強いのであれば、是非、環境づくりをして頂きたいと思います。また、子供たちの

健全育成という観点での活性化は賛成ですが、国民体育大会への選手育成という観点であれば

必要ないと考えます。 

・子どもから大人まで老若男女が一緒に楽しめるようなスポーツ活動が普及していけば、これか

ら更に到来するであろう「高齢化社会」に向けて、弾みがつくのではないかと思います。 

・このアンケート調査票の結果、これからの目標などの公表を町広報で行い、アンケートをした

人もしてない人も町のスポーツ振興について関心を持ってもらい、町民のスポーツ人口が増え

れば今よりももっと活気のあるまちになると思う。  

・運動や健康に興味がある人から健康や体力維持増進のための運動の必要性を専門的に指導して

いき、その人が健康になれば周りにも良い影響を及ぼすと思います。   

・有名な方の招致だけではなく、色々な教室があるといいなと思います。それと、小中学校の部

活動の連携を強化して欲しいです。中学校にある部活動が小学校にはないと、なかなかスムー

ズに部活動が始められにくいと聞きます。小さいころから続けられる体制をとっていただける

と親としては、子供たちにさせやすいです。 

・ヨガ教室を教えています。福岡から長洲に嫁いで１年半。車移動が主流の為か、会社帰りに運

動施設に立ち寄るなどという事がない為、運動をしている 20代から高齢者がとても少ない事

に驚いています。現在、福岡・大牟田・荒尾にてレッスンをしていますが、健やかな心と体の

育成の為、ますます心を込めてレッスンをし、運動する心地よさを伝えていきたいと思います。

まずは、どこでどのようなスポーツが開催されているか、分かると足を運びやすいです。 

・他市町に比べて施設は充実していると思います。      
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 ・室内でのスポーツ大会を開催する時に観客席が体育館にない。 
・南関町のスポーツ振興は発展していると思う。情報交換を密にして長洲も発展して欲しいです。 

・Ｂ＆Ｇが指定管理業者になってから行きづらくなった。あまりにも収益にこだわっているので

はないでしょうか？      

・スポーツに関心がない人はどうしたらいいのでしょう？     

・マイナースポーツと呼ばれているスポーツで、あまりコストのかからないスポーツがあったり

します。やはり、子供や高齢者には長く続けられたり、運動の習慣を身に付けるような運動を

企画していった方が良いのではないかと思います。なので、そういった低コストのスポーツを

中心に振興させるのも良いのではないでしょうか。 

・私の体の状態の為、あまりお役にたてなかったかもしれません。スポーツをどんどんできれば

もっと幅が広がり良いと思います。 

・以前に１度、にこにこクラブにバドミントンについて問い合わせた時に「人数が集まらないの

で今はお休みしている」と聞きました。少なくても活動があっていることが大切だと思います。

したいと思った人が出来ないと残念ですので。    

・和水町は、スポーツ町として名高い。町民のスポーツにかける熱意と後押しの意識が高い。町

予算もスポーツ施設・学校施設に割合を高くかけていると聞く。長洲町は、学校教育や社会体

育への予算が少ない。残念である。また、地元出身の高校生、大学生の活躍の情報収集を更に

徹底して欲しい。そうしないとスポーツ長洲にならない。 
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アンケート記述意見一覧（６５歳以上） 

≪児童生徒の体力低下（向上）についての意見≫ 

■アイデア 

・小中学校で、必ず何かのスポーツ部を設けて加入を奨励、又は義務化しては？ 

・遊休地を町で買い上げ子どもが自由に遊べるような所が、長洲校区は余計に必要ではないだろ

うか。 

・各校区の道路、河川の美化に努める。公共の場を美しくする心を育てれば、自らの心・体を大

切にする。 

■要望 

・学校で部活動等での体力向上を望みます。 

・外での活動に面白さを子どもたちに感じられるように指導者の育成に力を入れ、どんどん身体

を動かすようになると体力向上ができるのではないか。 

■感想・意見 

・日常生活で、なるべく野外で遊ぶ習慣を身につけたい。 

・室内での遊びが多いので、外での遊びを多く取り上げる事。親が子供にもっと指導をする事。 

・学校も町もそれなりの体力向上には力を入れていると思います。後は子どもたちの遊びがゲー

ム等で家の中での楽しみに変わってきている分、外での遊びを考えることではないでしょうか。 

・長洲町には各地域で自然と遊ぶ場所が少ないと思う。もう少し子供が遊べる場所を作るべきだ

と思う。 道路幅は狭いし、車は多いのでのびのびと飛び跳ねられるような安心安全な場所を

造ると自然と体力が着いてくると思います。 

・進学第一の考えがあるので、いろんなスポーツをやれるようにならないといけないと思う。 

・ゲーム機等の進化に伴い室内に入る機会も多くなった為、屋外で過ごすことが少なくなって体

を動かすことが少なくなった。 

・子どもたちの体力向上に必要なことを若い母親へ指導する。例えば子どもと共に遊ぶ、遊ぶ楽

しさ（戸外）を教えてやる。子どもが遊びの楽しさを知ると自然と体を動かすことをすると思

います。 

・家の外で子ども同士で体を動かす遊び（缶けり、縄跳び、鬼ごっこなど)を多くしてほしい。 

・ゲームに夢中になり外に出る機会が少なくなり、親も家の中でおとなしくゲームをしていた方

が安心なため外に出なくなったと思います。 

・ゲーム機・携帯電話等を与えすぎる。 

・少しぐらい痛い目に合うリスクは、保護者も子どもの成長を思うぐらいがよいのでは。 

・親が子どもを振り回すような生活をなくし、計画を立てた生活をする。部活動をするためにお

金が必要になるのも考えものですね（金が要るから共働きをしなくてはいけない＝睡眠不足、

生活の乱れになる）体力向上には睡眠がとても大事だと思います。 

・最近の子どもは外で遊んだり、野山を駆け回る子どもがいないのでさびしく感じる。ゲーム遊

びに夢中なのも気になる。 

≪スポーツ施設についての意見≫       

■要望 

・専門の方が施設に常駐して、指導・手続が簡単になれば良いと思う。 

・旧長洲町には、集会場（公民館）が少なく、集まる場所が少ないので空き家等を借りることが

できたら高齢者でも歩いて行けると思います。高齢者には学校や施設までは遠くて行くことが

不可能に思います。 

・器具の整備をしてほしい。壊れて使えないものがあり修理又は交換してほしい。 

・町営グラウンドに放送設備を設置しては？ 
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 ・ウォーキングについて、例えば町道に100ｍ毎の表示をするなど。 
■感想・意見 

・施設がそばにあると見学もでき、できそうなものは参加できるが、広報ながすやチラシで配布

されてもなかなか行動に移せません。 

・申込方法や人数・時間（何時～何時まで）とか料金？ 

・館内での飲食の禁止を徹底してほしい。 

・高台にあり長洲町が一望できるような場所にあり、スポーツした後家族でゆっくりできるよう

な場所が欲しい。 

・長洲小学校の運動場での散歩利用ができないか（30分くらい）と思っている。時間帯は特に

希望しない。 

・町が運営していた時よりもグランドゴルフやビーチバレーの参加費が高くなった。レクレーシ

ョンダンス一か月3,000円、一回参加すれば500円は高い。ストレッチ体操も同じです。岱明

町は無料です。（施設料も無料です） 

≪長洲町のスポーツ振興についての意見≫ 

■アイデア 

・毎年 10月に行われる「体育祭」を「体育大会」に改めて、年齢別とかの記録会を盛り込み、

スポーツの振興を図ってほしいと思う。いつも感じるのは消防団の操法競技は私はあまり良い

とは思わない。 

・海洋スポーツの活性化。現行設備で学生合宿への誘いをしてはどうか。 

■要望 

・お金を沢山使ってまずは指導者育成に力を入れてほしいと思う。 

・住民全般がいろんなスポーツに触れることができるようにしてほしい。 

・今後高齢者の増加が予想されるので寝たきりにならない予防策をお願いしたい。 

・スポーツをと言われてもこの年齢になるとみんなでワイワイガヤガヤと楽しくできる、誰もが

出来る運動がうれしいですね。上から目線でなく、肥後弁丸出しのような指導者を育ててほし

いと思います。 

■感想・意見 

・スポーツのいろいろな種目があったらよいと思う。 

・日常高齢者の情報しか関わらないけど、青少年のことが大切だと感じました。 

・年代に応じて今までも参加させていただき、本当に良い時間をいただいたと思っております。

今、高齢者になり継続できていますのも、町の皆さんのお陰です。ありがとうございます。い

ろんな活動の場を活用しながらも楽しくスポーツに参加したいと思っています。 

・年齢的に良く解りません。 

・本町はスポーツ振興においては、それなりに力を入れてあり、小中・地域・高齢者に対して努

力されていると思います。環境も十分です。後は町民の方々が利用するか否かですので、この

まま振興策を続けていただければ良いのでは。 

・もっと住民のスポーツに対する意見要望を求めて、多くのスポーツで若者を中心とした町づく

りを長洲町は目指すべきである。 

・運動、スポーツと言うと大会での目的が大きいと感じます。高齢化で町民体育祭や老人会運動

会に参加できない方々が多くなりました。長洲町で介護予防拠点として 20数か所の施設が整

備され集会活動が活発になると期待しましたがどの施設も閉ざされています。こんな近くの施

設にも集まることが出来ない状態では運動やスポーツのアンケートでもないと思います。この

施設を利用した運動やスポーツが必要です。アンケートに答えながら感じたことは、地域福祉

で世話をしている者として全体的なスポーツ大会に参加できる時間はないくらい大変ですよ。 

・若年齢の方々の為に特に力を入れることが大切でしょう。高齢者には、健康教室等で楽しませ

て頂いています。 
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 ・身近にスポーツの有名人がいると目標とする子どもたちが増え、町としてスポーツのレベルア
ップに繋がると思います。 

・スポーツ振興関係者（生涯学習課社会体育係）に感謝します。 

・当方 77歳運動オンチで、すべての運動をあきらめていますが、せめて早朝ウォーキングだけ

は続けたいと思っています。研修センターで毎月１回筋力体操や脳トレ等楽しくさせて頂いて

います。 

・以前、スポーツクラブに参加したことがありますが、職員や関係者の態度が悪く、クラブの古

かぶ連中に何しに来たというような感じで二度と行く気がしませんでした。長洲町の閉鎖的な

環境ではこのようなアンケートをとり参考にされても実現することはなかなか大変だと思い

ます。頑張ってください。 

・老いてから分かった事は、幼稚園児の頃から習い事をした人にはかなわないということ。以前

サッカーの試合を見に行った時、早くから習っている子供が一人、ボールを蹴って誰にも取ら

れずゴールをしてしまいました。それを見て運動はなるべく早くから習った方が良いというこ

とが分かりました。 

・グランドゴルフ参加料は以前1,000円でしたが、ニコニコに移行後は3,000円となったが内容

は以前と変わらないようです。 
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