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平成 30 年度チャグチャグスポーツクラブサポート会員（保護者）対象 アンケート結果 

 

1. サポート会員のプロフィール 

 

  全体で 98 名の回答をいた

だき、30 代・40 代の女性が

87％であった。回答者は母親

が 9 割であった。また、サポ

ート種目は 2 名が複数回答

していたが、陸上が 22％と多

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 子どものクラブ入会の動機について 

  

スポーツをさせたいという

希望以外に、子供を入会させた

動機として「体力をつけさせた

くて」が 55.1％と半数を占め、

次いで「本人の意思」の 41.8％

であった（複数回答）。子供が小

学生であり、本人の意思が 4 割

を超えていることは今後の会

員獲得に向けて重要な視点を

与えてくれている。  

30歳代 40歳代 50歳代

2 9 2 13

15.4% 69.2% 15.4% 100.0%

30 53 2 85

35.3% 62.4% 2.4% 100.0%

32 62 4 98

32.7% 63.3% 4.1% 100.0%
合計

表1　回答者のプロフィール

年代
合計

性別

男性

女性

度数 パーセント

バレーボール 5 5.6% 6.8%

体操 5 5.6% 6.8%

ソフトテニス 6 6.7% 8.1%

野球 9 10.0% 12.2%

陸上競技 20 22.2% 27.0%

剣道 6 6.7% 8.1%

卓球 7 7.8% 9.5%

空手道 2 2.2% 2.7%

ラグビー 2 2.2% 2.7%

バスケットボール 7 7.8% 9.5%

テニス 11 12.2% 14.9%

バドミントン 10 11.1% 13.5%

90 100.0% 121.6%

応答数 ケースの
パーセント

表2　サポート種目

度数 パーセント

本人の意思 41 32.8% 41.8%

友だち作り 18 14.4% 18.4%

運動嫌いだから 1 .8% 1.0%

体力をつけさせたくて 54 43.2% 55.1%

その他 11 8.8% 11.2%

合計 125 100.0% 127.6%

応答数 ケースの
パーセント

表３　スポーツ実施以外のクラブに入会させた動機
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３．クラブの活動に関する満足度について 

 

 

 クラブの活動に関して、開催されている

曜日や時間が「とても良い」（90％）、活動場

所では「良い」（90％）、活動の実施回数でも

「ちょうどよい」（75％）と多くのサポート

会員が満足と感じていることが伺えた。た

だ、実施回数で 20％の人が「少し足りない」

と感じており、今後の検討が必要であると

思われる。  

 

 

 

４．シーズンイベントに参加できなかった（しなかった）理由について 

 

 表 4 は、クラブで開催しているイベントに参加しなかった、あるいはできなかった理由を複

数回答で伺った結果である。パーセンテージはケースのパーセントであり、設問に回答者の内、

理由に回答した割合を示している。おおむね、どのイベントにおいても「日程が合わなかった」

と い う 回 答 が

多かった。「開

催 自 体 を 知 ら

なかった」とい

う 理 由 は ほ と

んどなく、情報

が 伝 わ っ て い

る こ と が 確 認

できる。  

 

開催自体を知
らなかった

つまらなそう
なので

日程が合わな
かった

場所が遠かっ
た

その他

鞍掛山登山 1.2% 3.6% 71.4% 6.0% 19.0%

レクリエーション交流大会 0 2.2% 83.3% 1.1% 14.4%

サマーキャンプ 0 2.3% 68.6% 4.7% 27.9%

親子交流運動会 1.1% 5.5% 78.0% 1.1% 16.5%

新体力テスト 1.2% 2.4% 78.8% 1.2% 18.8%

スキー教室 1.2% 2.5% 60.5% 4.9% 37.0%

理　　　　由

イベント

表４　イベントに参加しなかった理由（複数回答）
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表 5 イベントに参加しなかった「その他」の理由 

鞍掛山登山 レクリエーション交流大会 親子交流運動会 

家族でも何度か登っているので 子供が行きたがらない 子供が行きたがらない 

子供の友人が行かないから。 雰囲気が分からなくて。 人が多そうで。 

子供が参加したくないと言ったので 参加しようと思っていない 参加しようと思っていない 

子供が行きたがらなかった。人が多

そうだった。 

まだ入会していなかったため 本人が嫌がった 

参加しようと思っていない 興味がない まだ入会していなかったため 

体力に自信がないので 他にやることがあった 興味がない 

体力に不安があったから 本人が不参加希望のため 子供が参加したがらなかったので 

まだ入会していなかったため 興味が特になかった 本人が不参加希望のため 

興味がない 子供が希望しなかった 興味が特になかった 

登山が好きではない 

 

子供が希望しなかった 

他にやることがあった 

  

本人参加の意志なし 

  

子供が希望しなかった 

  

サマーキャンプ 新体力テスト スキー教室 

子供が行きたがらない 学校でも体力テストがあるので 本人の意思 

まだ年齢的に早いと思った。 体力テストは学校でもしているので 子供が行きたがらない 

子供の意志 子供が参加したくないと言ったので 応募締め切り後に気付いた 

本人の意思 子供が行きたがらなかった。 本人が行きたがらなかったので 

5 年生の学校行事の内容が同じで、本

人が行かないと決断した 

参加しようと思っていない 参加費がもう少し安ければ… 

友達がいなく、嫌がったため 興味がない 他のスキー教室を習っているため 

参加しようと思っていない 学校でもうけているので参加しなか

った 

子供の意志 

本人の意見 本人の希望 参加しようと思っていない 

本人が嫌がった やりたがらなかった 友達が行かなかったので一人は嫌だ

と言われた 

まだ低学年だったので 参加しました スキーがなかった 

まだ入会していなかったため 子供が希望しなかった 申込を忘れていた 

興味がない 

 

子供が参加しないと答えたので 

何をやるのかよく分からなかったの

で 

 

家族で何回もいったから 

2 年生なので保護者の付き添いが必

要だったため 

 

兄弟も一緒に参加させたかったが会

員ではないため出来なかった 

何回も行っている場所だったから 

 

中学生であり、スキーがない 

本人が不参加希望のため 

 

興味がない 

興味が特になかった 

 

子供が行きたくないというので 

申込日を過ぎてしまった   子供が初心者すぎて心配でした 
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５．活動への満足度とニーズについて 

 

 クラブ活動に対して「とても満足し

ている」（30％）、「まあまあ満足してい

る」（61％）と 90％を超える会員が満足

している姿が見えた。 

また、クラブに対してどのようなニ

ーズを求めているか複数回答で伺った

ところ、「楽しみ志向」（59.4%）、「健康

志向」（32.3%）、「交流志向」（28.1%）、

「競技志向」（59.4%）、「その他」（2.1%）

という結果であり、楽しみ志向と競技

志向に対して約 6 割の人がニーズを求

めていた。これは親の志向であり、今

後、子供と親の志向性の違いのずれが

課題になることが考えられる。また、

このニーズに対してどの程度満足して

いるかが図 5 である。 

 

 

 

 

 

 

 

６．指導者に関する満足度について 

 

参加されている種目の指導

者の人数は足りているかと伺

ったところ「ちょうどよい」

69％と約 7 割の人が回答して

いる。しかし、「少し足りない」

（16％）、「足りない」（6％）と

回答した人もおり、何らかの

対策が必要である。 
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種目における指導者の指導状況では、

「良い」が 51％で、「まあまあ良い」が

36％であり、8 割強の人が指導状況に

満足していた。  

しかし、自由記述の中で、練習環境や

参加人数などから生じる不満がみられ

た。また、指導上の規則が現実に合わな

いと思われている方もおり、このこと

について少し意識しておく必要がある。 

 

 

７．平成 32 年度からの年会費の増額について 

 

平成 31 年度で終了するスポーツ振興くじ助成金分を皆様からの年会費でまかなおうとする

とお一人当たり 12,000 円（一か月あたり 1,000 円）が必要となりますが、高いと感じますか

という問いに、図 8 は「高いと感じる」人が 58％

いました。また図 9 に妥当と考える金額が

8,000 円（42％）で 12,000 円（23％）という

結果であった。会費の設定は難しいところがあ

るが、今後の検討材料となりうる。なお、年会

費を増額した際、クラブに求めるものや改善し

てほしいことは何かと伺ったところ、「活動日

数の増加」（47.0%）、「イベント数の増加」（6.0%）、

「道具の充実」（15.7%）、「活動場所の充実」

（20.5%）、「その他」（26.5%）という結果であっ

た。また、会費の設定についてどのような方法

が良いか聞いた結果が図 10 である。  

 また、自由記述では 9 つの意見をいただいており、現在低額な会費なので平等性と整合性が

取れれば仕方がないという意見でした。 
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８．広報活動の効果について 

 

初めてクラブの存在を知るきっかけになったのは、複数回答で「口コミ」（38.6％）、「学校

からのチラシ」（38.6％）、「滝沢市やクラブのホームページ」（15.9％）、「滝沢市発行の広報誌・

クラブ発行の広報誌」（14.8％）「その

他」（2.3％）であった。口コミと学校

からのチラシが約 4 割であった。図

11 は、クラブ広報誌「チャグスポ通

信」講読状況である。7 割の方が良く

見ており、たまに見る方を含めると 9

割近い方に見て頂いていることが分

かった。 

次に、クラブ広報誌に掲載してほ

しいテーマとして、3 人の人からでし

たが、「会員の取材」、「体をつくるにあたり、食事内容等」と「現在の内容で満足」という声

があった。 

 また、図 12 はクラブのホームペー

ジについての結果である。頻繁に見

ている人が 1％の 1 名で、たまに見

ている人は 5 割であった。また、全

く見ていない人が 24％と 4 分の 1 の

人が見ていなかった。せっかく作成

しているホームページなのでもう少

し宣伝等を充実していく必要である。 

 特に、「1 度だけの人」と「全く見

ていない人」では、理由として「見る

時間がない」が 22 名、「その他」が

9 名であった。その他では、「行事は

チャグスポ通信や便りで確認できているし、活動日も紙の一覧でわかり、必要な情報はまかな

えているため」や「観る必要性がない」など数名が回答していた。参考になると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

９．クラブ事業の多様化について 

図 13 は、クラブに「踊り、地域の伝

統芸能、料理、茶道等」のような文化的

活動を目的としたサークルや教室があ

れば参加してみたいか伺った結果であ

る。「ぜひ参加したい」と「興味がある」

と 5 割の人が回答していた。回答した

人に複数回答で伺った結果、「踊りやダ

ンス (含む太鼓）（55.1%）「地域の伝統

芸能」（12.2％）、「昔ながらの行事･遊び」

（8.2％）、料理（51.0％）、「その他」

（10.2％）であった。 

次に、チャグスポが複数の種目を選択することが出来ることを知っていたか伺ったところ、

「知っていた」（83.7％）「知らなかった」（7.1％）「NA」（9.2％）であり、ほとんどの人が知

っていた。知らなかった人に「お子さんを複数の種目に参加させてみたいか」と伺ったら、1

名の人が興味ありで、4 名がわからないと回答していた。  

 

 

１０．一般のスポーツに対する意識について 

 

サポート会員（保護者）を対象としたスポーツ教室を開催するとした場合、どのような種目

に参加してみたいか複数回答で伺った。「筋トレやエクササイズなど」（30.0％）、「ウォーキン

グやランニング系の運動」（10.2％）、「ヨガやピラティスなど」（51.0％）、「球技系」（5.1％）、

「その他」（10.2％）という結果であった。 

また図 14 は、お子さんと一

緒に参加できる活動があれば

参加してみたいか伺った結果

である。7 割のサポート会員が

親子でのコラボ教室に参加希

望や参加に興味があった。 

今後のクラブ経営において

大変示唆に富む結果であり、で

きるだけ実現させていく必要

がある。 
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　　親子のプログラムの希望時期や内容

親子で体験可能な日を主催者側で決めて、興味のある種目に参加できる形だと参加しやすそう。

卓球をしてみたい

冬の休日

親子で料理教室

親子で楽しめるものなら何でも！

登山（鞍掛・網張等）

いつでも

軽スポーツ、ミニ運動会

トランポリンを使った運動

山開きのあたり

夏休み

トランポリン。土日の親の都合がつきやすい日程。

土曜日

土日

ソフトテニス

卓球。いつでも。

土日。バスケット教室に子どもが参加しているのですが、バスケットを一緒にやってみたい。

料理教室

岩手山登山

仕事の休みの土日に。親子で楽しめるスポーツ。

冬。カーリング。

秋

筋トレ。いつとはいえない

トランポリン

夏：サッカー、冬：スケート

マラソン

（できれば）暖かい室内、楽しめる

体育館

滝沢総合体育館

滝沢総合体育館or勤労者体育センター

鞍掛登山

walking

興味はあるが、下の子はまだ小さく、そのために保育園に預けるのは気が引ける

滝総やビックルーフ、駐車場の多く広いところ

体育館。ピラティス、コーディネーション

夏休みか冬休み。気楽にできる低レベルのものでないと難しい。

ビックルーフ
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サポート会員対象のスポーツ教室について日時や場所などの希望

春または秋

19:00～

平日や夜間の部を設定していただけると参加しやすいのかなと思います。

ドッチボール、バスケ

平日以外の中日

土日、平日夜

卓球

滝沢市内

週末の夜

夜

子供がチャグスポに参加している間

仕事をしているのでいつとはいえない

体育館。ピラティス、コーディネーション
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自由記述

季節ごとの創作体験イベントがあっても良いかなと思う。春夏はたこ作り、冬はリース作りなど。

今年度のように陸上の冬季期間、夜（夕方）でも練習があると嬉しいです。いつもご指導していただき、ありがとう
ございます。

いつもご指導ありがとうございます。

指導者の人数が足りないと思います。子供たちの人数に対して間に合っていないと思います。負担が大きすぎる
と思います。楽しくやるにしても、本格的にやるにしても大変だと。考えてもらえるとありがたいですが。

体操では、日程の変更についての連絡が1月に2週続けてこなかったという事実がありました。予定を組んで練
習に参加していたおりますので、急な変更であっても、かならず連絡をいただきたいと思います。

スキー教室の回数を増やしてほしい。もしくはスキークラブが出来るともっと良い

バドミントンも抽選にして欲しい。また、指導者がいれば人数枠を増やしてほしい。なぜ、体操だけ抽選なのか。

毎週、子供は楽しみにチャグスポに参加しています。指導者の先生や保護者の方も楽しみながら活動している
から子どもも感じて楽しい、次も楽しみだと話してくれています。今後もスポーツを通じてですが、楽しいと活動で
きるようにご指導よろしくお願いします。

子供はサッカークラブがあったら良いなと申しております

とても楽しく参加させていただいており感謝しています。陸上の回数が増えると嬉しいです。

平日活動の運動は興味があっても参加が難しい。子が歩いて行ける場所・時間であるとありがたい。

娘が小学生で陸上に参加していたのですが、中学校に入ってからは運動系が得意ではないので家庭部に入り
ました。しかし、運動部ほど強い練習ではなく、体を動かしたいという希望で、中学生になってからもチャグスポの
陸上に参加させていただいてきました。コーチの方々には温かく受け入れていただき本当に感謝しています。需
要はほとんどないとは思いますが、娘みたいな子が参加できる環境があるとあたたかいなと思います。チャグス
ポのスポ少にはない雰囲気がとても安心します。

卓球をやらせたいけど、夜は無理なので、土曜日の日中に活動してもらえたら助かります

仕事で連れて行けない、が一番の問題です（我が家は）。例えば、鵜飼小校庭でやっていただければ、自分で行
くことができるのではないかと思います。

今のままで満足しているが、もう少し人数が増えるといいです。

子供が種目に参加している間（待っている間）に軽く身体を動かせると良いと思います。車で待ちながらスマホい
じりしている間に何かできれば…

ラグビーを大人としてやりたいのですが、同好会程度のクラブがあれば良いです。

卓球を低学年からやってほしい

卓球、コーチの増員をお願いし、小学生の受け入れ対象をお願いします。

体操クラブに入っていますが、急な休みや前もってきた休みのメールの日付が間違っていたりし、体育館に行っ
たのに休みだったということがありました。HPで休みのお知らせはあったようですが、もう少し休みに関しての連
絡をうまくしてもらえると参加している保護者もありがたいと思います。

ラグビーをやっていますが、昨年、人数がたまたま集まらず、2名だけでした。その日のコーチ（指導者も1名）は、
小学生の人数が集まらず少なかったので、何もせず解散となりました。とても残念でした。20分、30分でも良いの
で、せっかく参加しているのだから、例え2名だけでもランニングだけでも良い…何かはやってほしかったです。

1年間ありがとうございました。

ラグビーフットボールの活動時間は小学生が9：00～11：00となっていますが、いつも10：00に終わっています。で
きれば2時間きっちりやってほしいです。場所の変更や雨天時の対応が上手くいっていないため、別の場所に
行ったり、せっかく行ったのに中止になったことがあり、指導者の方には連携して連絡体制をしっかり整えて欲し
いです。子供は大変楽しんで行っているのでそれに関してはありがたいです。

日頃のチャグスポ運営につきましてありがとうございます。種目はバドミントンですがその他にスキーのイベント
へも参加させて頂き、親が指導できない面を賄って頂ける点がとても助かっております。今後ともよろしくお願い
します。

1つの種目で1つのコース（活動日）に限定せず、例えばエアロビなら、その週であれば火・木・金どれに行っても
良いように行ける選択肢を増やしてほしい。毎週その曜日だけ仕事を休むのは難しい。仕事をしながらでもス
ポーツをやりたいという方は多いと思います。

ソフトテニスとバレーボールがある日は、間におにぎりを食べているので、10分～15分の昼休憩があるとありが
たいです（ソフトテニス11：00～13：00、バレーボール13：00～15：00）。

楽しい活動も大事ですが、アスリートとして活動できる練習内容と活動回数を増やして頂けたら幸いです。

活動内容はとても良く楽しみにしているのですが、体操が月に2回ほどですが、年間予定も少なく、1月31日は都
合により休み（連絡では1月3日の日付でしたが）、1月27日は先生が忘れていて、雪の中集まりましたが解散で
休みとなりました。初夏にも都合により休みになり後日振替するということでしたが、振替なかったように思いま
す。回数が少ないため、日程をもう少しきちんとして欲しいと思います。


