
No.1

                               

質問１  部活動への加入制度について

（１）貴校の加入制度についてお答えください。

19 　ア  全員加入制 　イ  任意加入制

質問２  生徒減に対する対応について

（１）今年度の運動部活動の設置数をお答えください。 805 　部

（２）今年度、運動部活動の組織改編等を行われましたか。

16 　ア  はい 　イ  いいえ

（３）改編の内容について具体的にお答えください。＜複数回答可＞

3 　ア  運動部を新増設した。 ・新増設された運動部数： 3 　部

11 　イ  運動部を削減した。 ・削減された運動部数： 11 　部

0 　ウ　種目を移行した。（例：団体種目から個人種目へ）

5 　エ  他校との合同チームで活動を継続した。

2 　オ  その他

質問３　部顧問の資質向上等について

（１）今年度中に「望ましい運動部活動の実施」に向けた校内研修会等を実施しましたか。（予定含む）

59 　ア 実施した。 　イ 実施していない。

 ・実施した内容：

質問４　学校の運動部活動に係る活動方針について　＜８月３１日時点＞

（1）運動部活動に係る活動方針について、学校として作成していますか。

63 　ア  すでに作成した。

7 　イ  現在作成中である。

12 　ウ  未定

質問５　運動部活動　年間・月間計画表について　＜８月３１日時点＞

（1）活動計画表の作成・公表

　ア  計画表を作成し、生徒・保護者へ提示している。 ア 499 　部

　イ  計画表を作成し、生徒へ提示している。 イ 253 　部

　ウ  計画表を作成しているが、生徒・保護者へ提示していない。 ウ 28 　部

　エ  計画表を作成していない。 エ 25 　部

＊この調査は、各校の運動部活動の実態を把握し、今後の在り方について検討するためのものです。令和
3年度の貴校の実態を御回答ください。なお、色塗りの欄に該当（○印）がある場合は、追加の質問につ
いても回答をお願いします。

 ＜記入上の注意＞

  ○質問１～質問４については、貴校の運動部総顧問（又は体育主任）が代表して回答してください。

  ○質問７は、６月１日(火）から８月３１日（火）までの期間の活動状況を取りまとめて回答してください。

63

　〇質問５～７については、貴校の全ての運動部顧問への確認を行い、回答してください。

  令和３年度　運動部活動実態調査

県全体集計

山口県高等学校体育連盟調査研究部

（例：ＡＥＤ講習、顧問会議、講演会等）

職員会議、顧問会議、ＡＥＤ講習会・救急救命講習会・応急手当教員研修会・エ
ピペン講習、体罰撲滅講習、コロナ禍での望ましい部活動の在り方について研
修、研修内容未定(年度内実施予定)

66

23

質問５～７については、全ての運動部の顧問への確認を行い、部の数を御回答ください。

具体的
に記入く
ださい。

・硬式テニス部員の募集を今年度から停止。
・サッカー同好会発足



No.2

質問６　練習形態等について

（１）外部指導者（部活動指導員を含む）を導入している運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 170 　部

　イ　ない イ 631 　部

（２）他の学校と定期的に合同練習を実施している運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 139 　部

　イ　ない イ 662 　部

（３）中学校と連携し、活動を進めている運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 117 　部

　イ　ない イ 684 　部

（４）大学等と連携し、活動を進めている運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 47 　部

　イ　ない イ 754 　部

（５）地域のスポーツクラブ等と連携し、活動を進めている運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 79 　部

　イ　ない イ 722 　部

質問７　適切な休養日等の設定について＜６月１日～８月３１日の期間が対象＞

※　練習試合や公式大会、複数日にわたる合宿等は除く。通常の練習としてとらえてください。

（１）原則、週２日以上の休養日を確保していた。

ア 552 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 247 　部

（２）毎週土日のいずれかを休養日として確保していた。

　ア おおむね確保した。 ア 663 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 136 　部

（３）長期休業中には、まとまった休養日（３日以上）が確保されていた。

ア 768 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 32 　部

（４）平日の活動時間はおおむね２時間程度ある。

ア 650 　部

　イ 終えられていない部があった。 イ 150 　部

（５）学校の休養日の活動時間はおおむね３時間程度である。

　ア ３時間程度で終えられていた。 ア 675 　部

　イ 終えられていない部があった。 イ 123 　部

（６）第３日曜日（家庭の日）は休養日として確保している。

　ア 確保している。 ア 534 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 266 　部

（７）朝練習を実施している。（長期休業中を除く）

　ア 実施している。 ア 107 　部

　イ 実施していない。 イ 693 　部

　ア おおむね確保していた。

　ア ２時間程度で終えられていた。

　ア 確保されていた。



No.1

                               

質問１  部活動への加入制度について

（１）貴校の加入制度についてお答えください。

17 　ア  全員加入制 　イ  任意加入制

質問２  生徒減に対する対応について

（１）今年度の運動部活動の設置数をお答えください。 788 　部

（２）今年度、運動部活動の組織改編等を行われましたか。

15 　ア  はい 　イ  いいえ

（３）改編の内容について具体的にお答えください。＜複数回答可＞

2 　ア  運動部を新増設した。 ・新増設された運動部数： 2 　部

8 　イ  運動部を削減した。 ・削減された運動部数： 9 　部

0 　ウ　種目を移行した。（例：団体種目から個人種目へ）

5 　エ  他校との合同チームで活動を継続した。

2 　オ  その他

質問３　部顧問の資質向上等について

（１）今年度中に「望ましい運動部活動の実施」に向けた校内研修会等を実施しましたか。（予定含む）

61 　ア 実施した。 　イ 実施していない。

 ・実施した内容：

質問４　学校の運動部活動に係る活動方針について　＜８月３１日時点＞

（1）運動部活動に係る活動方針について、学校として作成していますか。

64 　ア  すでに作成した。

4 　イ  現在作成中である。

11 　ウ  未定

質問５　運動部活動　年間・月間計画表について　＜８月３１日時点＞

（1）活動計画表の作成・公表

　ア  計画表を作成し、生徒・保護者へ提示している。 ア 488 　部

　イ  計画表を作成し、生徒へ提示している。 イ 248 　部

　ウ  計画表を作成しているが、生徒・保護者へ提示していない。 ウ 24 　部

　エ  計画表を作成していない。 エ 28 　部

（例：ＡＥＤ講習、顧問会議、講演会等）

職員会議、顧問会議、心肺蘇生法講習、AED講習、救急救命講習、熱中症対応
講習、アレルギー研修、エピペン講習、資料回覧、研修内容未定（年度内実施予
定）

64

18

その際、各項目の合計数と、質問２（１）で回答された部の設置数との整合性に御注意ください。

具体的
に記入く
ださい。

女子バレー部は３年生引退以降活動休止（廃部ではな
い）
剣道部員は3年生一人のみ、新入生の募集を停止
女子バレー部の新入部員募集を停止

質問５～７については、全ての運動部の顧問への確認を行い、部の数を御回答ください。

  令和４年度　運動部活動実態調査

県全体集計

山口県高等学校体育連盟調査研究部

＊この調査は、各校の運動部活動の実態を把握し、今後の在り方について検討するためのものです。令和
４年度の貴校の実態を色塗りの欄に御回答ください。なお、矢印で次の質問が続く場合は、その追加の質
問についても回答をお願いします。

 ＜記入上の注意＞

  ○質問１～質問４については、貴校の運動部総顧問（又は体育主任）が代表して回答してください。

  ○質問７は、６月１日(水）から８月３１日（水）までの期間の活動実態を取りまとめて回答してください。

62

　〇質問５～７については、貴校の全ての運動部顧問への確認を行い、回答してください。



No.2

質問６　練習形態等について

（１）外部指導者（部活動指導員を含む）を導入している運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 172 　部

　イ　ない イ 616 　部

（２）他の学校と定期的に合同練習を実施している運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 168 　部

　イ　ない イ 620 　部

（３）中学校と連携し、活動を進めている運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 124 　部

　イ　ない イ 664 　部

（４）大学等と連携し、活動を進めている運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 48 　部

　イ　ない イ 740 　部

（５）地域のスポーツクラブ等と連携し、活動を進めている運動部活動がありますか。

　ア　ある ア 88 　部

　イ　ない イ 700 　部

質問７　適切な休養日等の設定について＜６月１日～８月３１日の期間が対象＞

※　練習試合や公式大会、複数日にわたる合宿等は除く。通常の練習としてとらえてください。

（１）原則、週２日以上の休養日を確保していた。

ア 561 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 227 　部

（２）毎週土日のいずれかを休養日として確保していた。

　ア おおむね確保した。 ア 657 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 131 　部

（３）長期休業中には、まとまった休養日（３日以上）が確保されていた。

ア 752 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 36 　部

（４）平日の活動時間はおおむね２時間程度ある。

ア 656 　部

　イ 終えられていない部があった。 イ 132 　部

（５）学校の休養日の活動時間はおおむね３時間程度である。

　ア ３時間程度で終えられていた。 ア 665 　部

　イ 終えられていない部があった。 イ 123 　部

（６）第３日曜日（家庭の日）は休養日として確保している。

　ア 確保している。 ア 552 　部

　イ 確保されていない部があった。 イ 236 　部

（７）朝練習を実施している。（長期休業中を除く）

　ア 実施している。 ア 116 　部

　イ 実施していない。 イ 672 　部

　ア おおむね確保していた。

　ア ２時間程度で終えられていた。

　ア 確保されていた。


