
小学５年生　調査結果 【資料２－３】
項　目 結果 備考

1 今のあなたは、健康ですか。 「健康」と「まあまあ健康」の合計　97.1％（H28　90.2%）

2 同じ５年生の人とくらべて、体力に自信がありますか 「ふつう」が32.7％で最も高い （H28　32.8%）

3 あなたは、運動やスポーツをするのが好きですか。
≪きらい（計）≫（「あまり好きではない」と「きらい」の合計） 12.7%　（H28
13.9%）

3-1 好きな理由は何ですか。 「運動すると楽しい」 64.3（H28 62.9%）

3-2　好きではない理由は何ですか。
「運動が得意ではない」 81.3％
（H28 80.8%）

不得意でも楽しめる運動が必要

4
これまでの1年間に、あなたは、体育の授業のほかに、運
動やスポーツをしましたか。

「していない」 7.7%
（H28　1.3%）

「していない」増加

4-1 運動やスポーツをした人は、何をしましたか。 「運動遊び（なわとび､一輪車など）」 51.6％（H28　50.7%）

4-2 運動やスポーツをした人は、どのような場所でしました
か。

「自分の家や庭」　51.3％（H28　42.0%）、「学校の校庭や体育館」49.3％
（H28　59.0%）、「公園、広場」46.3％（H28　43.4%）

学校の校庭や体育館、公園、広場が減少

4-3 あなたは、スポーツ少年団やスポーツクラブに入って
いますか。

「入っている」 50.1%
（H28　47.8%）

4-4 あなたが入っているのはどちらですか。両方に入って
いる場合は、2つとも○をつけてください。

「スポーツクラブ」 59.6％（H28　48.6%）、「スポーツ少年団（スポ少）」
45.6％（H28　44.1%）

5
これまでの1年間に、体育の授業のほかに、運動やスポー
ツをしていない人のみ以下

全体で29人

5-1 あなたが、体育以外の授業で運動やスポーツをしてい
ない理由は何ですか。

「塾や習いごとが忙しい」7人
「場所がない」5人

5-2 運動やスポーツをしていなかった人は、これからやって
みたい運動やスポーツがありますか。

「とくになし」が4割

6 あなたは、将来スポーツ選手になりたいと思いますか。 「なりたい」33.5％

6-1 あなたは、何のスポーツ選手になりたいですか。 「サッカー」 20.5％、「野球」 18.1％

7
あなたは、これまでの1年間にスポーツ大会やスポーツの
試合を見ましたか。

「テレビで見た」85.8％、「インターネットで見た」（22.7％）、「県内会場で見
た」12.7%（H28　34.1.%）、「県外会場で見た」5.3%（H28 14.8%）

会場で見た割合が減少

7-1 スポーツを見た人は、どのスポーツを見ましたか。 卓球、水泳、プロ野球 オリパラ競技が上位に

8
「東京2020オリンピック・パラリンピック」をテレビや会場で見
ましたか？

「見た」93.9% 「みていない」6.1% 高い注目度

8-1 「東京2021オリンピック・パラリンピック」を見てどう感じ
たか

「がんばる選手の姿を見て感動した」　59.1％、「実際に会場で見たかった」
45.5％

9
あなたはバーチャルスポーツ見たり、やったりしたことがあ
りますか。

「やったことはない」71.7%

9-1 バーチャルスポーツをしてみたいですか 「やってみたい」 80.5% 多くの児童が興味を持っている



中学・高校生　２年生　調査結果

項　目 備考

1 今のあなたは、健康ですか。 中学生 「健康」と「まあまあ健康」合計　94.6％（H28 91.2%）

高校生 健康（計）　93.5％（H28　88.9%）

2 あなたは、ふだんから、健康や体力に気をつけていますか。 中学生 「気をつけている」と「まあまあ気をつけている」合計79.6％（H28　83.0%）

高校生 78.5％（H28　71.8%）

2－1 健康や体力を高めるためにふだん何かしていますか。 中学生
「三食しっかり食べる」74.4％（H28　76.8%）、「ふだんから運動・スポーツをす
る」58.0％（H28　71.1%）

高校生
「三食しっかり食べる」が71.0％（H28　68.7%）、「ふだんから運動・スポーツ
をする」49.4％（H28　47.9%）

3 同じ学年の人とくらべて、体力に自信がありますか。 中学生 「ふつうだと思う」41.3％（H28　36.8%）

高校生 「ふつうだと思う」43.6％（H28　36.2%）

4 あなたは、運動やスポーツをするのが好きですか。 中学生 「あまり好きではない」「嫌い」合計 18.7％（H28　20.2%）

高校生 ≪嫌い（計）≫22.0％（H28　23.0%）

4-1 好きな理由は何ですか。 中学生 「運動すると楽しいから」 68.2％（H28　69.3%）

高校生 「運動すると楽しいから」 69.1％（H28　65.8%）

4-2 好きではない理由は何ですか。 中学生 「運動が得意ではないから」が84.1％（H28　84.1%） 運動の重要性や楽しさを伝える教育が必要

高校生 「運動が得意ではないから」が81.3％（H28　69.8%）

5
これまでの1年間に、あなたは、体育の授業のほかに、運動
やスポーツをどれくらいしましたか。

中学生 ≪週に１回以上（計）≫79.9％（H28　86.3%）

高校生 ≪週に１回以上（計）≫は64.6％（H28　53.5%） 中学と高校で開きがある

5-1 運動やスポーツをした人は、何をしましたか。 中学生 「バドミントン」19.7％「バスケットボール」（18.5％）、「サッカー」（17.9％）

高校生
「ジョギング・ランニング」18.9％「バドミントン」18.4％、「ウォーキング・散歩」
16.9％、「サッカー」16.9％

5-2 運動やスポーツをした人は、どのような場所でしました
か。

中学生
「学校の校庭や体育館」54.9％（H28　64.1％）、「自分の家や庭」49.0％
（H28　12.2％）

「自分の家や庭」が大幅に増加

高校生
「学校の校庭や体育館」52.0％（H28　39.3％）、「自分の家や庭」33.3％
（H28　7.5%）

5-3 体育の授業のほかに、運動やスポーツをした人は、誰
と一緒にすることが多いですか。

中学生 「部活動やスポーツクラブなどの仲間」64.8％

高校生 「部活動やスポーツクラブなどの仲間」59.0％

5-4 体育の授業のほかに、運動やスポーツをする理由は何
ですか。

中学生
「健康や体力の維持・増進のため」と「運動することが楽しい、おもしろい、
好きなため」49.0％

中高生でも健康への意識が高い

高校生
「気分転換、気晴らしのため」44.1％、「健康や体力の維持・増進のため」
（40.7％）

結果



項　目 備考結果

6-1 あなたが、体育以外の授業で運動やスポーツをしてい
ない理由は何ですか。

中学生 「運動が得意ではないから」50.0％
「運動が得意ではないから」運動しないが小学
生も含めて多い

高校生 「運動が得意ではないから」43.6％ 運動の重要性や楽しさを伝える教育

6-2 運動やスポーツをしていなかった人は、これからやって
みたい運動やスポーツがありますか。

中学生 「特になし」42.3％ 中高生（若者）が興味を持てるようなスポーツ

高校生 特になし」49.1％

7
あなたは、学校の運動部活動やスポーツクラブに入ってい
ますか。

中学生
「運動部活動に入っている」70.9％
「スポーツクラブに入っている」19.0％

高校生 「運動部活動に入っている」52.5％　「どちらにも入っていない」43.8％

7-2 部活動種目 中学生 「バスケットボール」「ソフトテニス」「卓球」「サッカー」

高校生 サッカー」「バドミントン」「バスケットボール」「バレーボール」

8 運動やスポーツをして良かったことは何ですか。 中学生 「体力がつき、身体の機能が向上したこと」66.0％

高校生 「体力がつき、身体の機能が向上したこと」63.7％

9 あなたは、将来スポーツ選手になりたいと思いますか。 中学生 「特になりたいとは思わない」が81.0％ 小学生 60.9%

高校生 「特になりたいとは思わない」が95.9％

9-1 何のスポーツ選手になりたいですか。 中学生 「野球」「サッカー」「バスケットボール」

高校生 「サッカー」「バスケットボール」「バレエ・ダンス」「野球」

10
あなたは、大人になってからも、運動・スポーツをしたいと思
いますか。

中学生 「ぜひやりたい」と「できればやりたい」合計75.0％（H28　76.8%）
目標値 80%
参考　スポーツ庁調査　81.7%

高校生 ≪やりたい（計）≫は74.1％（H28　68.1%）

10-1 あなたが、大人になってからもやりたい運動やスポー
ツは何ですか（現在やっているスポーツも含む）。

中学生
「サッカー」「バドミントン」「バスケットボール」「野球」
「特になし」は10.5％

高校生
「サッカー」「ウォーキング・散歩」「ジョギング・ランニング」「バスケットボー
ル」
「特になし」は15.7％

11
あなたは、これまでの1年間にスポーツ大会やスポーツの試
合を見ましたか。

中学生
「見ていない」11.4％
「埼玉県内の会場に行って直接見た」21.7％（H28 39.0%）
「埼玉県外の会場に行って直接見た」10.1％（H28 13.0%）

H28と比較して「直接見た」割合が減少

高校生
「見ていない」12.6％
「埼玉県内の会場に行って直接見た」16.9％（H28 28.5%）
「埼玉県外の会場に行って直接見た」4.8％（H28 11.6%）

11-1 スポーツを見た人は、どのスポーツを見ましたか。 中学生 「卓球」「水泳」「プロ野球」「プロバスケットボール」

高校生 「卓球」「プロ野球」「バレーボール」

12
あなたは、これからスポーツに関するボランティア活動（会
場案内、清掃活動など）をしてみたいと思いますか。

中学生
≪したくない（計）≫（「あまりしたくない」と「まったくしたくない」の合計）
50.6％（H28 39.1%）

ボランティア活動に消極的

高校生 ≪したくない（計）≫57.8％（H28 44.8%）



項　目 備考結果

13 「東京2020オリンピック・パラリンピック」を見ましたか。 中学生 「見た」92.7% 「見ていない」7.3％ 多くの中高生が見た

高校生 「見た」88.1%「見ていない」11.9％

13-1 あなたは「東京2020オリンピック・パラリンピック」を見
てどう感じましたか。

中学生 「がんばる選手の姿を見て感動した」68.4％

高校生 「がんばる選手の姿を見て感動した」77.1％

14
あなたはバーチャルスポーツを見たり、やったりしたことがあ
りますか。

中学生
≪やったことはない（計）≫（「見たことはあるが、やったことはない」と「見た
ことも、やったこともない」の合計）83.4％

多くの中高生は未経験

高校生 ≪やったことはない（計）≫合計　88.9％

14-1 あなたはバーチャルスポーツをやってみたいですか。 中学生
、≪やってみたい（計）≫（「やってみたい」と「どちらかといえばやってみた
い」の合計）69.4％

約７割が「やってみたい」

高校生 ≪やってみたい（計）≫は67.1％

15
あなたは、国民体育大会（国体）やプロスポーツなどでの埼
玉県のチームや選手の活躍に関心がありますか。

中学生 ≪ある（計）≫（「とてもある」と「ややある」の合計）は54.0％

高校生 ≪ある（計）≫39.0％

16
あなたは、国際大会や全国大会、プロスポーツなどでの、郷
土（日本、埼玉県など）の選手やチームの活躍をどのように
感じますか。

中学生 「感動する」41.8％

高校生 「感動する」42.9％

17
あなたが、今後、埼玉県で開催してほしいと思う大きなス
ポーツ大会（国際大会、全国大会など）は何ですか。３つま
で選んでください。

中学生 「サッカー」「バスケットボール」「卓球」

高校生 「サッカー」「バレーボール」「バスケットボール」

18
これから、埼玉県でスポーツをする人が増えるためには、あ
なたは、どのようなことが必要だと思いますか。

中学生

「スポーツをすることができる場所や施設が充実すること」72.8％
「スポーツを楽しむことのできるイベントや大会が開催されること52.7％
「学校で、スポーツの楽しさを味わうことのできる体育の授業が行われるこ
と」48.1％

場所、イベント、授業の充実が必要

高校生
「場所や施設が充実すること」76.8％
「イベントや大会が開催されること」（37.3％）
「学校で～体育の授業が行われること」（34.9％）



成人　調査結果
項目 結果 備考

1 今のあなたは、健康ですか。 ≪健康（計）≫（「健康」と「まあまあ健康」の合計）　88.2％

2
あなたは、同年代の人と比較した際の自分の体力をどう思
いますか

「同年代の水準程度だと思う」　43.8％

3
あなたは、自分の健康や体力の維持・増進に気をつけてい
ますか

≪気をつけている（計）≫（「普段から気をつけている」と「まあまあ気をつけてい
る」の合計）が73.3％
≪気をつけていない（計）≫は30-39歳で38.7％と最も高い

4 あなたは、運動不足を感じていますか
≪感じる（計）≫（「非常に強く感じている」と「感じることが多い」の合計）56.9％
≪感じる（計）≫は60歳以上を除くすべての年代で６割以上

子育て・働き盛り世代への施策が必要

5
あなたは、日常生活の中で、運動やスポーツは必要だと思
いますか

≪必要（計）≫（「とても必要」と「必要」の合計）　91.2％

6
あなたが過去１年間に行った運動やスポーツの種目は何で
すか

「ウォーキング・散歩」46.7％、「筋力・ウエイトトレーニング」（11.8％）、「体
操（ストレッチ、ラジオ体操等）」（11.6％）
「特になし」 27.7％

気軽にできるスポーツがよい

「特になし」は50－59歳で31.1％と最も高く、次に40-49歳で29.8％、30-39
歳で27.9％となっている。

働き盛り世代が高い
働き盛り世代をターゲットにした施策が必要

7
あなたは、過去１年間に運動やスポーツをする機会がどの
程度ありましたか

≪週に１回以上（計）≫（「週に３回以上」と「週に１～２回程度」の合計）
42.1％

≪週に１回以上（計）≫は年代が上がるほど高い
60歳以上（71.2％）で７割以上

8 あなたが運動やスポーツをする理由は何ですか 「健康や体力の維持・増進のため」が59.2％

9
あなたは、過去１年間にどのような場所や施設で運動やス
ポーツを行いましたか

「道路や遊歩道」42.6％。「公園、運動広場」（27.7％）

10 あなたは、誰と一緒に運動やスポーツをすることが多いですか 「自分ひとり」　65.0％

11
あなたは、現在、どのようなスポーツクラブや同好会・サー
クルに加入していますか

「地域住民が中心となったクラブ・同好会・サークル」　11.0％
「加入していない」　69.2％

12
あなたがポーツをしなかった理由（障壁になっていること）は
何ですか

「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」（27.2％）が最も高く、次
いで「費用がかかる（金銭的な余裕がない）から」（18.7％）

ライフスタイル、ライフステージに応じた施策が
必要

30-39歳、40-49歳、50-59歳で「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がない
から」が最も高くなっており、特に30-39歳で48.7％と高くなっている。20-29
歳では「スポーツが苦手だから」が28.2％、60歳以上では「体力に自信がな
いから」が17.0％と最も高くなっている。

子育て世代や働き盛り世代への施策が必要



項目 結果 備考

13
現在やっているポーツ以外で、今後、やってみたい運動や
スポーツがありますか

「水泳」（8.5％）と「ヨガ・ピラティス」（8.5％）が最も高く、次いで「キャンプ」
（7.6％）、「ウォーキング・散歩」
「特になし」は38.2％

様々なスポーツの紹介や提案によりスポーツ
への興味を引き出す

14
あなたは、今後、埼玉県内でどのような運動やスポーツ関
連施設などが充実することを望みますか

「公園、運動広場」が30.1％

15
あなたは、子供の頃 （小学生相当）、 体育の授業のほか
に、運動やスポーツをしていましたか

「スポーツをしていなかった」51.1％

あなたは、子供の頃（中学生相当）、体育の授業のほかに、
運動やスポーツをしていましたか

運動部に入っていた」が58.9％、
「スポーツをしていなかった」31.4％

あなたは、子供の頃（高校生相当）、体育の授業のほかに、
運動やスポーツをしていましたか

「スポーツをしていなかった」は52.6％

16
あなたは、総合型地域スポーツクラブについて知っていま
すか

「知らない」が85.1％（H28　87.8％）

17
あなたは、総合型地域スポーツクラブが身近にあれば入り
たいと思いますか

≪入りたい（計）≫（「ぜひ入りたい」と「会費や種目などの条件が合えば入
りたい」の合計）が52.4％（H28　49.3%）

知名度は低いながら、半数以上が「入りたい」ことか
ら、周知活動が必要。

≪入りたい（計）≫は20-29歳、30-39歳、40-49歳で５割以上となっており、
特に30-39歳で61.9％と高い

18
あなたは、過去１年間にスポーツに関するボランティア活動
を行ったことがありますか

「行ったことはない」　96.1％（H28　96.1%）

18-1 あなたは、過去１年間にスポーツに関するどのような
ボランティア活動を行いましたか（問18 で「行ったことがあ
る」を選択した人のみ回答）

地域のスポーツ活動などの運営や支援（クラブ、スポーツ団体等の活動）」
が44.8％

19
あなたは、これからスポーツに関するボランティア活動をし
てみたいと思いますか。

≪したくない（計）≫（「まったくしたくない」と「あまりしたくない」の合計）
72.3％

20
あなたは、過去１年間にスポーツイベントや大会に参加しま
したか（ボランティアとしての参加は含みません）

「参加しなかった」　91.8％（H28　90.6％）

21
あなたは、過去１年間にスポーツ大会やスポーツの試合を
見ましたか

「テレビで見た」64.7％（H28　51.8％）「インターネットで見た」18.6％（H28
9.7％）「県内の会場に行って直接見た」 6.0％（H28 11.0%）
「見ていない」　28.6％（H28　39.9％）

「見た（テレビ、ネット）」が増加

21-1 あなたが観戦したスポーツの種目は何ですか 「プロ野球」が50.8％、「卓球」（35.5％）、「陸上・駅伝・マラソン」（32.7％）、
オリンピック・パラリンピックの影響により卓球
が人気



項目 結果 備考

22
あなたは、スポーツについての情報をどのような方法で入
手したいですか

「テレビ・ラジオ」が66.5％
全世代で1位

0-39歳、40-49歳、50-59歳で「インターネットＷＥＢサイト（ホームページな
ど）」が高く、20-29歳では「インターネットＳＮＳ、60歳-「雑誌」

若者にはSNS、
働き盛り世代にはWebなど世代に合わせた広
報

23
あなたは「東京2020オリンピック・パラリンピック」を見ました
か。

「見た」82.0% 「見ていない」18.0％

23-1 あなたは「東京2020オリンピック・パラリンピック」を見
てどう思いましたか。

「がんばる選手の姿を見て感動した」が70.4％

24
今後、あなたが埼玉県で開催してほしい大規模スポーツイ
ベント・大会は、どのような競技ですか

「サッカー」（17.7％）、「マラソン」（11.4％）、「野球」（11.4％）

25
あなたはバーチャルスポーツを見たり、やったりしたことが
ありますか。

≪やったことはない（計）≫（「見たことはあるが、やったことはない」と「見た
ことも、やったこともない」の合計） 94.7％

ほとんどの人は「やったことはない」

25-1 あなたはバーチャルスポーツをやってみたいですか。
≪やってみたい（計）≫（「やってみたい」と「どちらかといえばやってみた
い」の合計） 29.2％

≪やってみたい（計）≫は年代が上がるほど低くなる　20代 48.6% 30代
40.7%　40代 32.2%　50代　26.7%　60代 18.1%

まずは若者世代から普及を図るのが効果的。

26
あなたは、国民体育大会（国体）やプロスポーツなどでの埼
玉県のチームや選手の活躍に関心がありますか。

≪ある（計）≫（「とてもある」と「ややある」の合計） 38.2％

27
あなたは、国際大会や全国大会、プロスポーツなどでの、
郷土（日本、埼玉県など）の選手やチームの活躍をどのよう
に感じますか。

「元気や活力をもらう」（35.7％）

28
あなたは、今後、埼玉県でどのようなスポーツ施策に力を
入れるべきだと思いますか

「一人一人の年齢やライフステージに合わせた運動やスポーツ活動の推
進」　36.4％ 、学校における子どもの運動やスポーツ活動の充実に向けた
取り組み」　35.1％、「シニアの人々が手軽にスポーツをできる環境づくり」
33.0％、「地域における子どもの運動やスポーツ活動の充実に向けた取り
組み」　30.6％

ライフステージに合わせたスポーツ施策を望ん
でいる

29
これから、埼玉県でスポーツをする人が増えるためには、
あなたは、どのようなことが必要だと思いますか。

「スポーツをすることができる場所や施設が充実すること」59.5％、「スポー
ツを楽しむことのできるイベントや大会が開催されること」（30.1％）、「ス
ポーツができる場所や、各種スポーツイベントの開催などの情報が提供さ
れること」（30.1％）、

スポーツをする場所、スポーツイベント、それら
の情報が必要

30
あなたは、総合的に考えて、現在の自分のスポーツ活動に
満足していますか

≪満足している（計）≫（「満足している」と「ある程度満足している」の合
計）が43.6％≪満足していない（計）≫（「満足していない」と「あまり満足し
ていない」の合計）は56.5％



障害者　調査結果
項目 備考

1
あなたは、日常生活の中で、運動やスポーツは必要だと思
いますか。

団体 ≪必要（計）≫（「とても必要」と「必要」の合計）は90.2％

モニター ≪必要（計）≫は68.7％

2
あなたが過去１年間に行った運動やスポーツの種目は何
ですか

団体
「ウォーキング・散歩」が55.9％で最も高く、次いで「体操（ストレッチ，軽い
体操など）」（49.2％）が約５割、「ボッチャ」（31.8％）、「卓球」（30.8％）

モニター
「ウォーキング・散歩」が43.7％で最も高く、次いで「体操（ストレッチ，軽い
体操など）」（13.3％）、

3
あなたは、過去１年間に運動やスポーツをする機会がどの
程度ありましたか

団体
「週に１～２回程度」が40.1％で最も高く、次いで「月に１～３回程度」
（19.8％）、「週に３回以上」（19.2％）

週に１回以上スポーツをした人の割合　52.3％

モニター 「週に１～２回程度」が33.5％で最も高く、次いで「週に３回以上」が23.6％と
週に１回以上スポーツをした人の割合　36.3％
H28　29.7％

4 あなたが運動やスポーツをする理由は何ですか 団体
健康や体力の維持・増進のため」が76.2％で最も高く、次いで「運動不足を
解消するため」（63.4％）、「気分転換、気晴らしのため」（49.4％）、

モニター
「健康や体力の維持・増進のため」が66.5％で最も高く、次いで「運動不足
を解消するため」（59.2％）、「気分転換、気晴らしのため」（47.1％）

5
あなたは、過去１年間にどのような場所や施設で運動やス
ポーツを行いましたか

団体
「埼玉県総合リハビリテーションセンター」が45.9％で最も高く、次いで「自
宅」（33.1％）、「道路や遊歩道」（32.6％）

モニター
「公園、運動公園」が39.8％で最も高く、次いで「道路や遊歩道」（34.0％）、
「自宅」（29.3％）

6
運動やスポーツ(レクリエーション活動を含む)をする際に、
利用する場所や施設には、どのような問題がありますか。

団体
「場所が遠い」が35.5％で最も高く、次いで「交通の便が悪い」（20.3％）、
「利用時間に制限がある」（16.3％）

モニター
「場所が遠い」が27.2％で最も高く、次いで「通うのにお金がかかる」が
26.2％、「交通の便が悪い」（18.8％）

7
あなたは、誰と一緒に運動やスポーツをすることが多いで
すか

団体
「自分ひとり」が43.6％で最も高く、次いで「福祉・医療施設の仲間、スタッ
フ」（38.4％）、「家族」（33.7％）

モニター
「自分ひとり」が55.0％で最も高く、次いで「家族」（37.2％）、「友人」
（20.4％）

8
あなたは、過去1年間にスポーツイベントや大会に参加した
り、スポーツクラブや同好会・サークルに加入して運動やス
ポーツ(レクリエーション活動を含む)をしましたか。

団体
「障害者交流センター、福祉施設などのクラブ・同好会・サークル」が17.4％
で最も高く、次いで、「友人・知人が中心のクラブ・同好会・サークル」
（11.6％）

モニター
「実施していない」は69.1％、実施状況としてはいずれの項目も１割未満
（H28　実施していない77.9％）

結果

自宅近くに施設がない



項目 備考結果

9
あなたが運動やスポーツ(レクリエーション活動を含む)をし
なかった理由（障壁になっていること）は何ですか。

団体
「自分には無理だと思うから」が21.7％で最も高く、次いで「身近に場所や
施設がないから」、「サポートしてくれる人（指導者以外の介助者等）がいな
いから」、「やりたいと思うスポーツがないから」（いずれも17.4％）

モニター
「運動やスポーツをする時間が取れないから」が20.2％で最も高く、「運動
やスポーツは好きではないから」（16.5％）

時間のかからない、日常生活の中でできるス
ポーツの提案が必要

10
あなたは、条件が整えば、運動やスポーツ(レクリエーション
活動を含む)をしたいと思いますか。

団体
≪したいと思う（計）≫（「すごくしたいと思う」と「したいと思う」の合計）は
47.8％

モニター ≪したいと思う（計）≫は35.8％

11
あなたが今後行いたいと思う運動やスポーツ(レクリエー
ション活動を含む)は何ですか。

団体
「ウォーキング・散歩」が40.0％で最も高く、次いで「卓球」（28.7％）、「ボッ
チャ」（27.7％）、

モニター
「ウォーキング・散歩」が39.7％で最も高く、次いで「サイクリング」
（12.0％）、「水泳」（10.7％）

12
あなたは、過去１年間にスポーツ大会やスポーツの試合を
見ましたか

団体
「テレビで見た・聴いた」が74.9％で最も高く、次いで「インターネットで見た・
聴いた」（12.8％）、「見ていない・聴いていない」は17.4％

モニター
「テレビで見た・聴いた」が49.0％で最も高くなっている。なお、「見ていな
い・聴いていない」が42.3％（H28　42.3％）と４割以上を占めている。

13 あなたが観戦したスポーツの種目は何ですか 団体
「プロ野球」が53.3％と最も高く、次いで「陸上・駅伝・マラソン」（51.3％）、
「大相撲」（50.0％）、「卓球」（49.3％）、「障害者スポーツ」（45.4％）

モニター
「プロ野球」が48.6％で最も高く、次いで「Ｊリーグ（サッカー）」（26.6％）、「陸
上・駅伝・マラソン」（25.4％）

14
あなたは、スポーツについての情報をどのような方法で入
手していますか

団体
テレビ・ラジオ」が73.3％で最も高く、次いで「新聞・雑誌」（39.0％）、「イン
ターネットＷＥＢサイト（ホームページなど）」（23.6％）

モニター
「テレビ・ラジオ」が53.0％で最も高く、次いで「インターネットＷＥＢサイト（ホー
ムページなど）」が33.7％

15
あなたは「東京2020オリンピック・パラリンピック」を見（聴
き）ましたか。

団体 「テレビで見た・聴いた」が82.6％ 多くの人が視聴した

モニター 「テレビで見た・聴いた」が67.7％

15-1　あなたは「東京2020オリンピック・パラリンピック」を見
て（聴いて）どう思いましたか。

団体
「がんばる選手の姿を見て感動した・聴いて感動した」が76.8％で最も高く、次
いで「コロナウイルスの拡大が心配だった」（40.9％）

モニター
「がんばる選手の姿を見て感動した・聴いて感動した」が55.0％で最も高く、
「コロナウイルスの拡大が心配だった」（40.9％）

16
今後、あなたが埼玉県で開催してほしい大規模スポーツイ
ベントは、どのような競技ですか。

団体 「障害者スポーツ」が31.8％で最も高く、次いで「陸上競技」（14.9％）

モニター 「サッカー」が17.0％で最も高く、次いで「野球」（14.3％）



項目 備考結果

17
あなたはバーチャルスポーツを見たり、やったりしたことが
ありますか。

団体 「見たことも、やったこともない」が70.3％

モニター 「見たことも、やったこともない」が71.0％

17-1　あなたはバーチャルスポーツをやってみたいです
か。

団体
≪やってみたい（計）≫（「やってみたい」と「どちらかといえばやってみたい」
の合計）は37.6％

モニター ≪やってみたい（計）≫は31.7％

18
あなたは、障害者スポーツの充実・発展には、どのようなこ
とが重要だと思いますか。

団体
「身近な地域での障害者スポーツの活動の場を増やす」が50.3％で最も高
く、「障害者向けのスポーツ教室、スポーツ大会、スポーツイベントなどを
充実させる」（47.7％）

地域でのスポーツ活動の場が必要である

モニター

「障害者向けのスポーツ教室、スポーツ大会、スポーツイベントなどを充実
させる」、「障害者と健常者が一緒に参加できるスポーツ教室、スポーツ大
会、スポーツイベントなどを充実させる」（ともに23.3％）

イベントの充実が必要とされている

19
あなたは、総合的に考えて、現在の自分のスポーツ活動に
満足していますか。

団体
≪満足している（計）≫（「満足している」と「ある程度満足している」の合
計）は47.2％

モニター ≪満足している（計）≫は46.0％


