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とても満足 満足 普通 やや不満 とても不満 不参加 計
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21 40 54 7 2 3 127
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26 56 36 5 0 4 127

とても満足 満足 普通 やや不満 とても不満 不参加 計

18 45 32 11 0 21 127

とても満足 満足 普通 やや不満 とても不満 不参加 計

15 56 44 6 0 6 127

とても満足 満足 普通 やや不満 とても不満 不参加 計

15 21 17 6 3 65 127

①基調講演について

②シンポジウムについて

　　Ⅴ）吉川紀代司氏「スポーツをきっかけとしたMICEの推進」

　　Ⅵ）岡星竜美氏　「スポーツイベント企画」

　　Ⅶ）福田浩士氏　「ARスポーツの可能性－先進技術をスポーツへ－」

③レセプションパーティー（懇親会）について

④企業・団体ブースについて

⑤オプショナルツアーについて

　　鈴木大地 氏「スポーツクラブが創る地域共生社会」

　　Ⅰ）町田誠　氏　「スポーツを支える公園のあり方」

　　Ⅱ）原田宗彦氏　「スポーツツーリズム」

　　Ⅲ）荒尾裕子氏　「健康経営×スポーツクラブ」

　　Ⅳ）白石弥生子氏「ユニバーサルスポーツ」
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⑥その他（自由記入欄）

有意義な会議開催に向け、関係各位のご尽力に感謝いたします。これまでとは違い、とてもスタイリッシュに感じました。

・各シンポジウムの時間が20分というのは短い印象がありました。もう少し時間を取って聞きたい内容もありました。 

・2日目のシンポの時ですが、後ろで同時に企業ブース出展も実施されており少し騒々しかったです。

 シンポの会場とブース出展会場は分ける、もしくは時間をずらすなどした方がよいのではないでしょうか。 

・大会の運営大変お疲れ様でございました！準備等大変だったことと思います。是非途切れることなく継続的に続けていってほしいです。

アクセスの良い東京にも関わらず参加人数が少なかったのは残念です。 

今回のシンポジウムの内容と総合型クラブとの関わりが見えづらかったのも一要因ではないかと思いますので、

次回以降のプログラムではもう少し工夫が必要と思いました。

ただ、年に一度の大同窓会と思って参加していますので、次回も楽しみにしています！

二日目のシンポジウムがブースのザワザワ感（特にエアロビか何かの音楽）が耳障りで気になって集中できなかった。

シンポジウムの間はブースを閉鎖すべきでした。講師に対しても失礼です。

＊もっと講師の方々、参加者とテーマについての座談会、トークセッションなどがあったらそれぞれ具体的な地域課題、解決策などがでたかもしれない。

  質疑応答などの時間は設けた方がよいと思いました。

＊レセプションは、もう少しエンターテイメント性があってよい。確かに人が集まっての交流会としての機能もあるが、

 エンタメ要素も入れようとはしていたので、その試みが幾分中途半端感が否めない印象

新国立競技場は、中に入れると思って参加したにもかかわらず、外１箇所から観るに留まったので残念。

また、１日目のアプリコ～PiOに移動してからレセプションパーティまでの時間、２日目の講演が終わってから閉会式までの時間、

かなり間があったので、いくつか講演時間を延ばしてもらったほうが良かった。

講演された方々はどれも素晴らしい方々でとても興味深く聞かせていただきましたが、時間が２０分と短かったので、

どの方ももう少し持ち時間があるとさらに良かったなと思いました。先生方の講演時間が短いのに（講師本人も短いと感じているのに）、

全体的な日程に間があるというのが少し残念です。全体的な議論の場があるともっとよかったと思います。二日目が当初予定より早く終わってしまったので、

オプショナルツアーまでの時間が中途半端に空いてしまい、結果的に現地での待ちぼうけという形になりました…。

資料の配布がなかったのは、主催者の取組として新たな取組となったと思いますので、個人的にはよかったと感じています。

フリーwifiがきちんと整備されているところはさすが東京だなと感じました。 

今年は大田区蒲田という個人的には、なかなか行かないエリアでの開催でしたので、新しい街を知ることができ、六本木の4分の1の金額で楽しむことができました。

オプショナルツアーのクルージングに参加しましたが、クルージング自体はとてもよかったと思います。

特に屋上にも解説の方がいて、オリンピックの会場だけでなく、東京の街についてもいろいろと教えていただけたのは、勉強になりました。

予想外に寒かったですが、灼熱の天気や雨ではなかっただけ助かりました。

貴重な講演ありがとうございました。参加の申し込みがギリギリだったにもかかわらず勉強できてすごく満足しています。学割も嬉しかったです。でもちょっと高いです、、。

シンポジウム時間が少しなかったと思う。

小池都知事や鈴木長官が出席され、スポーツ界において総合型クラブも重視されているんだと心から感じることができた。

特に鈴木長官の基調講演にて、総合型クラブについて知識もしっかりとつけておられ、熱意を感じることができた。

シンポジウムについて、講師の方のお話しだけで終わってしまうのがもったいなかった。

豪華な講師陣で、とても学ぶことは多かったが、聞くだけなら動画や本、事前配布の資料で充分だった。時間や内容的に質疑応答は難しいことは重々承知だが、

司会者から的確な質問をしたり、今回はwebとの連動がとても良い会だったため、リアルタイムでsnsやメールで会場参加者から質問をし、

司会者がその中からピックアップして質問する or 講師が深掘りできそうな質問を選んで答えるなど、できるとより楽しめて、会場に足を運ぶ理由になる。

ARスポーツについて、会場で体験ができないのが残念だった。聞くだけではわからないことが多かったため、会場からその足で渋谷の店舗へ向かい、hadoを体験した。

私たちがプレイしていると、もうひと組全国クラブ会議の参加グループが来店してきた。

全体として、とても満足度の高い会議でした。参加者が少ないのは、それだけ体力があるクラブが少ないということだと感じました。

体力がないクラブとも繋がれる仕組み作り。例えばシンポジウムの動画公開や、内容をまとめた資料公開などできると、

全国クラブ会議の開催意義がより強まると思いました。

実行委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。楽しく、深い学びとなりました。ありがとうございました。　中原元気クラブ 鈴木

・シンポジウムはもう少し時間を与えて話を聞きたかった。 

・2日目のシンポジウムは時間があったので、長めの方が良かった。もしくは質問の時間を取るとか。

・空き時間が無駄に感じました。もう少し工夫がほしかった。

・東京の地元のクラブ紹介を2～3入れても良かったのではと思います。

オプショナルツアーは、行く場所を記載した時間表があると良いです。

いきわたりバッタりのように見えました。計画をして実行していただけると良かったと思います。
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⑥その他（自由記入欄）

まずは開催に尽力いただいた皆様にはこのような機会を与えていただき、感謝を申し上げたい。お疲れ様でした。反省点として次回に活かしていただきたく、

辛口かもしれませんが以下の通りお伝えします。初めての参加であったが、講演・シンポジウムでは１名３０分はあった方が良いかと感じた。

時間を気にするあまりに早口で進み、物事を理解する前に次に進んでしまい、貴重な話がもったいなかった。また、レセプションパーティーではゲストがいらっしゃったが、

懇親会が始まる前に紹介、話でも良かったと思う。懇親会は始まってしまうとそれぞれが話に夢中になるため、途中で話を切るわけにもいかず、

ゲストの皆様に不快な印象を与えたのではないかと思う。更に、２日目のシンポジウムの後、閉会時間まで空き時間が１時間以上あったことは、

それが必要であったか疑問である。名刺交換や協議会事に話をする時間として見込んでいたのであれば、閉会式が終わってからでも良かったのではないかと感じる。

最後にその他の部分ですが、当日配布の次第にレセプションパーティー等の一部の時間記載がなかったため不便であった。

HPで見ることはできたものの、次第を配布する以上は各タイムスケジュールの時間表記があっても良いと感じた。

また、荷物を預けるところをクロークと言うのが知らなかったので（荷物お預かり）というように英語が分からない人、

特に高齢の方にも配慮した伝え方を検討いただければと思う。以上、運営お疲れ様でした。

大変貴重な内容とお時間をいただき、ありがとうございました。このような組み合わせや取組を、地方でもサテライト的に実施し、

総合型スポーツクラブが一丸となり、人づくり、まちづくりで日本が元気で100年先を見据えてスポーツ活動につながればと感じました。お疲れさまでした。

必須となっているので、参加してないテーマにも内容は分かりませんが、入力してあります。

ここ数年全国会議に参加させて頂いておりますが、今後のスポーツ運営×経営等に参考になる内容として勉強する事ができました。

また、出展ブースにおいても様々な団体から情報収集する事ができ参考になりました。ありがとうございました。

一昨年度から参加させていただき毎回とても有意義な講義並びに懇談会に参加させていただきありがたいと思います。

しかし、残念ながら毎年参加クラブ並びに出席者数の減少が顕著に出てきているように思えます。

総合型地域スポーツクラブの定義やあり方等について再確認しながら実施できたらと思います。

現在、スポーツ庁並びに各自治体で課題となっている事項をグループワーク等で実施して参加者主体型の主要スタッフだけでなく現場や若者などの

新入職員等も参加して意義ある会議であるといいと思います。

一クラブのスタッフとして参加しこのような私見を述べさせていただき大変恐縮ではございますが、

今後益々総合型地域スポーツクラブに対しての質等を問われてくると思いますのでぜひご一考いただければ幸いです。

これから益々のご盛会を祈念しております。

今回、知っているつもりのことを再確認でき、分野も広範囲にカバーされていて、有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。

真剣に講習を受講したかったが、周囲が同窓会のような雰囲気で騒がしく、せっかくの良い話しが台無しになったと思う。

皆さん、久しぶりに会ったのは理解できるが、場をわきまえてほしい。一部の参加者ですけど、本当に自クラブ・他クラブの事を考えて、参加したのか不思議に思う…

交流の場として、良い大会だった。参加者に県、市町村職員やスポーツ推進委員の方の出席が、いたらもっと良かったとおもう。

聞きたかったシンポジウムの持ち時間が短すぎて残念でした。

今回、東京開催ということで楽しみに参加させていただきました。シンポジウムについては、東京まで来て聞く内容か？と一部思うところもありました。

また、シンポジウムを１日目に詰め込みすぎで、２日目が閉会まで間延びしていたので、１つ１つのシンポジウムの内容を３０分にして、２日目の工夫をしてほしいです。

ブースについては、東京らしく、ニュースポーツの体験コーナーなどがあるといいと思いましたし、岡星氏の講演の際にもブースの音や、会話がうるさかったので、

講演の時はブースの説明を止めるなど、講師への配慮が必要だと思います。

クルーズツアーに参加しました。クルーズ上は大変満足でしたが、乗船まで３０分以上たたされて待ちました。

現地集合と事前文章にも書かれていたので、７０人の集団移動で、路上で待機というのはいかがなものかと思います。

全体的に、時間の配分が下手だと思いました。過去には地方の全国会議にも出席しています。地方の運営は頑張っているのがみられました。

来年も東京ということで、手を挙げる県がいないなかでの開催には脱帽します。

今年、結構時間のことで文句を言っているかたもいましたので、来年度につなげていただけるといいです。運営、ご苦労様でした。

クラブの方が登壇して事例発表など話をする機会があればよかったと思います。 ありがとうございました！

①東京で開催する全国会議なので、シンポジウムの内容は大きなスタンスになると予測しており、納得もしましたが、

全国の総合型クラブ(大小様々)が全て享受できる内容ではなかったことは否めません。グループ討議が必ずしも必須だとは言いませんが、

各クラブ(各参加者)が議論する場もあって良いのではと感じました。

②第2期スポーツ基本計画に示す総合型クラブの質的充実に関する情報提供、｢クラブのPDCAサイクル運営改善」、

｢地域課題解決に向けた取り組み｣について、もう少し情報提供があっても良かったのではないでしょうか。

③日程等、諸課題はあるにしても参加者数が少ないと感じました。

④日本スポーツ協会の開会式における挨拶は問題ではないでしょうか。あの内容を今回の参加クラブ(クラブ数では約300クラブ？)に伝えたことで

認証制度を説明したかのように感じました。もっと丁寧な説明とクラブの賛同が無い状態での制度開始には問題ありきだと考えます。

⑤来年度も東京開催、大変ご苦労も多いかと思いますが、よろしくお願いいたします。

今！必要な事をぎゅっとまとめて学ばせて頂き非常に有意義な時間となりました。全国の皆様との出会いも今後益々の発展を予感できるものです。ありがとうございます。
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企業団体ブースの出展が少なくて残念だった。各クラブの運営役立つように、もっと各種目の競技団体にも出展を働きかけても良いのではないか。

また福田浩士氏のようなスポーツ関連ベンチャー企業にももっと出展してもらえれば活性化すると思われる。

またユニバーサルスポーツの講演は少々残念な内容だった。せっかくレセプションに参加されていたパラアイスホッケーの上原大祐氏がいたのだから、

彼に講演してもらえばもっと盛り上がったと思う。

他県の地スポの方と交流や情報交換ができて有意義でした。

都市開催ならではの企画、時間配分、オプショナルツアーで良い勉強、良い体験ができました。ありがとうございました。

また、来年も東京のどこかという事で、楽しみにしています。

ブース展示はもう少し出店数があるとよかった。懇親会は無駄に広すぎて音が全然聞こえなかった。

それに、ウーロン茶が業務用のラベルはがっかりだった。しかし、小池知事のご挨拶はうれしかったです。

内容が一方的なものばかりで、質問も一切なく残念でした。

研修内容だけを見ればオンライン配信でも十分であり、企業のオンライン研修会では質問を受けるものもあるため陳腐であるなと感じました。

日本の首都東京での開催でありながら全国から惹きつける魅力がなぜないのかもう一度実行委員で考えなおす必要があると思います。

町田先生のシンポジウムに関しては、大変興味深かったのでもうすこし時間を割いていただけたら良かったという意味であって、内容に不満があるわけではございません。

東京都のクラブが主体となって企画するため、やむを得ないとは思いますが、地方の市町村では、少子高齢化の中で各種教室やイベント内容をどうするか、

運営スタッフをどうするかなど、基本的な運営の部分で悩んでいるクラブがたくさんあります。予算規模も100万～500万円規模から拡大できないクラブもあります。

各クラブの自立が叫ばれている中、まだまだ行政支援に頼っているところ、組織維持のために体育協会への編入するクラブが見受けられ、

本来の自立にはしばらくかかるのではないかと思われます。 

シンポジウムのテーマは、東京らしいな～と思いますが、全国のクラブの3分の2は、人口規模の少ない市町村レベルですので、

クラブの会員数別や予算別、事業数別などで区別した分科会形式でもよかったかなと思います。 

来年も東京で開催とのことですが、東京オリ・パラ終了後の日本のスポーツ振興の具体的な施策について、

スポーツ庁関係者からも話しが聞くことができたらいいかなと思います。

長々書きましたが、準備にあたりました実行委員会の皆様の苦労はお察しいたします。大変お疲れさまでした。

実行委員の皆さま、大変お疲れ様でした。これまでと違った趣向の会議、東京らしくスタイリッシュな感じがしました。

20分ずつの発表もとても聞きやすく、わかりやすく、総合型の可能性がたくさん見えた内容でした。ありがとうございました。

話を聞くだけの内容だった。

オプショナルツアー（クルージング）の残念な点　船の待ち時間が長すぎ、待機場所も歩道はないと思う。 

2日目の時間の取り方に疑問を持ちました。2日間通していい話を聞けたので座談会より情報共有としてディスカッションの場を提供してもらえればよかったです。

準備の大変さは第１０回の時に体験をしているのでわかっています。今回もいい会議を提供してもらいありがとうごいました。来年度もよろしくお願いします。

・公共交通機関を使ってくるので、駅から会場までに数か所でいいので案内が欲しかった。

・二日間通してのスケジュール配分にムラがあったに思う。

・会議という感じがあまりせず、見本市のようにも感じた。

・各パネリストの発表と実際の各クラブの活動を繋ぐような、コーディネーターもしくはナビゲーター的立ち位置の司会者が欲しかった。

・大会運営お疲れさまでした。来年もよろしくお願いいたします。

2日目のフリー時間をしっかり講演を聞きたかった

全体的に、テンポよく進行していてとても良かったが、シンポジウムの一人当たりの時間（20分）を、30分でも良かったのでは？と思いました。 

講演、シンポジュームとも内容が素晴らしかっただけに、一人当たりの持ち時間が少なすぎた。２日目の時間の空きで調整できなかったのだろうか？

関係者の皆様にはお世話になりありがとうございました。多くのシンポジウム形式は飽きることなく面白かったです。

ただ、2日目の時間配分がもったいなかったです。講師の都合もあるかと思うのですが、1日目のシンポジウムの1コマを2日目にずらしても良かったのではと思いました。

マナーキッズプロジェクトに多大の関心を示して頂き、多数の方々と意見交換の場を設営して頂き心より感謝しております。ありがとうございます。

各分野でご活躍の講師の方々のお話が伺え、他地域クラブの方と情報交換もでき有意義な大会でした。

2日目は参加できず残念でしたが、開催地会からは1日目のみ、2日目のみ、懇親会のみや日毎で参加者が交替できるなど、個人でも選択肢があればと感じました。

・人数に対してブースの数が少ない。1日目と2日目のブースが同じだった。　・時間の使い方が…せっかくの東京宣言、人が全然いなかったけどそれで良かったのか？

・グループワークなどもなく時間をもてあました。　・話を聞くだけでつまらなかった。交流、意見交換などがなかった。

・オリンピックについてなんにもなかった。（せっかく開催年の前年に行ったのに。）　・閉会式までの時間、2日目の意義も感じられなかった。

・2日目の閉会式までの時間を情報交換の場とするのであれば分科会とかにできれば良かったのかなと思います。　・20分の講義は聞きやすく頭に残りやすく丁度良かった。

・2日目の時間がもったいなかった。クラブが自主的に集まればよかったのですが、受身の形だけだったので少し残念。　

・レセプションパーティーで若い世代が集まり良い意見交換が出来ました。
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「第13回 全国スポーツクラブ会議2019 in TOKYO」アンケート　～今回の会議について～
アンケート期間：2019年6月10日（月）～2019年6月17日（月） アンケート期間：2019年6月10日（月）～2019年6月17日（月）

アンケート回答数：127 アンケート回答数：127

⑥その他（自由記入欄）

 今後、この会議がどのような形で開催され、何を目指すのか、全国ＳＣネットワークとの関係はどうなっているか不透明で、なんとなくすっきりしません。

地方の公共施設の運営を中心に活動しているので、(Ⅰ)の様な話はこれからの展望に期待できた。

クルージングの案内違い（2丁目桟橋が正解）、時間遅れ、肩が触れるほどの狭い鮨詰め状態の昼食テーブル　   

・企業、団体ブースの取り組みは良かったと思いますが、もう少し店舗数があるともっと良かったです。

また、エアロなど実際に使える指導のプログラムを増やしていただけたら参加者も増えるかと思います。

プログラム内容については、ベーシックなものから、最近注目を浴びているものまで幅広くあると良いと思います。

二日目の閉会式までの空き時間が微妙にあったので、上のような提案を実践していただき有意義な時間となることを希望します。

最初は講義時間がお一人20分ということで、スピードについていくのがやっとでしたが、

地域共生社会の実現をテーマに各方面からの話を聞くことで、全てが繋がっていることが感じられ、自分のクラブの課題も見え、解決の糸口も見つかりました。

参加して、本当に良かったと思いました。全体的には大満足でした。ありがとうございました。

さすがに東京だなと思いました。運営が洗練されている。

興味のあるシンポジュウムをもう少し詳しく聞きたいのですが、何か良い方法ありますか? 

全体的には、スムーズで内容も良いと思いました。

オプショナルツアーは、おもてなしの思いが一杯でした。ありがとうございました。感動的でした。

弊クラブより、5名参加しましたが、2日目の内容は、あまりにも先に進み過ぎて意味がわからない！という全員の意見でした。ただ、興味はあります。

今回、全て合理化されていて、資料・名簿・受付も、アナログの理事には、大変不満でした。毎年参加費は、同じなのに～

シンポジウムは、詰込みすぎで、もっと行使の話を聞きたかった。2日目の自由時間（2時間）は、もったいなかった。検討すべきである。

東京・神奈川のクラブ関係の参加者が少なかったように感じました

全国各地のスポーツクラブが一つの会場に集まる機会はなかなかないので、

講演メインの会議だけでなくディスカッションなどのグループでお話しできる場があるともう少し有意義な時間が過ごせたのではないかと思いました。

オプショナルツアーフェリー乗船の待ち時間が長いのであれば、待合室にとうしてほしかった。

待つのであれば、理由の説明がほしい、歩道で待つのは一般歩行者にも迷惑がかかる。

来賓対応にて１日目の基調講演やシンポジウムはうかがえませんでした。

オプショナルツアーは誰も下見をしていない状況が見て取れ、時間の読みが甘く、各参加者の希望が叶わなかったため、お詫びや対応に追われました。

企業ブースを設置する内容の会議としてはプロの司会を置くべきだったのでは？

クロークを担当させて頂きました。懇親会中も持ち場を離れることが出来なかったのは残念でした。

開催にあたり、ご準備にご苦労頂きましたことを、感謝申し上げます。

企画運営にあたられた方は大変にご苦労されたかと思います。ありがとうございました。

オプショナルツアーの出発までの時間が長かったので、何か活用することがあるとよかった。

・当日はお手伝いスタッフで参加しましたが、結局担当場所を離れる事ができず、ステージからも離れていましたし、

部屋の音量も低くすぎて講演内容がわかりませんでした。後日、資料をダウンロードしましたが、資料も事前にプリントアウトできたのは、

スポーツ長官のパワポ資料だけで他の方達のは見られませんでした。どうしてかな？残念でした。

・お手伝いの内容と資料を始めて見たのが当日現地でだった為、少々驚きました。

早めに資料をいただけると全体の把握と流れ、心の準備ができてもっとスムーズに動けたかなと思います。

総合型スポーツクラブに関して、運営面での実態（各クラブの現状等）が聞ければありがたいです。

クロークの係りだった為殆ど基調講演は聞けず残念でした。白石氏についてはもっと知識を持った方に障害者を語っていただきたい。

短い時間に色々な角度から講演を頂き、感謝しています。クラブに取り入れて、今後活かしていきたいと思います。

クルージングのツアーに参加しました。解説付きで楽しかったです。なかなかレインボーブリッジの下を通ることがないのでいい思い出になりました。
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