
平成２５年度 第１回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「（仮称）世界遺産姫路城マラソン大会の開催に向けた市民意識調査」について 

現在、姫路市では姫路城大天守保存修理事業の完成を祝う記念行事として、

平成 27年 1月～3月の間での市民マラソン大会の開催を目指し、本格的な準備

を進めているところです。 

つきましては、市民マラソンに関する市民の皆様のご意見等をお聞きし、今

後の大会開催準備にあたっての参考とさせていただきたいと考えております。 

（所管課：スポーツ振興課） 

 

 

◆ 調査期間 

     平成２５年７月４日（木）～ ７月１８日（木） 

 

◆ 調査方法 

対象・人数 市政モニター ９９人 

調査方法 書面・インターネットを通じてアンケートに回答 

回収率 
調査対象９９人に対して 

有効回収数 ９７人 有効回収率 ９７．９％  

質問数 １１問 

 



（％）

1 4.1%

2 16.5%

3 60.8%

4 18.6%

100.0%

 

（％）

1 35.1%

2 64.9%

100.0%

（％）

1 36.1%

2 43.3%

3 13.4%

4 7.2%

100.0%

問１　マラソンやジョギングなど、走ることへの興味・関心はありますか。    （単数回答　９７件）

選択肢

過去５年以内に何らかの大会に出た
ことがある
過去５年以内に大会に出たことはない
が、ランニング、ジョギングなどをしてい
る

ランニング、ジョギングなどはしてい
ないが、テレビなどで観戦するのは
好きだ

興味はない

計

問２　姫路初の市民マラソン大会が計画されているのをご存知でしたか。   （単数回答　９７件）

選択肢

知っている

知らなかった

計

問３　（仮称）世界遺産姫路城マラソン大会（以下、「マラソン大会」といいます。）への興味・関心はありますか。    （単数回答　９７件）

選択肢

非常にある

少しある

あまりない

まったくない

計

4.1% 

16.5% 

60.8% 

18.6% 

大会に出たことがある 

大会に出たことはない

が、 

ランニング等をしている 

テレビで観戦するのは好

きだ 

興味はない 

35.1% 

64.9% 

知っている 

知らなかった 

36.1% 

43.3% 

13.4% 

7.2% 

非常にある 

少しある 

あまりない 

まったくない 



（％）

1 66.0%

2 55.7%

3 58.8%

4 36.1%

5 26.8%

6 その他 11.3%

問４　マラソン大会開催にあたっては何が大切だと思いますか。    （複数回答　９７人、２４７件）

選択肢

姫路城を生かした大会運営

参加者を温かく迎えるおもてなし

姫路らしさのアピール

生活の支障とならないコースづくり

環境への配慮

計

　6「その他」の内容 姫路城を見ながら走れるコース設定

複数のコンセプトでは総花的になるので、上位コンセプトへの絞り込み

安全性

恒例となる行事を目指すための継続性

ゴミのポイ捨て等がないように規制をしっかりと行うこと

安倍総理にスタートのピストルを担当してもらい、それを全国放送でTV中継すること

ひめじおでんで元気を回復してもらう

他のマラソン大会のマネだけにならないような内容

事前準備やシミュレーション、問題の解決策

沿道住民の理解と協力

大きな宣伝と十分な仮設トイレの設置

66.0% 

55.7% 

58.8% 

36.1% 

26.8% 

11.3% 

姫路城を生かした 

大会運営 

参加者を温かく迎える 

おもてなし 

姫路らしさのアピール 

生活の支障とならない 

コースづくり 

環境への配慮 

その他 



（％）

1 66.0%

2 75.3%

3 64.9%

4 46.4%

5 30.9%

6 20.6%

7 4.1%

8 13.4%

9 その他 5.2%

（％）

1 64.9%

2 22.7%

3 7.2%

4 2.1%

5 3.1%

100.0%

問５　マラソン大会の開催により、どんな効果や影響があると思いますか。    （複数回答　９７人、３１７件）

選択肢

新聞やテレビなどの報道により姫路
の知名度が上がる

多くの参加者や応援者が姫路を訪
れ、にぎわいが生まれる

ホテルや飲食店などの利用が増え、
経済効果が生まれる

健康づくりやスポーツ活動への関心
が高まる

交通規制などにより、当日の生活が
不便になる

コース周辺がごみなどで汚れ、まち
が汚くなる

行政が主体となって開催するメリット
はなく、税金の無駄遣いである

やってみないとわからない

計

　9「その他」の内容 姫路市は生活道路と経済道路が混在しているのでコース選定に十分な配慮が必要

一過性のイベントに期待するより、住みよい文化的まちづくりを

マラソン大会を派手にやることで、関東圏内の地域の人達に知名度を上げて、観光客や大手製
造業の企業誘致に役立たせるべき。日程を東京マラソンとぶつけて、東の東京マラソン、西の姫
路マラソンと印象づけるのがよい

大学生関与、企業提携

実施主体は行政だけでなく市民・企業各種団体で運営協議会形式で実施すべき

問６　姫路城をスタート、ゴールとすることについてどう思いますか。    （単数回答　９７件）

選択肢

とてもよい

どちらかというとよい

どちらともいえない

どちらかというとよくない

よくない

計

66.0% 

75.3% 

64.9% 

46.4% 

30.9% 

20.6% 

4.1% 

13.4% 

5.2% 

知名度が上がる 

にぎわいが生まれる 

経済効果が生まれる 

健康創り等への関心が高ま

る 

当日の生活が不便になる 

まちが汚くなる 

税金の無駄遣いである 

やってみないとわからない 

その他 

64.9% 

22.7% 

7.2% 

2.1% 

3.1% 

とてもよい 

どちらかというとよい 

どちらともいえない 

どちらかというとよくない 

よくない 



（％）

1 41.2%

2 45.4%

3 4.1%

4 6.2%

5 3.1%

100.0%

（％）

1 73.2%

2 14.4%

3 23.7%

4 1.0%

5 1.0%

問７　大会当日、市民、参加者が一緒に楽しめる食などのイベントは必要ですか。    （単数回答　９７件）

選択肢

ぜひ必要

あってもよい

どちらでもよい

どちらかというと不要

まったく不要

計

問８　仮にお住まいの近くがマラソンコースとなった場合、どのようにお考えですか。   （複数回答　件数＝９７人、１１０件）

選択肢

応援などをして楽しみたい

仕方ないので、ランナーが通り過ぎ、
交通規制が解除されるまで待つ

生活に影響が出ないよう迂回路を確
保してほしい

生活に影響を受けることは困る

特に何とも思わない

計

73.2% 

14.4% 

23.7% 

1.0% 

1.0% 

応援をして楽しみたい 

交通規制解除を待つ 

迂回路を確保してほし

い 

生活に影響を受ける 

ことは困る 

特に何とも思わない 

41.2% 

45.4% 

4.1% 

6.2% 

3.1% 

ぜひ必要 

あってもよい 

どちらでもよい 

どちらかというと不

要 

まったく不要 



（％）

1 66.0%

2 27.8%

3 2.1%

4 4.1%

100.0%

（％）

1 11.3%

2 27.8%

3 62.9%

4 18.6%

5 6.2%

問９　場所によっては交通規制により、一定時間車や徒歩での移動が制限されますが、ご協力いただけますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  （単数回答　９７件）

選択肢

協力する

３～５時間ぐらいなら協力する

協力しない

その他

計

　4「その他」の内容 協力しない、を選んでも結局規制はするわけだから、この質問をする意図が不明

勤務先にも周知徹底されていて、通勤時間の影響が許されるならよい

迂回ルートがあれば協力する

仕事の人や高齢者、障害者の移動に問題が生じないように情報の周知徹底と対応があればよい

問１０　マラソン大会にどのような形でご協力いただけますか。　　　　　（複数回答　件数＝９７人、１２３件）

選択肢

ランナーとして参加したい

ボランティアスタッフとして参加したい

沿道でランナーを応援したい

１～３以外でできることがあれば協力
したい

協力しない

計

66.0% 

27.8% 

2.1% 

4.1% 

協力する 

３～５時間くらいな

ら協力する 

協力しない 

その他 

11.3% 

27.8% 

62.9% 

18.6% 

6.2% 

ランナーとして参加したい 

ボランティアスタッフとして 

参加したい 

沿道でランナーを応援した

い 

できることがあれば協力し

たい 

協力しない 



問１１　マラソン開催に際して、ご意見等がありましたらご記入ください。　（内容を一部要約）

初めての開催であり、市民にもどの程度生活に影響が出るかわからないので、もっと認知度を上げるべきだ。また、市民が参加したく
なるイベントの同時開催を考えてもらいたい。

姫路市は県下で２番目に大きい都市だ。宣伝も大きくやり、多方面からの参加者が参加し易い取り組みを希望します。

小学生を中心に走り方教室などを開催してイベントの周知と応援する気持ちを盛り上げるイベントをしてほしい。

近年、他の市町村でもマラソン大会が開催されていますが、他の市町村で長所短所を聞いて、市民も他市町村からも参加したくなるよ
うな取り組みをしてほしい。またテロも怖いので、安全面を特に気をつけてほしい。

私自身は「やってみないと分からない」と実行組の方である。

コース選定は姫路南北幹線・2号線・名古山西から港への市道・市川右岸道路など姫路城を中心に待つ部分から海岸部までの外周コ
－スも検討されたい。

できれば「黒田官兵衛」と姫路城をミックスさせて「息の長い観光資源」として市外へ発信して行けるような工夫・アイデアをマラソンイベ
ントにプラスしてほしい。

芸能人とか有名なスポーツ選手を是非招待してほしい。

市民のスポーツ振興とかボランティア文化とか、そんなものは国際的になれば自然と身についてくるもので、コンセプトに掲げるほどの
ものではない。スポーツ振興課だけでやると現在の城下町マラソンに少し毛がはえただけのイベントになりそうな予感がする。

一人でも多くの人に姫路を知ってもらうために参加賞を出してはどうか。マラソンを通じてもっともっと姫路のまちをアピールしてもらい
たい。

近年、マラソンの需要が高まり諸外国からもこられると思うので、とてもいいことだと思います。ただ、フルマラソンとなればコース作り
や安全面、交通規制など大変な気がする。何でも初めが肝心なので応援したい。

名称に「世界遺産」をわざわざ入れなくてよい。目にしたときに仰々しくて恥ずかしい。交通規制に多少の不安がある。城下町マラソン
に出て思ったが、門から出る前後が狭くて危ない。三の丸広場は集合場所として分かりにくく、ゴールで応援する人の居場所があるの
か。

初めて知った。すごく楽しみだ！

お城の修復作業の終了日のアピール等で、まだ姫路城に見学に訪れていない人に訴えかけてみては。

イベントで人集めするより、住みよいまちになることが本当の姫路市の魅力だと思う。

大勢が参加できて、時間的にも予想がつく競技なので種目として良いと思う。

マラソンに興味ない人は無関心だと思うが、姫路市のイメージを良くすることであれば賛成である。

姫路の知名度を上げ、経済効果が少しでも得られたらよいと思う。

一般のランナーでも楽しめる大会にしてほしい。また、他のマラソン大会日と重ならない日程選びも重要である。
参加料は低額にして、大会のテーマも必要である。

大勢が集まる中で、テロ対策など防犯面での対応が心配だ。海外の事件があったので。

大きなイベントなので交通網に支障が出るのは仕方のないことだ。
大事なことはランナーや市民のみなさんが怪我なく安全に終れることだと思う。

ボランティアで何か出来ることがあれば、是非協力したい。また、フルマラソンに遠方(外国）から参加してくださる方のホームステイなど
あれば、国際交流にもなり、世界遺産「姫路城」を世界にアピールできるのではないか。

フルマラソンだけではなくハーフマラソンやマラソン教室などを実施しすれば老若男女の参加も気軽に出来ると思う。
コースの整備環境なども心配である。

このような大きなイベントがある事を、詳細が決まり次第早めに自治会回覧等で知らせてほしい。（広報ひめじよりも自治会回覧の方
が確実に目に留まるので）

スタートを姫路城にするのはいいと思うが、、もし私が参加するなら競技場のトラックを走ってマラソン選手のようにゴールをしてみた
い。



老若男女が参加されると思うが、特に６０歳以上の参加の方には健康面などの配慮、気配りが必要である。

コース選定については、出来るだけ同一区間の往路・復路の利用はひかえてほしい。

ファンランだけなら走りたいという友人が何人もいる。
ファンランに気軽に参加できる雰囲気が、案外マラソン大会の成功につながるような気もする。

記念行事であっても、第１回からずっと続けられるよう準備をしっかりして皆が毎年その時期を楽しみにするくらいの大会にしてほし
い。そのためにも無理のない規模から始めていくのがよいのではと思う。

ランナー及び関連の方々を温かく迎え、姫路市を少しでも知って頂けるようにしてほしい。

市民の健康づくりの一環として、姫路市をPRできる非常にいい企画だと感じる。

黒田官兵衛の「秀吉備中大返し」も今でいう２５０㎞大ウルトラマラソンだったといえる。我が姫路はウルトラマラソン発祥の地元と言え
るかもしれない。そして城周辺の古い街道と城下町風情が残る部分、海岸での製鉄、紡績への産業道が残る部分、間の美しい自然。
歴史と自然を満喫できるすばらしいコース設定が可能である。

一部の常識のない人達のゴミのポイ捨てや、集団で騒いだり車やバイクで目立とうと走り回る等の行為が予想されるので、しっかり取
り締まってほしい。

ゴミ等のポイ捨てに対して過料を徴収すべきだ。

マラソンの関心が高まる等、スポーツに関する良い影響が期待できる。

迂回路を確保してもらえば、少しは生活に不便さが出ても仕方ないと思える。ランナーが途中にトイレに行きたくなったときに、トイレの
貸出に協力してもらえるようなお店があると良いと思う。

マラソン開催をFBやネットで全面的にアピールすることが必要だと思う。また、駅前に派手にマラソンをPRをするポスターが必要だと思
う。それと、東京駅、名古屋駅、大阪駅、福岡駅にもお金をかけて派手にPRをすることが必要だと思う。

東京マラソン等各都市マラソン大会があり、多くの人々が参加している報道を聞くので、姫路市でも是非開催し、市民全体で盛り上げ
ていけたらとてもいいことである。１回だけで終わらず毎年開催できるように計画してほしい。

今までに開催されたマラソン大会を見ていて、群衆心理のためかマナーの悪さが目についた。ガードマンの費用もばかにならないので
は。

多彩な距離を設け、誰でも参加できるマラソンが望ましい。

安富町や夢前町、香寺町など合併町をコースに組み入れ、地域の活性化をはかってほしい。また、特定の業者でなく、市民が参加で
きるマーケットなどのイベントを行ってほしい。大会参加者が交流できる場もあればよい。

最大１０、０００人規模であるなら、その警備も気になる。明石の歩道橋での事故のような痛ましいことがあってはならないので、警備に
は万全を期してほしい。

神戸や大阪等のマラソン大会が成功したから姫路でも同じように・・・とはならないと思う。障害を持った人や実業団で頑張っているラン
ナーが広く招待される大会であれば、応援したいと思う。

かなり混雑することが予想されるので、緩和する方法を十分に検討する必要がある。

マラソンが流行している今、姫路城周辺でマラソン大会があることがとても知名度が上がるいい機会になると思う。成功すれば定期的
に開催してもよいのでは。ただ、交通規制でおこる渋滞が心配である。コースはよく考えてほしい。

火災発生時の救急活動等で、市民生活に悪影響を与えないか。危機管理の観点から、迂回路の交通量を調査する必要があるのでは

あちこちの都市ですでにやっていることなので二番煎じ、三番煎じの印象は否めませんが、姫路には姫路城という誇れる建物がある
ので、それを売りにやってみるのは悪いことではないと思う。

招待選手に名のある人を呼んでほしい。

地域の方々の協力も必要であるため、ゴミを持ち帰るという心がけはランナーはじめ関係者に持ってもらいたい。

安全面に充分注意して開催してほしい。

参加費が不明であるが高くとも５０００円までとして、参加しやすくしてほしい。

姫路の食のPRを大会を通じて実施してほしい。具体的にはJAと市がコラボして「市場」を開催したり、農作物の試食販売を行い、地域
活性化を実現してほしい。また畜産物も全国や世界に向けてPRしてほしい。



走る動機をコメントしてもらい、エピソード集等に活用してほしい。テロや暴漢も想定して安全へ万全の体制をとってほしい。
また地場産業等なんらかの形で内外市民へアピールする施策があればいいと思う。

交通規制による影響が怖い。

制限時間６時間とあるが、少しハードな気がする。参加者の裾野を広げるため、神戸マラソンと同じ７時間にしたほうがよいと思う。
参加するので姫路らしさ、特色をアピールできるように頑張ってほしい。

毎年、城下町マラソンがあるのでそちらをメインに。フルマラソン、ハーフマラソンといった大規模の大会は５年に１度、３年に１度と限
定的に開催してみては。

姫路市の知名度を全国的に広め知ってもらうのによい機会だと思う。

短距離は家族参加が多いだろうから、姫路城をゴールにすれば、帰りに姫路の町を散策したり、動物園に寄ってもらえると思う。
逆に長距離は姫路城が見える場所を走って眺めながら・・・というのが良いかなと思う。

一過性のものでなく継続的に行い市民参加型のイベントをする方向性で企画してほしいと思う。

自分は走れないが、大阪の娘や娘婿は関心があるので是非案内したい。

このようなマラソン大会を開催し、姫路の活性化を図ることには賛同する。また自分ができる範囲で協力したい。賛同し協力する人を
増やすためにも一般市民へ、交通混雑やごみの放置等迷惑をかけないよう十分な配慮が必要だろう。

現在、他の都市で実施されている市民マラソンの調査も必要だ。

抽選をなくし、参加費も低価格とし、希望者が参加しやすく楽しめるようにしてほしい。

神戸や大阪などが既にマラソン大会を開催しているので１つ１つの大会の印象が薄くなってしまっていると思います。東京のような大き
な大会にするために近畿地方で持ち回り制度にして２府４県で６年に１度のマラソン大会にして規模を大きくしたほういいのでは。

自分自身マラソンには興味がないので、ウオーキングも考えてみてほしい。

姫路城をスタートフィニッシュに設定したコースを作るのが大変なのではないか。是非、参加者にも喜ばれ住民の迷惑も最低限になる
ようなコースを考えてほしい。

①広報誌などでもっと雰囲気づくりを行うべき②勘兵衛より市民マラソンの方が、姫路のPRに効果的かつ持続性があると思う。

姫路という土地柄、開催時に問題が起きないか不安だ。（若者の喧嘩等）
開催後のゴミ問題についてもボランティアだけに頼らず、ゴミ箱の設置や周辺店舗への協力要請も必要かと思う。

他のマラソン開催都市がしたことがない企画を取り入れてもらいたい。例えば、マラソン走行前とマラソン完走後で体重を量り、一番体
重が減っている人に賞を上げるとか。姫路を代表する有名人を呼んで、完走できたら、希望者は有名人と２ショット写真を撮ってあげる
とか・・

参加者の交通機関への配慮とスポンサーの集約に重点を置いてほしい。これが実行出来るのであれば大阪マラソンのような盛り上が
りを期待したい。

大会当日及び前後は公共交通機関の乗客が一時的に増加することも予想される。
新幹線の予約状況等、その周知はテレビ、ラジオ、インターネット等のメディアを通じて広く周知してほしい。

各地でマラソン大会が行われているのを聞き、健康志向上昇で結構とは思うが、流行に便乗し姫路でも開催されるとは・・・愕然としま
した。マラソン大会が必要ですか？お城の優美さの表現にマラソンですか？どっしりと構えて、派手な演出はいらないのでは。

※各項目の割合の合計は端数処理をしているため、必ずしも１００％になりません。

最近近隣の都市で同様のマラソン大会が開催されているので、同じような内容なら不要。フルマラソンにこだわらず、姫路らしいユニー
クなマラソン大会にしてほしい。

網干の住民、老人グループの一員としては、姫路城スタート姫路城着なら、外部行事となり大した興味を持てない。姫路城発、いろい
ろ巡り、網干なぎさ公園着解散、等であれば網干の活性化に繋がる。

市民マラソン開催の動きが活発化しているので、全国または世界各地からランナーを呼び込むというのを姫路市発展のため是非企
画・立案・実行してほしい。

姫路を盛り上げるためにもすごくよいことだ。最近走ってないが、自分も体調が良ければ是非子どもや主人と参加して走りたいと思っ
た。いい企画だと思う。

姫路城マラソン大会としての意義を高めてほしい！（全国的に通用するような・・・）



◆ 調査結果のまとめ 

 

〈調査テーマ〉  

 「（仮称）世界遺産姫路城マラソン大会の開催に向けた市民意識調査」について 

 

１ マラソンへの興味・関心について（問１～問３） 

実際に大会に出場したり普段から走っている方が 20.6％、走ってはいないがテレビなど

で観戦するのは好きな方が 60.8％となっており、8 割を超える方が、走ることへの興味・

関心をお持ちのようです。 

しかし、市が（仮称）世界遺産姫路城マラソン大会（以下「マラソン大会」といいます。）

の開催を計画していることについては、「知らなかった」と回答された方が 64.9％もいら

っしゃいました。 

また、マラソン大会への興味・関心については、「非常にある」と「少しある」を合わせ

て 79.4％となっており、概ね 8割の方に興味・関心を持っていただいています。 

 

２ マラソン大会の運営について（問４～問７） 

マラソン大会開催にあたっては、「姫路城を生かした大会運営」が大切であるという回答

が最も多く、次に、「姫路らしさのアピール」、「参加者を温かく迎えるおもてなし」が続い

ています。また、姫路城をスタート、ゴールとすることについては、87.6％の方が肯定的

でした。マラソン大会の開催による効果や影響については、「多くの参加者や応援者が姫路

を訪れ、にぎわいが生まれる」を挙げた方が 75.3％、「新聞やテレビなどの報道により姫

路の知名度が上がる」が同じく 66.0％、「ホテルや飲食店などの利用が増え、経済効果が

生まれる」が同じく 64.9％、「健康づくりやスポーツ活動への関心が高まる」が同じく

46.4％で、大会コンセプトに掲げる効果を期待されていることがわかりました。 

一方、「生活の支障とならないコースづくり」が大切だという回答が 36.1％あり、マラ

ソン大会開催による効果や影響について、「交通規制などにより、当日の生活が不便になる」

という回答も 30.9％ありました。その他として、「沿道住民の理解と協力」や「生活道路

と経済道路が混在しているなか、コース選定に十分な配慮が必要」との回答もありました。 

大会当日の、食などのイベントについては、「ぜひ必要」と回答された方が 41.2％、「あ

ってもよい」と回答された方が 45.4％いらっしゃいました。 

 

３ マラソン大会への理解と協力について（問８～問１０） 

仮にお住まいの近くがマラソンコースとなった場合については、「応援などをして楽しみ

たい」という回答が 73.2％、「仕方がないので、ランナーが通り過ぎ、交通規制が解除さ

れるまで待つ」という回答が 14.4％で、現段階では、多くの方々にご理解とご協力をいた

だけるようです。一方、「生活に影響が出ないよう迂回路を確保してほしい」という回答も

23.7％あり、交通規制による影響を懸念されている方も多いことがわかりました。 

交通規制については、「協力する」、「3～5 時間ぐらいなら協力する」を合わせて 93.8％



の方が協力していただけるとの回答でした。 

協力の方法については、「沿道での応援したい」方が 62.9％で最も多く、続いて「ボラ

ンティアスタッフとして参加したい」方が 27.8％いらっしゃいました。 

 

４ その他の意見（問１１） 

マラソン大会開催について肯定的又は否定的なご意見、コース設定その他競技運営に関

して、広報の手法その他大会運営に関してのご意見など、77件もの貴重なご意見をいただ

きました。 

 

５ まとめ 

今回のアンケート調査では、マラソン大会に対して多くの方が興味・関心をお持ちであ

るにもかかわらず、現段階では認知度が低いことがわかり、広報の充実が今後の課題であ

るとのことがわかりました。 

運営については、姫路城大天守保存修理事業の完成を祝すマラソン大会として、引き続

き、姫路の象徴である「姫路城」を核に据え、大会コンセプトに掲げる効果を得られるよ

う準備を進めなければならないことが確認できました。マラソン大会当日における催事面

についても、積極的に計画していきたいと考えております。 

交通規制については、影響を懸念されている方も多く、また、現段階では、協力すると

の回答をいただけなかった方もいらっしゃいますが、マラソン大会開催までに、ご理解を

いただけるよう努める必要があります。 

マラソン大会への協力については、開催にあたっては沿道応援やボランティアが欠かせ

ないものですので、積極的に依頼していきたいと考えております。 

また、その他でいただいたご意見についても、積極的に検討し、よりよいマラソン大会

になるよう準備を進めてまいります。 

 

 

（市民局生涯現役推進部スポーツ振興課） 


