
① 『毎年開催すべき』と回答した世帯の意見、要望

1
区長さんは人集めが大変とは思うが、町民祭の後の慰労などで工夫していただいて、楽しい集まりになっている(年齢を超えて)。今後も続けて
ほしい！

2

私が子供の頃、「町民祭でリレーに出る」事がうれしかった。今の子供達はどうなんでしょうか。子供達が参加したいと思える町民祭になれば
人も集まり盛り上がるのでは。昔と違って、クラブ活動やおけいこ事で難しいとは思いますが。大人達の意見だけでなく、中学生までの子供達
の意見を参考にしてみては。8年程、町民祭を実施していなかった事も大きいと思います。町民の再開を望む声が大きく、それで再開となったの
ならまだしも、町政60年のイベントとして再開となると、役場の都合で止めたのに、役場の都合で再開かよって、悪いイメージしか無いと思い
ます。

3 少子高齢化により、きびしくなると思いますが、可能な限り、やってほしい。

4 町民体育祭は勝浦町全体でずーと前より運営してきたことはすばらしいです。形が変わっても残してもらうと嬉しいと考えています。

5 競技内容を毎年、一種目変えて良い競技をのこしてゆく。

6 年に1回の体育祭に参加したいと思いながら、いつも参加できなくて、わるいなーって思っています。

7 町民のコミュニティの場として絶対必要です。

8 リレー競技がもり上がっておもしろかった。地区対抗などは、どうでしょうか。

9
私はもう高齢なので何も出来ないですが、まだまだ若い方には子供さん達も大変よいと思います。健康の為にもストレス発散にも　これからも
新しい事も取り入れて町民が参加しやすいものを考えて実行すればよいと思います。

10 実際に参加すると楽しい　普段会えない知人に会えたりして話ができる　競技もかんたんな物が多く　だれでもできる感がいい

11 子供が出れる競技をもっと増やしてほしい。（０～５才）

12 踊りは勝浦音頭だけでよい

13
広報で開催日等の知らせはあったが、くわしい内容などは分からなかった。回覧などでまわしているようであるが、現在住んでいる所は回覧板
はまわってきていない。プログラムを広報やホームページにのせてもらいたい。

14 小学校の金管がなかったのが残念でした。再開できればと思います

15
各小学校の運動会は従来通りに実施し、この町民祭を「全町運動会」とし、保育所・小学校・中学校もこの日を登校日とするくらい強制にする
とプログラムも充実する、参加人数も増える、金管も両校すればいいと思う。各種団体の協力、役場職員の協力ももちろん必要と思う。

16
・中高年も積極的に参加できる競技を増やしてほしいとおもいます。若者や子どもばかりが参加する競技が多いように感じました。・地区対抗
の競技が多いほど盛りあがります。・今年からの新競技であった、みかん箱を積み上げて運ぶリレーは、見ていて非常におもしろく、よく工夫
できていると思いました。・出店が増えるのは、嬉しいことです。・毎年、ボランテアの方々には、頭が下がります。

17 これからも楽しみにしています。

18
・屋台の人気がありすぎて、何も買えなかった。予約制になっていた。団体で予約されていたため買えなかった。・毎年とても楽しみにしてい
ます。来年も参加させて頂きます。・リレーは大変もりあがります。



19
ひとつずつの競技、大変良かったと思います。是非、来年も開催しましょう！！開催日雨の場合中止せず延期日もあった方が良いと思います。
よろしく。

20
勝浦活力の祭典（勝活祭）・スポーツの祭典（運動場、体育館）・文化の祭典（改善センター、福祉センター）・芸術の祭典（福祉センター、
図書館他）・勝浦川の祭典（鮎バーベキュー、ズダチ、ユズなど）・ひなまつりの祭典（ひな、男飾りの合同）　開催＝９月の土 - 日

21 皆さんの顔が見えて良いです。

22 特になし。

23 勝浦町民の交流を深め、楽しむ 大変良いと思います。よろしくお願いします。

24 費用300万の内訳を広報に開示する（載っていたかも知れないが見ていない）

25 町民体育祭は毎年やるべきだ。

26
運動をすることは、とてもいいことだと思うので続けてほしいと思います。少人数でも楽しくできる体育祭を望みます。よろしくお願いしま
す。

27 以前の方が楽しかったです。

28
毎回ですが、役員の時だけ参加しています。子供もいないので、どうしても不参加になりがちです。参加してみるとタノシインデス
ガ・・・・。開催費用が高すぎると思います。そう思うのは、私だけでしょうか？

29
町内に住んでいても、めったに合わない人も沢山いて、こういう機会があるからこそ会話や顔をみえるもので地区の中でも老若、子供も全く知
らない様なつながりが無くなっている中、誰でも参加できる（かり物競争 各地区同士の対戦の方が、応援しやすい力が入る。（女子だけのつな
引き、子供だけのつな引き 何年か前に役員だけで坂本の打ち上げ代金が増したとか？

30
隣、近所、そのものが希薄になってきていると思います。声をかける機会や、顔を合わす場は、今後特に大切になるのではないかと思います。
開催費用の内訳は？？

31 競技者も見る人も、もっと力の入る内容のものを考えること。昔は支部対抗が多くあり楽しかった。

32
地域の交流が少なくなっている現在では、町民祭での集まりは、貴重であります。アンケートでは、賛成と反対が同じ様な数字となると思う
が、今後するかどうかは町長の判断で決めたら良いと思う。町職員の参加が少ない様に思います。町の事を考えるのであれば、もっと職員も意
識を持つべき。

33
高い費用をかけて、アンケートを取るべきでない。その費用があるのであれば、賞品に回せば良い。無駄な経費の使いすぎ。教育委員会はアン
ケートを取って何をしたいのか？町長の判断で、開催するかどうかを決定すれば良い。

34 家族で参加できるイベントとして毎年開催してほしい。日程については予備日をもうけるなど柔軟にしてほしい。

35
・体育競技ではないが、コスプレ、仮装、キャラクター行列・小、中、高、大人、男女でチームを組み地区対抗競技＠走り幅跳び＠テニスボー
ル投げ・小、中、高、のクラブ等の試合と重ならない日程・開催費用の詳細不明？？

36 開催費用：はぶける物は、はぶくべきと思う。役員等の弁当は、重複している事もある為、一本に絞っては？



37 私は、町民祭が好きだから、参加しています。勝浦音頭ともう一つ何かの競技に参加したいと思います。

38 みんなが一日、楽しく、和やかな行事で、いろんな意味で大変良いことと思う。ずーと続けて欲しいです。

39 ・競技内容については、もう少し地区対抗競技を増やしてはどうか。・マラソンを皆なが応援できるようトラック周回にするなど。

40 屋台は出さない方がよい。

41 もっと町民体育祭をアピールする工夫があればよいと思う。（例えば、地区の方）

42 地域での交流が出来てよいと思います。

43
今年８月勝浦町に移転しました。区長さんから参加をするようにと呼びかけられましたが、仕事があるため参加できませんでした。地区の役員
の苦労が理解できます。体育祭は、地区ではなく、体協、役場、学校主体で実施すべきと思う。

44
・時期を考慮してほしい。（以前に11月3日と決まっていたのでよかったが、早い時期に決めていただいたら、その日に行事を入れないようにし
たい。）・種目の精選（レクレーション的な種目が多いように思う。多少競争的なものもあってよい。）・表彰者の精査・ボランディアの募集
方法・費用についてもう少し軽減すべき。（経費の節減）賞品もだしすぎのように思う。

45
勝浦町で全住民に対するイベントが町民体育祭しかない。これがなくなれば、コミュニケーションを図る場がなくなる。今、何が大切なのかを
考える時がきている。

46 参加したからには、見るだけでなく皆んなが出来るだけ、若い年齢から年寄りまで出れる競技を考えてほしい

47 町民の交流のため賛成です。

48
開催費用の300万円が安いか高いかは、参加人数が分からないので判断できない。一名あたりの集客コストも併記すべき。参加のあり方。地区対
抗が時代にそぐわない。個人参加で良いのでは？

49 隣組の組長さんに責任を持って頂くというのは如何でしょうか

50
毎年楽しみに参加しています。他では交流出来ない年齢層との競技には一緒に参加出来て一喜するのは町民体育祭くらいだし、ご近所の人々と
も更に交流を深められるし、同級生とも出会える場所になりつつあります。感謝。

51 町民体育の日を決めて、いろんな団体が各所で、やりたいスポーツをすれば･････？

52
仕事上、今は参加出来ませんが、町民がお祭りで親睦を計るのは、大変よい事と思います！自主的に参加出来る人は増々パワーを発揮して盛り
上げ楽しむ事は必要だと思います！

53 屋台の出店は、楽しかったです。

54
昨秋、テレビとくしまで「上八万地区」あったと思うが、町民大運動会を見ました。子供から、大人、老人まで参加者多数で大変楽しそうでし
た。近所みんなで参加すれば、親睦にもなるし、大変良いと思いました。

55 雨天延期は中止し、競技内容を変えて体育館でするとか？

56 飲酒喫煙の禁止の徹底。

57 車にのれないのでバスがあれば便利です。
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何故300万も必要なのですか？町の活性化には町民運動会は、あるべきだと思います。若者が積極的に参加してもらえるようなat homeな運動会
になれば良いと思う。運営費用も大事ですが、お金ではなく楽しかった！！と思えるようなイベントに仕上がるとよいと思います。子供の競技
を増やすと良いのか？

59
地区ごとに賞金を出すのはよくないと思います。景品にその分良い物を出したらと思います。小さな子供も参加できる競技があれば、親や祖父
母も参加してくれるのではないでしょうか？

60 競技内容が少ない。皆が参加出来る競技が少なくなって来ている。

61 町内に置いてあるポストの数が少ないため郵便物が出せない。

② 『何年かに一回の開催とすべき』と回答した世帯の意見、要望

1 4年に一回程度で良いと思う。毎年やっているとマンネリ化し、参加者が減ってくると思います。
2 地区の役員さんは、参加者をつのるのが負担のようでした。（地区対抗だから）毎年実施に反対していました。
3 10年に一度で事足りる！
4 町職員等の負担大変と思う。数年開催でよい。費用も要るし･････

5 実行委員ボランティアの方にはお世話になり頭が下がります。楽しめましたが、大変なので2～3年に1度とか回数を減らしてはどうでしょうか？

6 3年か4年ごとが望ましいと思う。
7 顔ぶれが同じと思う。出役というイメージが強い様に思うので、「行きたい」と思える様な体育祭に出来ないか？
8 以前に比べ、イベント等が多く行われている昨今、開催されるのであれば、４年に一度位でよいのではないかと思います。
9 得点競技が少ないと思う。運動が苦手でも得点できるものがあればいいと思う。
10 魅力のある物にすべき

11
日程があえば可能な限り参加してきました。今回は、子供が「行かない」と言うので参加しませんでした。参加すれば楽しめるので子供たちも
行きたいと思えるような体育祭であればいいと思います

12 みかん関係の仕事上、開催日を１０月初旬にして欲しい。

13
若い人たちが参加したくなるような競技とか何かないかなって思う。今回、金管バンド(生小、横小)の演奏が無かったので次回からは復活して
ほしいです。

14
楽しめる内容になっていると思うが、自由参加種目が少ないので、高齢者でももっと気軽に楽しめる種目を検討してはどうか？（Ｐ）の問題あ
り、近くにあいてても遠くにとめて歩いている場合もあり、もう少し当日周知出来る方法を考えてはどうか。

15 中高年の参加が多かった様に思いましたので、若い人達が集まれる様な企画がほしいなと思いました。

16
町民にアンケートも大事ですが、他のイベントに参加してどの様な物が小・中・高年齢の人達に喜ばれているか町外に出て自分達の目でたしか
めて内容を決めなさい。やればいいは、ダメですよ。人集め

17
子供達は、とても楽しく参加させて頂きました。種目に出るのが大人は大変でした。人が居ないのと、もっとゆっくり参加したかったです。た
こやきたべたかった・・・・

18 町内の学校（保育園、小学校、中学校、高校、専門学校）に色々協力してもらって動員を増やしてはどうかと思う
19 5年に一回、10年に一回等の開催により、参加率が上がり、負担軽減にもなると思う。
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各地域の人口が減少していく中で、各事業の取組が困難化していく中で、何事も取り組むことがむずかしくなっている現状を地域住民の一人と
して憂慮している。

21 区民が、若い人が少なく、老人が多いので、区に負担をかけず、個人参加にして欲しい。
22 この先、高齢者が多数となるので、費用（税金）のことを考えていただきたいと思います。
23 子どもの景品のお菓子がジャンキーなものばかりなので、もう少し安全、安心な食品に変更して欲しい。

24
婦人会、区の役員の負担です。参加する人が少ない。４～１０年に一度にしてほしいです。高齢化進み、参加してくれる人が少数で、今年困り
ました。

25
・町内の企業やお店にスポンサーになっていただいて景品を準備し、大抽選会をする。・子供達ももっと参加してもらえるように人気のゲーム
機や、ソフトなどを景品に加える等してはどうか。

26
・役員の時だけ参加・地区での人数集めが大変です。（参加者はほとんど何かの役員）・開催費用だけで300万、町職員の人件費なども加算すれ
ば多額の費用が必要です。しかし、参加すると、懐かしい人に会えたり、親睦が図れたりのメリットもあると思います。毎年開催は費用がかか
りすぎるので、3～4年に1回の開催はいかがでしょうか？

27 楽しかったです。

28

地区によって、参加人数が多い部落と少ない部落があり、個々の関心度がまちまちです。周知が行き届いていないことも、人数の少ない原因と
思いますが、子供がいる家庭では、参加する割合が多いと思いますが、子供がいない家では関心度は、低いと思う。婦人会の役員や、区三役の
役員をした時ぐらいしか参加していない。でも、参加してみると、けっこう楽しいので、参加したいと思いますが、開催費用が高いので、毎年
となれば、厳しいのでは？準備、片付けしてくださるボランティアの人たちには、頭が下がります。

29 5年か10年に一度で良いと思います。

30
このような催しは、今後も行った方が良いが、開催費用（300万）が町運営の負担になるならば、毎年開催しなくてもいいと思う。（何年に一度
開催など）・子供が中学生の時、区の役員の時だけ参加。

31 秋の実施は忙しいのでむりである。
32 ・高齢のため参加はひかえている。・今回の開催、又以前の開催についても参加人数を知らせるべきでないか

33
町民祭は何のためにしているのですか？それは町民祭でないと達成できないのですか？（今は目的が達成できているのですか？）その為に300万
円必要ですか？何となく続けているならやめたほうがいいと思うし、強い気持ちがあるなら少しづつでも良くなったらいいと思います。

34 年齢にあった競技を考えて下さい。　別の事で、黒岩地区に郵便ポストがなくなっているので考えて下さい。お願いします。

35 高齢化が進み、協力者が少なくなっているし、参加者も高齢化している。
36 屋台出店者の喫煙の禁止。禁煙できないのであれば出店を中止すべきである。
37 もう70歳～80歳ですのと体がよわいので参加出来ません。
38 子供達には、愛町心、思い出作り、大人には、いろんな意味での絆が生まれて費用以上の価値があったと思う。
39 毎年はしなくていいと思います。

40
300万円で1000人参加として、一人3000円　人件費等を合計するともっと大きい額になる。それだけの金と手間をかけてするほど優先順位の高い
事業と思わない。

41
役員として参加していても、その日はまあ楽しいのですが、行くまでが気が重くて････。私が参加してた頃は、仕方なくではなく、楽しみにし
ていたような気がします。時代と共に若い人に参加する気持ちがなくなりつつあるようです。何とか魅力のある町民祭にして欲しいです。



42

子育て時代の昭和時代、婦人会活動に頑張っていた平成10年くらいまでは11月3日の町民祭は本当に町中が一体となり各種団体が参加を競って楽
しむ年中行事でした。しかし現代の生活状況からそれを望むことはむずかしいと思います。少数部落では、役員の負担が大変であるということ
を聞きました。再度開催された年に高齢でも開会式とラジオ体操くらいは出来るので参加しましたが、それ以降は行っておりません。一番元気
で参加が多いのは老人会だと思いました。子供の参加が少なく淋しく思いました。只 行政や各種団体の役員さんの負担は大変なものだと思いま
す。毎年ではなく、何か記念的な開催がいいのでないかと思います。80歳目前の私達夫婦が参加することはありませんが。

43
準備は大変だと思いますが、昔していた仮装行列は楽しかったです。見ている方も、出ている方も！！準備が大変なので豪華賞品か優勝チー
ム、地区に金一封を出したらどうでしょうか？地区のまとまりもよくなるし、活気が出ると思います。

44
地区のテントにいる方の数は、少なかったのではないかと思う。世代間の交流がもっと持てたらよいと思う。以前、金管バンドの演奏があった
のは、良かったのでまた再開してはどうか（先生の都合もあるだろうが）。フォークダンスをとり入れても楽しいかも知れない。

45
・開催日について、町民祭といえば、11月3日だったので（昔を知っている人なら）10月よりは、日が決まっている方がいいのでは････・毎年は
大変なので、4年か5年に1回としてはどうですか？・競技内容は、なかなかよく考えてあり良かった思うけど、もう少し種目があればなお良かっ
たかな。

46 特になし。
47 地区対抗の項目を増やしてほしい

③ 『他のイベントと合同で開催すべき』と回答した世帯の意見、要望

1 休止以前は参加していたが、再開後は参加していない

2
問題点:：役員による町民祭になっている。地区の役人高齢化により負担となっている。保育所、小学校、中学校と町民祭を合同とし運動会を一
回とした方が家庭の負担も少なく、各校もプログラムも少なくなり、先生、生徒の負担も少なくなり、盛大な町民祭となり町民の多くが参加す
ると思う。

3 模擬店の出店数を多く(待ち時間少なく)

4
子供の居る家庭では、保育園、小学校等の運動会の他にも町民祭となると、仕事の都合も合わせにくいので、するなら合同でするのもありでは
ないかと思う。

5 町民との交流になるので良かったです！昔は、中学校との体育祭といっしょでしたね？これからは、少子化だから、合同など、どうですか？

6 徳島駅伝勝浦コース実施前年に開催しては？　4年に一回

7
・以前は地区対抗として盛上っていたが、人数が少ない地域もあり参加状況によっては無理があると思う。・秋季の日曜日は様々なイベントが
あり、子供や若者の参加が少ないのでは意味がない。

8 開催費用300万円はたかすぎるのでは？　内訳を知りたい。
9 小・中学校の運動会等と同時にすれば良いと思う。開催費用300万円は、何に使った？

10
町民が集まって運動すること、協力することができる機会でよいと思う。でも役員とか特定の方が出場しているように思う。だれでも出場でき
る競技とかもう少し考えて欲しい。

11 役員や一部の人だけが参加しているだけです。本来の目的の意図から外れていると思います。

12
こんなに開催費用がかかっているとは思わなかった。それだけの費用は本当に必要なのか、大変だと思う。もっと違う所にお金を使えるのでは
ないか？体育祭をして交流が深まるとは思えないが？



13 若い人は学校のクラブなどあり休みは大会も多く、参加は難しいとのこと。年配者は体力的に無理です。
14 子供をつれての参加になるので子供が参加できるのをたくさんしてほしい。

15

関係者の皆様大変御疲れ様でした。楽しいイベントに参加させて頂き、ありがとうございます。都合が合えば、休止以前からいつも参加させて
頂いています。以前は、町をあげての一大イベントとして、町民も（老若男女）、役場の皆様も立場関係なくのお祭りだったように思います
が････教育委員会とKフレンズの皆様、特に、Kフレンズ理事さんや陸協、体協（？）の方に頼りすぎて気の毒です。地区のテントには役員さん
とそのご家族だけのような感じで、義務として来られているようです。地区によってはすごく淋しいテントもありました。体育大会というだけ
でなく、多くの町民が親しみを持って参加できる町民祭として、隣り近所の人が誘い合って集まれる場（機会）になるといいなと思います。町
民祭は、地区の絆を深める（防災）、お年寄りや乳幼児、障害の方も共にすごす（人権）、身体を動かし（健康）、地元の踊り等を覚え（郷土
愛）、元気に楽しく、大いに笑ってすごせる様な要素を含んだイベントです。地区の行事、愛育班、婦人会、老人会、子供会等のイベントと合
同で知恵を出し合ってもっと楽しく大きなイベントにして欲しいなと思います。（あの消防の人だれ？あんなかわいい娘さんおったんや！！と
男女の出会いの場にもなりますよ♡）

16 町民体育祭が何を目的としているのかが、わからない。

17
お疲れ様です。現状では、ベストだと思います。人口が少ない区、人集めに区長大変苦労された事でしょう。参加人数の大幅増も見込めないの
で各競技の時間等みなおし、3競技前からの準備をやめ連続で競技に出れる余裕を持たせる。

18
地区の高齢化が進んでいる。地区対抗にはムリが出てくるだろう。地区合併は、連携に時間がかかるので、より面倒になる。しかし、貴重な交
流の場ではあると思う。地区の様々な出役があるので、負担になっているのは確か。その他のも、私は子どもの社会体育等 休みなしの時もあっ
たので････

④ 『開催しなくてよい』と回答した世帯の意見、要望

1
一度休止されたのも、大きな理由があったためです。したくない（やめてほしい）人の意見も尊重してください。参加しなくても、私たちの大
切な税金が一部の人たちだけに使われるのは納得できません。

2
参加されている人が、婦人会、老人会、消防等、限定されている。開催しなくてよい。60周年記念イベントとして再開された事を考えて欲し
い。

3
組役員があたっている時きょうせい的になるので都合で出席できなかったり老いてついていけなくて出られないと苦しい思いをするので参加は
希望者のみできょうせいはやめてほしい。

4 町民体育祭があったかと言ってもコミュニケーションの場がひろがったなども交流が広がったなどもなく、あってもなくても同じだ。

5 役員だと強制的に参加せざるを得ない状況。参加したくない人にとっては苦痛でしかない。やりたい方だけで出来るシステムを！

6
・地区、スポーツクラブ、消防団等の役員や世話係は、人数を集めるために頭を下げて回り、付き合いだから仕方ないとか強制的に参加させら
れたり、競技に参加させられたりの状態で開催してなんの意味があるのか疑問！・開催費用も300万かかるのであれば、その費用を他の事業や補
修、町の整備に使ってほしい。

7
せっかく止めたものを何故復活するのか理解できない。好きな人だけが参加するのならともかく、全員喜んでいる訳でもないので、区等・公的
なものを巻き込まないで欲しいし、税金、300万も、？だと思う。

8 最近の競技内容はわかりませんが、人を集めるのが大変だった事があります。



9
ある程度の割合の住民（町民）が楽しみにしているのならボランティア等の負担が過重にならないように開催するのに異議はありません。昔
は、この体育祭がスポーツの一大イベントのようにとらえていましたが、年々その地位が下がっているのも事実です。休止していた時期に町民
から再開の要望が多数あったのでしょうか。

10 役が当たった時だけの参加です。中止してほしい。

11
地区からの参加者を見ると、役員さんの参加者がほとんどであった様にみえた。みかん取り前の大変忙しい時期であるので、開催するなら時期
を考えるべきでないか？

12 開催費用を他の用途にまわした方が有意義だと思う。

13
昔の町民祭のような活気がない(高齢化が進んでいるが)。役付(半年)の人がほとんどで(参加)。300万円は費用としてたかすぎる(内訳を知りた
いくらいだ)。他に替わるものを町民からアンケートでも取ったらどうか。(何点か候補は必要！)。※たぶんこれからも参加しないと思う

14

今まで、部落(区)の役が廻ってきた時は、仕方なく参加はして来ましたが、体育祭に出場した下さる方を頼んで人数を確保したりするのは、大
変な苦労があります。町民祭を楽しみに、参加して下さる方は、良いが、頼んで出てもらうのは、出る方も、頼む方にもすごく負担です。出来
れば、やめてほしいくらいです。なぜ再開したのかと思う。旅行など計画したくても、役が廻って来ている時などは、出来ないし、いつでも、
旅行に行けると言うものでもないので・・・・。（仕事とか体調とか）色々都合があります。体育祭費用を、国保税が高いので、そちらに廻し
て頂きたいくらいです！！

15
300万の費用を別に向けるべき。即刻、体育祭を中止すべき。道路の修繕に使用すべき。市町村合併促進費に使用すべき。開催の場合は有志で勝
手にやれ。

16 しなくていい
17 開催費用　他に役立てて欲しい　　道の整備他

18
町の財政が厳しい状況なので開催費300万はもっと必要としている所があると思うので　参加できない人もいるし、私は町民体育祭はしなくてよ
いと思う

19 300万円を他の事に使ってほしい、町民体育祭はなくてもいい。
20 休止しても良いのでは？人数も少なくなり、高齢者が多いため若い者に負担がかかる。
21 お金を使ってまで、開催しなくてもよいと思う。

22
毎年同じ人が参加しているだけの町民祭は、やめた方がいい。地区の役員だけしか参加していないし、役員にふたんがかかりすぎている。300万
円は他の所で使ってほしい。

23
町民間のコミュニケーションも大切ではあるが、やはり体育系の人の場となります。スポーツに順位は当然必要であるが、その為に、言葉には
出さないが、足をひっぱるのを望まない人もいます。大変難しいことですが、運動の出来る人と、運動オンチの人が楽しく楽しめる体会に知恵
をしぼって下さい。

24 地区の役員は、人集めに苦労している。子ども達の行事で、土日は忙しい･･。・開催費用は、子ども達の教育に使ってほしい。

25
体育祭は必要なし。数十年前と違ってスポーツ等の集いの場は、各種団体で行っているので、体育祭の参加者は、９割が各種団体の役員であ
る。体育祭の費用は、異常気象の現在、災害時の費用等に当ててほしい。

26 一部の人のイベントみたいな感じが強いから参加したくない。

27
過疎の勝浦町をもっと活性化するためには、何が必要か？（体育祭）それもありとおもいます。お年寄りが元気で参加してくれ、幼児や小さい
子供達が参加できる町民体育祭にしてください。

28 日曜日開催だと月曜日仕事の人が多いので疲れる。
29 仕事が忙しい。ほんなひまあるか。
30 開催する必要性を感じない。費用のむだ使いである。



31
人口減少の中、高齢社会となり役員がまわって来るのがとてもふたんです。60～70歳以上になると若者の皆んなについて行けません。それであ
れば資金を福祉の方にまわして下さい。

32
月曜から土曜日まで共働きで貴重な日曜日に開催されては迷惑。開催費用の300万円をもっと他のことに使って欲しい。時間的にも経済的にも無
駄なのでやめて下さい。

33 再開してからは、参加していない。
34 開催しないで下さい。
35 ・ゴミの様な景品をたくさん渡すだけでムダである。・地区の役員のなり手がなくなるのが心配である。
36 町民体育祭は必要ない。
37 300万も無駄に使っている。勝浦町が新聞に取り上げられる時は、公務員の無能ぶりがわかる。少ない財政の中でお金を有効に使用して欲しい。
38 ボランティアの人数が少ないからといって、参加意欲のない人に声をかけるのはやめてもらいたい。
39 町民体育祭の趣旨・目的を共有し、どのようにしたいのか、主催者がビジョンを強く持って思い願うことです。
40 これでも毎年開催するのであれば、税金を納めるのがいやになります。すぐにやめるべきです。
41 景品を出さねば参加者がいないなら体育祭はなくていいと思う。
42 声をかけてくれないとわからない。
43 やめたら良い。
44 地区対抗リレーを再開してほしい。

45
・ごく一部の人の楽しみの町民体育祭はいらないと思います。・300万円と言う大金は、これからどんな大きな災害が来るかもしれないので、そ
の時につかって下さい。お願いします。

46 優勝、準優勝、３位までの商品券の進呈はいらない。地区人数が多いところが優勝だから？とても不愉快！！賞状だけで十分

47

・行事ばっかりいらない。行事のまちか？みかんのまちでは？・300万高い　そんなお金あるなら子どもにかんげんせよ。・一部の人だけがやる
だけなら、やめたらよい。・参加したが、屋台？の人がお酒飲んでいるように見受けられた。屋台の人は、役場の関係団体ではないのか？その
人たちがルールすら守れないのでは止めたら良い。・保育園の先生は、来てもらう必要があるのか？仕事になるので、負担では？・プログラム
みてもどんな競技か分からない！・何々チームとかでているが、役場の職員では？K-フレンズの職員か？（チームK-フレンズ）・若い子が来て
いるので区の対抗にでてもらいたく頼んだが、子どもの競技のかね合いで、ことわられた、かんがえてほしい・区の交流とはないので、何が目
的か？・子どもたちが仕事させられてかわいそう。・300万に人件費含んでいるのか？含んでいないのであれば、本当の開催費用と言わないので
は？・300万あるのなら、もっと各区にお金をおとしてほしい・アンケートがくるのが遅い。1月に入ってから。・ケガをした人もいると聞く。
健康目的でもケガしたら意味なし。一部の人がするなら、一部の人が自分達のお金ですればよい。みんな参加できない。仕事も多様化してい
る。昔ではない。今の時代で考えて。

48 300万円の会計を町民に公示して欲しい。
49 人口減、少子化をもっと真剣に考えて　今後実施するか検討必要。
50 一部の人の楽しみなので止めた方が良いと思います。お金のむだ使いです。

51
本来、町民の健康増進が目的なのに、急な運動により体をいためたしまうことがある。　会計報告がないので、開催費用の妥当性は判断できな
い。

52 今回限りと開催したのに、あれから毎年開催されている。もう止めてほしい。開催費用を他に使ってほしい！！

53 開催費用が300万もかかるとは驚きました。ムダ使いだと思います。全町民に公平にお金が渡るようなものに変更したらいいと思います。



54

今迄、町民体育祭は地区役員の時に参加していました。日頃は地区内での交流は図られているし、町民体育祭をわざわざ再開する必要性が感じ
られません。一度中止したイベントをなぜ再開したのか。地区の役員をして改めて感じたことですが、町がすべき事務を各地区に下している件
数が多すぎると思います。この町民体育祭の運営についても、地区のかかわりが多くありました。今後過疎化も一段と進んでいくでしょう。そ
のような時にこのような手間暇をかけたイベントが必要なのでしょうか。もし体育祭を開催するのであれば地区別のようなことは考えず、関心
のある人達だけでもっと簡素化したイベントをおこなえばよいと考えます。またスタッフ不足等を心配するのであれば企画、進行、テント張り
やアナウンス等もっと専門業者に依頼すればよいかと思います。予算も300万円より増額して実施すればよいでしょうね。金は出さないが成果
（結果）を求めるイベントならば事務局は辛いでしょうね。

⑤ 『その他』と回答した世帯の意見、要望

1 息子が出席しているので良いかな。

2
近隣を見ても高齢者が多く参加しにくい状況である。しかし、閉塞感ばかりでは、という思いから活性化のために何か必要とは思う。それが町
民体育祭という形がいいかどうか。

3 少しマンネリ化している様に思えた。
4 役員と地区の役員が参加しているだけの大会で、しばらくは休んだ方がいい。

5
町民体育祭大変お苦労様でございました。晴天にも恵まれよい体育祭だったと思います。Kフレンズ、ボランティア、町職員の方々、各種団体の
ご協力をいただいた皆様、ほんとうにご苦労様でございました。

6
イベントの多い秋以外で開催すべき。畑作業も多忙な時期である。中心となって企画・運営して下さっているボランティアの人達の過度な負担
の大幅な負担の低減。町内の広い地域から人が集まり交流を深められる長所は大変有難い。ボランティアでお世話して下さった方々に感謝して
います。

7
町民祭は、あってよいものだと思いますが、300万円の費用と聞いたとたんに、若く元気な参加者のために、それだけの費用をかけるのなら、福
利厚生他に使い道があるのでないか？と思ってしまいました。

8
保育園：2、中学校：1、小学校：2、町民祭　運動会が多すぎると思うが、町の人口が減少している今、全町で参加し、交流を深める町民祭は意
味ある行事だと思う。保育園と小学校が同一日にできたら良いと思う。

⑥ 『未記入』と回答した世帯の意見、要望

1 若い時は良く出て、仮装行列もしたり面白かったです。今は年を取って遠いので行けないので残念です。アンケート有難うございました。

2 昔の自転車のわをころがす、一輪車にのる、なわとびをする、竹馬にのる、古くて新しい町、勝浦町

3
各家庭の事情（介護、育児等）があり参加できる数は現状と同じと思う。運営継続は大変ですが、地域定着人数が減少中、年齢別参加可能把握
で内容が変わると思います。特に高齢化の参加が難しい。

4 いつもありがとうございます。バレーボールをしたいです。今日は種撤きをしました。
5 なにの希望もなく生きています。こうゆう人もいる事 役場もっと知ってほしい。
6 体育祭は、地域住民の交流が希薄になっているので大変良いこと。毎年開催が望ましい。



7 体育館での競技を行ってほしい。バレー、バスケット、卓球、バトミントンなどの競技や年配者にもできる球技を考えてやってほしい！

8 年１回の町民体育祭だけにコミュニケーションの場を求めるのでなく、市民交流の拠点を作り、常に世代を超えた交流が出来る様にすべきだ。


