
成田市インターネット市政モニター アンケート集計結果・分析（第２８回） 

 

第２８回のテーマは「生涯学習・生涯スポーツに関するアンケート」でした。 

 

登録者数：４８７人 

実施期間：平成２８年５月１３日(金)～５月２３日(月) 

回答者数（回答率）：３４０人（６９．８％） 

 

 

 

  

 

男性, (154人）, 

45.3% 
女性, (186人）, 

54.7% 

性別 

 

(n=340) 

10代, (1人）, 0.3% 

20代, (27人）, 7.9% 

30代, (104人）,  

30.6% 

40代, (87人）, 

 25.6% 

50代, (52人）, 

 15.3% 

60代, (50人）,  

14.7% 

70代, (18人）, 5.3% 

80代, (1人）, 0.3% 
年代 

 

(n=340) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・農学、農業 

・近代文学の研究 

・地域環境美化 

・祭礼 

・ゴルフ 

・シニア健康体操 

・一輪車の乗り方教室 

・ヨガ 

・スポーツクラブ 

・コーヒー学習指導員 

 

○幅広い分野で生涯学習・スポーツが行われていることが分りました。 

(76人） 

(28人） 

(62人） 

(115人） 

(60人） 

(43人） 

(18人） 

(24人） 

(47人） 

(21人） 

(34人） 

(42人） 

(6人） 

(89人） 

(13人） 

(87人） 

(0人） (30人） (60人） (90人） (120人） (150人） 

音楽会、観劇、美術展、陶工芸展、バレエ・映画など芸術・文化の鑑賞 

絵画、彫刻、陶工芸、書道、音楽、演劇、俳句などの創作活動 

手芸、写真、ビデオ、園芸、釣り、囲碁、ペットなどの趣味的なもの 

球技、ジョギング、ウォーキング、水泳、格技、登山、乗馬、スキーなどの

スポーツ 

ダンス、旅行、ハイキング、キャンプなどのレクリエーション 

歴史、文学、宗教、科学、政治などの一般教養に関するもの 

時事問題、国際問題、環境問題、高齢者福祉など社会問題に関するもの 

家庭医学、医療、保健、健康法などの健康づくりに関するもの 

子育て、家庭問題、思春期、受験、しつけなどの家庭環境に関するもの 

金融、流通、株式、税金、景気動向などの経済や産業に関するもの 

料理、裁縫、着付け、日曜大工、消費生活などの生活技術に関するもの 

語学、パソコン、簿記など実用技術に関するもの 

手話、点字、介護などの福祉技術に関するもの 

自治会、ＰＴＡ、子ども会、防犯、まちづくり、点訳、朗読、施設慰問などの

地域活動やボランティア活動に関するもの 

その他【   】 

特に行っていない（行ったことがない） 

[Q1]あなたは、どのような学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行っていますか。

(複数選択可) 

 

(n=340) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・インターネット等の媒体を活用 

・ボランティア団体活動に参加 

 

○さまざまな講座・教室に参加している方が多く、サークルや職場における仲間とともに活動し

ていることが分りました。一方では、独学（自己学習）の多いことも分りました。 

 

 

 

 

 

 

 

(78人） 

(27人） 

(36人） 

(27人） 

(22人） 

(89人） 

(59人） 

(12人） 

(9人） 

(20人） 

(8人） 

(2人） 

(73人） 

(23人） 

(0人） (20人） (40人） (60人） (80人） (100人） 

市が主催する講座や学級、教室などで 

県や他の市町村が主催する講座や学級、教室などで 

カルチャーセンターなど民間の講座・教室などで 

民間の個人レッスンで 

職場内の学習会やサークル活動で 

同好のグループやサークルで 

自治会や商店街などの事業で 

各種学校、職業訓練機関などで 

大学・高校などで行う公開講座で 

テレビ・ラジオの講座で 

通信教育の講座で 

放送大学に入学して 

本などによる独学で 

その他【   】 

[Q2]あなたは、学習や文化・スポーツ活動、地域活動をどのような方法で行ってい

ますか。（複数選択可） 

 

(n=253) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・希望の時間帯があわない 

・子供が小さいから 

 

○就業中である、家事で忙しい等の本人の置かれた状況に余裕がない場合が多く、きっかけがつ

かめない、学びたいものが見つからない等の意見もあり、情報発信や学習への興味付けとなるよ

う更なる工夫が求められていることが分りました。 

 

 

 

 

 

(51人） 

(0人） 

(27人） 

(12人） 

(4人） 

(11人） 

(7人） 

(6人） 

(0人） (10人） (20人） (30人） (40人） (50人） (60人） 

仕事や家事が忙しく時間に余裕がない 

家族の理解が得られない 

きっかけがつかめない 

費用がかかる 

身近なところに施設や場所がない 

学びたいものが見つからない 

特に必要と思わない 

その他【   】 

[Q3]あなたが、学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行っていない、または、行っ

たことがない理由は何ですか。（複数選択可） 

 

(n=87) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・資格取得 

・論文、研究 

・講座やセミナーへの参加 

・地域貢献活動 

・自由時間の有効活動、できるときにできるものを 

 

○スポーツ、文化芸術、趣味等多岐にわたることが分りました。 

(78人） 

(54人） 

(61人） 

(99人） 

(65人） 

(34人） 

(28人） 

(35人） 

(41人） 

(27人） 

(57人） 

(63人） 

(18人） 

(40人） 

(18人） 

(11人） 

(0人） (20人） (40人） (60人） (80人） (100人） (120人） 

音楽会、観劇、美術展、陶工芸展、バレエ・映画など芸術・文化の鑑賞 

絵画、彫刻、陶工芸、書道、音楽、演劇、俳句などの創作活動 

手芸、写真、ビデオ、園芸、釣り、囲碁、ペットなどの趣味的なもの 

球技、ジョギング、ウォーキング、水泳、格技、登山、乗馬、スキーなどの

スポーツ 

ダンス、旅行、ハイキング、キャンプなどのレクリエーション 

歴史、文学、宗教、科学、政治などの一般教養に関するもの 

時事問題、国際問題、環境問題、高齢者福祉など社会問題に関するもの 

家庭医学、医療、保健、健康法などの健康づくりに関するもの 

子育て、家庭問題、思春期、受験、しつけなどの家庭環境に関するもの 

金融、流通、株式、税金、景気動向などの経済や産業に関するもの 

料理、裁縫、着付け、日曜大工、消費生活などの生活技術に関するもの 

語学、パソコン、簿記など実用技術に関するもの 

手話、点字、介護などの福祉技術に関するもの 

自治会、ＰＴＡ、子ども会、防犯、まちづくり、点訳、朗読、施設慰問などの

地域活動やボランティア活動に関するもの 

活動をしてみたいと思わない 

その他【   】 

[Q4]今後どのような活動をしてみたいと思いますか。 

 

(n=340) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。  

・公民館の使用方法 

 

○イベントの内容、施設の利用方法、団体の活動内容と加入方法が主要な情報として挙げられて

おり、イベント情報の収集・提供及び団体活動の更なる情報発信が求められています。 

 

 

 

 

 

(184人） 

(126人） 

(101人） 

(29人） 

(33人） 

(64人） 

(43人） 

(3人） 

(0人） (50人） (100人） (150人） (200人） 

大会、講座、講演会、催し物などの内容や参加方法 

利用できる施設の所在地や利用方法 

グループや団体の活動内容や加入方法 

講座や指導者・相談員の紹介や依頼方法 

利用できる教材、機材、用具などの種類や利用方法 

取得できる資格などの種類や取得方法 

相談や情報の提供をうけられる窓ロの場所や利用方法 

その他【   】 

[Q5]あなたは、これから、学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行う場合、どのよ

うな情報がほしいですか。 

 

(n=340) 



・ 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・イベントの情報機会、日程の選択肢を増やしてほしい 

・スポーツ施設の利用拡大、団体使用の実績と優先使用 

・発表の場所となるソーシャルネットワーク 

 

○気軽に参加できるイベントの実施、情報のわかりやすい入手方法の希望が多く、現状の情報伝

達に加えて誰でも参加できるイベントの検討と情報発信に関する意見が多いことが分りました。 

 

(56人） 

(28人） 

(117人） 

(122人） 

(26人） 

(64人） 

(68人） 

(26人） 

(79人） 

(9人） 

(0人） (30人） (60人） (90人） (120人） (150人） 

事業の種類を増やしてほしい 

事業内容を専門的なものにしてほしい（例：介護の基本・介護

技術と介護予防プログラムについて等） 

事業内容を誰でも気軽に参加できるものにしてほしい 

事業内容や日程、参加方法などの情報を入手しやすくしてほし

い 

講師や指導者を充実してほしい 

参加しやすい場所（自宅・職場・駅の近く等）で行ってほしい 

参加しやすい時間（休日・夜間等）に行ってほしい 

参加するために、託児を行ってほしい 

費用（参加費等）を安くしてほしい 

その他【   】 

[Q6]あなたは、これから、市民の学習や文化・スポーツ活動、地域活動を推進する

ための事業にどのようなことを望みますか。 

 

(n=340) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・ソーシャルネットワークサービスの地域主導 

・相談業務の充実と指導者の充実、人材登録 

・更なる PR 

・講座終了後の市民主体の事業継続 

 

○施設の利便性の高い場所への設置、利用時間の見直し、市民ニーズを生かした事業の展開、ボ

ランティア人材の育成等の要望が高く、今後の施設設置の在り方・事業展開に貴重な意見をいた

だきました。 

学習や文化・ス

ポーツ活動を行っ

ている市内の団体

に対する補助金制

度, (48人）, 14.1% 

スポーツの指導者

や学習サークルの

講師、行事などに

協力してくれるボラ

ンティアなどの育

成, (49人）, 14.4% 

市民の学習や文

化・スポーツ活動に

利用できる施設を

利用しやすい場所

に整備する（自宅・

職場・駅の近く等）, 

 (88人）, 25.9% 

市民の学習や文

化・スポーツ活動に

利用できる施設の

開館時間を見直す

（夜間・休日・年末

年始の開館等）,  

(58人）, 17.1% 

市民の学習や文

化・スポーツ活動の

相談に応じる,  

(15人）, 4.4% 

市民のニーズに

沿った事業を行う, 

 (76人）, 22.4% 

その他【   】, 

 (6人）, 1.8% 

[Q7]あなたは、市民の学習や文化・スポーツ活動、地域活動をより充実させるため

に、市ではどのような取組みが必要だと思いますか。（択一選択） 

 

(n=340) 



 

「その他」として寄せられた主な意見は次のとおりです。 

・助成金 

・防犯、災害時の協力や助け合い 

 

○のびのびと生活できる雰囲気を期待する意見の一方、同じ地域に住んでいるという連帯感を期

待する意見も多く、地域コミュニティに異なった関係を求めていることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冠婚葬祭の協

力や助け合い, 

(18人）, 5.3% 

困ったときに相談で

きる精神的な支え, 

(58人）, 17.1% 

日常生活での家族

的な付き合い, (27

人）, 7.9% 

同じ地域に住んで

いるという連帯感, 

(93人）, 27.4% 

のびのびと生活で

きる雰囲気,(97人）, 

28.5% 

特に期待するもの

はない, (41人）, 

12.1% 

その他【   】, 

 (6人）, 1.8% 

[Q8]あなたがコミュニティー（隣り近所・地域社会）に期待することは何ですか。（択

一選択） 

 

(n=340) 



[Q9]その他、生涯学習・生涯スポーツに関するご意見をお書きください。（自由記述） 

【生涯学習関連】 

・積極的に取り組みたいが幼児がいるため、なかなかできないのが現状です。 

・成田市は生涯学習・生涯スポーツがとても充実していると思います。後は広報次第ではないで

しょうか。 

・生涯学習についてはとても興味があるが、学習の枠の拡大（例えば、開講時間の選択肢の拡大、

学習内容の幅の拡大）があればもっと気軽に参加できると思う。 

・折角できた、国際医療大学に寄付講座を設けて、関連教育を組織的に行うべきである。 

・市の生涯学習の年齢構成は企業の定年退職者を対象としている事業らしく、70～80歳の現役就

労者（商店、個人事業者など）にとって「対象外」感あり、生涯学習にはどうやら無縁なのかと

思う。 

・鏡部屋の増築。 

・なにかイベントがあるときの体育館や文化会館周辺の渋滞、駐車場の混雑が大変です。市営駐

車場と、そこからの送迎があったらいいと思います。 

・広報でたまに見かけたり、自ら探したりするが、中々時間があう事がなく、良いと思うと遠か

ったりして、ほとんど独学か、通信を使っています。もっと近くに充実した施設なり、講師がい

たら良いと思っています。 

・今まで参加したいと思っていてもどのように参加すればいいのかわからず参加したことがあり

ませんでした。情報を広く伝えることと、誰でも参加しやすい雰囲気があるといいと思います。 

・私は昨年、文部科学省が推進している生涯学習奨励賞をコーヒーの部門で表彰され、さらに公

認コーヒー学習指導員の資格を有しているので、指導員として活躍したいと思います。 

・生涯学習、生涯スポーツという言葉自体に、あまりなじみがないです。でも、旅行やキャンプ

などは好きなので、機会があれば参加したいです。 

・年齢に関係なく、学習は楽しく、身体づくりは気持ちよく行いたいね。これがなかなか難しか

ったりするから、注意。気になったら気を転換するんだ。無理する必要はないはずなので、気持

ちは楽に自分のペースを重視して行う。また相手のペースを尊重することに気を付けているよ。 

・参加したくても、しづらい雰囲気がある。 

・スポーツ少年団など、費用が安く気軽に参加できる子供の習い事が凄く助かっています。市や

子ども館主催の科学実験教室やプール教室なども安く楽しく参加できてよく利用します。人気の

ある講座は日程や人数を増やして欲しいです。 

・平均寿命が長くなり、常に刺激を与える生活の大切さを実感しています。私は、定年後、全く

縁の無かった音楽に接し、いかにしたら綺麗な音を出せるようになるか日々練習を重ねて、仲間

と感動を分かち合うという“刺激”が生活の一部になっているのを感じています。～思い切って

始めて良かったです。 

・英会話を学べる場所をたくさん増やしてほしい。子供のため、大人のため。大人は、年代別の

クラスで。 

・会費が高いので、講師料、施設費の補助金をお願いします。 

・市が税金を使って実施する事業であることを認識し、公共性・専門性等をより意識する必要が

あると思う。少なくとも″娯楽性が高いもの″は見直すべきだと思料。 



・年を取るとできることにだんだん制約が出てくるが、出来るうちにできることをしたいと常々

思っている。学習もスポーツも色々なジャンルの体験が出来るよう、チャンスを作っていただき

たい。 

・初めての体験が出来る機会を数多くすることで公民館のサークル活動などの広がり方が違って

くると考えます。既存のサークルにはなかなか入って行けないので。 

 

・予算消化ありきではなく、限られた原資の中で市民が充実した学習の機会を考えて頂きたい。 

・参加したくても小さな子供がいて断念することばかり。子連れで参加し、親が講習等を受けて

いる間、子供たちは別の企画に参加できるとか、親子企画を充実してほしい。 

・園芸の場合、具体的に花、野菜など、どのようなものを栽培するのか、知りたいです。 

・パソコンの資格などを取得できるように、積極的に募集してほしい。 

・成田はいろいろなことができる市だと思います。観光ガイドになるために語学を学ぶなど。無

駄なお金は使わず、いろいろな企画があるとうれしいです。 

・今は子育てで空いた時間に家でできることだけですが、できれば外で何かに集中して活動した

いです。 

・広報を見てると、平日に参加してみたい講座が多い。休日にも講座を開催していただけるとあ

りがたい。 

・育児をしているので参加できる機会が少ないです。託児ができる、または小さな子供を連れて

も気兼ねなく参加できればいいなと思います。 

・成田市は近隣の市町と比較して、生涯学習への取り組みは比較的充実していると思う。その取

り組みをいろいろな機会、メディアを通じ、市民に周知するような活動を継続していくことが良

いと考える。 

・若いときはどこにでも行くことができるが、運転が大変になると外に出るのが億劫になる。団

地内にある共同利用施設はあまり利用者がいないようなので、そこを活用していろいろな活動が

自由にできるとうれしい。循環バスの充実も更に望ましい。いろいろなことを本格的に、しかも

丁寧に教えてくれる講師もほしい。高校講座が面白いのでもっと増やしてほしい。 

・同じ年齢層の人と出会える場所があるといいです。 

・駅の近く等に気軽に利用できる施設を整備して欲しい。 

・老若男女がそれぞれ興味を持つような講座などたくさんできれば、コミュニティも広がってい

くと思います。 

・新聞を取っていないので情報が入手しづらい。SNSや FBなどを利用して発信してもらえたら

嬉しいです。 

・人は生きている限り頭脳と肉体を使う事を止めてはいけないので、成田市の環境整備（道路際

の草取りやゴミ拾い等多数）にこれらの人材をボランティアとして活用したら如何でしょうか。 

・皆が気軽に参加できる環境を整える。 

・今年から生涯大学院に入学しました。私の近所でもかなりの卒業生がおり、市の教育としてか

なり市民のためになっていると思います。 

・近所同士の「声かけ運動、挨拶運動」を発展させることにより、事前に痴漢、誘拐等の事故を

防止できるのでは（個人情報が優先されすぎるのは、好ましくないと考える）。 

・専門家との交流ができる場つくりをお願いしたい。 



・どのようなものなのかの説明が欲しい。若い人たちの参加しやすいものを増やして欲しい。 

・まだ関わったことのない分野ですが長い目でみると全市民が関係してくる事と考えられます。

市の柔軟な対応を一市民として希望します。 

・高齢化社会に向けて今まで以上に生涯学習、生涯スポーツの必要性が求められる中、世界で起

きている問題についての解説講演の開催や、周辺の自転車道の整備を期待する。 

・いずこも右へ倣え式の中で何か一点でも実験的な試みが実施されないものか。 

・高齢者向けが多すぎる。これからを担う子供向きを増やすべき。 

・今は、時間や体力が余裕ありません。以前、近くの公民館でやったパッチワークキルトの講座

は、とても楽しかったです。その後、仕事をするようになり、その講座の終了と共に終わりまし

た。公民館主催の講座は安くて、利用しやすいです。 

・合気道を学べるとありがたい。生涯学習（どれにでも）に参加したら参加ごとにポイントを貯

める制度にして、貯めたポイントは将来看護が必要な時、利用出来るようなシステムの構築。 

・生涯学習や生涯スポーツを地域貢献や活性化に連携させる仕組みや制度を検討されたらどうで

しょうか。 

・成田市の大学設置に伴う学生のボランティア、また、経験豊かな高齢者のボランティア、若者

と高齢者が協力できるような組織を作って欲しいです。 

・気軽に参加できる無料体験の機会を増やして欲しい。 

・お年寄りと子供達が交流できるもの（世代間交流）の考え・場を設けていただきたいです。 

・親は生涯大学院に通えて、とても充実した老後を送っています。そのような素晴らしい制度が、

この先もずっと続けば良いと思っていますが、国際医療福祉大学や、医学部等の問題に多大な市

税が使われて、今後私たちがその世代になった時に、このような制度（事業）が継続できなくな

るのでは？と不安に思います。納税世代が生涯学習や、スポーツなど参加できない日程（平日日

中等）が多いので、曜日や時間帯等考慮いただけるとありがたいと思います。 

・公民館等の登録ですが会計報告は必要ないと思うのです。簡略化して使いやすいようにすれば

利用する人が増えると思います。 

・生涯学習・スポーツはボケ防止にもなり、大変いいと思います。ぜひ今後ともさらに充実して

いただきたいと思います。 

・いろんな活動をされている皆さんは凄いと思う。自分は新しい事を始めるにあたって、少し後

込みをしてしまいチャレンジできないのが実情です。人生長い事を思えば、積極性、行動力を身

に着けなければと、つくづく思います。 

・新しく参加する時に、何か壁があるような感じがして、最初の一歩がでにくい。 

・市役所での講演会の数を増やしてほしい。 

・成田には日本人ばかりでなく、外国人もたくさんいるので、地域活動でも外国人を取り込んで

行えるよう、働きかけてほしい。 

・わかりやすく、場所もみんなが取りやすく、利用しやすいようにして欲しい。 

・募集時の情報として対象のレベル（初心者や体験者向け～上級者）が明確にしてもらった方が

いいと思います。全参加者が少ない場合には上級者が初心者に優しく接するなど、会のマナーも

大切と考えます。 

・受講だけでなく、機会があれば、自分の興味のある講座の主催者の手伝いをしたい。 



・60歳以上の方には生涯大学などで学べるので、50歳代にも拡大して学ぶ事が出来ると良いと

思う。 

・地域で年齢や男女を気にしないで活動できる場所の提供できればいいなと思います。 

・「明日の成田を考える、明日の生活を充実させる」との会合を開催するとともに、会合結果は市

の広報誌で公表すること。 

・大学ができ、生涯学習の場が広がったのではないかと思います。大学をもう少し知る機会があ

ればと思います。 

・高齢者に対する参加ポイント制度、介護予防のために 

・種類や数の多さに目移りしてか目的が定まらず、一年一年が過ぎ去っていきます。恵まれてい

ることを自覚し、もっと積極的に参画していきたいと思っています。 

・興味があって市のまなびサイトを見たことがありますが、平日昼間など働いていない方向けの

ものが多かったので、働いている人も参加可能な時間のものがあるといいなと感じました。 

・いつまでもできるだけ自立した生活を送りたいと多くの皆さんが思っていると思います。地域

に気軽にスポーツができる施設や学習講座などをもっと定期的に開くなどお願いしたいです。 

・生涯学習等について、もう少し情報を発信してほしい。 

・育児と仕事で忙しいが、色々なものに参加してみたいと思っている。どの様な場所で情報を入

手できるかわからない。子供と一緒に参加できるものがあると嬉しい。 

・誰でも気軽に参加しやすい、取り組みやすい、環境が整うと良いと思います。 

・自分に合ったものをこれから見つけて行きたいと思う。しかし仕事もあるので兼ね合いは簡単

ではないかもしれない。これは個人的なことでしょうか？ 

・高齢化社会の高齢者の社会とのかかわり方の学びを高齢者を講師にして学ぶ機会を地域で設け

てほしい例えば地区の集会所などで。 

・公民館の自主的サークル機能と他の生涯活動のすみわけを明確に提示し関わりやすくする。 

・NPO支援活動への積極的な行政支援取り組み（NPO立ち上げの相談ほか）。 

・男女共同参画センターの実機能の強化のための取り組み。高齢社会がより一層進むなか、生涯

学習の価値は高まると考えるため期待をする。 

・成田空港の国内線を利用したモニターツアーや、姉妹都市との交流の旅行など、ファミリー向

けにも機会を作って欲しい。 

・公民館のサークルなどもそうだが趣味でしようとする人と、専門的にしようとする人が必ずい

ると思うので活動内容を明確にしてほしい。自分はシニア世代になり趣味、興味でふらふらと色

んなことをしてみたいのですが？ 

【生涯スポーツ関連】 

・東京でオリンピックも開催されます。個人的には健常者でも参加出来るパラリンピックの競技

など体験してみたいです。ブラインドサッカーなど。 

・成田市は生涯学習・生涯スポーツがとても充実していると思います。後は広報次第ではないで

しょうか。（再掲） 

・成田はランニングや水泳競技は割と盛んだが、自転車の大会が少ない気がします。個人的な要

望も含まれていますが、印旛沼や下総運動公園などを利用して市で運営する大会を興してもらえ

ると盛り上がると思います。 



・教えたいと思っていても依頼がこなかったり、どのように登録してよいのかわからない。中学

校の部活動にいる外部指導員はどのように選ばれているのかを明示してほしい。 

・成田近隣の市では大々的なスポーツ施設があるのに対して成田は施設、指導者、情報等が少な

い。中途半端な大会やイベントばかりなので都内等のイベントを参考にしてください。 

・鏡部屋の増築（再掲） 

・運動は大切とわかっていても、なかなか個人で続けることは難しい。年齢に合わせて、誰でも

気軽に参加できる教室があるとうれしい。 

・大自然の中でゴルフをすればストレスもなく仲良くできる。 

・年金生活のお年寄りが増えているのでそういう方たちを対象にした講座を開いたりして交流を

盛んにした方がいいと思う。また年齢関係なく気軽に参加できるスポーツプログラムがあるとよ

い。 

・ヨガと社交ダンスを公民館で習い始め、息抜きになっています。 

・生涯学習、生涯スポーツという言葉自体に、あまりなじみがないです。でも、旅行やキャンプ

などは好きなので、機会があれば参加したいです。（再掲） 

・地区の野球チームに入っているが、グラウンド施設の環境が大変良く満足している。 

・スポーツ少年団など、費用が安く気軽に参加できる子供の習い事が凄く助かっています。市や

こども館主催の科学実験教室やプール教室なども安く楽しく参加できてよく利用します。人気の

ある講座は日程や人数を増やして欲しいです。（再掲） 

・なにかイベントがあるときの体育館や文化会館周辺の渋滞、駐車場の混雑が大変です。市営駐

車場と、そこからの送迎があったらいいと思います。（再掲） 

・年を取るとできることにだんだん制約が出てくるが、出来るうちにできることをしたいと常々

思っている。学習もスポーツも色々なジャンルの体験が出来るよう、チャンスを作っていただき

たい。（再掲） 

・市が実施しているヨガ教室は妻が言っていますが、人気の教室のようで申し込みが遅れると定

員ですとのことです。もう少し人数を増やしてほしいようです。 

・年齢・体力・運動力・能力等別に選択できる仕組み。 

・一輪車協会の公認指導員です。一輪車に乗ってみたい子供たちに乗り方の指導ができます。 

・好きなスポーツはありますが、それを死ぬまで続けられたらどんなに幸せなのか、と思います。 

・歳をとると、なかなか激しいスポーツは出来なくなることから、年間を通じ体力をつけること

ができる、千葉ニュータウンのように温水プールの施設が成田にも身近にほしい。 

・成田市は体育館での活動があり、参加してますがもっと種類を増やして欲しいです。 

・高齢化社会に向けて今まで以上に生涯学習、生涯スポーツの必要性が求められる中、世界で起

きている問題についての解説講演の開催や、周辺の自転車道の整備を期待する。（再掲） 

・ゴミ焼却施設に付随して建設予定のプールなどの施設建設をスピード感を持って進めて欲しい。 

・合気道を学べるとありがたい。生涯学習（どれにでも）に参加したら参加ごとにポイントを貯

める制度にして、貯めたポイントは将来看護が必要な時利用出来るようなシステムの構築。（再掲） 

・生涯学習や生涯スポーツを地域貢献や活性化に連携させる仕組みや制度を検討されたらどうで

しょうか。（再掲） 

・参加できるイベントや競技の種類や情報が少ない。 



・同一地域で例えばラジオ体操やプロ野球・サッカー等の応援観戦など一体感が感じられる活動

を短時間で日常的に。 

・ウォーキングしたい。 

・例えば野球のクラブチームに入団したいと考えていてもチーム数の割に入団に関する情報が少

ないためチームにアプローチできない。成田市には他の地域から移住している人が多いためこの

ような考えの人が多いと思われます。 

・初めてでも参加しやすい雰囲気を作って欲しい。中台体育館のヨガに興味があるが、日時だけ

でなく、教室の写真等が載っていると雰囲気がわかると思う？ 

・いつまでもできるだけ自立した生活を送りたいと多くの皆さんが思っていると思います。地域

に気軽にスポーツができる施設や学習講座などをもっと定期的に開くなどお願いしたいです。（再

掲） 

・身近に、気軽にテニスをする場所がない気がする。あっても借り方が、わからない。マラソン

をしたくても、暗くなるとできない。トリムコースでも暗いところが多い。水はけ、側溝の管理

が悪い。 

・老人向けのスポーツとか、老人向けのヨガを希望します。 

・毎月競馬場から京成バスのウォーキングツアーに参加していますが市でもそのようなツアーを

企画していただけるとよいと思います。費用は 5,000円前後であまり高くてきつい山は歩きませ

ん。10キロ前後のウォーキングかトレッキングです。 

・公園にアスレチックというような運動しながらも楽しめる器具があると子供も大人も楽しめる

と思います。 

 

～担当課まとめ～ 

 生涯学習、生涯スポーツに関して、きっかけづくりがほしい、わかりやすく参加しやすい環境

を整えてほしい、情報の発信についての課題などさまざまなご提言をいただきました。 

今後、皆様からいただきました貴重なご意見を真摯に受け止め、生涯学習、生涯スポーツの推

進に努めてまいります。誠にありがとうございました。 


