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【調査対象】 

姫路市内在住の 20歳以上の男女 

 

【調査期日】 

 平成 26年 1月 24日（金）～2月 10日（月） 

 

【調査方法】 

上記対象から 3,000名を無作為抽出の上、アンケート方式（郵送による配布・回収） 

 

【回収率】 

 36.03％（1,081名） 

 

【調査結果の集計・分析】 

各項目を「全体」「性別」「世代別」の 3種の観点から行い、検討した。 

 

【調査内容】 

 運動・スポーツに関する意識・実態等について、全 17項目 

  [1] 回答者の属性 

  [2] 健康状態 

 [3] 体力について 

 [4] 運動・スポーツ実施頻度 

 [5] 実施している運動・スポーツ種目（複数） 

  [6] 運動・スポーツを行う主な理由 

    [7] 誰と運動・スポーツを行うか 

    [8] どこで運動・スポーツを行うか 

    [9] 運動・スポーツをしない理由（複数） 

    [10] スポーツクラブ 21の認知度 

    [11] 運動・スポーツに関わるボランティア活動 

    [12] ボランティア活動経験者の活動内容について 

    [13] 興味のある運動・スポーツ種目（複数） 

    [14] プロおよび全国規模のスポーツイベントへの参加について 

    [15] あればよいと思う運動・スポーツ施設（複数） 

    [16] 障害者スポーツの普及・振興のために必要なこと（複数） 

    [17] 本市のスポーツ振興についての希望（複数） 
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[1] 回答者の属性 

性別：「女性」が 55.9%に対し、「男性」が 44.1%であった。 

年齢：「70 歳以上」が 25.2%で最も多く、次いで「60～69 歳」が 22.4%、「40～49 歳」が

16.5%であった。本報告では以後、20～39 歳を「若年者」、40～59 歳を「壮年者」、60 歳

以上を「高齢者」とし，3区分の世代別にて各項目を示す。 

職業：「無職」が 48.3%で最も多く、次いで「会社員・公務員など」が 30.1%、「パート・

アルバイトなど」が 13.4%であった。「無職」と「高齢者」（47.6%）の割合がほぼ同じであ

った。 

居住地域：「南西」地域が 21.1%、「南中」が 20.0%、「北東」17.2%で続いていた。 

居住年数：「21年以上」が最も多く 57.6%、次いで「11～20年」が 17.7%、「3～10年」が

15.3%であった。 
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[2] 健康状態 

「普通」が最も多く 47.6%、次いで「健康である」が 33.2%、「不安がある」が 19.2%で

あった。男女別に見ても似たような比率であった。 

世代別では、加齢に伴って「健康である」は減少し、「不安がある」が大きく増加する。 

 

  

男女別 

世代別 



5 

 

[3] 体力について 

「普通」が最も多く 63.7%、次いで「自信がない」が 28.5%、「自信がある」が 7.8%で

あった。 

男女別にみると、女性のほうが「自信がある」が少なく、「自信がない」が 30%超と多か

った。健康状態と比較すると体力は男女差が顕著である。 

世代別では健康状態とつながりのあるような様子を示しており、「自信がある」が加齢に

伴って減少し、「自信がない」はやや増加している。 

  

男女別 

世代別 
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[4] 運動・スポーツ実施頻度 （「全くしない」選択者は[9]でその理由を問う） 

「全くしない」が最も多く 35.5%、次いで「週 2～4 回」が 19.6%、「年数回」が 13.2%

であった。 

男女別では、女性の「全くしない」が 40%を超えるのが目立つ。ほかにも女性のほうが

全体的に頻度が低いようである。 

世代別にみると、「全くしない」は世代に関係なく 40%弱である。「週 5 回以上」および

「週 2～4 回」の週 2 回以上する人が高齢者の 40%弱に対し、若年者は 20%にも満たない

程度である。これは、若年者は健康や体力に自信があるため運動・スポーツの必要性を身

近に感じていないことや、「時間がない」や「面倒」などの意識が頻度を下げている要因で

あると推測される。 

 

  

男女別 

世代別 
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[5] 実施している運動・スポーツ種目（複数回答可項目） 

「ウォーキング」が最も多く 29.1%、次いで「体操（ストレッチ・ヨガなどを含む）」が

11.8%、「ゴルフ」が 7.9%で続いた。 

男女ともに「ウォーキング」が最も多い。男性は「ゴルフ」、女性は「体操（ストレッチ・

ヨガなどを含む）」がその次に続く。「筋力トレーニング」は男性 4 位、女性 3 位というだ

いたい共通する順位に位置し、性別に関係なく健康志向の種目が多い。 

世代別では、若年者は多種目に分散しているのが特徴的である。これは、学校や地域、

家族などで近年いろいろなスポーツを経験できるような状況やそれら様々な種目に対応で

きる体力があるからなどの理由が考えられるが、実際はそれらを実施する頻度は少ない。

もしかしたら、若年者の場合はこの分散傾向によりむしろ仲間を集めにくく実施しにくい

などが頻度を下げる一因となっているかもしれない。また、加齢に伴い「ランニング」か

ら「ウォーキング」へと“種目換え”が起こっている。ほかにも、「野球」「サッカー」「筋

力トレーニング」など激しいスポーツや筋力を要すると思われがちな種目も減少傾向がみ

られる。しかし、そんな中で割合の維持や増加ができている種目は「ウォーキング」「体操」

に次いで「ゴルフ」となっていることは興味深い。激しくない種目のように思われるが、

道具を使って行う技術が必要な“打つ運動”であり、上位 2 つと比較して筋力へのアプロ

ーチは比較的強い種目である。ただし、女性のゴルフ実施者比率は低いのも特徴的ではあ

るが、興味あるスポーツとしては女性の中で 3 番手に位置し比較的注目されている種目で

あるため、このような種目が運動・スポーツ習慣を改善する可能性を有するものかもしれ

ない。 
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  世代別 
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[6] 運動・スポーツを行う主な理由 

「健康維持・体力づくり」が最も多く 55.9%、次いで「友人や仲間との交流」が 13.2%、

「運動・スポーツが好き」が 9.9%であった。 

 男女別にみた場合、特徴的であったのは女性は「健康維持・体力づくり」「美容・肥満解

消」を主な理由としている割合が多い一方、「運動・スポーツが好き」や「友人や仲間との

交流」が少ないということである。対して男性は、「運動・スポーツが好き」や「友人や仲

間との交流」を理由としている者が 30%にのぼり（女性は 15%程度），楽しむことを目的と

している傾向が女性より強い

と感じられる。 

 世代別では、「運動・スポー

ツが好き」が加齢に伴い減少し

ていた。加齢に伴って単純に運

動が好きではなくなる場合も

考えられるが、好き嫌いに関わ

らず「健康維持・体力づくり」

を主要な目的として運動・スポ

ーツに取り組むケースの増加

も含んでいると考えられる。そ

のほかの項目が加齢に伴って減

少傾向であるのも、「健康維持・

体力づくり」の意識の高まりに

よるものと考えるのが妥当かも

しれない。 

 

  

男女別 

世代別 
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[7] 誰と運動・スポーツを行うか 

「1人」が最も多く 38.1%、「家族・親戚」「友人」がそれぞれ 17.1%と 17.0%であった。 

 また、男女ともに「1人」が 40%弱を占めていた。やや特徴的であったのは、女性は「友

人や仲間との交流」を運動・スポーツをする理由とする割合は低かったものの、それなり

に「友人」や「地域住民」など仲間と行っているということである。つまり、女性は自身

の健康や美容に対する目的意識が強く、その目的のために家族や友人、仲間とも一緒に行

う傾向にあると言えるのかも

しれない。また、女性に特徴的

であったのは「職場仲間」の比

率が小さかったことであるが、

これは就業率や就業形態など

の男女差によるものであろう。 

 世代別でもやはりそれぞれ

「1人」が多い。それに「家族・

親戚」を加えるとどの年代も

50%を超える割合となり、狭い

世界の中で運動・スポーツを行

うケースが比較的多いことが

示されている。また、加齢とと

もに「1 人」の割合が大きくな

っている。さらに、全体に占め

る割合が「1 人」ほど大きいわ

けではないが「地域住民」の割

合も大きくなっていくのは興

味深い。その裏では「職場仲間」

が急激に減少している。 

  

男女別 

世代別 
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[8] どこで運動・スポーツを行うか 

「公園・広場」が最も多く 24.7%、「民間の体育施設」が 16.8%、「自宅」が 15.5%であ

ったが、選択項目に「近隣の道路」などの設定があれば、特にウォーキングやランニング、

サイクリング実施者（計 38%程度）などによる回答が変動することが予想される。 

 男女別では、いずれも 1人で行うことが多いが、女性の場合は、「体育施設以外の公共施

設」（おそらく公民館などが含まれる）や自宅の利用が多い。これは、体操、ストレッチ、

ヨガなどを集まって行う場合

と、自宅で 1人で行う場合があ

るためであると想像される。男

性の場合は、1 人や家族で行う

ことと合致するかのように「民

間の体育施設」や「公園・広場」

「河川・海岸」などを使うこと

が多いようである。また、ゴル

フ実施者も比較的多いため、“1

人”で「民間の体育施設」（ゴ

ルフ練習場）で行うケースも多

数あると推測される。 

 また、若年者ほど“筋力トレ

ーニング”や“ヨガ”などを“1

人”もしくは“友人や家族”と

「民間の体育施設」で行う人が

多いと考えられる。しかし、い

ずれの世代もウォーキングや

ランニング実施者が多いため、

1 人や家族と行うケースが多く、

公園や広場、河川や海岸、もし

くは路上などの自宅周辺で行

っている様子が覗える。 

 

  

男女別 

世代別 
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[9] 運動・スポーツをしない理由（[4]で「全くしない」と回答した人） 

「時間がない」が最も多く 19.2%、次いで「特に理由はない」が 16.1%、「面倒である」

が 11.3%であった。 

 男女別にみると、男性は「時間がない」と「面倒である」がやや目立って多いようであ

る。今回の調査では示されていないが、運動・スポーツをする人でも、人と合わせる「時

間がない」から“1人”でやっているとも考えられる。また、女性の場合は少数項目ではあ

るが、「指導者がいない」が男性

より多く、女性特有の傾向と 

考えられる。 

 運動・スポーツをしない理由

に世代差はあまりないようであ

る。いずれの世代も、「時間がな

い」「特に理由はない」「面倒で

ある」でおよそ 45%を占めてい

る。運動・スポーツをしない理

由があまり具体的ではない人が

結構多いようである。 

 

 

  

男女別 

世代別 
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[10] スポーツクラブ 21の認知度 

「知らない」が 39.5%で最も多く、「名前は聞いたことがある」もおおよそ同数の 37.5%、

「活動内容を知っている」は 18.1%、「活動している」は 5.0%であった。 

 男女別では、男性のほうが「活動している」がやや多い反面、「知らない」もやや多い。

しかし、トータルでは男女とも内容まで知っているという人は 20%強しかいない。せめて、

活動内容等の情報くらいはも

う少し認知されるようにしな

ければ、活動に参加する人は増

えないだろう。 

 また、世代別ではどの世代も

「活動している」は 5%程度し

かいない。内容を知らない人が

世代に関係なく 70%強もいる

ことなどはやはりかなりの改

善の余地があることを示して

いる。その際、各地域での実施

種目のバランス（特に子供や高

齢者以上を除く若年者と壮年

者の中間年齢層に対する種目

の準備，男女別での種目構成）

などの考慮・検討も必要かもし

れない。 

 

  

男女別 

世代別 
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 [11] 運動・スポーツに関わるボランティア活動 

「今後もする予定がない」が最も多く 65.6%、「機会があれば今後してみたい」が 21.0%、

「したことがある」は 13.4%であった。 

 特に女性のほうがボランティア経験が少なく 10%にも満たない。また、「今後もする予定

がない」が 70%あまりを占めていた。運動・スポーツをする理由で女性は「運動・スポー

ツが好き」と答えた割合が低く、「健康維持・体力づくり」や「美容・肥満解消」の割合が

高かったことから、男性より運

動・スポーツを“楽しむ対象”

として捉える傾向が弱く、自身

の“目的のために利用する対象”

として捉える傾向があると感

じられたが、そのあたりのこと

がボランティア活動への関心

にも関係しているのかもしれ

ない。 

 また、世代別では経験者の割

合が若年者と壮年者の間で顕

著に増加しており、子供のスポ

ーツ活動への協力などで経験

が増加したものが含まれてく

るからであると推測される。し

かし、世代に関係なく「今後も

する予定がない」が 70%近くい

る。これは、全国規模やプロス

ポーツイベントに接した経験

が少なく、それらを身近に感じ

たことがないことなども影響

しているのかもしれない。 

 

  

男女別 

世代別 
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[12] ボランティア活動経験者の活動内容 

「地域の大会・イベント運営や世話」が 38.4%で最も多く、次いで「団体・クラブの運

営や世話」が 25.9%、「日常的なスポーツの指導や審判」が 13.5%であった。 

ボランティアの経験自体は男性のほうが明らかに多いようであったが、中でも、「地域の

大会・イベント運営や世話」での活動が多いようである。 

 世代でみると、壮年者では

「日常的なスポーツの指導や

審判」や「全国規模の大会・イ

ベント運営や世話」の割合が増

えており、「地域の大会・イベ

ント運営や世話」も含めて子供

のスポーツ活動への協力等の

様子が推測される。 

 

  

男女別 

世代別 
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 [13] 興味のある運動・スポーツ種目 

「ウォーキング」が最も多く 14.0%、「体操（ストレッチ・ヨガなどを含む）」が 8.5%、

次いで「野球」を筆頭に「筋力トレーニング」「野外活動（キャンプ・ハイキング）」「ゴル

フ」がおよそ 5%で並んでいた。 

 ここでは、自身が“行う”ものと“観る”ものの観点が混ざり合っていると考えられる

ため解釈しづらいが、比較的世代による大きな違いは見当たらないことは興味深い。なか

でも「ゴルフ」など高齢になっ

ても実施できそうな種目が 40

歳以上では比較的多く選ばれ

ているため、スポーツ実施のヒ

ントとなっていると考える。 
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世代別 
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[14] プロおよび全国規模のスポーツイベントへの参加 

「テレビ等で観戦する」が最も多く 41.8%、次いで「参加しない」が 27.9%、「球場・競

技場などで観戦する」が 23.0%であった。 

 男女で異なることは、男性は開催前イベントや試合などの現場での観戦に興味を示す人

が多いということである。問 6 の“運動・スポーツを行う理由”でも男性は女性に比べて

「運動・スポーツが好きだから」

という回答が多かったことか

らも、男性は女性より運動・ス

ポーツを行うのも観るのも楽

しんでいる傾向が強い可能性

があることがわかる。しかし、

それでも 60%以上の人が現場

での参加に興味を示していな

い。 

 世代でいうと、壮年者は直接

現場で観るということに比較

的興味がある人が多いようで

あるが、彼らが現場に足を運ぶ

際には夫婦や親子連れで見に

行くケースも出てくると考え

る。それによって、幅広い世代

に“スポーツ熱”を育てる可能

性があるかもしれない。 

 

  

男女別 

世代別 
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[15] あればよいと思う運動・スポーツ施設 

「多目的運動場」が最も多く 17.3%、次いで「屋内トレーニング場」が 12.1%、「屋内プ

ール」が 11.3%であった。また、回答者によっては、選択肢の多くの施設を選択している者

もいるなど既存の施設を把握していないのではないかと思われるケースもあり，既存のも

のをどの程度把握しているかの

調査も必要だったかもしれない。 

 男女や世代によって目立った

違いがあるわけではなく、似た

ような要望を持っているようで

ある。特に「屋内トレーニング

場」や「屋内プール」の充実に

対するニーズがあるが、これら

は民間のフィットネスクラブの

主要施設であり、それらを安く

手軽に使用できることを求めて

いることがうかがえる。特に若

年者から高齢者までもが安全・

快適に利用しやすいトレーニン

グ場などを整備することは健康

の維持・増進にとって重視すべ

きものと考える。「スケートリン

ク」の要望も比較的多かったが、

以前姫路市に施設があったこと

や調査時期（冬季五輪）の影響

でもあると考える。また、一方

で「十分である」との声も多い。

しかし、どこで行うかの問いに

対して“公共の体育施設”（問 8）

の割合が多くはないことから考

えると、施設を増やすのではな

く、使いやすい施設整備（利用

手続き、利用料金、プログラム、

スタッフなどのソフト面とトレ

ーニング器具など設備のハード

面）が求められているとも考え

られる。  

男女別 

世代別 
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[16] 障害者スポーツの普及・振興のために必要なこと 

「施設の充実」が最も多く 22.3%、「指導者養成」が 19.6%、「ボランティアの充実」が

18.8%であったが、ほかの項目にも比較的均等に分散していた。 

 男女や年代による違いはあまり見られない。多くの人にとって、日常的にはあまりなじ

みがないため、多くの人が一般的な回答となったものと推測される。そういった意味では、

まずは「障害者スポーツへの参

加・学びの機会」で理解を深め

ることが重要であろう。 
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[17] 本市のスポーツ振興についての希望 

「スポーツ施設の整備」が最も多く 13.4%、「各種スポーツ行事・大会・教室の開催」が

11.9%、「プロスポーツの大会・試合などの誘致」が 10.7%であったが、そのほかの項目へ

の回答も比較的まんべんなくなされていた。 

また、これも男女や年代による違いがみられなかった。やはり、日常的に意識されてい

ないなどで一般的な回答となったのかもしれない。 

そんな中、どの年代も“イベントもの”で 40%弱を占めている。それとともに、「施設や

行事の広報活動」の声もあり、広報の工夫が求められている。スポーツクラブ 21（問 10）

についてはその認知度の低さのためか、その活動とスポーツ振興が結びつかない人が多く

いると考えられ、この項目でも回答数がやや少なめであった。 
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【総括】 

本調査では、調査対象者を姫路市内在住の 20歳以上の男女とし、無作為に調査依頼を行

った。アンケート結果の集計および分析にあたっては、各項目を「全体」「男女別」「世代

別」の 3種の観点から行い、詳細に検討した。 

調査・分析の結果、特に特徴的であったことは以下のようなものであった。 

①健康状態や体力の自覚レベルは加齢とともに低下していく。 

②運動・スポーツの実施頻度は男性より女性のほうが低い。日常的に全く行わない人は 

世代に関係なく 30～40%程度いる。若年者は運動をしていても頻度が低い。 

③男性より女性、若年者より高齢者のほうが「運動・スポーツが好き」や「仲間との 

交流」の割合が低く、「健康維持」や「美容」などを重視し運動に取り組む傾向がある。 

 ④しかし、「友人」や「地域住民」と取り組む比率は男性と同程度である。 

 ⑤少数派ではあるが、男性より女性のほうが、「指導者がいない」との理由で運動・スポ 

ーツを行っていない割合が高い。 

 ⑥「スポーツクラブ 21」で活動している人の割合は 5%程度であったが、その存在自体 

や活動内容を知らない人の割合を合わせると全体の 70%以上を占めていた。 

 ⑦ボランティア活動は男性より女性のほうが関わりや関心が低い。 

 ⑧興味のある運動・スポーツ種目（行う・観る）は比較的世代差がみられない。 

 ⑨プロスポーツの試合などのスポーツイベントへの参加は、「男性」「40～50歳代」が 

比較的積極的である。 

 ⑩あればよいと思う運動・スポーツ施設は「多目的運動場」「屋内トレーニング場」 

「屋内プール」に次いで「十分である」が多かった。それらに、男女別や世代別に 

よる大きな違いはみられなかった。 

世代別 


