
 

 

 

 

～目的～ 

市民の方々が様々なスポーツに取り組める機会を整え、生涯にわたってスポーツを楽しむことが

できる施策を計画的に進めていくために、「我孫子市スポーツ推進計画」を策定します。策定にあ

たって、幅広い意見を反映するためにアンケート調査を実施します。  

 

調査期間：７月２５日～８月３１日 

調査対象：１０歳以上 

回答方法：以下のとおり 

所要時間：１５分程度（全４３問） 

その他：今回の調査では、「eスポーツ」は対象外といたします。 

 

 

 

 

紙面で回答する場合 回答項目に☑又は記入をしてください 

ちば電子申請サービスで

回答する場合 

QRコードからアクセスの上、指示に従って回答してください 

 

  

https://s-kantan.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=11551 

問い合わせ・提出先 

我孫子市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 スポーツ振興係 

〒２７０－１１６６ 我孫子市我孫子１６８４番地 

電話 ０４－７１８５－１６０４ 

 

我孫子市スポーツ推進計画策定に係る 

アンケート調査について 

 



1 

 

あなたご自身のことについて 

 

問１ あなたの性別を教えてください。（☑は１つ） 

□男性 □女性 □その他 □回答しない 

 

問２ あなたの年齢はおいくつですか。（☑は１つ） 

□１０歳代 □２０歳代 □３０歳代 □４０歳代 □５０歳代 □６０歳代 □７０歳代 □８０歳以上  

 

スポーツに対する意識について 

 

問３ あなたは、スポーツ全般（実施、観戦、支援、イベント開催）についてどのように思いますか。 

（☑は１つ） 

□必要である □ある程度必要である □必要でない □あまり必要でない □わからない 

 

問４ あなたは、スポーツや運動がもたらす効果はどのようなものだと思いますか。（複数選択可） 

□健康の維持・増進 □体力の維持・向上 □ストレス解消 □生きがいづくり □忍耐力の向上 

□フェアプレー・チームワーク精神の向上 □コミュニティの活性化 □経済や観光の活性化  

□地域の魅力発信 □効果はない □その他（            ） □わからない 

 

問５ あなたにとってスポーツや運動は大切ですか。（☑は１つ） 

□大切 □まあ大切 □あまり大切でない □大切ではない □わからない 

 

問６ あなたが、スポーツや運動に取り組む日数は、どれくらいですか。（☑は１つ） 

□週に１日 □週に２日 □週に３日 □週に５日以上 □月に１～３日 □3 か月に１～２日 

□年に１～３日  □全くやっていない⇒問 1３へ □わからない 

  

問７ あなたが、スポーツや運動を行う時間は、１回あたりどれくらいですか。（☑は１つ） 

□１５分以内 □１５分～３０分 □３０分～１時間 □１時間～２時間 □２時間以上 

 

問８ どの時間帯に実施しましたか（複数選択可） 

【平日】□5:00~9:00 □9:00~12:00 □12:00～15:00 □15:00~18:00 □18:00~21:00 □21:00 以降 

【休日】□5:00~9:00 □9:00~12:00 □12:00～15:00 □15:00~18:00 □18:00~21:00 □21:00 以降 

 

問９ あなたは、どのような理由でスポーツや運動を行っていますか。（複数選択可） 

□健康のため □体力増進・維持のため □筋力増進・維持のため □楽しみ・気晴らしとして □運動不足を

感じるから □精神の修養や訓練のため □自己の記録や能力を向上させるため □家族のふれあいとして  

□友人・仲間との交流として □美容のため □肥満解消、ダイエットのため □特に理由はない   

□その他（                                             ） 
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問１０ あなたは、スポーツや運動を主にどのような場所で行っていますか。（複数選択可） 

□公共スポーツ施設 □学校体育施設 □民間スポーツ施設 □職場のスポーツ施設 □公園・広場 □山や海

などの野外 □道路・遊歩道 □自宅 □特に決まっていない □その他（               ） 

 

問１１ スポーツや運動を実施する以外に日頃行っている趣味・娯楽は何ですか。（複数選択可） 

 スポーツ観戦  美術鑑賞  映画鑑賞（映画館） 

 テレビ鑑賞  コンサート等の音楽鑑賞  スマートフォン等での音楽鑑賞 

 楽器の演奏  カラオケ・コーラス  書道・華道・茶道 

 編み物・手芸  料理  園芸・ガーデニング・農作業 

 日曜大工・機械いじり  絵画等の作成・陶芸・工芸  詩・俳句・小説等の制作 

 読書  囲碁・将棋  パチンコ・競馬・競艇等 

 ゲーム（スマートフォン等）  旅行・観光  遊園地・動物園等の見物 

 ドライブ・ツーリング  ショッピング  その他（          ） 

 特にない  

 

問１２ あなたがこの１年間に行ったスポーツや運動は何ですか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 ウォーキング  階段昇降（２アップ３ダウン）  ランニング 

 陸上競技  自転車・サイクリング  ローラースケート 

 体操（ラジオ・競技）  トレーニング（筋力・トレッドミル等）  エアロビクス・ヨガ等 

 縄跳び  アクアエクササイズ・水中ウォーキング  ダンス 

 チアリーディング  グラウンドゴルフ・パークゴルフ  野球・ソフトボール 

 水泳  テニス・ソフトテニス  バドミントン 

 卓球  バレーボール（ビーチバレー含む）  バスケットボール 

 ゴルフ  ハンドボール・ドッジボール  サッカー・フットサル 

 ボウリング  ラグビー・アメリカンフットボール  ゲートボール 

 ホッケー・ラクロス  レクリエーションスポーツ  柔道 

 剣道・居合道・なぎなた  レスリング・相撲・ボクシング  登山・トレッキング等 

 空手・少林寺拳法  キャンプ・オートキャンプ  ボート・カヌー 

 ボルダリング  障がい者スポーツ（        ）  スキー・スノーボード 

 乗馬  アーバンスポーツ（BMX、スケートボー

ド、パルクール等） 

 その他（        

           ）              

 

 

 

 

・ここでいう「スポーツ」には、ルールに基づいて勝敗や記録を競うものだけでなく、ウォーキングや介護予防の

ための筋力トレーニングなど、目的を持った身体活動の全てを含みます。ただし、学校の体育や、職業として実施

したものは除きます。 

・「アーバンスポーツ」とは、BMX やスケートボード等、大規模なスタジアム等を必要とすることなく、広場や

ストリートなど、都市の中で気軽に楽しめるスポーツのことを指します。※問 16・19・20 も同様。 
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問１３ あなたが、スポーツや運動をしない理由は何ですか。（複数選択可）  

※問６で「全くやっていない」に☑した方のみ 

□仕事や家事が忙しいから □子どもに手がかかるから □病気やけがをしているから □年をとったから  

□場所や施設がないから □仲間がいないから □指導者がいないから □お金に余裕がないから □運動・ス

ポーツが嫌いだから □面倒くさいから □運動・スポーツ以上に大切なことがあるから □生活や仕事で体を

動かしているから □機会がなかったから □新型コロナウイル感染症対策によるスポーツの必要性に対する

意識変化 □特に理由はない □その他（                            ） 

 

問１４ 運動不足を感じていますか。（☑は１つ） 

□大いに感じる □ある程度感じる □感じる □あまり感じない □ほとんど（全く）感じない  

□わからない 

 

問１５ あなたのスポーツや運動に関する現在の実施状況と今後の意向について最もあてはまるものはどれです

か。（☑は１つ） 

□定期的にスポーツや運動をしており、６ケ月以上継続している 

□定期的にスポーツや運動をしているが、始めてから６ケ月以内である 

□定期的ではないが、ある特定の時期に継続して実施した 

□現在スポーツや運動はしていないが、６ケ月以内に始めようと思っている 

□現在スポーツや運動はしておらず、今後もするつもりはない 

□わからない 

 

問１６ あなたが、今後新しく行ってみたい、または今後も続けていきたいと思うスポーツや運動はありますか。

（複数選択可） 

 ウォーキング  階段昇降（２アップ３ダウン）  ランニング 

 陸上競技  自転車・サイクリング  ローラースケート 

 体操（ラジオ・競技）  トレーニング（筋力・トレッドミル等）  エアロビクス・ヨガ等 

 縄跳び  アクアエクササイズ・水中ウォーキング  ダンス 

 チアリーディング  グラウンドゴルフ・パークゴルフ  野球・ソフトボール 

 水泳  テニス・ソフトテニス  バドミントン 

 卓球  バレーボール（ビーチバレー含む）  バスケットボール 

 ゴルフ  ハンドボール・ドッジボール  サッカー・フットサル 

 ボウリング  ラグビー・アメリカンフットボール  ゲートボール 

 ホッケー・ラクロス  レクリエーションスポーツ  柔道 

 剣道・居合道・なぎなた  レスリング・相撲・ボクシング  登山・トレッキング等 

 空手・少林寺拳法  キャンプ・オートキャンプ  ボート・カヌー 

 ボルダリング  障がい者スポーツ（        ）  スキー・スノーボード 

 乗馬  アーバンスポーツ（BMX、スケートボー

ド、パルクール等） 

 特にない 

              

 その他（                                          ） 
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スポーツイベント等への参加について 

 

問１７ あなたは、この１年間に、どのようなスポーツイベントや大会に参加しましたか。（複数選択可） 

□自治体が主催するイベントや大会（マラソン大会、パラスポーツ体験会、市民体育大会など） 

□地域で主催するイベントや大会（自治会など） 

□職場（会社）主催のイベントや大会（ボウリング大会、野球大会、ゴルフコンペ など） 

□民間スポーツ団体主催のイベントや大会（駅伝の参加など） 

□その他（                                            ） 

□参加したことがない 

 

問１８ あなたは、今後、どのようなスポーツイベントや大会に参加したいと思いますか。（複数選択可） 

□自治体が主催するイベントや大会（マラソン大会、パラスポーツ体験会、市民体育大会など） 

□地域で主催するイベントや大会（自治会など） 

□職場（会社）主催のイベントや大会（ボウリング大会、野球大会、ゴルフコンペ など） 

□民間スポーツ団体主催のイベントや大会（駅伝の参加 など） 

□その他（                                            ） 

□参加しない 

 

スポーツ観戦について 

問１９ あなたは、この１年間にスタジアムなどで実際にスポーツを観戦したことがありますか。  

（複数選択可）※観戦するスポーツの対象は、アマチュアスポーツや子どもの部活動などの試合を含みます。 

 高校野球  プロ野球（メジャーリーグ含む）  ソフトボール 

 サッカー（日本代表）  Ｊリーグ  海外サッカー 

 ラグビー  アメリカンフットボール  バレーボール 

 バスケットボール  大相撲  テニス 

 バドミントン  ゴルフ  体操・新体操 

 水泳  マラソン・駅伝  陸上競技 

 武道・ボクシング  フィギュアスケート  障がい者スポーツ 

 アーバンスポーツ（BMX、スケートボード、パルクール等）  観戦したことはない 

 その他（                                         ） 

問２０ あなたは、この１年間にテレビ・ラジオ、インターネット配信等でスポーツを観戦したことがありますか。

（複数選択可）※対象は「問１９」と同様 

 高校野球  プロ野球（メジャーリーグ含む）  ソフトボール 

 サッカー（日本代表）  Ｊリーグ  海外サッカー 

 ラグビー  アメリカンフットボール  バレーボール 

 バスケットボール  大相撲  テニス 

 バドミントン  ゴルフ  体操・新体操 

 水泳  マラソン・駅伝  陸上競技 

 武道・ボクシング  フィギュアスケート  障がい者スポーツ 

 アーバンスポーツ（BMX、スケートボード、パルクール等）  観戦したことはない 

 その他（                                         ） 
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問２１ あなたが、スポーツ観戦したのはどのような理由からですか。（複数選択可） 

□そのスポーツが好きだから □そのスポーツを実施しているから □応援しているチームがあるから 

□応援している選手がいるから □暇つぶしのため □ストレス発散のため □誘われたから □家族・友人が

出場していたから □チケットがあったから □特に理由はない □その他（               ） 

 

問２２ あなたは、スポーツを観戦してどのようなことを感じましたか。（複数選択可） 

□自分もスポーツや運動をしたくなった □感動した □気分転換ができた・ストレスが解消した □次回も観

戦したいと思った □元気が出た □感性が豊かになった □選手に親近感をもった □スポーツや運動を好

きになった □今後は観戦したくないと思った □その他（            ） □わからない 

 

問２３ あなたは、この１年間にスポーツや運動を支える活動に関わりましたか。（複数選択可） 

□スポーツ活動などの運営や支援（クラブ、スポーツ団体等の定期的な活動） 

□スポーツイベントのボランティア（スポーツ大会などの不定期的な活動） 

□ 部活動等の運営・支援 

□インストラクター、教員、スポーツ用品販売員など仕事として関わっている 

□関わらなかった 

□わからない 

 

障がい者スポーツについて 

 

 

 

 

 

問２４ あなたは、障がい者スポーツに関心がありますか。（☑は１つ） 

□関心がある⇒問２６へ □やや関心がある⇒問２６へ □あまり関心がない □関心がない □わからない  

 

問２５ あなたが、障がい者スポーツに関心がない理由は何ですか。（複数選択可） 

問２４で「あまり関心がない、関心がない」に☑した方のみ回答してください。   

□どんな競技があるか知らない □競技ルールが分からない □どんな選手がいるか知らない □身近な場所

でやっていない □身近に障がい者スポーツに関わっている人がいない 

 

問２６ あなたが知っている障がい者スポーツの競技はありますか。（複数選択可） 

 ボッチャ  ゴールボール  パラ水泳 

 車いすダンス  車いすテニス  ブラインドサッカー 

 パラバドミントン  パラ陸上競技  車いすバスケットボール 

 パラトライアスロン  シッティングバレーボール  ウィルチェアーラグビー

（車いすラグビー） 

 知らない  その他（                         ） 

 

 

ここでいう「障がい者スポーツ」とは、障がいがあってもスポーツ活動ができるよう、障がいに応じ競技規則

や実施方法を変更したり、用具等を用いて障がいを補ったりする工夫等がされたスポーツのことを指します。 
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総合型地域スポーツクラブについて 

 

 

 

 

 

 

問２７ 文部科学省は、住民が主体的に参画する地域のスポーツクラブとして、総合型地域スポーツクラブの活動

を支援しています。あなたはこの「総合型地域スポーツクラブ」をご存じですか。 （☑は１つ） 

□知っている □聞いたことがある □知らない⇒問２９へ 

 

問２８ 我孫子市で活動している総合型地域スポーツクラブで知っているクラブはありますか。（複数選択可） 

□四小元気会 □あびこ根戸エンジョイクラブ □あびこ三小健康クラブ □湖北はつらつクラブ 

□あびこ湖北悠遊クラブ □布佐健康クラブ □知らない 

 

問２９ あなたの身近な場所に総合型地域スポーツクラブができたら参加したいと思いますか。（☑は１つ） 

□参加したい □参加したくない □わからない 

 

スポーツへの費用負担、ボランティア活動について 

 

問３０ あなたはご自身が実施するスポーツや運動のために１年間にいくら程度費用をかけていますか。 

※飲料・サプリメント代等は含まない（☑は１つ） 

□０円（お金はかけていない）□２,０００円未満 □２,０００円～５,０００円 □５,０００円～１０,０００円 

□１０,０００円～１５,０００円 □１５,０００円～２０,０００円 □２０,０００円～３０,０００円 

□３０,０００円以上 

 

問３１ あなた自身が直接スポーツを観戦するために１年間にいくら程度費用をかけていますか。（☑は１つ） 

□０円（お金はかけていない）□２,０００円未満 □２,０００円～５,０００円 □５,０００円～１０,０００円 

□１０,０００円～１５,０００円 □１５,０００円～２０,０００円 □２０,０００円～３０,０００円 

□３０,０００円以上 

 

問３２ この１年間にスポーツ指導や大会の運営、お子さんが所属するスポーツクラブの手伝い等、運動・スポー

ツに関するボランティア活動を行いましたか。（☑は１つ） 

□日常的・定期的に行った □不定期に行った □行っていない⇒問３４へ □わからない⇒問３４へ 

 

問３３ そのボランティア活動はどのような内容ですか。（複数選択可） 

□運動・スポーツの指導 □スポーツの審判 □スポーツクラブ・団体の運営や手伝い □大会・イベントの運

営や手伝い □自身やお子様が所属するスポーツ団体やクラブの補助的な活動 □その他（         ） 

□わからない 

 

 

総合型地域スポーツクラブは、人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツク

ラブで、子供から高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベル

まで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主

体的に運営されるスポーツクラブです。 
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学校部活動について 

 

問３４ 学校部活動の段階的な地域移行が検討されていますが、指導者として関わることに関心はありますか。 

（☑は１つ） 

□大いに関心がある □関心がある □あまり関心はない □関心はない □わからない 

 

我孫子市のスポーツについて 

 

問３５ あなたが、この１年間にスポーツや運動を行うために利用したことのある市内の公共施設はありますか。

（複数選択可） 

□我孫子市民体育館（アリーナ・トレーニングルーム・武道場） 

□野球場（市民体育館野球場・ゆうゆう公園野球場・上沼田野球場） 

□テニスコート（市民体育館テニスコート・湖北台中央公園テニスコート・手賀沼公園テニスコート） 

□サッカー場（ゆうゆう公園サッカー場） 

□多目的広場（浅間前多目的広場・布佐下多目的広場・つくし野多目的運動広場） 

□五本松運動広場 

□学校施設 

□近隣センター等のホール 

□その他（                                           ） 

□利用したことはない 

 

問３６ 市のスポーツ施設についてどのような課題を感じますか。（複数選択可） 

□施設の設備が古い □アクセスが悪い □予約が取りにくい □利用料金が高い  

□駐車場が少ない（施設名：          ） □グラウンド等の整備が不足している 

□その他（                     ） □特に課題はない □わからない 

 

問３７ 市内の公共スポーツ施設について、新たに整備・改修を望む施設はありますか。（複数選択可） 

新たに整備を望む施設 改修を望む施設 

 市民プール  市民体育館（空調の設置） 

 陸上競技場  五本松運動広場 

 サッカー場  テニスコート（ハードコートへの改修） 

 武道場  野球場（           野球場） 

 アーバンスポーツ施設  その他（                ） 

 体育館（アリーナ）  

 その他（                ） 

 新たな整備は望まない 

 

問３８ 市のスポーツへの取り組みについて不足していると感じることはありますか。（複数選択可） 

□魅力的なスポーツイベントがない □スポーツに取り組める環境が少ない □地元のプロ・社会人チームとの

連携が図れていない □スポーツ用品の貸出がない   

□その他（                       ） □特にない □わからない 
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問３９ 市のスポーツや運動に対する支援についてどのように感じますか。（☑は１つ） 

□大変満足している □満足している □やや不十分である □不十分である □特にない □わからない 

 

問４０ スポーツや運動への支援について希望することはありますか。（自由記述） 

 

 

問４１ あなたは、以下のスポーツや運動のクラブ・同好会に加入していますか（複数選択可） 

□我孫子市スポーツ協会 □我孫子市スポーツ少年団 □我孫子市スポーツ推進委員 □総合型地域スポーツ

クラブ □職場のクラブ等 □友人や仲間で組織しているクラブ等 □民間のスポーツクラブ等 

□その他（                     ） □加入していない 

 

問４２ 市内を拠点・ホームタウンとして活動しているプロスポーツチームを知っていますか。（☑は１つ） 

□NEC グリーンロケッツ東葛のみ知っている □柏レイソルのみ知っている □両チームとも知っている  

□知らない 

 

問４３ 我孫子市内のスポーツ活動をより盛んにするためには、どのような方策を実施することが必要だと思いま

すか。（複数選択可）  

□初心者が気軽に参加できるスポーツや運動教室を充実させる  

□地域のスポーツイベントなどの最新情報を提供する  

□プロスポーツ選手やトップクラスの選手の講演や指導を受ける機会を増やす  

□地域のスポーツクラブ・同好会などを支援する  

□親子で取り組みやすいスポーツや運動の活動を支援し機会を充実させる   

□子どものスポーツや運動の活動を支援し機会を充実させる  

□働いている人のスポーツや運動の活動を支援し機会を充実させる  

□高齢者のスポーツや運動の活動を支援し機会を充実させる  

□障がい者のスポーツや運動の活動を支援し機会を充実させる  

□スポーツ施設を充実させる  

□スポーツを観戦する機会を充実させる  

□わからない  

□その他（                                          ） 

 

 

市のスポーツ振興施策に関するご意見・ご要望などご自由にお書きください。 

以上で質問は終わりです。 

ご協力ありがとうございました 


