
ねんりんピック紀の国わかやま2019について

□調査期間 令和元年１０月７日～令和元年１０月１８日

□調査の趣旨

□対象者数 782 人（令和元年１０月７日現在）

□回答者数 630 人

□回答率 80.6 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【職業】
内訳 人数 ％

会社員 204 32.4
自営業 42 6.7

農林水産業 8 1.3
パート・アルバイト 139 22.1

専業主婦（夫） 141 22.4
学生 7 1.1
無職 81 12.9

その他 8 1.3

合計 630 100.2

【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 1 0.2
20歳代 34 5.4
30歳代 161 25.6
40歳代 177 28.1
50歳代 114 18.1
60歳代 76 12.1
70歳代 56 8.9

80歳以上 11 1.7
合計 630 100.1

ねんりんピック紀の国わかやま2019について、皆様のご意見をお聞きします。
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【性別】
内訳 人数 ％

男性 244 38.7
女性 386 61.3
合計 630 100.0

【導入】

内訳 人数 ％
知っている 413 65.6

知らない 217 34.4
合計 630 100.0

【問１－１】　問１で「知っている」と回答された方にお聞きします。ねんりんピックの開催について何を通じて知りましたか？（該当者413人）
内訳 人数 ％

市報わかやま 251 60.8
看板等屋外展示物 114 27.6

テレビ 90 21.8
その他 86 20.8

和歌山市のホームページ 67 16.2
新聞 61 14.8

イベント 44 10.7
PRグッズの配布 22 5.3

ねんりんピック紀の国わかやま
2019公式ウェブサイト 20 4.8

娘の通う小学校の校長先生が行事予定を組むときに話されていたので。
子どもが開会式イベントに参加するので知った。
子供が学校関係で開会式に携わるから。

子供から聞いた。子供は中学校から聞いてきた。
小学校からの案内
子供が小学校から応援に行くので。

【問１】　2019年11月9日（土）から12日（火）にかけて、ねんりんピックが開催されることを知っていますか？

【問１－１－２】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（該当者86人）
小学校のママ友から、踊りを披露すると聞いて。

ねんりんピックは60歳以上の方々を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。今年、和歌山県で「ねんりんピック紀の国わかやま2019」（以下「ねんりんピック」と
いう。）として開催し、ゲートボール、テニス、卓球、水泳の4種目を和歌山市で実施します。
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知人の子どもさんの小学校で出演する話を聞いたから。

父親が言ってたので。

知人より。

高校生の娘が、ねんりんピックのボランティアに行くことになり知りました。
こどもの保育園からの案内
友達の子供がでるから。
学校からのお知らせチラシ

知人に聞く。

知人から。
人から聞いた。

主人がねんりんピックの試合の審判をするため。

幼稚園に通う子供が音楽祭に出演するため。
子供が音楽部の活動で参加するため。

知り合い

近所の女の子がねんりんピックで踊ると聞いた。
知り合いがねんりんピックに出場するため。

知り合い
関連の仕事をしている友人から。

娘が吹奏楽部にいるので、当日演奏する為。

知人から伺った。

孫の小学校から聞きました。

夫の友達が、ボランティアに行くので聞きました。

子供が、ねんりんピックでダンスをするので、調べました。
子どもがガールスカウトに入っているため。

身内がねんりんピックのボランティアをするから。

人づて

身内から

知人からの口コミ
知り合いにねんりんピックを宣伝する人が居るから。

競技場の近くに住んでいるので、小学校等行事の影響があったので。

友人から聞きました。
知人から聞いた。
知人より

両親がグランドゴルフをしているので知っていた。

娘が高校で吹奏楽部に所属していてねんりんピックで演奏すると話していたのでねんりんピックのことを知りました。

知人との会話

子供が参加するので。

義母が、ソフトバレーの役員

友人

子供がなぎなたをしており、手伝いの要請があった。

子供の学校から。

子供の小学校から。
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いつの間にか知っていた。

いまだねんりんピックという名前が世の中に浸透していなかった時代に、近所の方だ関東の大会に参加されました。参加された本人もねんりんピックの意味をはっきり分かっていな
かったようでした。そのイベントが和歌山で開催されるとは感慨深いです。成功を祈ります。

友人の部活動で開会式に参加することを聞いて。

県民の友

私食生活改善推進協議会に所属していまして、今回選手の方々に豚汁などを振る舞うボランティアとして参加する予定でいます。

出演者

県庁の正面玄関掲示物

和歌山放送ラジオ

芸人さんのインスタグラム

食推のボランティアをしてる。当日もお手伝いをします。

合気道の師範から聞きました。

勤務先の業務
会社で聞きました。

以前、和歌山市のアンケートにその旨が、記載されていたから。

和歌山県水泳連盟からの「競技役員依頼」により知った。

インスタグラム

かるた協会からのお知らせ

県民の友

仕事で聞いた。

県の職員さんから。

ボランティアとして参加するから。

職場

仕事と趣味でねんりんピックに関わっている。
15年前から数年連続出場しており毎年選手を 自ﾁｰﾑから行ってもらったり、又昨年は富山へ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの視察に行き、和歌山大会でも当初は役員で準備に携わっていたが、今
回は監督として出場する為良く知っています。

食推としてボランティアとして参加予定
ゴルフ関連の競技日程関連

協賛品を協力させていただいた！

和歌山放送のラジオ

仕事で関わりがある。

過去のねんりんピックに参加者で、いつも行事に参加しているのと協議に協力している。

職場で（ホテル勤務です）

職場の話題
会社

競技関係

インターネット

ボランティアの募集チラシ

4 / 9 ページ



【問２】　ねんりんピックと同時に開催するイベントで、行ってみたいイベントはありますか？
内訳 人数 ％

わかやま夜市
【9日11時～22時】 228 55.2

全肉祭
【9日、10日10時～21時】 216 52.3

地場産フェア【9日10時～17時、
10日10時～16時】 209 50.6

竹燈夜
【9日、10日18時～21時】 208 50.4

特になし 147 35.6
フェスタ・ルーチェ

【11月中17時～21時】 138 33.4
ポポロハスマーケット

【10日11時～16時】 129 31.2

【問３】　ねんりんピックに関するご意見などありましたら、ご記入ください。 

PRが少ないと思う。

イベントが「ねんりんピックと同時開催」ということを知らなかった。毎日ほぼ自宅から出ず、テレビ・ラジオにふれないものは情報が得づらいということはわかるのだが、そういう環境
にいる者にもつたわる情報伝達の方法はないだろうか（私が知りたい）。
民間事業者と連携するなどにより、県内外に、もっと積極的に発信すべきかと思います。

ねんりんピックという言葉を今回初めて知りました。
はじめて聞きました。母７０代も知らない様子。どこで紹介していましたか。もう少し宣伝してください。

全く知名度がないイベントで残念です。こういうのって、和歌山市のメルマガなどがあれば和歌山市在住の人にメールで他のイベントなどもお知らせできるのになと思いました。継続
してメールを登録してくれているひとに毎月抽選で和歌山の名産品をプレゼント、とかあれば市民なら登録しやすいと思います。広告とかだと印刷代とかかかりそうですしね。

ねんりんピック知りませんでした。ぜひ家族で行きたいと思います。
もっと告知するべきだと思います。

ＰＲ不足でしょうか、知らない市民が多数います。各所の市の施設にもポスター等見当たりません。プレゼン不足です。
ねんりんピックとイベントをもっと周知されるようにどんどん宣伝してほしい。

ねんりんピックを知らなかったので、和歌山市で開催されることも初めて知りました。

もっと和歌山に住む方々の認知度を上げるため各スーパーや、ディスカウントショップや、100均ショップ等老若男女が目につく場所にねんりんピックPRグッズを置かしてもらったりす
べきだと思います。私の周りに ねんりんピックを知る人が残念ながらいないのが現状です。
意見の前に何も知らない。
自分の周りの人と話す時に、ねんりんピックについての話題が出た事がない。特に小さい子供を子育て中の人は、関心がない人が多い。たくさんの県民を巻き込んで盛り上げてい
かないと、せっかくのイベントなのに経済効果がない。なんかもったいない気がします。

ねんりんピックに関しては開会式に個人的に参加するので楽しみにしています。しかし一般的な広報が今一つなような気がします。テレビを使いたとえばラグビーのワールドカップの
ような盛り上げ方を見習いたいです。
費用面の制約があるが、広報活動をもっと大々的に行うべきだ。
知らない人が多い気がします。広報等々力を入れた方が良いと思います。
あまり聞かないのでもっと情報がほしい。
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開会式開催場所が周知されていません。県民の友にも記載がありません。

いつから行われてるのでしょうか？あまり過去に開催されていた記憶がありません。
ねんりんピックがあるのは知ってましたが、日にちは知らなかったです。

開会式が、事前に申し込み必要だと知らなかった。早めに何らかの形で知りたかった。

ねんりんピックが何かよくわからない。
フェイスブック等ネットを使って、種目別の開催場所、日程等をＰＲしてほしい。

全体的に宣伝が行き届いていないと感じます。
広報不足では？

知らない人がいっぱいいると思います。 いつ？どこで？何の競技？そんなに盛り上がるイベントなのか疑問なとこはありますが、頑張ってください。

もっと広く知らしめるべきです。全然知らなかったし、知らない人が多いと思います。
市のアピールが足りない。

開会式にいろんなゲストが出ることを知らなかったので、チケットを買いそびれてしまいました。ニュース和歌山や地元のフリー雑誌などで周知してほしいです。
いろいろなイベントがあること初めて知りました。もっとPRしてください。

テレビ和歌山の放送内や市報、県民の友などで多少知っていますが、市民県民に周知が足りないように感じます。私の周りでねんりんピックの話題が出ることはありません。スー
パーや飲食店、駅やバス等人目につくところにＰＲ広告載せたりした方が良いかと思います。

あまり周知されていない気がします。ねんりんピックの意味もわかりにくいです。
まだまだ知名度無いと思います。
知名度が低すぎます。もっと広報活動して下さい。

PRをたくさんしているのは知っているけど、私の周りではなかなか浸透していないのが残念に思う。人が年齢を重ねるからこその魅力や 素晴らしさを感じられる場だと思うので、み
んなで応援したいです。
国体に比べて少し分かりにくい。みんなが観に行けるように情報提供がもう少しあればと思います。

健康麻雀をやりたいがどこでやってるのか全くわからない。

申し訳ない、ねんりんピック自体を知りません。

何をやってるイベントかわからない。 同時開催のイベントに少し興味が出て「わかやま夜市」を調べたけどろくな情報がなく、さらに興味が失せた。もうちょっと広報に力を入れたほう
がいいのでは？

知らない人がけっこういるのでもっと宣伝したほうがいいかなと思います。

いまいち何をするのかよくわかりません。もっと宣伝をしてください。
もう少し周知させ、全体で盛り上がれるといいですね。

もっと広報したほうが良いと思います。身近な人で知らない人が何人かいますので。

開催自体知らないからコメントはできませんね！

職場でも家族でも、ねんりんピックを知らないし、話題になっていないので、もっと工夫するべきだと思う。和歌山市民でもねんりんピックを知らない人がかなり多いと思う。
開催の日を覚えてませんでした。もっと広報活動を広めてください。
ねんりんピックがあることは知っているが、それ自体の内容がわからない。何をやるのか周知不足な気がします。

ねんりんピックについてはどういうものか全く知りませんでした。言葉は聞いたことがありますが。

のぼりやポスターなどで見かけますが、まだまだ認知度が低いように思います。
初めて知りました。

PR不足かと。
まだあまり浸透してないみたいなので頑張って宣伝したいと思います。

いまPDFガイドブックを見てみたら、とても大きくて豪華な行事でびっくりしました！ もっと周知されるといいですね。

ねんりんピックってなにか知らない人が多い。
もっとチラシを配った方がいい。
ねんりんピックって何って人が多いので、もっと周知の仕方に工夫がいると思う。
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いくつになっても外でできるスポーツ大会を絶やさないでほしい。
楽しみにしています。 盛り上がるといいですね。

父が数回出場しており、高順位でした。毎回、開催地の対応、気配りやオモテナシが素晴らしいと喜んでいました。和歌山も、参加者からそのように言っていただけるようにと願いま
す。

私は参加しませんが、知人の何人かは参加を楽しみに張り切っているようです。

沢山の方が和歌山市に来られますので、ボランティアで参加し、素晴らしい大会のお手伝い致します。
盛大に行って、参加希望者の意欲を高めて欲しい。

スポーツだけに特化せず、誰もが参加できる素晴らしい大会だと初めて知りました。もっと皆んなに知れ渡ることを願います！

出場される方は偉いなと思います。自分も参加出来たらとも思います。
ボランティアを考えていたけど仕事があり無理だった。

ねんりんピックは知っていましたが、開催期間はこのアンケートで知りました。少し興味がわいてきましたので開催が楽しみです
無事に成功するといいなと思います。
各地の大会は凄く頑張って実施してくれているのが良く分かります。和歌山市も大変ですが、他府県から来てくれた選手が喜んでくれるように頑張って下さい。

内容については良く解らない。これが和歌山県に必要なのか疑問です。何処かのイベント会社に頼んだものでしょうが、和歌山に本当に必要とはどうしても理解出来ない。

市民全体でもっと盛り上がって、出場される方、応援される方を歓迎出来たらいいですね。

高齢者が元気でスポーツをやるのは大変良いこと、高齢者医療費の削減にもなりますから、やれる人はどんどんやってください。

名前から内容が想像しにくいので、もう少し認知度を高めるような名称がいいと思います。
実態が良くわからない。
どんな内容なのかわからない。パンフレットなどを見てみたい。

元気だけどお暇そうなご老人がたくさんいるので、活躍できる場を作るのはたくさんあっても良いと思います。接客業してますが、誰かと話したい活動したい方が多いですよ。

盛り沢山のイベントの数々是非とも成功して下さい。愉しみにしています。

高齢化で年寄り年代人が多くなります。動けるうちはこういうスポーツがいいですね。

楽しそうだなと思い、同時開催のイベントに参加してみたくなりました。

ボランティアを私は行いますが、他都道府県より来県された方々の温かいおもてなしの実践により気持ち良い滞在・観光されることを期待します。

ねんりんピックが何かよくわからないです。

楽しみたい。

一つでも観戦したい。

良いイベントですね！

国体とは違うんだよね？ねんりんピックって言われても、どんなイベントなのかピンとこない。スポーツ大会なのは何となく分かるけど。他府県から沢山のお客様が来るんだったら、そ
れはそれで良いことだと思う。
開催されるのは知っているが、具体的に何をするのかよくわからない。
見落としたのだろうが、予選の時期を知っていたら参加してみようかと思う競技もあって残念。

全国的に誰もが知っている様なイベントなのかが気になります（こちらに来て初めて知りました）。

今、同時イベントがあるのを知りました。一部の方（関係者）だけで盛り上がっているように思います。

ねんりんピックのボランティアに参加しようと思っていたのですが、バタバタしてる間に締め切りになっていました。残念ですが、たくさんの応募があったようで何よりです。

まだあまり興味がもてない。以前もねんりんピックについてアンケートがあったが、どういう意図だろうか。これまでのPR活動をみていても、知らない人たちにアピールして盛り上げた
いと本気で思っているように感じない。
スポーツイベントかと思いきや文化的イベントもあることを周りから聞くまで知らなかったので、そういう方面の告知が足りてないように感じました。
タイトルだけ見ても何のイベントかわからない。
和歌山市でねんりんピックが開催されると初めて知りました。誰か出場されるか、記録保持者はどんな選手か等　情報を知らせて頂けると観客も増えるのでは？と思います。

子供と見に行くので、詳しいイベントも市報へ載せてほしいです。
どこで何が行われるのか、いまいち知らない。
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国内全体に風光明媚な和歌山県を観光PRする絶好の機会であるのに、国体に続いて、またしても貴重なチャンスを逃してしまった(もう、今からではできることは限られており、間に
合わない) 。ねんりんピックに対する地元の盛り上がりの低調さに関わらず、基本的なコスト負担はあるのだから、とても残念だと思う。和歌山市民全体が、単なる高齢者の運動会レ
ベルとしてしまった。高齢化社会の到来が言われて久しく、和歌山市は高齢化社がとても進んでいるのに、ねんりんピックにあわせての公共インフラの高齢者対応への進展も特に
感じられない。他府県から来られた方々も、和歌山市のユニバーサルデザインへの意識の低さにがっかりされるであろう。せめて、事故や大きなトラブルがなく、大会が運営されるこ
とを望む。

ねんりんピック着用のジャンパーの無料配布がありました。当日着用するのですが、サイズを選ぶ際試着が無く少し迷いました。高学年になると成長が著しいので試着があれば伸
びしろを考えて選べたかなと思いました。こんな機会はもうないかもしれませんが、今後の参考になればと思います。

他府県からの選手、観光客が多数来県されると思いますが、和歌山の玄関口のＪＲ和歌山駅の観光案内所が開けたり閉めたりするのは和歌山にとって非常にイメージが悪いです。
早急な対応、指導が必要かも。

費用をかけないでしてください。

市報で見ましたが、ちょっと盛り上がりにかけるような気がしました。

盛り上がりに期待します。
是非成功してほしいと願っています。地元で行われるので、なにかボランティアででも参加したいと思っていましたが、迷って決断できなかったのが反省点です。

一部の方しか利用できないなどの理由で興味がありません。

馬鹿騒ぎする若者などがいないように気をつけて欲しいです。

開催の主旨に疑問を持っている。高齢者の健康等が大切なら日常の公的サービス（例えば公営温泉、浴場、進歩的で安価な公営スポーツジム等の建設）が大切。

FB友達がいつもレポートしています。

全国から来訪される割にはいまいち盛り上がりがない ように感じます。

同時開催されるイベントが沢山あって、交通機関などの影響が出ないか心配です。

正直ねんりんピックには一切興味がない。お年寄りのスポーツする姿別に見たくないし応援しようとも思わないです。

アクティブシニアの活躍を楽しみたいと思います。

どんどん賑やかになっていってほしいです。
元気よく、楽しく成功裏に終ってくれることを願っています。皆様楽しんで頂ければ！

全国から選手、応援者などたくさんの方々が和歌山各地へ来てくれることは、経済的にも大変いいことだと思います。これを機会にねんりんピック後も和歌山の営業マンになってい
ただけるよう、市民全員で盛り上げなければならないでしょう。

高齢者が元気をもらえるいい機会です。大いに刺激しあって大会が成功するといいですね。

和歌山を挙げて歓迎したいものです。国体につぐ大きなイベントと思います。楽しく元気な 集いであり、忘れられない大会にしたいものです。

高齢者として元気なシニアの皆様を応援したいと思います。

各季節でこういったイベントを実施して欲しい。

いくつになっても運動するって気持ちがよく健康にもなり生きる糧になりそうです。
大変でしょうが頑張ってください。

開催期間中、10.11.12日とボランティアさしてもらいます。他府県からの方達に、和歌山市にまた来てみたいと思って頂ける様にお手伝いさしてもらいます。

ねんりんピックと大きな大会、競技に出られる高齢者の方がすごいと思います。頑張らなければいけない世代にいい刺激を与えてくれる催しでもあると思います。無事に楽しく大会が
行われると嬉しいです。今年は和歌山!盛り上がって欲しいです。

短い期間ですが、頑張ってください。

国体の際も関係各部署、事業所が早くから計画を立てて和歌山にお越しの方へのおもてなし準備を真摯に進めています。開催まであと一か月となり、準備も大詰めとなりました。和
歌山市もこの時は行政、事業者、団結していきたいと思っています。

和歌山のよさをしっかりPRしたいです。

ねんりんピックが開催されるのは知っていましたが、この時期なんですね。確かきいちゃんがマスコットキャラクターですよね？（可愛いから大好きです！）  無事開催されるといいで
すね。
和歌山を訪れる方々が満喫して良い記憶と記録が残れば良いなと思います
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お忙しい中、アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。
ご回答の中に、本人もしくは友人知人、家族が選手やボランティアなど、さまざまな形で参加するとの回答を多くいただきました。
皆様の、ご理解、ご協力のもと、ねんりんピック紀の国わかやま２０１９を成功させることができるよう、また心に残るねんりんピックとなるよう、全力を尽くしてまいります。

期間が短いので、日程をもう少し分散させたらどうか。

若者も巻き込んだイベントの方が盛り上がりそう。例えば孫と一緒に競技がレクリエーションであれば面白い。

子供のダンスがあるので、開会式を見に行きたいけど、入場券が当たるか心配です。

60、70、80、90歳台と分けて行われると、もっといいのですが。

誰でも参加できたらいいのですが。

県外からの多くの来訪者への街の好印象を残す良い機会です。日頃から懸念していますが市内メイン道路の沿樹や河川橋周辺の清掃が他府県市のそれに比べ劣っており汚い。こ
の機会に行政マンを含め自治区のボランテイアへの声掛けで「主要な道路を綺麗に」しませんか。

これを機会に市民により手軽にスポーツができる施設、仕組みを導入してほしい。
忙しい日もあるので、夜など何かやってくれると助かります。

６０歳以上のスポーツしている人やその家族位に限定されているので、参加する人と関係者位しか関係ないので、あまり盛り上がらなっていないと思います。６０歳以上の一般人も
参加出来るような種目や、それ以外の世代も行こうと思えるようなもの（健康や福祉関係の講演会、健康診断・検査、健康を考えた料理、健康や福祉関係の展示会などのイベントな
ど）もあれば良い。市内で開催されるイベントは和歌山城公園やぶらくり・市駅周辺でのイベントばかりだし、あとは大型商業施設でのイベントが多いので、特に地域のイベントは市
民にとってもっと身近な所（コミュニティセンターや紀ノ川河川敷・和歌川公園・片男波・河西公園・四季の里公園・紀三井寺寺公園・森林公園（四国山の辺りにもかなり広い空き地が
あったが。整備するべきでは？）など広めの公園・小学校など）でもイベントして欲しいと思います。

ポスター一覧・販売を是非お願いします。映画・和歌山の風景画です。

周辺の安全と秩序を保ってください。

ボランティアに申し込んだら、気軽に誰でもできるものではなく、講習も遠方だったり、無理だと思って断るとそれは無理、と怒られたという話を聞いた。募集側も大変だとは思うが、あ
まり負担のかからない形を考えないと今後ボランティアが減るかも。

ねんりんピックが、開催期間だけの一時的なものでなく、開催後に人との繋がりができたり、参加者の意識が変わったり、と継続した効果が得られるような仕組みを仕掛けていただき
たいです。これからの超高齢化社会に向けて、一人でも自立した健康な高齢者が、増えれば介護負担も軽減されるのではないかと思います。高齢者は、新しくネットワークを作った
り、異世代との繋がりも持ちにくいのではないかと思います。生きがいを持って生きていける高齢者が増えることは、労働世代を支え、乳幼児期の子育て世代をも支え、全国民に還
元される事と思います。前向きに生き生きとした高齢者から、私たち世代も刺激を得られるねんりんピックにしていただきたいです。

交通渋滞の緩和。交通の利便さ。
年寄りだけのイベントしてるから子育て世代がすくないのでは？子育て世代のための地域対抗運動会とかまちぐるみでするとかないのですか？

芸人さんがＰＲに力をいれているところが印象深いです。

自分がまだ年齢になっていないからか知らなくて、又中身もハッキリしない感じで参加する気持ちには中々なれませんし。今は自分で行けますがその年齢になった時行けない場合
迎えに来てくれる方 とか居たらいいですが、️そう言うのも考えて欲しいです！

私はスポーツはしないほうなので、 あまり関心がありません。

和歌山市が初めて壮行式を開催してくれましたが他の市町村よりさびしかった。
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