
平成10年度 第27回世論調査「スポーツ活動」について 

調査の目的 

本調査は、「スポーツ活動」について、市民の意識・評価・要望などを把握し、基礎資料とすること
を目的とした。 

調査の設計 

1. 調査地域 富士市全域  
2. 調査対象 富士市在住の満20歳以上の男女  
3. 標本数  3,000人  
4. 抽出方法 住民基本台帳から等間隔無作為抽出  
5. 調査方法 郵送調査  
6. 調査期間 平成10年7月15日～7月31日  
7. 調査機関 (株)サーベイリサーチセンター静岡事務所  

回収結果 

1. 発送数   3,000人（100.0％）  
2. 回収数   1,874人（ 62.5％）  
3. 有効回収数 1,864人（ 62.1％）  

集計表 

問19 あなたは、スポーツや運動をすることが好きですか。それとも嫌いですか。次の中から1つだ
け選んでください。  

問20 あなたは、ふだんもっとスポーツや運動をすることが必要であると感じることがありますか。
次の中から1つだけ選んでください。  

番号 選択肢 パーセント

(1) 好き 37.7

(2) どちらかといえば好き 28.5

(3) どちらともいえない 18.7

(4) どちらかといえば嫌い 8.6

(5) 嫌い 4.4

(6) 無回答 2.0

  計 99.9

番号 選択肢 パーセント

(1) ある 84.5

(2) ない 6.7

(3) わからない 6.3

(4) 無回答 2.5

  計 100



問21 あなたが、現在しているスポーツや運動は何ですか。回数の多い順に3つまで選び回答欄に
記入してください。また、これからしてみたいスポーツや運動（現在しているものを含む）は何です
か。してみたい順に3つまで選び、回答欄にその番号を記入してください。  

現在しているもの 1位  

現在しているもの 2位  

番号 選択肢 パーセント

(1) 歩け歩け運動 21.2

(2) ゲートボール 0.4

(3) ランニング 3.8

(4) エアロビクス 1.0

(5) ダンス 1.6

(6) ボウリング 3.4

(7) インディアカ 1.3

(8) グランドゴルフ 0.4

(9) スキー・スノーボード 4.5

(10) スケート 0.1

(11) 登山・ハイキング 2.5

(12) ゴルフ 6.5

(13) サイクリング 1.0

(14) 水泳 3.2

(15) 陸上競技 0.2

(16) 柔道・剣道 0.3

(17) 空手 0.3

(18) 弓道 0.2

(19) 野球（軟式・硬式） 1.3

(20) ソフトボール 2.4

(21) テニス（軟式・硬式） 2.4

(22) 卓球 0.6

(23) バレーボール 1.1

(24) サッカー 1.3

(25) バスケットボール 0.8

(26) バドミントン 0.9

(27) マリンスポーツ 0.8

(28) その他 2.1

(29) 特にない 8.1

(30) 無回答 26.7

  計 100.4

番号 選択肢 パーセント



現在しているもの 3位  

(1) 歩け歩け運動 5.8

(2) ゲートボール 0.4

(3) ランニング 3.3

(4) エアロビクス 0.5

(5) ダンス 1.1

(6) ボウリング 5.4

(7) インディアカ 0.8

(8) グランドゴルフ 0.4

(9) スキー・スノーボード 4.9

(10) スケート 0.2

(11) 登山・ハイキング 4.2

(12) ゴルフ 4.0

(13) サイクリング 2.7

(14) 水泳 3.7

(15) 陸上競技 0.1

(16) 柔道・剣道 0.2

(17) 空手 0.1

(18) 弓道 0.1

(19) 野球（軟式・硬式） 1.4

(20) ソフトボール 2.0

(21) テニス（軟式・硬式） 1.9

(22) 卓球 0.9

(23) バレーボール 0.4

(24) サッカー 0.7

(25) バスケットボール 0.1

(26) バドミントン 0.8

(27) マリンスポーツ 0.9

(28) その他 1.1

(29) 特にない 0

(30) 無回答 52

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 歩け歩け運動 2.4

(2) ゲートボール 0.3

(3) ランニング 2.1

(4) エアロビクス 0.3

(5) ダンス 0.8

(6) ボウリング 5.0



これからしたいもの 1位  

(7) インディアカ 0.5

(8) グランドゴルフ 0.2

(9) スキー・スノーボード 3.3

(10) スケート 0.5

(11) 登山・ハイキング 2.8

(12) ゴルフ 2.3

(13) サイクリング 1.9

(14) 水泳 2.5

(15) 陸上競技 0.2

(16) 柔道・剣道 0.1

(17) 空手 0.1

(18) 弓道 0.1

(19) 野球（軟式・硬式） 0.5

(20) ソフトボール 1.8

(21) テニス（軟式・硬式） 1.2

(22) 卓球 1.0

(23) バレーボール 0.3

(24) サッカー 0.4

(25) バスケットボール 0.3

(26) バドミントン 1.0

(27) マリンスポーツ 1.4

(28) その他 0.9

(29) 特にない 0

(30) 無回答 66.3

  計 100.5

番号 選択肢 パーセント

(1) 歩け歩け運動 18.6

(2) ゲートボール 0.8

(3) ランニング 3.8

(4) エアロビクス 1.9

(5) ダンス 3.6

(6) ボウリング 1.8

(7) インディアカ 1.3

(8) グランドゴルフ 1.1

(9) スキー・スノーボード 2.8

(10) スケート 0.2

(11) 登山・ハイキング 6.4

(12) ゴルフ 5.5



これからしたいもの 2位  

(13) サイクリング 2.6

(14) 水泳 11.7

(15) 陸上競技 0.1

(16) 柔道・剣道 0.7

(17) 空手 0.5

(18) 弓道 0.7

(19) 野球（軟式・硬式） 1.2

(20) ソフトボール 0.8

(21) テニス（軟式・硬式） 3.4

(22) 卓球 1.0

(23) バレーボール 0.5

(24) サッカー 0.8

(25) バスケットボール 0.9

(26) バドミントン 1.2

(27) マリンスポーツ 3.2

(28) その他 1.3

(29) 特にない 3.3

(30) 無回答 18.1

  計 99.8

番号 選択肢 パーセント

(1) 歩け歩け運動 6.2

(2) ゲートボール 0.9

(3) ランニング 3.4

(4) エアロビクス 2.2

(5) ダンス 4.8

(6) ボウリング 3.2

(7) インディアカ 1.0

(8) グランドゴルフ 1.5

(9) スキー・スノーボード 3.9

(10) スケート 0.4

(11) 登山・ハイキング 7.9

(12) ゴルフ 3.6

(13) サイクリング 5.0

(14) 水泳 9.0

(15) 陸上競技 0.2

(16) 柔道・剣道 0.5

(17) 空手 0.7

(18) 弓道 1.2



これからしたいもの 3位  

(19) 野球（軟式・硬式） 0.6

(20) ソフトボール 1.4

(21) テニス（軟式・硬式） 3.3

(22) 卓球 1.5

(23) バレーボール 0.5

(24) サッカー 0.7

(25) バスケットボール 0.6

(26) バドミントン 1.9

(27) マリンスポーツ 1.9

(28) その他 0.9

(29) 特にない 0

(30) 無回答 31.2

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 歩け歩け運動 3.2

(2) ゲートボール 1.1

(3) ランニング 3.1

(4) エアロビクス 2.1

(5) ダンス 3.1

(6) ボウリング 2.6

(7) インディアカ 0.9

(8) グランドゴルフ 1.4

(9) スキー・スノーボード 2.4

(10) スケート 0.4

(11) 登山・ハイキング 7.4

(12) ゴルフ 3.1

(13) サイクリング 5.7

(14) 水泳 5.5

(15) 陸上競技 0.1

(16) 柔道・剣道 0.3

(17) 空手 0.4

(18) 弓道 0.8

(19) 野球（軟式・硬式） 0.7

(20) ソフトボール 1.4

(21) テニス（軟式・硬式） 3.1

(22) 卓球 1.9

(23) バレーボール 0.6

(24) サッカー 0.6



問22 あなたは、この1年間でスポーツや運動をどのくらいしましたか。次の中から1番近いものを1
つだけ選んでください。  

問22-1 問22で（1）～（4）と答えた方にお聞きします。あなたは、スポーツや運動をどこでします
か。主にするところを2つ以内で選んでください。  

問22-2 あなたは、スポーツや運動を主にだれと一緒にしますか。次の中から2つ以内で選んでく
ださい。  

(25) バスケットボール 0.9

(26) バドミントン 1.7

(27) マリンスポーツ 2.6

(28) その他 0.8

(29) 特にない 0

(30) 無回答 42.1

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 週3日以上（年151日以上） 10.6

(2) 週1～2日（年51日～150日） 18.7

(3) 月1～2回（年12回～50日） 18.7

(4) 3か月に1～2回（年4～11回） 9.8

(5) 年1～3回 13.1

(6) まったくしなかった 20.9

(7) 無回答 8.2

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 自宅及び家の近くの道路、空き地 41.7

(2) 公園、緑地、広場 20.9

(3) 公共のスポーツ施設 24.9

(4) 学校の運動場や体育館 14.8

(5) 職場のスポーツ施設 6.6

(6) 民間のスポーツ施設 25.0

(7) その他 8.5

(8) 無回答 2.5

  計 144.9

番号 選択肢 パーセント

(1) 自分一人でする 34.7

(2) 家族とする 32.8

(3) 同じ地区に住む人と（地区での開催行事などを）する 14.1



問22-3 問22で（5）または（6）と答えた方にお聞きします。あなたが、スポーツや運動をしない、あ
るいはほとんどしない理由は何ですか。2つ以内で選んでください。  

問23 あなたは、市、体育協会、町内会、PTAなどが行うスポーツ行事、教室などに参加したことが
ありますか。次の中から1つだけ選んでください。  

問24 今後スポーツ行事が行われる場合、あなたはどのような行事に参加したいと思いますか。次
の中から2つ以内で選んでください。  

(4) 友人とする 35.1

(5) 職場の人や学校の仲間とする 17.9

(6) サークルやクラブの人とする 11.4

(7) スポーツ施設（スポーツ教室など）に集まる人とする 6.1

(8) その他 1.4

(9) 無回答 1.7

  計 155.2

番号 選択肢 パーセント

(1) 家事、仕事、育児などで時間がないから 45.7

(2) 病気、けが、高齢などの理由でスポーツや運動ができないから 22.2

(3) スポーツをする場所、施設がないから 6.0

(4) スポーツや運動は嫌い、苦手、興味がないから 12.1

(5) 始めるきっかけがないから 28.7

(6) スポーツをする必要がないから 4.4

(7) 施設・教室利用時間と自分の生活が合わないから 14.5

(8) 参加できる催し物がないから 7.7

(9) スポーツに関する情報がないから 3.5

(10) その他 5.2

(11) 無回答 5.4

  計 155.4

番号 選択肢 パーセント

(1) 参加したことがある 55.7

(2) 参加したことがない 31.8

(3) 参加しないが見物したことがある 8.2

(4) 行事・教室などがあることを知らなかった 1.1

(5) 無回答 3.2

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) レクリエーション的な行事（運動会、歩け歩け運動、グラウンドゴルフ大会など） 41.4

(2) 野外活動（キャンプ、ハイキングなど） 24.5



問25 あなたがスポーツや運動に参加するためには、どのような情報が欲しいと思いますか。次の
中から2つ以内で選んでください。  

問26 あなたは、自分が参加できるスポーツや運動に関する情報を主にどこから得ていますか。次
の中から2つ以内で選んでください。  

(3) 体力診断（スポーツテスト、体力テスト） 13.3

(4) 競技会的行事（スポーツ大会） 9.3

(5) スポーツ教室（健康、体力づくりのためのもの） 31.8

(6) スポーツ関係の講演 5.5

(7) その他 1.2

(8) 参加したいものはない 15.6

(9) 無回答 5.0

  計 147.6

番号 選択肢 パーセント

(1) スポーツ行事 11.0

(2) 自分が参加できるスポーツ競技会 14.6

(3) スポーツ教室 14.4

(4) スポーツ施設の案内 24.7

(5) スポーツ指導者の紹介 2.5

(6) 新しいスポーツ、気軽にできるスポーツなど 20.7

(7) クラブ、同好会などの活動や加入の案内 19.9

(8) 健康、体力づくりの情報 28.5

(9) スポーツに関する医学的、科学的な情報 11.1

(10) その他 1.1

(11) わからない 9.0

(12) 無回答 6.5

  計 164

番号 選択肢 パーセント

(1) 富士市スポーツレクリエーションカレンダー 29.0

(2) 県や市の広報紙 35.4

(3) 知人や友人 36.2

(4) 新聞 11.9

(5) 雑誌 4.9

(6) テレビ 5.6

(7) ラジオ 0.6

(8) インターネット 0.5

(9) その他 1.0

(10) 特にない 17.6

(11) 無回答 6.3



問27 あなたが、スポーツや運動に期待することは何ですか。次の中からいくつでも選んでくださ
い。  

問28 今後スポーツや運動をするために、どのようなスポーツ振興施策が必要だと思いますか。次
の中から3つ以内で選んでください。  

  計 149

番号 選択肢 パーセント

(1) 家族とのコミュニケーション 23.8

(2) 地域のスポーツ活動への参加 8.9

(3) スポーツを通しての仲間とのふれあい 50.4

(4) 健康の維持・増進 70.6

(5) 美容・ダイエット効果 22.0

(6) 趣味・生きがい 38.3

(7) 競技力の向上 5.3

(8) その他 1.1

(9) 特にない 5.3

(10) 無回答 4.2

  計 229.9

番号 選択肢 パーセント

(1) 地域に適度なスポーツができる施設を整備する 57.3

(2) 高齢者や障害者のためのスポーツの普及を図る 30.9

(3) スポーツ教室の開催やスポーツクラブの情報を提供する 22.4

(4) スポーツに関する各種の情報を提供する 31.1

(5) 学校の施設開放を進める 23.5

(6) 市民が参加できる各種のスポーツ大会を開催する 16.5

(7) 地域のスポーツ指導者を養成する 9.0

(8) 全国大会を開催できるような規模の大きい施設を整備・充実させる 7.7

(9) 各種競技力向上のため指導者の養成や選手の育成・強化を図る 4.6

(10) その他 1.1

(11) 特にない 8.9

(12) 無回答 6.4

  計 219.4


