
成田市インターネット市政モニター アンケート集計・分析結果（第４０回） 
 
第４０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：６２６人 
実施期間：平成２９年５月１９日（金）～５月２９日（月） 
回答者数（回答率）：３８６人（６１．７％） 
 

 
 
 

 
 
 

男性, (167人）, 

43.3%
女性, (219人）, 

56.7%

性別

(n=386)

10代, (17人）, 4.4%

20代, (30人）, 7.8%

30代, (115人）, 

29.8%

40代, (109人）, 

28.2%

50代, (49人）, 

12.7%

60代, (41人）, 10.6%

70代, (23人）, 6.0%

80代, (2人）, 0.5%

年代

(n=386)



 

 
その他【 】１１件 

 中世文学研究、夏目漱石の研究、天体観測・天文史の研究 
 新勝寺ボランティア 
 ゴルフ  
 草むしり 
 バドミントン 
 家庭菜園、貸農園を借りている 
 防災セミナー 
 野良猫の保護と飼育 
 農業、菜園、養鶏の体験学習 
 マンションの管理組合（理事会など） 
 成田おむすびプレーパーク 

(149人）

(58人）

(70人）

(145人）

(98人）

(56人）

(36人）

(31人）

(48人）

(30人）

(41人）

(66人）

(19人）

(125人）

(11人）

(81人）

(0人） (40人） (80人） (120人） (160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、ダンス、ジョギング、ウォーキング、水泳、格技、登山、乗馬、…

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…

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…

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…

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、朗読、施設慰問などの地域活動や…

その他【 】

行って（おこなって）いない・行った（おこなった）ことがない

[Q1]どのような学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行って（おこなって）いますか、また

は、行った（おこなった）ことがありますか。（複数選択可）

(n=386)

どのような学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行って（おこなって）いま

すか、または、行った（おこなった）ことがありますか。（複数選択可）

複数回答 Ｎ ％

1 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 149 38.6

2 絵画、彫刻、陶工芸、書道、音楽、演劇、俳句などの創作活動 58 15.0

3 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 70 18.1

4
球技、ダンス、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
145 37.6

5 旅行、ハイキング、キャンプなどのレクリエーション 98 25.4

6 歴史、文学、宗教、科学、政治などの一般教養に関するもの 56 14.5

7 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 36 9.3

8 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 31 8.0

9 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 48 12.4

10 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 30 7.8

11 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 41 10.6

12 語学、パソコン、簿記など実用技術に関するもの 66 17.1

13 手話、点字、介護などの福祉技術に関するもの 19 4.9

14
自治会、ＰＴＡ、子ども会、防犯、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
125 32.4

15 その他【　　　】 11 2.8

16 行って（おこなって）いない・行った（おこなった）ことがない 81 21.0

全体 386 100.0

Q1



○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。また、生涯学

習・スポーツに関わりを持っていない方が、約２割いることも分かりました。 
 

 

 
その他【 】１２件 

 PTA 
 学会活動、出身学校の OB 会、スポーツジム 
 成田市生涯大学院在学中 
 小学校の PTA 
 生協の活動 
 市のあっせん農園 
 NPO 
 スポーツクラブ 
 インターネット学習 

(146人）

(52人）

(53人）

(52人）

(31人）

(100人）

(74人）

(26人）

(21人）

(28人）

(19人）

(6人）

(80人）

(12人）

(0人） (30人） (60人） (90人） (120人） (150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を受けて

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に参加して

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]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（おこなって）います

か、または、行って（おこなって）いましたか。（複数選択可）

(n=305)

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（おこなっ

て）いますか、または、行って（おこなって）いましたか。（複数選択可）

複数回答 Ｎ ％

1 市が主催する講座や学級、教室などで 146 47.9

2 県や他の市町村が主催する講座や学級、教室などで 52 17.0

3 カルチャーセンターなど民間の講座・教室などで 53 17.4

4 民間の個人レッスンを受けて 52 17.0

5 職場内の学習会やサークル活動で 31 10.2

6 同好のグループやサークルで 100 32.8

7 自治会や商店街などの事業に参加して 74 24.3

8 各種学校、職業訓練機関などで 26 8.5

9 大学・高校などで行う公開講座で 21 6.9

10 テレビ・ラジオの講座で 28 9.2

11 通信教育の講座で 19 6.2

12 放送大学に入学して 6 2.0

13 本などによる独学で 80 26.2

14 その他【　　　】 12 3.9

全体 305 100.0

Q2



 スポーツクラブへの入会 
 自営 
 時間があるときに自身で 

 
○行政や学校、民間の事業からサークル活動や独学（自主的な活動）まで、様々な方

法で学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行っていることが伺えます。 
 

 

 
その他【 】５件 

 体調の問題 
 子供を連れて動く事が負担になるから 
 お知らせを目にする機会が少ない 
 どこでどのようなことが行われているのかわからない 
 小さな子供と参加できるものが見つけられない 

 
○仕事や家事のため時間に余裕がないという理由が最も多い一方、きっかけがつかめ

ない、学びたいものが見つからないというという理由も多く見られます。 

(48人）

(1人）

(30人）

(13人）

(6人）

(10人）

(5人）

(5人）

(0人） (20人） (40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

これらの活動を特に必要と思わない

その他【 】

[Q3]学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行って（おこなって）いない、または、行った（おこ

なった）ことがない理由は何ですか。（複数選択可）

(n=81)

学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行って（おこなって）いない、または、

行った（おこなった）ことがない理由は何ですか。（複数選択可）

複数回答 Ｎ ％

1 仕事や家事が忙しく時間に余裕がない 48 59.3

2 家族の理解が得られない 1 1.2

3 きっかけがつかめない 30 37.0

4 費用がかかる 13 16.0

5 身近なところに施設や場所がない 6 7.4

6 学びたいものが見つからない 10 12.3

7 これらの活動を特に必要と思わない 5 6.2

8 その他【　　　】 5 6.2

全体 81 100.0

Q3



 

 
その他【 】５件 

 研究活動を継続 
 ゴルフ 
 高齢者の活躍社会づくり（一億総活躍社会の一環として） 
 農業に関するもの 
 プレーパーク、こども食堂 

 

(112人）

(56人）

(40人）

(106人）

(85人）

(48人）

(32人）

(38人）

(45人）

(37人）

(63人）

(78人）

(25人）

(46人）

(26人）

(5人）

(0人） (30人） (60人） (90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、ダンス、ジョギング、ウォーキング、水泳、格技、登山、乗馬、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、朗読、施設慰問などの地域活動やボ…

行って（おこなって）みたいと思わない

その他【 】

[Q4]今後どのような活動を行って（おこなって）みたいと思いますか。

(n=386)

今後どのような活動を行って（おこなって）みたいと思いますか。

複数回答 Ｎ ％

1 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 112 29.0

2 絵画、彫刻、陶工芸、書道、音楽、演劇、俳句などの創作活動 56 14.5

3 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 40 10.4

4
球技、ダンス、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
106 27.5

5 旅行、ハイキング、キャンプなどのレクリエーション 85 22.0

6 歴史、文学、宗教、科学、政治などの一般教養に関するもの 48 12.4

7 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 32 8.3

8 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 38 9.8

9 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 45 11.7

10 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 37 9.6

11 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 63 16.3

12 語学、パソコン、簿記など実用技術に関するもの 78 20.2

13 手話、点字、介護などの福祉技術に関するもの 25 6.5

14
自治会、ＰＴＡ、子ども会、防犯、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
46 11.9

15 行って（おこなって）みたいと思わない 26 6.7

16 その他【　　　】 5 1.3

全体 386 100.0

Q4



○文化芸術、スポーツ、旅行などのレクリエーションから語学・パソコンなどの実用

技術まで、幅広い分野にわたることが伺えます。 
 

 

 
その他【 】３件 

 県の研究機関の一般者の利用の拡大情報 
 利用者年齢や人数 
 活動メンバーの年齢や職業など 

 
○自身の興味がある事業やそれを行っている団体、利用したい施設などの情報を必要

としている状況が伺えます。 
 
 

(219人）

(140人）

(93人）

(40人）

(34人）

(72人）

(50人）

(3人）

(0人） (40人） (80人） (120人） (160人） (200人） (240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]今後、学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行うとしたら、どのような情報がほしいです

か。

(n=386)

今後、学習や文化・スポーツ活動、地域活動を行うとしたら、どのような情報

がほしいですか。

複数回答 Ｎ ％

1 大会、講座、講演会、催し物などの内容や参加方法 219 56.7

2 利用できる施設の所在地や利用方法 140 36.3

3 グループや団体の活動内容や加入方法 93 24.1

4 講座や指導者・相談員の紹介や依頼方法 40 10.4

5 利用できる教材、機材、用具などの種類や利用方法 34 8.8

6 取得できる資格などの種類や取得方法 72 18.7

7 相談や情報の提供をうけられる窓ロの場所や利用方法 50 13.0

8 その他【　　　】 3 0.8

全体 386 100.0

Q5



 

 
その他【 】４件 

 教養的な講座だけでなく、より専門的な講座の情報の集約と開示 
 ネットを使った動画配信や、スカイプなど 
 自主活動につなげていけるような働きかけ 
 道具類を借りられるように出来ないか 

 
○事業情報の入手方法、事業の内容、開催場所・時間、参加費用など、市が事業を行

う際に基本となる事項を決定する際、配慮と工夫が求められていると伺えます。 

(66人）

(40人）

(117人）

(101人）

(46人）

(92人）

(100人）

(25人）

(75人）

(4人）

(0人） (30人） (60人） (90人） (120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…

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）で行って（おこなって）ほしい

参加しやすい時間（休日・夜間等）に行って（おこなって）ほしい

参加するために、託児を行って（おこなって）ほしい

費用（参加費等）を安くしてほしい

その他【 】

[Q6]これから、市が実施する市民の学習や文化・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=386)

これから、市が実施する市民の学習や文化・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。

複数回答 Ｎ ％

1 事業の種類を増やしてほしい 66 17.1

2
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

ラムについてなど）
40 10.4

3 事業内容を誰でも気軽に参加できるものにしてほしい 117 30.3

4 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 101 26.2

5 講師や指導者を充実してほしい 46 11.9

6 参加しやすい場所（自宅・職場・駅の近く）で行って（おこなって）ほしい 92 23.8

7 参加しやすい時間（休日・夜間等）に行って（おこなって）ほしい 100 25.9

8 参加するために、託児を行って（おこなって）ほしい 25 6.5

9 費用（参加費等）を安くしてほしい 75 19.4

10 その他【　　　】 4 1.0

全体 386 100.0

Q6



 

 
その他【 】３件 

 高齢者の移動手段の確保 
 補助金行政の極小化 
 個人に合わせた指導相談 

 
○市民や団体のニーズを把握した事業の取組と、活動場所や活動時間を工夫する環境

づくりが必要とわかりました。 

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, (67人）, 

17.4%

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

アなどを育てる,

(68人）, 17.6%

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（自宅・

職場・駅の近く）に整

備する, (81人）, 

21.0%

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（夜間・休日・年末

年始）を見直す, 

(64人）, 16.6%

市民の学習や文化・

スポーツ活動の相談

に応じる, (9人）, 2.3%

市民のニーズに合う

内容の事業を行う, 

(94人）, 24.4%

その他【 】,

(3人）, 0.8%

[Q7]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=386)

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）

単一回答 Ｎ ％

1 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 67 17.4

2
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

どを育てる
68 17.6

3
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（自宅・職

場・駅の近く）に整備する
81 21.0

4
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（夜間・休日・年末

年始）を見直す
64 16.6

5 市民の学習や文化・スポーツ活動の相談に応じる 9 2.3

6 市民のニーズに合う内容の事業を行う 94 24.4

7 その他【　　　】 3 0.8

全体 386 100.0

Q7



 

その他

【 】１０件 
 ある程度の距離感 
 災害時の協力 
 町内会や回覧板が苦痛 
 強制しないで欲しい。その地域に合う新しい方法で。 
 自治会費や補修費などのお金のかからない地域活動 
 安全に健全に生活できる互助的なつながり 
 防犯カメラの設置 
 現代社会の上では、地域のコミュニティを望んでいたり、あるいは必要なのは高

齢者の一人住まいの方なのではないでしょうか。 若者の家庭が望むそれとは温度

差が生まれるのではないかと思います。それぞれの家族が干渉されない程度での

コミュニティを望みます。 
 SNS 等で情報を共有できるような環境が欲しい。 
 災害などの非常時での協力や助け合い 

冠婚葬祭の協力や

助け合い(8人）,

2.1%
日常生活での家族

的な付き合い, 

(32人）, 8.3%

困ったときに相談で

きる精神的な支え , 

(47人）, 12.2%

伝統文化等の維持

のための活動, 

(21人）, 5.4%

地域の課題に対す

る意見調整や活動, 

(50人）, 13.0%
同じ地域に住んで

いるという連帯感, 

(76人）, 19.7%

のびのびと生活で

きる雰囲気(107人）, 

27.7%

特に期待するもの

はない, (35人）, 9.1%

その他【 】, 

(10人）, 2.6%

[Q8]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=386)

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）

単一回答 Ｎ ％

1 冠婚葬祭の協力や助け合い 8 2.1

2 日常生活での家族的な付き合い 32 8.3

3 困ったときに相談できる精神的な支え 47 12.2

4 伝統文化等の維持のための活動 21 5.4

5 地域の課題に対する意見調整や活動 50 13.0

6 同じ地域に住んでいるという連帯感 76 19.7

7 のびのびと生活できる雰囲気 107 27.7

8 特に期待するものはない 35 9.1

9 その他【　　　】 10 2.6

全体 386 100.0

Q8



○のびのびと生活できる雰囲気を望む意見が多い一方、同じ地域に住んでいるという

連帯感や地域の課題に対する意見調整や活動を望む意見なども多く、地域コミュニテ

ィに異なった関係を求めていることが伺えます。 
 

[Q9]生涯学習・生涯スポーツに関するご意見がございましたら、ご記入ください。

（自由記述）９０件 
 

 自宅近くにある施設で生涯学習、生涯スポーツをやると参加しやすい。年齢が若

い人も参加できるような講座があるといいと思います。 
 子どもと一緒に参加できるものが嬉しいです。 
 色々挑戦したい 
 生涯学習は主に定年退職後の方を対象にしたものが多く感じる。また、職業訓練

についても千葉県内湾岸部や都市部に集中し、成田市では実用的な講座が少ない。

この辺りの地域では建設業関係が多く、資格なども偏りがみられる。潜在的なニ

ーズとしては空港も抱えることから貿易実務、また経理・法律などの事務系の専

門学習があれば尚よいと思う。こういった専門スキルがある人は成田を出て、東

京よりのほうに働きに出てしまうので、もっと増やしたらいいと思う。 
 好きな手芸や、絵画、音楽などの鑑賞は、ハードルが低くて、取り組み易いです。 
やはり、好きな事、手先を使う事に興味があります。 

 お遊び的な活動ではなく、将来に対しての結果の遺せるものを主体とすべき。 
 特にはありませんが誰でも参加できる内容で、その情報を身近で取得できるよう

にしてもらいたい。 
 生涯学習とコミュニティ作りは別のものとして考えないといけない。 
個人を大事にすることも必要です。 

 成田市に市営の温水プールがあればよいと思います。 
 下総地区は、成田地区より施設等あらゆる面で軽視されている。 
 市内及び近隣の市町で開催される各種の講座や教室を一覧で分るようなものが欲

しい。 
 近年、健康志向でサイクリングが盛んになってきているが、まだまだ一般道が自

転車にやさしい環境になっていない。車道側に自転車が通れる通行帯を確保する

か、歩道と一般道の段差を無くするなどしてほしい。サイクリングルートを定め

て計画的に見直ししてほしい。 
 現在、太極拳を習っていますがライフワークとして続けていきたいです。あまり

無理はできませんが、月２回ならできるという手ごたえを感じています。 
 ゴルフを地域で盛んにやらせてほしい 
 活動報告書などを簡素化して欲しい。特に高齢者は文書などで報告することが面

倒になっています 
 最近はインターネットで参加申し込みができるので、とても便利です。 
 機会があれば、いろいろなことに参加したりチャレンジしたりしてみたいと思っ

ているが、どこでどのようなことが行われているのか、よくわからない。わかり



やすい情報発信をお願いしたい。 
 常に、同じようなメンバーで構成されないような参加しやすさ。 

1 回の受講を逃しても、継続できるような参加プログラムの工夫。 
労働世代では、開催の時間帯の工夫、平日は、労働勤務、土日は家庭の所要で、

なかなか時間がとりづらいものです。 
 学習する空き家、空き部屋など活用したいので、情報を公開してほしい。 
 スポーツツーリズムの一層の促進 
 市の観光に関するイベントについては、積極的に行われているが地域住民のため

のイベントや自治会のための移動手段がない年寄りイベントの会場作りへの協力

が得られなくて困っている。 
 時間がなくて、参加が難しいのですが、何かきっかけを作ろうと思っています。 
 いろいろな行事、自治会活動などに地域の方の参加が少ないことが気になります。 
 高齢になると通いたくても交通手段がないので、移動手段がほしい。 
いろいろなことを少しずつやってみたいので、サークル活動ではなく無料講座が

増えるとよい。 
 障害者スポーツの指導員を養成する講座をしてほしい。 
 公開応募の実施。意外と知られてないものもあると思う。 
 益々高齢化する社会において、健康寿命は一層の関心ごとになるはずです。高齢

者が無理なく楽しく、そして長く続けられるようなサークルなり教室などの常設

が良いと思います。とにかく日々人と関わりのある生活を送れるような環境作り

が大切と思います。 
 自分の持って居る資格を活かしたい 
 成田市が生涯スポーツ宣言都市と名乗る以上、それなりの投資は必要と思う、人

が一生涯を通してスポーツをする都市は絶対魅力的な都市と思う、”ピンピンコロ

リ”一人の人間として最高の終わり方という日本は異常か理想かわかりません、

スポーツを一生涯したいと思います。 
 世代毎の必須知識に関する講座等があればと思う。 
 子供と参加できたり、同年代の方との交流がしたいので、年齢別などでスポーツ

や趣味でたくさん交流できれば参加しやすい。 
 生涯スポーツの観点から、車と分離した遊歩道、散歩道の整備。高齢者が歩き回

るルートと、こどもたちの遊び場を交差させ安全、相互の見守りに繋がる。 
 成田市民だけのスポーツ大会があったら面白いと思う。例えば、地域を区分けし

て、何日間かのブロック戦にした競技等。 
 託児スペースや、保母さんの斡旋を充実させてほしい。子供館やもりんぴあで遊

ばせてるときにできるとよい。 
 子連れ OK の企画を沢山つくってほしい（親子で参加じゃなく、親が参加、子供

は横で遊んでて OK） 
 市民が自立できる環境を整える。 
 10 年以上前に怪我をし、手術後のリハビリに日吉台のある施設が取り入れたプロ

グラムに参加しました。筑波大学の久野准教授が推し進めていた中高年の為の運



動でした。成田市でも取り入れてほしいと要望しても、『市独自のがあるから』と

拒否されました。県の補助を受けて出来る、とても良いプログラムでした。イオ

ンのパソコンで各自が運動記録やその時点での運動能力の確認が出来る優れもの

でした。全国的なものでしたが、県内でも四街道市等数市取り入れていました。

市独自のは、何回かで終了で継続性がありません。エアロビもしていましたが、

サークルでの運動場所がないので続けられませんでした。健康寿命を続ける為、

高齢者学習歩いて行ける場所に運動施設が必要です(各地区に)。 
又は某市の取り組みのように、歩いた歩数(距離)が買い物ポイントになる等考え

てください。TV で見ました。実績をあげていましたね。何か有効なアイデアで

進めて下さい。お願いいたします。 
 高齢者だけが対象なのか、よくわからない。 
 成田は恵まれている方だと思いますが、予算も潤沢なようなので、たとえば、公

津の杜近辺は公営プールがないので、夏季に小学校のプールを一般開放するとか

はいかがでしょうか。新規に作ってくれるとありがたいですが、土地がありませ

ん。中台と大谷津は遠すぎて子どもが自転車で行けません。子どもが楽しみで遊

べる場所（有料民間サークルは多いし、なぜか公園を占有してますし、野球やサ

ッカー）が重要だと私は思います。小さいころからスポーツをしない子は携帯ゲ

ームばっかりのようです。子育てにやさしい場所が、これからは人も集まるし、

子どももまた親になり、その地域に根づくと思います。人口の増加している成田

は、空港というアドバンテージ（近衣食住、いい生活環境、いい子育て環境、教

育上不適切な繁華街のない公津の杜駅前）があるので、今のうちに未来への地図

を描いておいたほうがいいと思います。 
 サークル活動や講座などで、毎週や隔週といったものもよく見かけますが月 1 回

程度の講座だと、行きやすいかなと思いました。あと、全体的に高齢者の方向け

の方が多く感じるので、例えば 30 代 40 代限定、などの講座などがあったら互い

にお友達になりやすいかなと思いました。 
 認知症予防のためにも運動を続けたい 
 歳や、体力、能力に合う活動を探すのに苦労をする。 
 web サイトの充実を望みます。 
 成田市は、スポーツなどの施設も充実しているので、これからも積極的に参加し

たいと思います。文化施設の、ホールなどもう少し整備していただけたらと思い

ます。 
 年代を問わず、何かを学びたい、活動をしたいというグループへ可能な範囲の中

で支援をすることは地域にも住民にもより活性化につながるのではないか。 
 あまりにも情報が少なすぎる。もう少し、様々なスポーツ団体の情報を広報なり

た等に掲載してほしい。 
 生涯大学院は市民にとって定年後の生活を充実させるとても素晴らしい事業です

が昨今なぜか応募者が減少しています。もっと良さを市民が理解できるよう啓蒙

活動してほしいです。もったいないです。 
 参加時のポイント制度の導入 



 人は元来学びたい、強くなりたい、上手くなりたい、など向上心を持ち合わせて

いる。この様なモチベーションを高めるだけでも高齢者の医療費抑制にも寄与で

きるものと考える。 
 活動できる場所や種類を増やしてほしい 
 生涯学習や生涯スポーツは自発的にやるものと思っています。市から市民に対し

てあれやれこれやれ的な活動には疑問も感じています。上記事業に予算があるな

ら市民税を減らすや少子化問題に対して使った方が成田市にとって将来、幸せに

なるかと思います。 
 成田市はすごく充実していると、いつも思い感謝しています。 
 組織ではなく個人として、参加できる仕組みで、きっかけが欲しい時代かと思い

ます。 
 成田市民は恵まれていると思う。老人への補助金も悪くはないが、子供たちにも

人生を生き抜くに最低限必要な事を教えてあげるプログラムはどうでしょうかね。

それと退職者の再活用の機会を提供する事も大事かと思う。回覧板で自治体で行

っている生涯学習の、年間スケジュール等があるとありがたい。 
 成田市生涯大学院は大変よいと、みなさん言っていますが途中でやめられる方も

若干おられるようですが、何か問題あるのですか？ 
 住みやすい街のためよろしくお願いいたします 
 ごみ焼却場の建設と同時に、温水プールの新設計画を以前読んだ記憶があるので

すが、その後温水プールについてのニュースを見聞きすることがなくなってしま

いました。是非プールの建設計画を進めてほしい。 
 なんでも市が行うのではなく、民間と行政の役割分担を考えるべきではないか。

「趣味・教養」と言われるものを、税金を使ってやる意義があるのか。 
 設問の内容が曖昧で回答がしにくい。折角、歴史ある門前町や歴史的な資源があ

るのだから、そういう分野に特化した講座を開いても良いのでは。さらに、スカ

イタウンの市施設が活かせていない。もっと言うと、魅力ある店舗などを引き込

んで人の流れをつくり、積極的に講座や展覧会など実施してはどうか？いつまで

シャッター街にしておくのか市に聞いてみたい。宝の持ち腐れ。 
 地域との結びつきが薄くなって久しいと感じますが、定年後の居場所づくりとし

て、生涯学習・生涯スポーツは存在意義があると思います。 
 前の質問に回答したように、夜間や休日、土曜日に行われる講座等を増やしてほ

しい。 
 芸術、美術、文化、歴史などの学習(イベント開催など)をする際の補助金制度の

拡充。市民同士が教え合う事が、知識や教養の底上げに繋がると考えています。 
 お金がなくても参加できるようなものを増やして欲しいです。 
 今は、外国人の市民もたくさんいるので、その人たちの意見も聞いた方がいいと

思います。 
 現役をリタイアした人（高齢者？）の経験や知見を幅広く活用する場や機会の開

発を期待します（シルバーセンターの職域拡大など） 
 先日ヨガで認知症予防の記事を見て申し込もうとしましたがすぐに定員オーバー



になってしまっていて残念でした。また企画していただけるとよいのですが。 
 指導者の募集の情報を知りたい。 
 いつでも、どこでも、だれでもが参加できる取り組みを構築してもらいたい。 
 団体ではなく、個人でも気軽に使用できる体育館を増やしてほしい。 
 大学による出張講座などの企画を検討されたい。千葉県内にも多数の大学がある

し、商科大学や科学大学など分野を特化した学部学科もあるので色々なテーマで

市民向け講座をやってみるとそれなりに市民参加を促せるのではないかと考えま

す。 
 温水プールをもっと身近なところに欲しい。印西の温水プールみたいに。そうし

たら、一年中、プールに入れるし、お年寄りに良いのではないでしょうか。 
 機会があれば参加したいと思います。 
 年を取っても続けられるスポーツを始めたいです 
 子どもからお年寄りまで、気軽に参加出来るものが身近にあるといいです。 
 優秀な人材に対する助成金を充実させてほしい。 
 水泳をしたいので通年利用できるプールを設置してほしい 
 今  続けている楽器の演奏活動は、夫の理解と身体が動く限りは続けたいと思っ

ています。 そんなものがあることを幸せに思っています。 
 参加したいと思い申し込みをしても、抽選に外れた・・など聞くことがあります

が、人気の物は日にちを増やしてほしい。 
 なかなか参加するきっかけがないので、もっと身近なものになるといいと思いま

す。 
 
 
  



～担当課まとめ～ 
 
 今回のアンケートを通じて、多くの市民が幅広い分野で生涯学習・スポーツを行っ

ていることが分かりました。一方で、生涯学習・スポーツを行っていない方も約 2 割

おり、「時間がない。」「きっかけがつかめない。」「学びたいものが見つからない。」と

いう意見を多くいただいております。 
今後、皆様からいただいたご意見を踏まえ、生涯学習・スポーツの推進を図ってま

いりたいと思います。ご協力をいただき、誠にありがとうございました。 


