
 

 

第三期袖ケ浦市教育ビジョン（教育振興基本計画） 

市民等意識調査報告書（概要版） 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月 

袖ケ浦市教育委員会 
  



目   次 
 

第１章 調査の概要 …………………………………………………………………………   1 

１．調査実施の目的 …………………………………………………………………………  2 

２．調査の種類 ………………………………………………………………………………  2 

３．調査方法と回収状況 ……………………………………………………………………  2 

４．調査結果を見る上での注意事項 ………………………………………………………  2 

５．回答者の属性 ……………………………………………………………………………  3 

第２章 調査結果の概要 ………………………………………………………………………  5 

１．学校教育 …………………………………………………………………………………  6 

２．家庭教育 …………………………………………………………………………………  8 

３．地域教育 ………………………………………………………………………………… 10 

４．生涯学習 ………………………………………………………………………………… 11 

５．スポーツ・運動 ………………………………………………………………………… 12 

６．教育全般 ………………………………………………………………………………… 13 

第３章 調査結果の分析 ……………………………………………………………………… 15 

１．学校教育 ………………………………………………………………………………… 16 

（１）市内の学校の良いところ【市民／保護者／教職員】 ………………………… 16 

（２）改善点【市民／保護者／教職員】 ……………………………………………… 16 

（３）担うべき役割【教職員】 ………………………………………………………… 16 

（４）学校に期待する教育内容【市民／保護者／教職員】 ………………………… 17 

（５）社会人による授業の導入【保護者／教職員】 ………………………………… 17 

（６）市民等による学校支援活動の導入【市民／保護者／教職員】 ……………… 17 

（７）学校支援活動への参加【保護者】 ……………………………………………… 18 

（８）先生の資質として望むこと【保護者】 ………………………………………… 18 

（９）学校生活の楽しさ【小５／中２】 ……………………………………………… 18 

（１０）授業内容の理解度【小５／中２】 …………………………………………… 19 

（１１）学校行事の楽しさ【小５／中２】 …………………………………………… 19 

（１２）好きな先生【小５／中２】 …………………………………………………… 19 

（１３）学校で勉強したいこと【小５／中２】 ……………………………………… 20 

（１４）学校での不満【小５／中２】 ………………………………………………… 20 

（１５）理想の学校【小５／中２】 …………………………………………………… 20 

２．家庭教育 ………………………………………………………………………………… 21 

（１）担うべき役割【市民／保護者／教職員】 ……………………………………… 21 

（２）家庭教育力への評価【市民／保護者／教職員】 ……………………………… 21 

（３）家庭教育力の向上を図るために力を入れるべきこと【市民／保護者／ 

教職員】 …………………………………………………………………………… 21 

（４）家庭の教育方針【保護者】 ……………………………………………………… 22 

（５）家の人から言われている決まりやルール【小５／中２】 …………………… 22 

（６）家事の手伝いの頻度【小５／中２】 …………………………………………… 22 



（７）不安に思うこと【小５／中２】 ………………………………………………… 23 

（８）困った時、悩みがある時に相談する人【小５／中２】 ……………………… 23 

（９）充実感があるとき【小５／中２】 ……………………………………………… 23 

３．地域教育 ………………………………………………………………………………… 24 

（１）担うべき役割【市民／保護者／教職員】 ……………………………………… 24 

（２）博物館資料の学校教材【教職員】 ……………………………………………… 24 

  （３）博物館資料を活用した授業の意向【教職員】 ………………………………… 24 

（４）学校における児童・生徒の生活の問題点【教職員】 ………………………… 24 

（５）規範意識の変化【市民／保護者／教職員】 …………………………………… 25 

４．生涯学習 ………………………………………………………………………………… 25 

（１）現在行っている活動【市民】 …………………………………………………… 25 

（２）施設の利用経験【市民】 ………………………………………………………… 25 

  （３）施設を利用しない理由【市民】 ………………………………………………… 25 

（４）活動を行っていない理由【市民】 ……………………………………………… 26 

（５）今後の活動意向【市民】 ………………………………………………………… 26 

（６）活動を続ける、始めたい理由【市民】 ………………………………………… 26 

（７）行いたい活動【市民】 …………………………………………………………… 26 

（８）市が行う講座や教室への意見【市民】 ………………………………………… 27 

（９）盛んにするために力を入れるべきこと【市民】 ……………………………… 27 

５．スポーツ・運動 ………………………………………………………………………… 27 

  （１）部活動に期待すること【中２】 ………………………………………………… 27 

（２）この１年間の平均頻度【市民／小５／中２】 ………………………………… 27 

（３）現在している種目【市民／小５／中２】 ……………………………………… 28 

（４）運動やスポーツをする理由【市民／小５／中２】 …………………………… 28 

（５）これから取り組んでみたい種目【市民／小５／中２】 ……………………… 28 

（６）運動やスポーツをする場所【市民】 …………………………………………… 29 

  （７）施設の老朽化対応【市民】 ……………………………………………………… 29 

（８）運動やスポーツをしない理由【市民／小５／中２】 ………………………… 29 

（９）総合型スポーツクラブの認知【市民】 ………………………………………… 30 

（１０）参加していない理由【市民】 ………………………………………………… 30 

（１１）知りたい情報【市民】 ………………………………………………………… 30 

（１２）スポーツ振興のために力を入れるべきこと【市民】 ……………………… 30 

  （１３）スポーツイベントの観戦【市民】 …………………………………………… 31 

  （１４）行ってほしいスポーツイベント【市民】 …………………………………… 31 

  （１５）ボランティアとしての参加の有無【市民】 ………………………………… 31 

  （１６）ボランティアとしての参加の希望【市民】 ………………………………… 31 

６．教育全般 ………………………………………………………………………………… 32 

（１）目指すべき姿として望ましいもの【市民／保護者／教職員】 ……………… 32 

（２）市の教育について目指すべき姿をあらわす言葉【市民／保護者／教職員】  32 

第４章 自由記入 ……………………………………………………………………………… 33 

 



- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 調査の概要 

  



- 2 - 

 

第１章 調査の概要 

 

１．調査実施の目的 

本市では、第一期教育ビジョン（平成１３年度から平成２２年度）及び第二期教育ビジョ

ン（平成２３年度から令和２年度）を策定し、本市の望ましい姿を展望し、目指すべき目標

やその基本的な考え方を総合的かつ体系的にまとめ、この計画に基づき、各種の教育施策を

展開し、事業を推進してきた。 

このような状況の中、第二期教育ビジョンが令和２年度をもって満了するため、新たな教

育振興基本計画（教育ビジョン）を策定することが必要となっており、その資料とするため、

新たな時代を担う青少年の育成や生涯にわたって健康で自由に学ぶことのできる環境づくり

など、今後、市が目指すべき方向等について、教育全般にわたり、ご意見・ご要望などを伺う

アンケート調査を実施した。 

 

２．調査の種類 

調査区分 対  象  者 対象者数 

１．市  民 20 歳以上の一般市民（無作為抽出） 900 

２．保護者 調査対象の小５児童・中２生徒の保護者 1091 

３．教職員 小・中学校の教員 350 

４．小  ５ 小学校５年生 598 

５．中  ２ 中学校２年生 493 

 

３．調査方法と回収状況 

調査方法：市民のみ、郵送配付→郵送回収によるアンケート調査 

保護者、教職員、小５、中２は、学校を通じての配付→回収 

調査期間：令和元年７月１日（土）～７月1６日（月） 

＜回収状況＞ 

調査区分 発送数（配付数） 回収数 回収率 

１．市  民 900 288 32.0％ 

２．保護者 1091 955 87.5 

３．教職員 350 298 85.1 

４．小  ５ 598 584 97.7 

５．中  ２ 493 463 93.9 

 

４．調査結果を見る上での注意事項 

・本文、表、グラフなどに使われる「ｎ」は、各設問に対する回答者数である。 

・百分率（％）の計算は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示した。したがって、

単数回答（１つだけ選ぶ問）においても、四捨五入の影響で、％を足し合わせて 100％にな

らない場合がある。 

・複数回答（２つ以上選んでよい問）においては、％の合計が 100％を超える場合がある。 
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・本文、表、グラフは、表示の都合上、調査票の選択肢等の文言を一部簡略化している場合が 

ある。 

・回答者数が 30 未満の場合、比率が上下しやすいため、傾向を見るにとどめ、本文中では触

れていない場合がある。 

 

５．回答者の属性 

 ◆市民 

 

◆保護者 

 

◆教職員 
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 ◆小学校５年生 

 

 

 ◆中学校２年生 
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第２章 調査結果の概要 

 

今回の調査の主な質問項目と、その回答のあらましを要約する。 

 

１．学校教育 

◆市内の学校の良いところ 

市内の学校で特に良いと思うところについては、＜市民＞では、「わからない」が 39.2％

で最も多く、これに「施設や設備など、教育環境が整備されている」が 35.4％で次いでい

る。 

 一方、＜保護者＞では、「読書教育や自然体験学習など、特色ある教育活動が推進されて

いる」が 46.2％で最も多く、「施設や設備など、教育環境が整備されている」が 45.7％で次

いでいる。 

 また、＜教職員＞では、「施設や設備など、教育環境が整備されている」が 61.1％で最も多

く、「市独自に教員を採用し、きめ細かな指導が行われている」（56.7％）と「読書教育や自然

体験学習など、特色ある教育活動が推進されている」（54.0％）が特に多く、過半数を占めて

いる。 

前回調査と比較すると、「施設や設備など、教育環境が整備されている」や「読書教育や自

然体験学習など、特色ある教育活動が推進されている」が比率的には若干低下したものの、

依然として学校の良いところとして挙げられている。 

◆改善点 

今の学校に改善して欲しいこととしては、＜市民＞では、「いじめ・問題行動等の生徒指

導」が 43.8％と最も多く、「やさしさや思いやりなどの豊かな心の育成」（38.5％）、「挨

拶、礼儀などの基本的生活習慣の指導」（36.5％）と続いている。 

 一方、＜保護者＞では、「いじめ・問題行動等の生徒指導」が 33.7％と最も多く、「学力

の向上」（29.7％）、「やさしさや思いやりなどの豊かな心の育成」（27.5％）、「挨拶、礼儀な

どの基本的生活習慣の指導」（25.9％）が 25％を超えている。 

 また、＜教職員＞では、「ゆとりのなさ」が 64.1％で最も多く、「学力の向上」が 38.9％で

次いでいる。 

市民、保護者及び教職員ともに、前回調査と同様な比率となったが、「いじめ・問題行動等

の生徒指導」が全ての対象で増加している。また、教職員においては、「やさしさや思いやり

などの豊かな心の育成」が２３．３％上昇した。 

◆担うべき役割 

学校教育が担うべき役割としては、「集団の一員としてより良い関係を築ける力を身に付

けさせること」が 77.2％で最も多く、「社会で必要な基礎的な知識や技能を教えること」

（64.8％）が過半数を超えている。 

前回同様、「集団の一員としてより良い関係を築ける力を身につけさせること」

（77.2％）、「社会で必要な基礎的な知識や技能を教えること」（64.8％）、「学ぶ意識を育む

こと」（44.0％）が上位を占める結果となった。 

◆学校に期待する教育内容 

学校に期待される具体的な教育内容としては、「思考力・判断力・表現力の育成」（市民 58.3％、

保護者 57.5％、教職員 55.7％）、「人間関係づくり」（市民 50.7％、保護者 50.3％、教職員 
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68.1％）がそれぞれ 50％を超えている。 

前回調査同様に、「基礎学力の育成」、「思考力・判断力・表現力の育成」及び「人間関係づ

くり」が上位を占める結果となった。前回調査に比べ変化が見られるものは、「国際理解・英

語教育」が各対象区分において大幅な増加をしている点である。 

◆社会人による授業の導入 

教員以外の社会人（各分野の専門家など）による授業の導入について、＜保護者＞では、

「小学校から導入すべきである」が 61.4％と最も多くなっている。 

 また、＜教職員＞でも、「小学校から導入すべきである」が 56.7％と最も多くなってい

る。 

◆市民等による学校支援活動の導入 

市民等による学校支援活動（学校ボランティア）の導入について、＜市民＞では、「わか

らない」が 37.2％で最も多く、「環境整備、学習支援ともに充実すべきである」が 22.9％で

次いでいる。 

 また、＜保護者＞では、「今のままでよい」が 36.4％、「環境整備、学習支援ともに充実

すべきである」が 21.2％と多くなっている。 

 一方、＜教職員＞では、他の項目に比べ、「学校の清掃や小規模な修理等、学校環境の整備

を充実すべきである」（33.9％）及び「環境整備、学習支援ともに充実すべきである」（48.7％）

が多く、80％を超えている。 

学校支援活動への参加については、「参加したい」意向が全てにおいて減少しており、「ど

ちらも参加は無理である」が大幅に増加した。 

◆先生の資質として望むこと 

学校の先生の資質として望むことについては、「わかりやすい授業ができること」（51.8％）

と「子どもに公平・公正に接すること」（52.6％）が、いずれも 50％を超えて多くなっている。

また、「物事を正しく判断し行動できる能力があること」（39.8％）と「悪いことは悪いとき

ちんと正せること」（35.2％）も 30％を超えている。 

◆授業内容の理解度 

学校の授業内容の理解度については、＜小５＞では、「よくわかる」が 38.5％で、これに

「だいたいわかる」51.9％を合わせた『理解できる』は 90.4％を占めている。一方、「半分

位わかる」は 7.4％、「あまりわからない」は 1.7％に止まっている。 

 また、＜中２＞では、「よくわかる」が 20.3％で、これに「だいたいわかる」54.6％を合わ

せた『理解できる』は 74.9％を占めている。一方、「半分位わかる」は 19.7％、「あまりわか

らない」は 4.3％となっている。 

小５、中２ともに、「よくわかる」、「だいたいわかる」の“理解できる”割合が増加してい

る。これに伴い、「半分位わかる」、「あまりわからない」項目は減少している。 

◆好きな先生 

好きな先生としては、＜小５＞では、「わかりやすく教えてくれる先生」が 67.1％で最も

多く、「いろいろなことを教えてくれる先生」（40.1％）、「信頼できる先生」（33.7％）の順

で続いている。 

また、＜中２＞では、「わかりやすく教えてくれる先生」が 57.5％で最も多く、「誰にも

公平に接してくれる先生」（54.2％）、「気軽に相談に乗ってくれる先生」（43.4％）の順で 
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続いている。 

小５では、「わかりやすく教えてくれる先生」が好まれ、「気楽に相談に乗ってくれる先

生」の人気が減少している。 

 中２では、「いろいろなことを教えてくれる先生」及び「信頼できる先生」が減少し、「誰に

も公平に接してくれる先生」、「気軽に相談に乗ってくれる先生」が増加となった。 

◆学校での不満 

学校で不満に思うこととして、＜小５＞では、「ゆっくりする時間が少ない」（17.1％）、

「非行やいじめへの対応が十分ではない」（9.4％）となっている。一方、「不満はない」

は、63.9％と多くなっている。 

 また、＜中２＞では、「ゆっくりする時間が少ない」が 16.9％で最も多く、「授業がわから

ない」（12.1％）、「学校の外で行う授業が少ない」（10.4％）の順で続いている。なお、半数近

く（49.5％）が「不満はない」としている。 

不満に思う各項目とも減少しており、「不満はない」が、小５では 25.0％、中２では

31.3％増加する結果となった。 

◆理想の学校 

理想の学校として、＜小５＞では、「学校の活動で、いろいろな体験をする機会がもっと

増える」が 39.4％で最も多く、以下「学校にいるとほっとしたり、楽な気持になれる」

（31.5％）、「同級生や上級生、下級生と一緒に行事などに取り組む機会が増える」

（19.0％）の順で続いている。 

 一方、＜中２＞では、「学校にいるとほっとしたり、楽な気持になれる」が 36.9％で最も

多く、以下「学校の活動で、いろいろな体験をする機会がもっと増える」（33.3％）、「同級

生や上級生、下級生と一緒に行事などに取り組む機会が増える」（22.5％）の順で続いてい

る。 

 

２.家庭教育 

◆担うべき役割 

家庭教育の役割として、＜市民＞では、「早寝、早起き、朝ご飯等の基本的な生活習慣を

教えること」が 78.1％で最も多く、以下「他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本

的な倫理観を養うこと」（66.7％）、「悩みや相談に応じること」（45.38％）の順で続いてい

る。 

 また、＜保護者＞においても、「早寝、早起き、朝ご飯等の基本的な生活習慣を教えるこ

と」が 68.0％で最も多く、以下「他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理

観を養うこと」（65.2％）、「悩みや相談に応じること」（47.4％）の順で続いており、市民の

回答傾向とほぼ一致している。 

 一方、＜教職員＞では、「早寝、早起き、朝ご飯等の基本的な生活習慣を教えること」が 95.0％

を占めているほか、「生活の乱れや非行を防止すること」（55.0％）、「人格形成や人生観を養

うこと」（52.0％）が続いている。 

市民及び保護者ともに前回調査と同様な傾向となっている。 

 教職員では、「社会で必要な基礎的な知識や技能を教えること」が増加した。また、市民や

保護者と比べ、「人格形成や人生観を培うこと」及び「生活の乱れや非行を防止すること」の 
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比率が高いことも特筆できる。 

◆家庭教育力への評価 

家庭の教育力について、＜市民＞では、「よく行われている」が 2.8％、「ほぼ行われてい

る」の 20.5％を加えた 23.3％が行われていると評価している。また、「どちらともいえな

い」は 34.4％である。一方、「あまり行われていない」は 16.3％、「ほとんど行われていな

い」は 2.8％となっている。 

また、＜保護者＞では、「よく行われている」が 5.1％、「ほぼ行われている」の 41.2％を

加えた 46.3％が行われていると評価している。また、「どちらともいえない」は 40.0％であ

る。一方、「あまり行われていない」は 5.3％、「ほとんど行われていない」は 0.8％となっ

ている。 

＜教職員＞では、「よく行われている」が 1.3％、「ほぼ行われている」の 24.5％を加えた

25.8％が行われていると評価している。また、「どちらともいえない」は 50.3％である。一

方、「あまり行われていない」は 13.4％、「ほとんど行われていない」は 3.0％となってい

る。 

◆家庭教育力の向上を図るために力を入れるべきこと 

家庭の教育力の向上を図るために力を入れるべきこととして、＜市民＞では、「学校と家

庭との連携を強化する」（46.9％）、「育児や家庭教育について身近に相談できる人や窓口を

充実させる」（41.3％）が 40％を超え、多くなっている。 

 また、＜保護者＞では、「学校と家庭との連携を強化する」が 40.1％で最も多く、「共働

き家庭への支援を行う」（32.0％）、「保護者が気楽に家庭教育について学習できる機会をつ

きる」（27.7％）の順で続いている。 

 一方、＜教職員＞では、「育児や家庭教育について身近に相談できる人や窓口を充実させ

る」（59.7％）、「保護者が気楽に家庭教育について学習できる機会をつきる」（52.0％）が

50％を超え、「共働き家庭への支援を行う」が 46.0％で次いでいる。 

市民及び保護者については、概ね前回調査と同様な傾向となっているが、「共働き家庭へ

の支援を行う」については、増加している。 

 教職員については、「保護者が気軽に家庭教育について学習できる機会をつくる」が大幅に

減少した半面、「共働き家庭への支援を行う」が大幅に増加した。 

◆家庭の教育方針 

家庭の教育方針について、＜保護者＞では、「明確ではないが、方針はある」が 42.8％で最

も多く、これに「明確な方針があり、いつも子どもに伝えている」が 28.2％で次いでいる。 

「明確な方針があり、いつも子どもに伝えている」が減少し、「明確ではないが、方針はある」

及び「明確な方針はない」が増加している。 

◆不安に思うこと 

不安に思うこととして、＜小５＞では、「不安はない」が 62.0％で最も多く、「ゆっくり

できる時間が少ないこと」（12.8％）「友だちとうまくいかないこと」（10.8％）が 10％を超

えている。 

 また、＜中２＞では、「不安はない」が 36.3％で最も多く、以下「進学について」（34.6％）、

「勉強がわからないこと」（26.4％）の順で続いている。 

小５、中２ともに「不安はない」項目を新たに加えたところ、各項目が減少傾向のなか、 
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「不安はない」が一番多いものとなった。 

◆困った時、悩みがある時に相談する人 

困った時や悩みがある時の相談相手としては、＜小５＞で、「お父さんやお母さん」が

62.8％で最も多く、これに「友だち・先輩」が 39.6％で次いでいる。また、「自分で解決す

る」も 39.4％と多くなっている。 

 ＜中２＞では、「友だち・先輩」が 64.2％で最も多く、これに「お父さんやお母さん」が

50.8％で次いでいる。また、「自分で解決する」も 49.0％と半数近くが回答している。 

悩みの相談相手としては、小５で、「お父さんやお母さん」が微増であるが、「学校の先

生」が大きく増加している。 

 中２では、「お父さんやお母さん」、「友だち・先輩」及び「学校の先生」が増加している。 

◆充実感があるとき 

夢中になれたり、充実感を感じられるときとして、＜小５＞では、「友だちと遊んだり、

話したりしているとき」が 59.4％と最も多く、「趣味など自分の好きなことをしていると

き」（48.3％）、「スポーツで体を動かしているとき」（39.0％）が続いている。 

 また、＜中２＞でも、「友だちと遊んだり、話したりしているとき」68.0％が最も多く、

「趣味など自分の好きなことをしているとき」（58.3％）、「スポーツで体を動かしていると

き」（40.6％）と続いている。 

 

３.地域教育 

◆担うべき役割 

地域社会における教育が担う役割として、＜市民＞では、「社会のルールやマナーなどを

教えること」が 63.2％で最も多く、以下「様々な危機から子どもを守ること」（39.6％）、

「自然体験や社会体験の場を与えること」（33.3％）の順で続いている。 

 また、＜保護者＞では、「社会のルールやマナーなどを教えること」が 62.9％で最も多

く、以下「様々な危機から子どもを守ること」（41.8％）、「思いやりの心を育てること」

（32.8％）の順で続いている。 

 ＜教職員＞でも、「社会のルールやマナーなどを教えること」が 70.8％で最も多く、「地域

の伝統文化を教え、郷土愛を育てること」（58.4％）、「様々な危機から子どもを守ること」

（50.7％）が 50％を超えている。 

前回調査と比較すると、市民では、「社会のルールやマナーなどを教えること」が大幅に減

少した反面、「様々な危険から子どもを守ること」や「子どもの様々な能力を発揮させる場を

与えること」が増加している。保護者及び教職員では、各項目とも前回調査から減少傾向で

あるが、「自然体験や社会体験の場を与えること」及び「思いやりの心を育てること」が増加

している。 

◆学校における児童・生徒の生活の問題点 

＜教職員＞に、学校における児童・生徒の生活の問題点を聞いたところ、「心の状態が不

安定な児童・生徒が多い」（72.5％）、「対人関係がうまくいかない児童・生徒が多い」

（71.8％）が 70％を超え、以下「夜ふかしなど生活リズムが崩れている児童・生徒が多

い」（56.4％）、「家庭環境の不安定な児童・生徒が多い」（48.7％）の順で続いている。 
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「対人関係がうまくいかない児童・生徒が多い」、「「家庭環境の不安定な児童・生徒が多

い」及び「塾や習い事、スポーツクラブ等でゆとりのない児童・生徒が多い」項目が減少し

ている反面、「授業を理解できない児童・生徒が多い」が増加している。 

◆規範意識の変化 

以前と比較した今の子どもたちの規範意識について、＜市民＞では、「わからない」が

34.0％で最も多く、以下「低下している」（33.3％）、「以前と変わらない」（20.5％）となっ

ており、「向上している」は、8.7％に止まった。 

 また、＜保護者＞では、「以前と変わらない」が 38.0％と最も多く、次に「低下してい

る」25.4％となっている。 

 さらに、＜教職員＞では、「低下している」が 44.3％を占め、３者の中で最も厳しい評価

となっている。 

子どもたちの規範意識は、市民、保護者及び教職員ともに、「低下している」が大幅に減少

し、「向上している」が増加している。 

 

４.生涯学習 

◆現在行っている活動 

現在行っている生涯学習活動としては、「趣味、教養に関するもの（音楽、美術、芸能、

歴史、読書など）」が 34.7％、「健康づくりやスポーツに関するもの」（29.9％）、「家庭生活

に関するもの（料理、編み物、ガーデニング・ミニ菜園など）」（20.5％）と続いているが、

「生涯学習活動は行っていない」が 35.1％と最も多い。 

◆活動を行っていない理由 

生涯学習活動を行っていない人に、その理由をきくと、「仕事や家事、学業が忙しく時間

が取れない」が 53.5％で最も多く、「きっかけがつかめない」（23.8％）、「特に理由はな

い」（20.8％）と続いている。 

生涯学習活動を行っていない理由は、前回調査と傾向は同様であるが、「必要な情報がな

かなか入手できない」及び「一緒に学習や活動を行う仲間がいない」が増加している。 

◆今後の活動意向 

今後の生涯学習活動への参加意向については、「ある」が 47.6％で、これに「機会や条件

が整えば始めたい」（19.4％）を合わせると、67.0％が参加の意向があるとしている。 

「ある」及び「機会や条件が整えば始めたい」を合わせた参加の意向があるものは、前回調

査とほぼ同じ結果となった。 

 一方、参加の意向がないものである「ない」は増加する結果となった。 

◆活動を続ける、始めたい理由 

生涯学習活動を続ける、始めたい理由については、「健康維持や体力づくりのため」が

43.1％で最も多く、以下「生きがいを持つため」（41.0％）、「知識・教養を高めるため」

（28.8％）の順で続いている。 

◆市が行う講座や教室への意見 

市が行う生涯学習の講座や教室への要望としては、「特に希望や要望なし」が 43.8％と最

も多くなっているが、「講座や教室に関する情報をたくさん提供して欲しい」（30.2％）、「身

近な施設で受講できるようにして欲しい」（21.69％）の順で続いている。 
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「特に希望や要望なし」が大幅に増加した以外は、各項目ともに減少している。 

◆盛んにするために力を入れるべきこと 

生涯学習を盛んにするために力を入れるべきこととしては、「公民館・図書館の講座の種

類や回数を充実させる」が 26.4％で最も多く、以下「特にない」（21.9％）、「公民館や図書

館、博物館等の施設を充実させる」（20.8％）、「情報提供と相談窓口の開設により、市民の

自発的な活動を支援する」（20.5％）の順で続いている。 

今回、新たに「市民の学習意欲に対応できる図書館の資料やサービスを充実させる」を加

えたことから、他の項目は前回調査より減少している。 

 

５.スポーツ・運動 

◆この１年間の平均頻度 

この１年間に平均して行った運動やスポーツの頻度については、＜市民＞では、「週１回

以上」が 29.9％で最も多く。「月１回以下」（14.9％）が次いでいる。 

 ＜小５＞では、「週１回以上」が 47.1％で半数近くを占め、「毎日」が 21.8％で次いでい

る。 

 ＜中２＞でも、「週１回以上」が 30.7％で最も多く、「毎日」が 20.5％で次いでいる。 

市民、小５及び中２ともに、「毎日」しているものが増加している。また、市民及び中２

では、「週１回以上」も増加している。一方「これから始めたい」は減少している結果とな

った。 

◆運動やスポーツをする理由 

運動やスポーツをする、又は始めたい理由として、＜市民＞では、「健康や体力づくりの

ため」が圧倒的に多く、90.5％となっており、「ストレス解消のため（33.5％）、「趣味とし

て楽しむため」（24.9％）の順で続いている。 

 ＜小５＞では、「健康や体力づくりのため」（46.4％）が最も多く、「体を動かすことが好

きなため」（36.6％）、「趣味として楽しむため」（23.8％）の順で続いている。 

 ＜中２＞では、「健康や体力づくりのため」（31.3％）が最も多く、「趣味として楽しむため」

（22.5％）、「体を動かすことが好きなため」（22.3％）の順で続いている。 

市民、小５及び中２ともに、「体を動かすことが好きなため」が増加している。また、市

民及び小５では、「健康や体力づくりのため」が増加している一方、中２では、「競技として

スポーツを行っているため」が増加している結果となった。 

◆運動やスポーツをする場所 

運動やスポーツを行っている場所について＜市民＞に聞いたところ、「市内の公共施設」

が 58.6％で最も多くなっている。 

運動やスポーツをする場所については、「市内の公共施設」は微増である。 

また、「市内のその他の施設」及び「市外のその他の施設」が大幅に増加している。 

◆施設の老朽化対応 

市内の運動やスポーツのできる公共施設の老朽化対応については、「市内に必要。現状を

維持すればよいと思う」が 21.9％で多く、「市内に必要。より良く（向上）するべきと思

う」（16.3％）が次いでいる。 

◆運動やスポーツをしない理由 
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運動やスポーツをしない理由として、＜市民＞では、「時間が無いから」が 23.4％で最も

多く、以下「健康上の理由により」（19.2％）、「運動が苦手だから」（14.9％）の順で続いて

いる。 

 ＜小５＞では、「時間が無いから」が 21.0％で最も多く、「運動やスポーツに興味がない

ため」が 19.4％で次いでいる。 

 ＜中２＞では、「運動やスポーツに興味がないため」が 29.9％で最も多く、「時間が無いか

ら」が 17.0％で次いでいる。 

◆スポーツ振興のために力を入れるべきこと 

スポーツ振興のために力を入れるべきことを＜市民＞に聞いたところ、「健康・体力づくり

教室等の開催」が 47.2％で最も多く、以下「高齢者・障がい者のための運動・スポーツ活動

の推進」（28.5％）、「既存の公共スポーツ施設の整備」（27.1％）の順で続いている。 

「スポーツ教室の開催」及び「運動・スポーツ指導者の養成・派遣」が減少しているが、そ

の他の項目では増加している。また「健康・体力づくり教室等の開催」については、半数が

望んでいる。 

 

６.教育全般 

◆目指すべき姿として望ましいもの 

教育全般について、目指すべき姿として、＜市民＞では、「学校・家庭・地域で連携・協

力をして、社会全体の教育力を向上させる」が 60.7％で最も多く、以下「知識・技能や思

考力・判断力・表現力、学習意欲等の確かな学力を養う」（33.7％）、「規範意識を養い、豊

かな心と健やかな体をつくる」（28.5％）の順で続いている。 

 また。＜保護者＞では、「知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の確かな学

力を養う」が 41.6％で最も多く、以下「学校・家庭・地域で連携・協力をして、社会全体

の教育力を向上させる」（40.7）、「社会の要請や時代の変化に対応できる人材を育成する教

育を行う」（39.6％）の順で続いている。 

 ＜教職員＞では、「学校・家庭・地域で連携・協力をして、社会全体の教育力を向上させる」

が 59.4％で最も多く、以下「知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の確かな学

力を養う」（40.3％）、「教員の資質向上を図るとともに、一人ひとりの子どもに教員が向き合

う環境をつくる」（33.9％）の順で続いている。 

市民では、各項目とも減少傾向であるが、「学校・家庭・地域で連携・協力して、社会全体

の教育力を向上させる」が大幅に増加した。保護者では、「社会の要請や時代の変化に対応で

きる人材を育成する教育を行う」、「規範意識を養い、豊かな心と健やかな体をつくる」及び

「安全・安心な教育環境を実現する」が増加している。教職員では、「「学校・家庭・地域で連

携・協力して、社会全体の教育力を向上させる」及び「家庭の教育力の向上を図る」が増加し

ている。 

◆市の教育について目指すべき姿をあらわす言葉 

市の教育について目指す姿をあらわす言葉として、＜市民＞では、「あたたかさ」が

63.2％で突出しており、以下「心豊か」（31.3％）、「たすけあい」（26.0％）の順で続いてい

る。 
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 ＜保護者＞では、「あたたかさ」が 57.6％で最も多く、以下「たすけあい」（32.1％）、

「心豊か」（27.4％）の順で続いている。 

＜教職員＞では、「あたたかさ」が 55.4％で最も多く、以下「心豊か」（42.6％）、「夢」（35.2％）

の順で続いている。 

市民では、前回調査と同様に「あたたかさ」、「心豊か」及び「たすけあい」が上位となって

いる。 

保護者では、前回調査の上位であった「あたたかさ」、「心豊か」及び「夢」から、「あた

たかさ」、「たすけあい」及び「心豊か」の順となった。 

教職員では、「たすけあい」が大幅に減少し、「心豊か」及び「夢」が大幅に増加した。 
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第３章 調査結果の分析 

 

１.学校教育 

（１）市内の学校の良いところ【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・わからない 39.2％ 

・施設や設備など、教育環境が整備されている 35.4％ 

・読書教育や自然体験学習など、特色ある教育活動が推進されている 27.8％ 

＜保護者＞ 

・読書教育や自然体験学習など、特色ある教育活動が推進されている 46.2％ 

・施設や設備など、教育環境が整備されている 45.7％ 

・子ども達が意欲的に学習や行事、部活動に取り組んでいる 25.8％ 

＜教職員＞ 

・施設や設備など、教育環境が整備されている 61.1％ 

・市独自に教員を採用し、きめ細かな指導が行われている 56.7％ 

・読書教育や自然体験学習など、特色ある教育活動が推進されている 54.0％ 

 

（２）改善点【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・いじめ・問題行動等の生徒指導 43.8％ 

・やさしさや思いやりなどの豊かな心の育成 38.5％ 

・挨拶、礼儀などの基本的生活習慣の指導 36.5％ 

＜保護者＞ 

・いじめ・問題行動等の生徒指導 33.7％ 

・学力の向上 29.7％ 

・やさしさや思いやりなどの豊かな心の育成 27.5％ 

＜教職員＞ 

・ゆとりのなさ 64.1％ 

・学力の向上 38.9％ 

・やさしさや思いやりなどの豊かな心の育成 36.2％で次いでいる 

 

（３）担うべき役割【教職員】 

 

 

 

 

問１ あなたは、市内の学校で特に良いと思うところはどのようなところですか。 

問２ あなたは、今の学校教育に対して改善して欲しいことがありますか。 

問３ あなたは、学校教育（幼稚園、小学校、中学校）が担うべき役割は何だと考えます

か。 
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＜教職員＞ 

・集団の一員としてより良い関係を築ける力を身に付けさせること 77.2％ 

・社会で必要な基礎的な知識や技能を教えること 64.8％ 

・学ぶ意欲を育むおと 

 

（４）学校に期待する教育内容【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・思考力・判断力・表現力の育成 58.3％ 

・人間関係づくり 50.7％ 

・基礎学力の育成 46.2％ 

＜保護者＞ 

・思考力・判断力・表現力の育成 57.5％ 

・人間関係づくり 50.3％ 

・基礎学力の育成 43.9％ 

＜教職員＞ 

・人間関係づくり 68.1％ 

・基礎学力の育成 62.4％ 

・思考力・判断力・表現力の育成 55.7％ 

 

（５）社会人による授業の導入【保護者／教職員】 

 

 

 

＜保護者＞ 

・小学校から導入すべきである 61.4％ 

・中学校から導入すべきである 18.5％ 

・わからない 12.3％ 

＜教職員＞ 

・小学校から導入すべきである 56.7％ 

・中学校から導入すべきである 20.1％ 

・わからない 12.4％ 

 

（６）市民等による学校支援活動の導入【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・わからない 37.2％ 

・環境整備、学習支援ともに充実すべきである 22.9％ 

問４ あなたは、これからの時代、学校に期待される具体的な教育内容は何だと思います

か。 

問５ あなたは、教員以外の社会人（各分野の専門家など）による授業の導入についてど

のように考えますか。 

問６ あなたは、市民等による学校支援活動（学校ボランティア）の導入についてどのよ

うに考えますか。 
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・今のままでよい 14.6％ 

＜保護者＞ 

・今のままでよい 36.4％ 

・環境整備、学習支援ともに充実すべきである 21.2％ 

・わからない 16.4％ 

＜教職員＞ 

・環境整備、学習支援ともに充実すべきである 48.7％ 

・学校の清掃や小規模な修理等、学校環境の整備を充実すべきである 33.9％ 

・授業の補助等、学習支援を充実すべきである 

 

（７）学校支援活動への参加【保護者】 

 

 

 

＜保護者＞ 

・どちらも参加は無理である 34.9％ 

・学校の清掃や小規模な修理等、環境整備について参加したい 26.0％ 

・わからない 22.5％ 

 

（８）先生の資質として望むこと【保護者】 

 

 

 

＜保護者＞ 

・子どもに公平・公正に接すること 52.6％ 

・わかりやすい授業ができること 51.8％ 

・物事を正しく判断し行動できる能力があること 39.8％ 

 

（９）学校生活の楽しさ【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・楽しい 49.1％ 

・すごく楽しい 39.7％ 

・あまり楽しくない 5.3％ 

＜中２＞ 

・楽しい 54.0％ 

・すごく楽しい 33.1％ 

・あまり楽しくない 6.7％ 

 

 

問７ あなたは、市民等による学校支援活動（学校ボランティア）に参加することについ

てどのように考えますか。 

問８ あなたは、学校の先生の資質としてどのようなことを望みますか。 

問９ あなたは、学校の生活が楽しいですか。 
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（１０）授業内容の理解度【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・だいたいわかる 51.9％ 

・よくわかる 38.5％ 

・半分位わかる 7.4％ 

＜中２＞ 

・よくわかる 20.3％ 

・だいたいわかる 54.6％ 

・半分位わかる 19.7％ 

 

（１１）学校行事の楽しさ【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・すごく楽しみにしている 59.8％ 

・楽しみにしている 33.2％ 

・あまり楽しみにはしていない 3.9％ 

＜中２＞ 

・すごく楽しみにしている 46.7％ 

・楽しみにしている 44.1％ 

・あまり楽しみにはしていない 5.8％ 

 

（１２）好きな先生【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・わかりやすく教えてくれる先生 67.1％ 

・いろいろなことを教えてくれる先生 40.1％ 

・信頼できる先生 33.7％ 

＜中２＞ 

・わかりやすく教えてくれる先生 57.5％ 

・誰にも公平に接してくれる先生 54.2％ 

・気軽に相談に乗ってくれる先生 43.4％ 

 

 

 

問１０ あなたは、学校の授業の内容がわかりますか。 

問１１ あなたは、校外学習、宿泊学習、文化祭、体育祭などの学校行事について、どの

ように思いますか。 

問１２ あなたは、どんな先生が好きですか。 
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（１３）学校で勉強したいこと【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・新しいことに挑戦する気持ちについて 35.1％ 

・コンピュータを使えるようになること 34.9％ 

・スポーツについて 33.7％ 

＜中２＞ 

・外国語（英会話）を話せるようになること 35.4％ 

・進路（進学や就職）について 34.1％ 

・強い心や自立する心について 28.9％ 

 

（１４）学校での不満【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・不満はない 63.9％ 

・ゆっくりする時間が少ない 17.1％ 

・非行やいじめへの対応が十分ではない 9.4％ 

＜中２＞ 

・不満はない 49.5％ 

・ゆっくりする時間が少ない 16.9％ 

・授業がわからない 12.1％ 

 

（１５）理想の学校【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・学校の活動で、いろいろな体験をする機会がもっと増える 39.4％ 

・学校にいるとほっとしたり、楽な気持になれる 31.5％ 

・同級生や上級生、下級生と一緒に行事などに取り組む機会が増える 19.0％ 

＜中２＞ 

・学校にいるとほっとしたり、楽な気持になれる 36.9％ 

・学校の活動で、いろいろな体験をする機会がもっと増える 33.3％ 

・同級生や上級生、下級生と一緒に行事などに取り組む機会が増える 22.5％ 

 

 

 

問１３ あなたは、学校でどのようなことを勉強したいですか。 

問１４ あなたは、学校のことで不満に思うことはありますか。 

問１５ あなたは、学校がどのようになったら良いと思いますか。 
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２.家庭教育 

（１）担うべき役割【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・早寝、早起き、朝ご飯等の基本的な生活習慣を教えること 78.1％ 

・他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観を養うこと 66.7％ 

・悩みや相談に応じること 45.38％ 

＜保護者＞ 

・早寝、早起き、朝ご飯等の基本的な生活習慣を教えること 68.0％ 

・他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観を養うこと 65.2％ 

・悩みや相談に応じること 47.4％ 

＜教職員＞ 

・早寝、早起き、朝ご飯等の基本的な生活習慣を教えること 95.0％ 

・生活の乱れや非行を防止すること 55.0％ 

・人格形成や人生観を養うこと 52.0％ 

 

（２）家庭教育力への評価【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・どちらともいえない 34.4％ 

・ほぼ行われている 20.5％ 

・あまり行われていない 16.3％ 

＜保護者＞ 

・ほぼ行われている 41.2％ 

・どちらともいえない 40.0％ 

・あまり行われていない 5.3％ 

＜教職員＞ 

・どちらともいえない 50.3％ 

・ほぼ行われている 24.5％ 

・あまり行われていない 13.4％ 

・よく行われている 1.3％ 

 

（３）家庭教育力の向上を図るために力を入れるべきこと【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・学校と家庭との連携を強化する 46.9％ 

問１ あなたは、家庭における子どもへの教育はどのような役割を担ったら良いと考えま

すか。 

問２ あなたは、現在の家庭教育が、どの程度行われていると思いますか。 

問３ あなたは、家庭の教育力の向上を図るためには、どのようなことに力を入れたら良

いと思いますか。 
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・育児や家庭教育について身近に相談できる人や窓口を充実させる 41.3％ 

・保護者が気楽に家庭教育について学習できる機会をつきる 39.6％ 

＜保護者＞ 

・学校と家庭との連携を強化する 40.1％ 

・共働き家庭への支援を行う 32.0％ 

・保護者が気楽に家庭教育について学習できる機会をつきる 27.7％ 

＜教職員＞ 

・育児や家庭教育について身近に相談できる人や窓口を充実させる 59.7％ 

・保護者が気楽に家庭教育について学習できる機会をつきる 52.0％ 

・共働き家庭への支援を行う 46.0％ 

 

（４）家庭の教育方針【保護者】 

 

 

 

＜保護者＞ 

・明確ではないが、方針はある 42.8％ 

・明確な方針があり、いつも子どもに伝えている 28.2％ 

・明確な方針はない 19.2％ 

 

（５）家の人から言われている決まりやルール【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・はっきりとした決まりやルールはない 43.3％ 

・はっきりとした決まりやルールがあり、いつも保護者から聞かされている 35.8％ 

・わからない 13.0％ 

＜中２＞ 

・はっきりとした決まりやルールはない 64.4％ 

・はっきりとした決まりやルールがあり、いつも保護者から聞かされている 24.2％ 

・わからない 8.6％ 

 

（６）家事の手伝いの頻度【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・頼まれた時だけ手伝っている 34.4％ 

・だいたい毎日手伝っている 32.5％ 

・休みの日など１週間に２～３日は手伝っている 26.0％ 

＜中２＞ 

問４ あなたのご家庭には、明確な子どもの教育方針がありますか。 

問５ あなたの家では、日常生活や学校の勉強などについて、家の人から言われている決

まりやルールはありますか。 

問６ あなたは、掃除や洗濯など、家の仕事を手伝うことがありますか。 
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・頼まれた時だけ手伝っている 49.2％ 

・だいたい毎日手伝っている 22.0％ 

 ・休みの日など１週間に２～３日は手伝っている 19.4％ 

 

（７）不安に思うこと【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・不安はない 62.0％ 

・ゆっくりできる時間が少ないこと 12.8％ 

・友だちとうまくいかないこと 10.8％ 

＜中２＞ 

・不安はない 36.3％ 

・進学について 34.6％ 

・勉強がわからないこと 26.4％ 

 

（８）困った時、悩みがある時に相談する人【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・お父さんやお母さん 62.8％ 

・友だち・先輩 39.6％ 

・自分で解決する 39.4％ 

＜中２＞ 

・友だち・先輩 64.2％ 

・お父さんやお母さん 50.8％ 

・自分で解決する 49.0％ 

 

（９）充実感があるとき【小５／中２】 

 

 

 

＜小５＞ 

・友だちと遊んだり、話したりしているとき 59.4％ 

・趣味など自分の好きなことをしているとき 48.3％ 

・スポーツで体を動かしているとき 39.0％ 

＜中２＞ 

・友だちと遊んだり、話したりしているとき 68.0％ 

・趣味など自分の好きなことをしているとき 58.3％ 

・スポーツで体を動かしているとき 40.6％ 

問７ あなたは、不安に思うことがありますか。 

問８ あなたは、困った時や悩みがある時はだれに相談しますか。 

問９ あなたが夢中になれたり、充実感を感じられるのはどのようなときですか。 
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３.地域教育 

（１）担うべき役割【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・社会のルールやマナーなどを教えること 63.2％ 

・様々な危機から子どもを守ること 39.6％ 

・自然体験や社会体験の場を与えること 33.3％ 

＜保護者＞ 

・社会のルールやマナーなどを教えること 62.9％ 

・様々な危機から子どもを守ること 41.8％ 

・思いやりの心を育てること 32.8％ 

＜教職員＞ 

・社会のルールやマナーなどを教えること 70.8％ 

・地域の伝統文化を教え、郷土愛を育てること 58.4％ 

・様々な危機から子どもを守ること 50.7％ 

 

（２）博物館資料の学校教材【教職員】 

 

 

 

＜教職員＞ 

 ・知っている 71.1％ 

・知らない 28.5％ 

 

（３）博物館資料を活用した授業の意向【教職員】 

 

 

 

＜教職員＞ 

 ・使ってみたい 76.8％ 

・使わない 22.1％ 

 

（４）学校における児童・生徒の生活の問題点【教職員】 

 

 

 

＜教職員＞ 

・心の状態が不安定な児童・生徒が多い 72.5％ 

・対人関係がうまくいかない児童・生徒が多い 71.8％ 

・夜ふかしなど生活リズムが崩れている児童・生徒が多い 56.4％ 

問１ あなたは、地域における子どもへの教育はどのような役割を担ったら良いと考えま

すか。 

問２ 学校と博物館が連携し、体験学習などを実施していますが、あなたは博物館の資料

を学校の授業の教材として借りることができるシステムを知っていますか。 

問４ あなたは、学校における児童・生徒の生活に関して、問題だと思われる点があると

したら、それは何ですか。 

問３ あなたは、そのシステムを活用し、博物館資料を授業で使ってみたいですか。 
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（５）規範意識の変化【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・わからない 34.0％ 

・低下している 33.3％ 

・以前と変わらない 

＜保護者＞ 

・以前と変わらない 38.0％ 

・低下している 25.4％ 

・向上している 19.1％ 

＜教職員＞ 

・低下している 44.3％ 

・以前と変わらない 30.5％ 

・向上している 14.1％ 

 

４.生涯学習 

（１）現在行っている活動【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・生涯学習活動は行っていない 35.1％ 

・趣味、教養に関するもの（音楽、美術、芸能、歴史、読書など） 34.7％ 

・健康づくりやスポーツに関するもの 29.9％ 

 

（２）施設の利用経験【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・何度か利用したことがある 公民館 20.1％、図書館 22.2％、博物館 29.2％ 

 ・利用したことがない 公民館 19.1％、図書館 10.1％、博物館 22.6％ 

・ときどき利用している 公民館 13.2％、図書館 19.1％、博物館 3.8％ 

 

（３）施設を利用しない理由【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・利用したいが、行く機会がなかった 公民館 43.6％、図書館 75.8％、博物館 56.9％ 

問５ あなたは、以前と比較して、今の子どもたちの規範意識（決まりや約束を守ろうと

する意識）について、どのように考えますか。 

問１ あなたは、現在どのような生涯学習活動を行っていますか。 

問２ あなたは、これまでに生涯学習活動のため、地区の公民館などを利用したことがあ

りますか。 

問３ 利用したことがない理由は何ですか。 
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・利用したいが、魅力を感じられなかった 公民館 18.2％、図書館 12.1％、博物館 

9.2％ 

・利用したくない 公民館 16.4％、図書館 12.1％、博物館 15.4％ 

 

（４）活動を行っていない理由【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・仕事や家事、学業が忙しく時間が取れない 53.5％ 

・きっかけがつかめない 23.8％ 

・特に理由はない 20.8％ 

 

（５）今後の活動意向【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・ある 47.6％ 

・機会や条件が整えば始めたい 19.4％ 

・どちらともいえない 10.4％ 

 

（６）活動を続ける、始めたい理由【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・健康維持や体力づくりのため 43.1％ 

・生きがいを持つため 41.0％ 

・知識・教養を高めるため 28.8％ 

 

（７）行いたい活動【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・健康づくりやスポーツに関するもの 50.4％ 

・趣味、教養に関するもの（音楽、美術、芸能、歴史、読書など） 44.4％ 

・家庭生活に関するもの（料理、編み物、ガーデニング・ミニ菜園など） 24.3％ 

 

 

 

問４ 生涯学習課活動を行っていない主な理由は何ですか。 

問５ あなたは、今後（または今後も）生涯学習活動を行いたい考えはありますか。 

問６ あなたが今後、生涯学習活動を始めたり、生涯学習活動を行う理由は何ですか。 

問７ あなたは、今後（今後も）、どのような生涯学習活動を行いたいと考えますか。 
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（８）市が行う講座や教室への意見【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・特に希望や要望なし 43.8％ 

・講座や教室に関する情報をたくさん提供して欲しい 30.2％ 

・身近な施設で受講できるようにして欲しい 21.69％ 

 

（９）盛んにするために力を入れるべきこと【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・公民館・図書館の講座の種類や回数を充実させる 26.4％ 

・特にない 21.9％ 

・公民館や図書館、博物館等の施設を充実させる 20.8％ 

 

５.スポーツ・運動 

（１）部活動に期待すること【中２】 

 

 

 

＜中２＞ 

・技術、技能の向上 26.38％ 

・競技や活動を楽しむこと 18.5％ 

・体力の向上 16.6％ 

 

（２）この１年間の平均頻度【市民／小５／中２】 

 

 

 

＜市民＞ 

・週１回以上 29.9％ 

・月１回以下 14.9％ 

・これからはじめたい 12.2％ 

＜小５＞ 

・週１回以上 47.1％ 

・毎日 21.8％ 

・月に２.３回 9.1％ 

＜中２＞ 

・週１回以上 30.7％ 

問８ あなたは、市が行う生涯学習の講座や教室について、何かご意見はありますか。 

問９ 生涯学習を盛んにするために、どのようなことに力を入れるべきだと考えますか。 

問１ あなたは部活動に参加していますか。参加しているとしたら、その部活動にどのよ

うなことを期待していますか。 

問２ あなたは、学校の授業や部活動以外に、この１年間でどのくらい運動やスポーツを

しましたか。 
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・毎日 20.5％ 

・今後始める予定はない 16.9％ 

 

（３）現在している種目【市民／小５／中２】 

 

 

 

＜市民＞ 

・散歩・ウォーキング 62.4％ 

・ジョギング 14.5％ 

・ゴルフ 14.0％ 

＜小５＞ 

・水泳 25.3％ 

・サッカー 18.5％ 

・野球・ソフトボール 12.8％ 

＜中２＞ 

・バスケットボール 12.1％ 

・サッカー 10.4％ 

・ジョギング 10.2％ 

 

（４）運動やスポーツをする理由【市民／小５／中２】 

 

 

 

＜市民＞ 

・健康や体力づくりのため 90.5％ 

・ストレス解消のため 33.5％ 

・趣味として楽しむため 24.9％ 

＜小５＞ 

・健康や体力づくりのため 46.4％ 

・体を動かすことが好きなため 36.6％ 

・趣味として楽しむため 23.8％ 

＜中２＞ 

・健康や体力づくりのため 31.3％ 

・趣味として楽しむため 22.5％ 

・体を動かすことが好きなため 22.3％ 

 

（５）これから取り組んでみたい種目【市民／小５／中２】 

 

 

 

 

問３ 現在、行っている運動やスポーツは何ですか。 

問４ あなたが運動やスポーツをする（又は、始めたい）のはどのような理由からですか。 

問５ あなたが、これから取り組んでみたい運動やスポーツはありますか。 
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＜市民＞ 

・散歩・ウォーキング 28.8％ 

・ヨガ・太極拳 21.2％ 

・水泳 12.9％ 

＜小５＞ 

・テニス 25.7％ 

・卓球 18.5％ 

・水泳 17.1％ 

＜中２＞ 

・バドミントン 15.1％ 

・テニス 13.6％ 

・バスケットボール 12.1％ 

 

（６）運動やスポーツをする場所【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・市内の公共施設 58.6％ 

・市内のその他の施設 20.4％ 

・市外のその他の施設 19.9％ 

 

（７）施設の老朽化対応【市民】 

 

 

 

 

＜市民＞ 

・市内に必要。現状を維持すればよいと思う 21.9％ 

・市内に必要。より良く（向上）するべきと思う 16.3％ 

・市内に必要。新しく建て替えるべきと思う 4.5％ 

 

（８）運動やスポーツをしない理由【市民／小５／中２】 

 

 

 

＜市民＞ 

・時間が無いから 23.4％ 

・健康上の理由により 19.2％ 

・運動が苦手だから 14.9％ 

＜小５＞ 

・特にない 34.7％ 

問６ あなたは、運動やスポーツをどのような場所でしますか（又は、しましたか）。 

問７ 市内の運動やスポーツのできる公共施設（ガウランドは除く）は、どれも建設から

年数を経過し、老朽化のため維持管理に多くの費用を要しています。あなたは、そのよう

な施設についてどのように思いますか。 

問８ あなたが、運動やスポーツをしない理由は何ですか。 
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・時間が無いから 21.0％ 

・運動やスポーツに興味がないため 19.4％ 

＜中２＞ 

・運動やスポーツに興味がないため 29.9％ 

・時間が無いから 17.0％ 

・特にない 14.3％ 

 

（９）総合型スポーツクラブの認知【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

 ・知らない 55.9％ 

 ・知っているが、参加する予定はない 28.5％ 

・知っており、今後参加したい 7.3％ 

 

（１０）参加していない理由【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・特に理由はない 13.9％ 

・活動時間が合わない 12.1％ 

・その他 7.8％ 

 

（１１）知りたい情報【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・特にない 34.7％ 

・公共スポーツ施設の利用に関する情報 30.2％ 

・サークル・クラブ等の活動情報 15.6％ 

 

（１２）スポーツ振興のために力を入れるべきこと【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・健康・体力づくり教室等の開催 47.2％ 

・高齢者・障がい者のための運動・スポーツ活動の推進 28.5％ 

問９ 市では、健康づくり・地域づくりのために総合型スポーツクラブを推進しています。

総合型スポーツクラブを知っていますか。 

問１０ 現在、参加していない理由は何ですか。 

問１１ あなたは、運動やスポーツについてどのような情報が知りたいですか。 

問１２ あなたは、スポーツ振興のため、どのようなことに力を入れたら良いと思います

か。 
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・既存の公共スポーツ施設の整備 27.1％ 

 

（１３）スポーツイベントの観戦【市民】 

 

 

 

 

＜市民＞ 

・特になし 59.7％ 

・高校野球 26.7％ 

・プロ野球イースタンリーグ 23.6％ 

 

（１４）行ってほしいスポーツイベント【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・野球 21.5％ 

・サッカー 18.4％ 

・バレーボール 10.4％ 

 

（１５）ボランティアとしての参加の有無【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・参加したことはない 86.1％ 

・要請があれば参加している 8.7％ 

・機会があれば積極的に参加している 2.1％ 

 

（１６）ボランティアとしての参加の希望【市民】 

 

 

 

＜市民＞ 

・参加したくない 42.0％ 

・要請があれば参加する 37.2％ 

・機会があれば積極的に参加したい 8.7％ 

 

 

 

問１３ 市では、スポーツを「する」「観る」「支える」の３つの観点で推進しています。

あなたは、これまで市内で行われたスポーツイベント（または大会）を観戦したことはあ

りますか。 

問１４ 市内の施設で行ってほしいスポーツイベント（または大会）はありますか。 

問１５ あなたは、スポーツイベント（又は大会）を「支える」ため、スタッフ等にボラ

ンティア（無償）で参加したことはありますか。 

問１６ あなたは、スポーツイベント（又は大会）を「支える」ため、スタッフ等にボラ

ンティア（無償）で参加したいと思いますか。 
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６.教育全般 

（１）目指すべき姿として望ましいもの【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・学校・家庭・地域で連携・協力をして、社会全体の教育力を向上させる 60.7％ 

・知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の確かな学力を養う 33.7％ 

・規範意識を養い、豊かな心と健やかな体をつくる 28.5％ 

＜保護者＞ 

・知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の確かな学力を養う 41.6％ 

・学校・家庭・地域で連携・協力をして、社会全体の教育力を向上させる 40.7 

・社会の要請や時代の変化に対応できる人材を育成する教育を行う 39.6％ 

＜教職員＞ 

・学校・家庭・地域で連携・協力をして、社会全体の教育力を向上させる 59.4％ 

・知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の確かな学力を養う 40.3％ 

・教員の資質向上を図るとともに、一人ひとりの子どもに教員が向き合う環境をつくる 

33.9％ 

 

（２）市の教育について目指すべき姿をあらわす言葉【市民／保護者／教職員】 

 

 

 

＜市民＞ 

・あたたかさ 63.2％ 

・心豊か 31.3％ 

・たすけあい 26.0％ 

＜保護者＞ 

・あたたかさ 57.6％ 

・たすけあい 32.1％ 

・心豊か 27.4％ 

＜教職員＞ 

・あたたかさ 55.4％ 

・心豊か 42.6％ 

・夢 35.2％ 

 

 

  

問１ あなたは、教育全般について、目指すべき姿として、どのようなものが望ましいと

思いますか。 

問２ あなたは、袖ケ浦市の教育について目指すべき姿をあらわす言葉として、次の中か

ら重要と考えるものを選んでください。 
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第４章 自由記入 
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第４章 自由記入 

 

 各調査票の最後に、教育に関する意見を記載する欄を設けたところ、次のような意見が寄

せられた。 

 

＜市民／意見数：７３＞ 

行政の関わりに関する意見 

（他市と比較して良い環境である、施設の充実、母・父親学級の実施、子どものい

る世帯の支援、情報提供、特別支援教員の増員等） 

１２ 

教育方法・指針に対する意見 

（学校における教育方針等） 
１０ 

教師に対する意見 

（質の向上、プロとしての自覚等） 
５ 

家庭教育に対する意見 

（しつけ、学校依存体質や家庭教育の重要性等） 
３ 

学校生活に対する意見 

（学校環境、設備、部活、いじめへの対応、先生の仕事量の多さ、あいさつ等） 
１０ 

心の教育に対する意見 

（情操教育や規範教育等） 
１ 

大人、地域の関わりに対する意見 

（大人が規範行動を、地域と学校との連携、ＰＴＡ、外部講師等） 
３ 

防犯・安全に対する意見 

（登下校時の子どもの安全確保、交通事故防止等） 
６ 

その他の意見 

（調査、子どもがいないからわからない、自然環境、大学の無償化等） 
２３ 

 

  



- 35 - 

 

第４章 自由記入 

 

＜保護者／意見数：１４２＞ 

行政の関わりに関する意見 

（世帯支援、施設、市の教育環境、子育て支援、通学路、学童、海外交流等） 
２３ 

教育方法・指針に対する意見 

（学校における教育方針、自然体験学習、障害児の対応、運動会の時期、外部講師、

先生のフォロー等） 

３５ 

教師に対する意見 

（質の向上、プロとしての自覚、先生の威厳等） 
２７ 

家庭教育に対する意見 

（しつけ、学校依存体質や家庭問題改善、保護者の資質向上） 
３ 

学校生活に対する意見 

（学校環境、設備、部活、いじめへの対応、不登校等） 
２２ 

心の教育に対する意見 

（情操教育や規範教育等） 
１２ 

大人、地域の関わりに対する意見 

（大人が子どもの手本、地域と学校との連携、地域交流の場、学校ボランティア、

ＰＴＡの廃止等） 

１４ 

制度に対する意見 

（土曜授業復活、ゆとり教育、少人数制クラス、学期制の改善、学区等） 
４ 

その他の意見 

（親自身の教育、調査について等） 
２ 
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第４章 自由記入 

 

＜教職員／意見数：４４＞ 

処遇について 

（人事評価、待遇の改善勤務内容） 
２ 

働き方改革について 

（子どもと向き合う余裕がない、校務支援システム、教材研究の時間、夏季休業も

含め研修が多い、集金を引き落としに、多忙化の解消への尽力、人員増による負担

の軽減、部活動ガイドライン） 

１１ 

教職員等の増員について 

（教師の負担軽減、一人一人を見ることができる環境、多忙解消等） 
５ 

教育方針・指針について 

（自然体験、外部講師等の導入、短縮日課、少人数でゆとりのある教育） 
５ 

学校施設等について 

（更なる施設設備の整備等） 
２ 

地域との関わりについて 

（心の啓発、学校環境の整備、地域の教育力、家庭による教育） 
４ 

情操教育・規範教育・道徳教育について 

（大人の平穏が子の幸せ、道徳心の育成） 
２ 

調査について 

（設問に対しての選択肢が多すぎ） 
１ 

職場環境に対する意見 

（学校全体で育てている、教育に関して手厚い環境、情報化社会） 
３ 

教育ビジョンに対する意見 

（無理のない教育ビジョン） 
１ 

その他の意見 

（自己主張できる若者、親の子離れ、給食メニューの向上、予算面等で非常に充実、

子どもたちをサポートする場等） 

８ 
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第４章 自由記入 

 

＜小５／意見数：７２＞ 

学校生活に対する意見 

（クラス、友達、いじめ、休み時間延長、学校行事、動物など） 
３５ 

給食に対する意見 

（好きな料理等） 
１ 

学校設備等に対する意見 

（グラウンドやトイレ改善、プール設置、遊具増設、本の増冊等） 
６ 

授業に対する意見 

（授業の教え方、日課表、体育、コンピュータ授業等） 
１５ 

先生に対する意見 

（怒る、厳しい、もっと厳しくてもいい、たくさん遊べる先生等） 
６ 

大人に対する意見 

（なぜ子どもに命令する、子どもにやさしく等） 
５ 

その他の意見 

（通学路、交通事故の減少等） 
４ 
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第４章 自由記入 

 

＜中２／意見数：９５＞ 

学校生活に対する意見 

（部活動、友達、いじめ、休み時間延長、靴の色、スマホなど） 
５０ 

学校設備等に対する意見 

（トイレ改善、プール設置、自転車置き場等） 
６ 

授業に対する意見 

（個人の能力にあわせて、ē スポーツ、日課等） 
１５ 

先生に対する意見 

（怒る、厳しい、差別、授業の字を大きく等） 
１１ 

親・大人に対する意見 

（平等に扱って、声を聞いて、決めつけないで、色々な知識を教えて） 
１０ 

その他の意見 

（将来何の役に立つのか、学校を誇りに思う） 
３ 
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