
問１　あなたの年齢は？

問２　あなたの性別は？

問３　あなたの住んでいる地区は？

「社会教育推進計画」の策定に関するアンケート調査

令和2年6～7月実施

20代, 25人

30代, 26人

40代, 38人

50代, 38人

60代, 44人

70代以上 39人

男性, 87人

女性, 122人

無回答, 1人

浅茅野台地, 13人

浅茅野, 8人

浜猿払, 11人

猿払, 5人

狩別, 6人

芦野, 8人

浜鬼志別, 38人

知来別, 

21人

鬼志別, 96人

豊里, 1人

小石, 1人 無回答, 2人

400人に調査を実施し、

210人（52.5％）から回答

があった。回答があった

年齢層に大きな差はない

が年齢が上がるほど数値

は大きくなっている。

回答があった210人の性別

についても男女間の数値

に大きな差はないが、若

干女性の割合が高くなっ

た。

各地域の人口に応じて調

査対象者数を設定したた

め、人口が多い鬼志別・

浜鬼志別・知来別が多く

なっている。



問４　あなたの職業は？

問５　あなたが生活の中で、満足感を得られるときはいつですか？

問６　あなたが生活の中で、仕事や家事以外で時間を割いていることは何ですか？

酪農業, 21人

漁業, 22人
自営業, 7人

会社員, 24人

団体職員, 12人公務員, 31人

アルバイト・パート, 32人

学生, 0人

無職, 49人

その他, 7人
無回答, 5人

無職については、問1で

60代・70代以上の割合

が高かったこと、自営

業の割合が低いのは、

村内の商店等が少ない

ことが要因のひとつと

考えられる。

家族団らん, 132人

友人や同僚との

交流, 93人

ゆっくり休養, 95人

旅行やドライブ, 

96人

趣味を実践, 

100人

ボランティア活動, 9人

自治会等の地域活動, 8人

趣味・教養・資格に関する学習, 18人

その他, 2人

目的や結果が伴う活動

よりも、個々で楽しむ

ことや安らぎを求める

傾向にあることがうか

がえる。

読書（マンガを除く）, 42人

スポーツ・運動, 56人

手芸などの創作, 29人

音楽を楽しむ（演奏

含む）, 53人
テレビを見る（録画番組、

DVD含む）, 153人

インターネットで動画を

見る, 61人

オンラインゲーム, 25人

SNS, 24人

その他, 24人 無回答, 3人

インターネットの普

及に伴って、情報通

信機器を使っている

時間がテレビの次に

多いくなっている

が、その一方で、読

書や手芸等をする時

間が少ない傾向にあ

る。



問７　あなたは“生涯学習”という言葉を知っていましたか？

問８　あなたは今、団体・サークル等に所属していますか？

 ※している・していた → 問９へ ／ したことがない → 問10へ

知っていた, 159人

知らなかった, 48人

無回答, 3人

している, 74人

していた, 30人

したことがない, 106人

「生涯学習講演会」や

「生涯学習講座」など

でその言葉を見聞きし

たのではないかと推測

される。

所属していない人が８

割以上となったのは、

近年の団体より「個

人」での活動が好まれ

る傾向やインターネッ

トの普及により手軽に

情報が得られる環境と

なったことが要因と考

えられる。



■問８で「している」または「していた」と答えた方のみにお聞きします。
問９　あなたが所属している（いた）団体・サークルはどの分野ですか？

問10　あなたは、今までに教育委員会が実施する講演会や講座・教室などの事業に参加した
　　　ことはありますか？

問11　あなたは、今後も学校以外での学習活動や団体・サークル活動を継続したいと思いますか？

文化関係, 25人

スポーツ関係, 54人

文化・スポーツ両方, 11人

その他（宗教を除く）, 12人
無回答, 1人

ある, 87人

ない, 118人

無回答, 5人

思う, 127人

思わない, 80人

無回答, 3人

スポーツ団体への所属

が圧倒的に多いことが

わかったが、文化関係

がその半数であること

から文化団体の活動衰

退につながる一つの要

因と考えられる。

「ない」が半数以上と

なったが、今回のアン

ケート調査を基に事業

内容等を検討すること

で「ある」を増やすこ

とができると考える。

「思う」との回答が127

人とあるが、問８の団

体等への所属は74人で

あることから、学習に

関する活動で増加した

のではないかと考え

る。



■問11で「思う」と答えた方のみにお聞きします。
問12　そう思う理由はなぜですか？

■問11で「思う」と答えた方のみにお聞きします。
問13　今後、学びたいと思うジャンルはどれですか？

人生を豊かにする

ため, 82人

日常生活に活かす

ため, 40人

自由時間を有効活用

するため, 42人

健康維持・増進の

ため, 59人

友人と親睦を深める、新たな

友人を見つけるため, 54人

仕事や就職などに役立てる

ため, 8人

特に理由はない, 6人
その他, 1人

日本語や文学、歴史、社会情勢に

関すること, 24人

外国語や外国の文化に

関すること, 29人

芸術文化（音楽、美術等）に

関すること, 38人

スポーツや健康に

関すること, 69人

衣食住など生活に関

すること, 46人

自然環境に関すること, 24人

情報通信分野に関する

こと, 16人

農業、漁業、水産、林業、

営業に関すること, 16人

医療や福祉に関する

こと, 27人

無回答, 4人

仕事や就職のためでは

なく、自分自身の生活

の質を向上につながる

活動を望んでいるもの

と考えられる。

スポーツや健康に関す

ることが最も多く、次

いで衣食住など生活に

関することとなった

が、外国語や外国の文

化、医療や福祉に関す

ることなど様々なニー

ズがあることがわか

る。



■問11で「思う」と答えた方のみにお聞きします。
問14　学習や活動を継続するために、何が必要だと思いますか？

■問11で「思わない」と答えた方のみにお聞きします。
問15　そう思わない理由は何ですか？

様々な学習や活動ができる

多機能施設, 57人

講演会や講座などの

学習する機会, 65人

学習や活動をするため

の情報, 47人

様々な分野の指導者

や先生, 57人

パソコンやタブレットなど

の通信機器, 25人

特に必要ない, 6人

情報通信分野に関すること, 5人
無回答, 3人

単に面倒、時間がもったい

ないから, 17人

費用が掛かるから, 4人

生活など十分充実して

いるから, 20人

学習活動より他にすること

があるから, 24人

特に理由はない, 28人

その他, 10人

無回答, 4人

ソフト面では、学習す

る機会の提供、様々分

野の指導者・先生が必

要とされていること、

ハード面では、多機能

施設など学習や活動等

ができる施設が必要と

されていることがわか

る。

特に理由はないが最も

多いが、それ以外の回

答と大きな差はみられ

ない。

人数は少ないが、費用

が掛かるからと金銭面

のことで活動を継続し

ないとの回答もあっ

た。



・ 講演会等の情報が少ないような気がします。
・ 自分が子どもの時（小学生時代だったかな…）、お楽しみ通りやどろんこ広場、エコクラブ、

イチニの会など人や地域と交流する機会がたくさんありました。自分が知らないだけかも知れ
ませんし、ネット社会になってしまったからか、イベントや交流の機会が少なくなったと思い
少し寂しく思います。
昔のように習字や社会人になった時を考えて、パソコン教室なんかあってもよいと思いますが
…。時代にあった子ども達のための企画をお願いします。

・ どの様にしたら参加者が増えるか等の工夫が必要かと思います。

・ スポーツ選手（元スポーツ選手）の講演会などがあったら参加してみたいです。
ファイターズ選手でしたら絶対に参加します！

・ 健康状態に合った学習分野の選択
・ スポーツする場所、スポーツセンターの改修、プールの改修。
・ 村で活動している団体がどのようなのがあるのか、知らないこともあるので一覧にして掲示し

てもらいたいです。
・ 田舎なので、都会との子供の教育で格差ができるので学習教室的なものがあれば良いと思いま

す。大人もパソコン教室とか健康教室的なものがあればなお良いです。
・ 学習機会（講演会や講座）があるのであれば、一方的ではなく村民が興味があって選べるよう

な内容のものが実現できればいい。
・ 建物は既存のもので良いと思います。保健センターの運動機械も故障中、また自由に使えな

い。施設が休みも多いし。運動は体の為ばかりではなく、頭とも連動していて年寄りには是非
進めます。週２～３位時間を決めて指導者付きでやっていただきたいものです。元気な年寄り
も運動は大事ですよ。また子供達も暖かい場所で遊べる場所が出来ると親も楽だと思います。
公務員の休日で施設も使えない。ウォーキングも天気が悪いとままならず…。暖かくウォーキ
ングが出来てオールシーズン使える施設があるといいのに…。
ウォーキング、球技、機械と別けて使える立体運動場で、お茶も出来そうな感じの…。

・ 教育委員会が率先して生涯学習の手助けをすることは大変いいと思う。
・ 講演会等とても楽しみにしていましたが、最近の講演会はちょっとがっかりしています。聞き

に行きたいと思えません。
・ 今はまだ子育て等で時間がないが、車移動が多いので運動不足になりやすいため、時間が出来

た時には健康維持のため、スポーツ等の活動をたまに出来たらと思います。
・ 何をするにしても鬼志別まで行くのに時間がかかり、来てもらうのも申し訳なく思います。タ

ブレットなどネットもいずれはそういう方向になるのではを思います。
・ 猿払村はさるっぷシールなど参加した時の特典もあり、工夫されていると思います。ありがと

うございます。
・ 色々と参加・活動したいが、忙しかったりきっかけが無かったりで今に至ってます。今後、興

味があるものがあれば、ぜひ参加したいです。
・ 希望は沢山ありますが、年令によりなかなか思うようにはいかないことが沢山あります。

・ 講演会が夜に多いように思いますので、日中にもあるといいと思います。よろしく！
・ 行事に行きたいが時間が合わない。
・ スポーツ施設（特に屋内スポーツ）が充実できれば、活動の幅も広がる上に合宿誘致等、様々

なことに活用できると思う。
・ 色々な講座があり、機会があったら参加してみたいと思います。
・ 誠に申し訳ありませんが、高齢者並びに病院通い体調不良ともなれは、残念ながら同調できま

せんのでどうぞご理解ください。
・ 行ってみたい講座や趣味のサークルがあっても、大体、日中の時間帯が多く、働いていると参

加できなくてあきらめることが多いです。
夜間とか土曜の午後からとか、働いている人も参加できそうな時間だといいなと思いました。

・ 問13のような学びばかりではなく「経験談」みたいな話も聞いてみたいです。例えば、フリー
アナウンサーとか…

・ 人生100歳と言われる様になり、従来どおりの事業計画ではなくワクワクしながら参加できる
事業計画に期待しています。

◆生涯学習に関して、普段感じていることや今後の学習活動をより良いものしていくための意見な
ど、自由に記入してください。



・ 図書館等を利用したことがないので、もし実際にやられていたらすみません…。例えば、村民
が自由に調べもの学習ができるようにパソコンを設置し、それを利用してパソコン操作が苦手
な方向けにパソコン教室を開いてもいいかもしれません。
あと学習スペースの設置（みんなで学び合えるスペース、個人で使用できるスペース）して、
ここを利用して英会話教室などを開催。※今、都会ではお茶やお菓子を食べながら英語（外国
語）談話するスペースが流行っているみたいです。

・ 村民が自由に使用できるパソコン室やパソコン教室ができる場があるとよいと思います。今の
時代、その世代にも必要だったり活用したい方々、学びたい方々もいるのでは!?と思いまし
た。

・ 親子で参加できる催しや活動がもう少しあれば良いかもしれませんね。
・ 今後も継続して実施されることが重要と思います。
・ 少年団指導に関する子ども達への指導方法を学ぶ機会が欲しい。

・ 子供個々の個性能力を生かす（引き出す）為に、教員、教育委員会、大人が縦割りの対応では
なく横の繋がりが必要では。

・ 大まかな基準は必要だが、広い分野に興味を持てる機会があれば、普段の生活か興味に役立て
ると思う。

・ 問15で個人活動が好きと書いたものの、興味のある催し物には参加したい。

・ 学習する目的を個人が持って参加することで、内容もより良いものになると思います。

・ テストステロン先生や山本先生等、筋トレ界の有名な人を呼んでほしい。

・ 読書好きの年配の方から聞いたことですが、図書室に行きたくても遠路・坂道のため難しいそ
うです。移動図書館車もあるようですが、街中に図書室があると利用者も増えると思います。
色々と難しいかとは思いますが…

・ 認知予防、年令と共に転倒に関する運動とかがありますが、小さなサークルでは活動がしにく
いので、行政の協力が必要と感じています。

・ 土曜日も夕方まで仕事なので、参加したくても参加できません。

・ 天北の長寿焼きサークルに所属しているが、メンバーが高齢の方が多いので、若い方にも入会
してもらえたらと思う。
積極的に陶芸の面白さを伝える機会を作っていきたいと考える。



・ 大変努力しているかと思いますが、これからも頑張ってほしいです。
・ 子育て中は大変お世話になりました。少年団ではバスを出していただけたこと、今でも大変感
謝しております。ありがとうございました。

・ 本が大好きで図書室を利用しています。気になることがあります。本のジャンルが偏っている
感じがしてなりません。

・ 今年みたいな新型のウイルスで、色んなところに影響が出てしまい、皆、大変ですがこれから
少しでも行動ができるようになればと思います。
子ども達やお年寄りの方が、学習や運動ができるようになればいいと思います。ボケてしまう
のがちょっと困りますので…

・ 様々な面で素早い対応、ありがとうございます。
・ 今はコロナで何もやれないから楽しみが少ないですね！
・ スポーツ（バレーボール）をしていたので、指導など手伝えることはあると思っているが、仕
組みがわからない。他にもそういう人が可能性もあるので、必要があればではあるが大きく周
知してもよいと思う。

・ 村民音楽会は、いつも楽しみにしています。これからもいろいろな音楽を生で聞きたいと思い
ます。よろしくお願いします。

・ 学校を卒業してからの人生が長い現代、生涯学習はとても大切だと思います。ぜひ魅力的な政
策をよろしくお願いします。図書館を利用したことがないので、ぜひ利用させていただきま
す。

・ 私が小学生の頃、教育委員会が主催の生涯学習チーム（名前は忘れてしまったのですが）に
入っていました。（小３～小６までの参加）年間の予定があり、そのチームで町を盛り上げた
り村を盛り上げたり、体験したり学んだり、とっても良い思い出があります。
村を盛り上げて、みんなで作り上げていく団体もいいな。と思います。都度、募集ではなく年
間の募集も良いな～～～と思いました。

・ 家でゲームという子供が増えて、体力の低下が目立っているような気がします。（少年団や中
学生の部活の子も含め）
学力が向上してるとも思えません。

・ 各種の音楽会を多数開催してほしい。
・ 職員の顔が見えるような取組
・ 年々意欲が低下していきますので、今後も何も出来ずです。身体的に伴わず気力が失せてきま
した。（夫の介助で以前のように私も活動出来ません）月に１～２回のゲートボール位かな！
何の答えにもならず私ごとで申し訳ありませんでした。

・ 無作為もひとつの方法ですが、年代でアンケート調査を実施してもいいのかなと思いました。

・ 現在、村内には、中国の方、ベトナムの方、ＡＬＴの先生が住んでいます。是非、その方を講
師に迎えて教室を開いて欲しいです。

・ 何度か水谷修先生の講演、その他の先生方の講演に参加して本当に時代の流れを感じ（昔と
今）、老人であっても、講演、今の時代の勉強に参加させてほしいです。孫達の成長を見守る
ためにも。お願いいたします。

・ 保育所・小学校の子供達が土日・夏休み等遊べる道具のある公園が街中にあると良いと思いま
す。体を使って遊ぶことが一番大切な時期だと思います。（部署・担当が別のところかも…と
は思いましたが）

・ 村民音楽会に「ズーラシアンブラス」を呼んでほしいです！
いつも楽しい企画を考えてくださり、ありがとうございます。来年も楽しみにしています。

・ コロナウイルスによる小中学生のオンライン授業などを子供達に進めてほしいと思います。
それにかかる経費は税金で！

◆その他、教育委員会へのご意見など、自由に記入してください。


