
付　属　資　料（2）

1．プロ・スポーツ（サッカー，野球）球団のアンケート結果　　　　
2．ゴルフ場調査アンケートクロス集計結果　　　　　　　　　　　　
3．サッカージュニアチームの保護者に関する　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 消費動向調査アンケート結果
4．子どもの習い事・おけいこ事に関する消費動向調査クロス集計結果



1．プロ・スポーツ（サッカー，野球）球団のアンケート結果
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Ⅰ− 1．サッカーJ1・J2 アンケート集計

1-1
スタッフ・
従業員数

① 100人
以上

② 100～51人 ③ 50～30人 ④ 30～21人 ⑤ 20～11人 ⑥ 10～6人 ⑦ 5人以下 ⑧その他

0 0 1 3 4 3 0 8

1-2
非正規・
臨時職員

① 100人
以上

② 100～50人 ③ 50～31人 ④ 30～21人 ⑤ 20～11人 ⑥ 10～6人 ⑦ 5人以下 ⑧その他

0 2 1 0 1 4 2

1-3-1 年間総収入額
① 100億円
以上

② 100～50
億円

③ 50～30
億円

④ 30～21
億円

⑤ 20～11
億円

⑥ 10億円
以下

0 0 3 1 2 5

1-3-2 入場料等
① 70～50％
程度

② 30％程度 ③ 20％程度 ④ 10％程度 ⑤ 5％以下

0 1 6 4 0

1-3-3
広告・放送等
（総収入に占め

る割合）

① 30％以上 ② 20％程度 ③ 10％程度 ④ 5％以下

0 0 6 5

1-3-4
関連商品・
グッズ販売

① 20％以上 ② 10％程度 ③ 5％以下

0 7 4 0

主要経費

1-4-1 人件費
① 80％以上 ② 80～50％程度 ③ 50％～30％ ④ 30％以下

0 3 7 0

1-4-2 施設維持費
① 70～50％程度 ② 40％程度 ③ 30％程度 ④ 20％程度 ⑤ 10％程度 ⑥ 5％以下

0 0 0 2 8 0

1-5-1 施設関係
①専用施設 ②公共施設 ③民間借用施設 ④その他

2 9 0 0

1-5-2 練習用施設
①所有 ②借用 ③無し

1 10 0

1-5-3 合宿所
①所有 ②借用 ③無し

1 6 4

「財政」資金関係

1-6-1
資本系列や支援企業・

団体の数
① 10カ所以上 ② 10～5カ所程度 ③ 2～3カ所 ④ 1企業団体 ⑤なし

1 0 2 3 4

1-6-2 公的補助金
①かなりの程度あり ②僅かあり ③ほとんど無し ④全く無し

1 1 3 5

1-6-3 収支採算
①黒字 ②収支とんとん ③僅か赤字 ④大幅赤字

1 7 1 1
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他の競技団体との協力関係

2-1
（1）野球他球団との
協力や協議を行ってい
るか

①しばしば ②定期的に ③問題に応じて ④ほとんど行わない ⑤全く行わない

2 4 4 1 0

2-2
（2）サッカーなど他
競技機関との協力や協
議関係

①しばしば ②定期的に ③問題に応じて ④ほとんど行わない ⑤全く行わない

1 3 2 5 0

2-3

（3）上部機関（プロ
野球機構）からの協力
体制など（複数回答
可）

①資金面支援 ②人的支援 ③施設
④開催時の PR等の
支援

⑤その他 ⑥なし

2 0 0 3 0 0

2-4 ？ 0 1 5 4 0 0

養成機関・サブクラブの存在

3-1 （1）研修制度
①あり ②なし

11 0

3-2 （2）ジュニアの育成機関
①あり ②なし

10 1

選手の引退後の生活設計への取り組み

4-1
年金制度などの
経済的保障

①充分に行っ
ている

②不十分だが
行っている

③資金的に余裕
がなく行ってい
ない

④組織でなく個
人が行っている

⑤現在ないが
これから検討
する

0 0 3 5 2

4-2
リタイヤー後の
就職斡旋など

①系列会社へ
の斡旋

②関連分野への
紹介

③各個人に任せ ④その他

0 2 2 5

4-3
選手の年俸決定
の方法

①賃金体系表
による

②協議して決め
る

③一定の算定方
式でクラブが決
める

④選手の申し出
による

⑤選手の成績
評価・査定方
式による

⑥前年度の金額
から自動的に

0 0 0 0 7 0

4-4
報道，マスコミ
機関との関係

①広報部主体 ②選手主体
③監督・マネー
ジャーに任せ

④その他

11 0 0 0
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5．地域への影響

5-1
地域経済の発展
（商店街や地域の
アピール）に影響

①影響は大きい ②かなり影響 ③少しは影響
④あまり影響してい
ない

2 4 5 0

5-2 住民意識への影響
①地元地域のシンボ
ル的存在と思う

②地域のアピールに
役立っている

③地元とのつながり
よりも全国的なファ
ンが中心である

④地元とのつながり
はそれほど大きくな
い

⑤その他

6 3 0 2 0

5-3
地元の公共機関な
どからの協力体制
（除く補助金）

①人的支援 ②施設
③開催時の広報誌へ
の PR掲載等

④その他

0 1 5 0

6．マーケティングなど

6-1

ファンクラブ・
支援団体の存在

① 10グループ以上 ② 5～9グループ
③一つにまと
まっている

④たくさんあって
把握していない

⑤その他

1 2 8 0 0

6-2
ファンクラブの
属性について

男女比率 子供 中高生 若者（20～34歳） 35～60歳 60歳以上

5 0 0 1 0 0
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Ⅰ− 2　プロ野球パシフィック・リーグアンケート結果

1-1
スタッフ・
従業員数

① 100人以上 ② 100～51人 ③ 50～30人 ④ 30～21人 ⑤ 20～11人 ⑥ 10～6人 ⑦ 5人以下 ⑧その他

2 4

1-2 非正規・臨時
① 100人以上 ② 100～50人 ③ 50～31人 ④ 30～21人 ⑤ 20～11人 ⑥ 10～6人 ⑦ 5人以下 ⑧その他

2 0 2 0 1 1

1-3 観客動員数
1試合
平均人数

21,500

1-1 観客の属性
男女比率 子供 中高生

若者
（20～34歳）

35～60歳 60歳以上

59.8％ 12.8％ 16.2％ 26.3％ 39.8％ 14.8％

1-3-1 年間総収入額
① 100億円
以上

② 100～50
億円

③ 50～30
億円

④ 30～21
億円

⑤ 20～11
億円

⑥ 10億円
以下

2 4 0 0

1-3-2 入場料等
① 70～50％
程度

② 30％程度 ③ 20％程度 ④ 10％程度 ⑤ 5％以下

1 5

1-3-3
広告・放送等
（総収入に占め

る割合）

① 30％以上 ② 20％程度 ③ 10％程度 ④ 5％以下

2 3 1

1-3-4
関連商品・
グッズ販売

① 20％以上 ② 10％程度 ③ 5％以下

1 3 1

主要経費

1-4-1 人件費
① 80％以上 ② 80～50％程度 ③ 50％～30％ ④ 30％以下

1 3 2

1-4-2 施設維持費
① 70～50％程度 ② 40％程度 ③ 30％程度 ④ 20％程度 ⑤ 10％程度 ⑥ 5％以下

1 2 1 1

1-5-1 施設関係
① 専用施設 ② 公共施設 ③ 民間借用施設 ④ その他

2 2 2

1-5-2 練習用施設
① 所有 ② 借用 ③ 無し

3 3

1-5-3 合宿所
① 所有 ② 借用 ③ 無し

4 2
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「財政」資金関係

1-6-1
資本系列や支援企業・

団体の数
① 10カ所以上 ② 10～5カ所程度 ③ 2～3カ所 ④ 1企業団体 ⑤なし

1 0 0 3

1-6-2 公的補助金
①かなりの程度あり ②僅かあり ③ほとんど無し ④全く無し

0 0 0 0

1-6-3 収支採算
①黒字 ②収支とんとん ③僅か赤字 ④大幅赤字

2 3

他の競技団体との協力関係

2-1
（1）野球他球団との
協力や協議

①しばしば ②定期的に ③問題に応じて ④ほとんど行わない ⑤全く行わない

3 3

2-2
（2）サッカーなど他
競技機関との協力や協
議関係

①しばしば ②定期的に ③問題に応じて ④ほとんど行わない ⑤全く行わない

3 3

2-3
（3）上部機関（機構）
からの協力体制など

①資金面支援 ②人的支援 ③施設
④開催時の PR等の
支援

⑤その他 ⑥なし

0 2 2 1

養成機関・サブクラブの存在

3-1 （1）研修制度
①あり ②なし

3 3

3-2 （2）ジュニアの育成機関
①あり ②なし

2 3

報道，マスコミ機関との関係
①広報部主体 ②選手主体 ③監督・マネージャーに任せ ④その他

4
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選手の引退後の生活設計への取り組み

4-1
年金制度などの
経済的保障

①充分に行っ
ている

②不十分だが
行っている

③資金的に余裕
がなく行ってい
ない

④組織でなく個
人が行っている

⑤現在ないが
これから検討
する

1 1 1 1

4-2
リタイヤー後の
就職斡旋など

①系列会社へ
の斡旋

②関連分野への
紹介

③各個人に任せ ④その他

1

4-3
選手の年俸決定
の方法

①賃金体系表
による

②協議して決め
る

③一定の算定方
式でクラブが決
める

④選手の申し出
による

⑤選手の成績
評価・査定方
式による

⑥前年度の金額
から自動的に

4

5．地域への影響

5-1
地域経済の発展
（商店街や地域の
アピール）に影響

①影響は大きい ②かなり影響 ③少しは影響
④あまり影響してい
ない

3 1

5-2 住民意識への影響
①地元地域のシンボ
ル的存在と思う

②地域のアピールに
役立っている

③地元とのつながり
よりも全国的なファ
ンが中心である

④地元とのつながり
はそれほど大きくな
い

⑤その他

3 1

5-3
地元の公共機関な
どからの協力体制
（除く補助金）

①人的支援 ②施設
③開催時の広報誌へ
の PR掲載等

④その他

2

6．マーケティングなど

6-1
ファンクラブ・
支援団体の存在

① 10グループ以上 ② 5～9グループ
③一つにまと
まっている

④たくさんあって
把握していない

⑤その他

1 3 0 0

6-2
ファンクラブの
属性について

男女比率 子供 中高生 若者（20～34歳） 35～60歳 60歳以上

43；57％ 15％ 5％ 15％ 49％ 16％



2．ゴルフ場調査アンケートクロス集計結果
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日本のゴルフ場における経営動向調査

　年間総収入（6億円未満，6億円以上）を説明変数としたクロス集計表

スタッフ従業員（正規）

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

101人以上～ 　.0％ （0） 12.5％ （1）
51～100人　 30.0％ （3） 50.0％ （4）
31～50人 　 30.0％ （3） 12.5％ （1）
21～30人 　 20.0％ （2） 12.5％ （1）
11～20人 　 　.0％ （0） 12.5％ （1）
6～10人　　 20.0％ （2） 　.0％ （0）
合　計  100％ （10）  100％ （8）

スタッフ従業員（非正規）

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

101人以下～ 　.0％ （0） 12.5％ （1）
51～100人　 22.2％ （2） 12.5％ （1）
31～50人 　 11.1％ （1） 37.5％ （3）
21～30人 　 22.2％ （2） 25.0％ （2）
11～20人 　 22.2％ （2） 　.0％ （0）
6～10人　　 11.1％ （1） 12.5％ （1）
～5人　　　 11.1％ （1） 　.0％ （0）
合　計  100％ （9）  100％ （8）
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年間総入場者数（平均）

6億円未満（n＝10） 6億円以上（n＝8）
Mean SD Mean SD

年間総入場者数 36,416 9,009 53,125 16,839

入場者のタイプ

6億円未満（n＝10） 6億円以上（n＝8）
Mean SD Mean SD

メンバー 34.1％ 0.19 31.3％ 0.08

ビジター 66.0％ 0.19 68.8％ 0.08

入場者の目的

6億円未満（n＝8） 6億円以上（n＝7）
Mean SD Mean SD

社　交 31.3％ 0.20 39.9％ 0.18

私　的 63.1％ 0.23 55.9％ 0.17

その他 11.3％ 0.14  4.3％ 0.05

入場者の性別

6億円未満（n＝9） 6億円以上（n＝6）
Mean SD Mean SD

男　性 86.0％ 0.04 85.0％ 0.08

女　性 14.0％ 0.04 15.0％ 0.08
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入場者の年齢層

6億円未満（n＝5） 6億円以上（n＝7）
Mean SD Mean SD

小中高校生  0.4％ 0.01  2.0％ 0.02

18歳～34歳  8.0％ 0.03  7.9％ 0.03

35歳～49歳 14.6％ 0.07 18.5％ 0.04

50歳～64歳 45.0％ 0.15 46.8％ 0.15

65歳以上 32.0％ 0.16 25.1％ 0.12

年間の最多入場月

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

 5月 40.0％ （4） 12.5％ （1）
 6月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
 7月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
 8月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
 9月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
10月 　.0％ （0） 37.5％ （3）
11月 10.0％ （1） 50.0％ （4）
12月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
合　計  100％ （10）  100％ （8）
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年間第 2位の入場月

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

 5月 　.0％ （0） 12.5％ （1）
 6月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
 8月 10.0％ （1） 12.5％ （1）
 9月 10.0％ （1） 　.0％ （0）
10月 40.0％ （4） 37.5％ （3）
11月 30.0％ （3） 37.5％ （3）
合　計  100％ （10）  100％ （8）

年間最少入場月

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

 2月 50.0％ （5） 100.0％ （8）
 5月 10.0％ （1） 　 .0％ （0）
 8月 10.0％ （1） 　 .0％ （0）
11月 30.0％ （3） 　 .0％ （0）
合　計  100％ （10）   100％ （8）

年間入場者数（平均）

6億円未満（n＝10） 6億円以上（n＝8）
Mean SD Mean SD

年間最多月間入場数 4,580  852 5,540 1,748

年間第 2位月間人数 4,382  857 5,309 1,642

年間最少月間入場数 1,972 1,468 2,595 1,563
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早朝の有無

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 80.0％ （8） 87.5％ （7）
有 20.0％ （2） 12.5％ （1）
合　計  100％ （10）  100％ （8）

薄暮制度の有無

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 40.0％ （4） 37.5％ （3）
有 60.0％ （6） 62.5％ （5）
合　計  100％ （10）  100％ （8）

料金体系

6億円未満（n＝8） 6億円以上（n＝7）
Mean SD Mean SD

プレイ料金平日ビジターキャディーなし 10,430  3,502 11,264 1,608

プレイ料金平日ビジターキャディーあり 14,161  4,103 15,228 2,523

プレイ料金休日ビジターキャディーなし 12,145  2,307 13,755 1,086

プレイ料金休日ビジターキャディーあり 17,469 67,478 19,539 5,585

早朝の料金  6,750  2,475  9,300  　－
薄暮制度の料金  7,082  2,297  8,930 3,203
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収入内訳

6億円未満（n＝10） 6億円以上（n＝7）
Mean SD Mean SD

プレイフィー　 68.2％ 0.10 72.8％ 0.04

レストラン　　 13.5％ 0.05 15.0％ 0.05

プロショップ　  3.2％ 0.03  4.3％ 0.03

スポンサー広告  0.0％ 0.00  0.0％ 0.00

その他収入　　 15.2％ 0.07  7.8％ 0.06

主要経費

6億円未満（n＝9） 6億円以上（n＝7）
Mean SD Mean SD

主要経費人件費スタッフ 30.8％ 0.09 25.0％ 0.03

主要経費人件費キャディ 12.4％ 0.09 18.0％ 0.05

主要経費施設維持費　　 21.3％ 0.19 30.1％ 0.19

主要経費業務委託費　　  0.2％ 0.00  1.1％ 0.02

主要経費広告宣伝費　　  1.3％ 0.02  2.0％ 0.04

主要経費社会保険料　　  2.6％ 0.03  2.7％ 0.03

主要経費その他　　　　 31.4％ 0.17 20.7％ 0.18

会員の年齢構成

6億円未満（n＝8） 6億円以上（n＝8）
Mean SD Mean SD

会員の年齢構成 30歳代以下  4.4％ 0.03  4.1％ 0.02

会員の年齢構成 40歳代　　  9.4％ 0.02 10.3％ 0.05

会員の年齢構成 50歳代　　 23.0％ 0.06 27.9％ 0.04

会員の年齢構成 60歳代　　 38.1％ 0.09 39.5％ 0.07

会員の年齢構成 70歳以上　 25.4％ 0.08 18.4％ 0.08
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法人会員の占める割合

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

法人会員の占める割合 17.0％ .104 33.0％ .258

他のゴルフ場との協力関係

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

たまに行う　　　 30.0％ （3） 75.0％ （6）
ほとんど行わない 20.0％ （2） 25.0％ （2）
全く行わない　　 50.0％ （5） 　.0％ （0）

合　計  100％ （10）  100％ （8）

他の民間企業との協力関係

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

たまに行う　　　 20.0％ （2） 50.0％ （4）
ほとんど行わない 50.0％ （5） 50.0％ （4）
全く行わない　　 30.0％ （3） 　.0％ （0）

合　計  100％ （10）  100％ （8）

公共機関からの協力体制補助金

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 90.0％ （9） 87.5％ （7）
有 10.0％ （1） 12.5％ （1）
合　計  100％ （10）  100％ （8）
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公共機関からの協力体制人的支援

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 90.0％ （9） 100.0％ （8）
有 10.0％ （1） 　 .0％ （0）
合　計  100％ （10）   100％ （8）

公共機関からの協力体制施設

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 100％ （10） 100％ （8）
合　計 100％ （10） 100％ （8）

メンバーとのコミュニケーション会報

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 10.0％ （1） 　 .0％ （0）
有 90.0％ （9） 100.0％ （8）
合　計  100％ （10）   100％ （8）

メンバーとのコミュニケーションメール

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 60.0％ （6） 50.0％ （4）
有 40.0％ （4） 50.0％ （4）
合　計  100％ （10）  100％ （8）



－ 131－

メンバー獲得のための専用スタッフ

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

0名 70.0％ （7） 37.5％ （3）
1名 10.0％ （1） 25.0％ （2）
2名 20.0％ （2） 25.0％ （2）

4名以上 　.0％ （0） 12.5％ （1）
合　計  100％ （10）  100％ （8）

所属プロの員数

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

0人 50.0％ （5） 25.0％ （2）
1人 40.0％ （4） 50.0％ （4）
2人 10.0％ （1） 12.5％ （1）
3人 　.0％ （0） 12.5％ （1）
合　計  100％ （10）  100％ （8）

所属プロのレッスン開催回数

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

 0回 70.0％ （7） 42.9％ （3）
 2回 20.0％ （2） 　.0％ （0）
 3回 　.0％ （0） 14.3％ （1）
15回 10.0％ （1） 28.6％ （2）
20回 　.0％ （0） 14.3％ （1）
合　計  100％ （10）  100％ （7）
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キャディへの教育訓練頻度

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

最初のみ　 12.5％ （1） 28.6％ （2）
定期的に　 25.0％ （2） 57.1％ （4）
非定期的に 62.5％ （5） 14.3％ （1）
合　計  100％ （8）  100％ （7）

キャディへの教育訓練（回数）

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

 1回 14.3％ （1） 　.0％ （0）
 2回 57.1％ （4） 60.0％ （3）
 5回 14.3％ （1） 　.0％ （0）
12回 　.0％ （0） 20.0％ （1）
20回 　.0％ （0） 20.0％ （1）
28回 14.3％ （1） 　.0％ （0）
合　計  100％ （7）  100％ （5）

苦情処理におけるメール利用

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

無 66.7％ （6） 66.7％ （4）
有 33.3％ （3） 33.3％ （2）
合　計  100％ （9）  100％ （6）
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調査地域

6億円未満 6億円以上
％ （n） ％ （n）

北海道　　　 20.0％ （2） 　.0％ （0）
関東・甲信越 50.0％ （5） 25.0％ （2）
九　州　　　 30.0％ （3） 75.0％ （6）
合　計  100％ （10）  100％ （8）
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　地域（北海道，関東・甲信越，九州）を説明変数としたクロス集計表

スタッフ従業員（正規）

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

101人～　 　.0％ （0） 　.0％ （0） 11.1％ （1）
51～100人 　.0％ （0） 57.1％ （4） 33.3％ （3）
31～50人 　.0％ （0） 28.6％ （2） 22.2％ （2）
21～30人 　.0％ （0） 14.3％ （1） 22.2％ （2）
11～20人 　.0％ （0） 　.0％ （0） 11.1％ （1）
6～10人　 66.7％ （2） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
～5人　　 33.3％ （1） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

スタッフ従業員（非正規）

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

101人～　 　.0％ （0） 　.0％ （0） 12.5％ （1）
51～100人 66.7％ （2） 　.0％ （0） 12.5％ （1）
31～50人 　.0％ （0） 28.6％ （2） 25.0％ （2）
21～30人 33.3％ （1） 14.3％ （1） 37.5％ （3）
11～20人 　.0％ （0） 28.6％ （2） 　.0％ （0）
6～10人　 　.0％ （0） 14.3％ （1） 12.5％ （1）
～5人　　 　.0％ （0） 14.3％ （1） 　.0％ （0）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （8）

年間総入場者数（平均）

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝7） 九　州（n＝9）
Mean SD Mean SD Mean SD

年間総入場者数 29,167 4,537 37,523 13,825 51,556 14,414
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入場者のタイプ

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝6） 九　州（n＝7）
Mean SD Mean SD Mean SD

メンバー  6.7％ .058 36.9％ .161 35.8％ .067

ビジター 93.3％ .058 63.1％ .161 64.2％ .067

入場者の目的

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝6） 九　州（n＝7）
Mean SD Mean SD Mean SD

社　交 15.0％ .132 36.5％ .174 32.9％ .229

私　的 65.0％ .278 55.2％ .136 61.4％ .227

その他 20.0％ .173  8.3％ .117  5.7％ .079

入場者の性別

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝6） 九　州（n＝7）
Mean SD Mean SD Mean SD

男　性 81.7％ .058 84.8％ .082 86.4％ .048

女　性 18.3％ .058 15.2％ .082 13.6％ .048

入場者の年齢層

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝4） 九　州（n＝6）
Mean SD Mean SD Mean SD

小中高校生  0.7％ .006  0.8％ .010  2.0％ .024

18歳～34歳 12.7％ .055  9.3％ .010  6.6％ .039

35歳～49歳 21.7％ .104 17.5％ .050 16.2％ .058

50歳～64歳 41.7％ .029 45.0％ .191 47.9％ .147

65歳以上 　 23.3％ .153 27.5％ .150 27.6％ .158
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年間の最多入場月

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

 5月 　.0％ （0） 42.9％ （3） 22.2％ （2）
 6月 33.3％ （1） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
 7月 66.7％ （2） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
 8月 　.0％ （0） 14.3％ （1） 　.0％ （0）
 9月 　.0％ （0） 14.3％ （1） 　.0％ （0）
10月 　.0％ （0） 　.0％ （0） 33.3％ （3）
11月 　.0％ （0） 14.3％ （1） 44.4％ （4）
12月 　.0％ （0） 14.3％ （1） 　.0％ （0）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

年間第 2位の入場月

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

 5月 　.0％ （0） 14.3％ （1） 　.0％ （0）
 6月 33.3％ （1） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
 8月 　.0％ （0） 28.6％ （2） 　.0％ （0）
 9月 66.7％ （2） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
10月 　.0％ （0） 42.9％ （3） 44.4％ （4）
11月 　.0％ （0） 14.3％ （1） 55.6％ （5）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）
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年間最少入場月

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

 2月  　.0％ （0） 57.1％ （4） 100.0％ （9）
 5月  　.0％ （0） 14.3％ （1） 　 .0％ （0）
 8月  　.0％ （0） 14.3％ （1） 　 .0％ （0）
11月 100.0％ （3） 14.3％ （1） 　 .0％ （0）
合　計   100％ （3）  100％ （7）   100％ （9）

年間入場者数（平均）

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝7） 九　州（n＝9）
Mean SD Mean SD Mean SD

年間最多月間入場数 4,971 890 4,523 1,306 5,313 1,511

年間第 2位月間人数 4,762 913 4,329 1,323 5,087 1,385

年間最少月間入場数   785 188 1,625 1,612 3,046 1,131

早朝の有無

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 100.0％ （3）  57.1％ （4） 100.0％ （9）
有  　.0％ （0）  42.9％ （3） 　 .0％ （0）
合　計 100.0％ （3） 100.0％ （7）   100％ （9）
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薄暮制度の有無

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 　 .0％ （0） 57.1％ （4） 33.3％ （3）
有 100.0％ （3） 42.9％ （3） 66.7％ （6）
合　計   100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

料金体系

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝7） 九　州（n＝6）
Mean SD Mean SD Mean SD

プレイ料金平日ビジターキャ
ディーなし

 6,067 　379 12,865 2,071 10,007 1,481

プレイ料金平日ビジターキャ
ディーあり

 8,330 　639 15,320 1,919 16,042 2,806

プレイ料金休日ビジターキャ
ディーなし

10,300 　300 　　－ 　 － 13,909 　797

プレイ料金休日ビジターキャ
ディーあり

73,500 8,697 21,580 　 － 20,177 6,063

早朝の料金 　　－ 　 －  7,600 2,287 　　－ 　 －
薄暮制度の料金  6,067 　379  8,233 2,991  8,457 3,107

収入内訳

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝7） 九　州（n＝8）
Mean SD Mean SD Mean SD

プレイフィー　 71.7％ .144 66.9％ .093 73.6％ .041

レストラン　　 16.7％ .012 13.4％ .052 14.0％ .061

プロショップ　  4.0％ .035  3.2％ .036  3.6％ .029

スポンサー広告  0.0％ .000  0.0％ .000  0.0％ .000

その他収入　　  7.7％ .098 16.4％ .057  8.8％ .069



－ 139－

主要経費

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝6） 九　州（n＝8）
Mean SD Mean SD Mean SD

主要経費人件費スタッフ 31.7％ .153 27.5％ .071 29.6％ .070

主要経費人件費キャディ 15.0％ .100 13.2％ .036 14.9％ .102

主要経費施設維持費　　 30.0％ .087 23.3％ .163 26.0％ .239

主要経費業務委託費　　  0.3％ .006  0.0％ .000  1.1％ .019

主要経費広告宣伝費　　  2.0％ .017  1.2％ .015  1.8％ .034

主要経費社会保険料　　  1.7％ .029  5.0％ .020  0.9％ .018

主要経費その他　　　　 19.3％ .092 30.0％ .128 25.5％ .227

会員の年齢構成

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝6） 九　州（n＝9）
Mean SD Mean SD Mean SD

会員の年齢構成 40歳未満 7.5％ .035 3.0％ .025 4.4％ .018

会員の年齢構成 40歳代　 10.0％ .000 11.7％ .044  8.6％ .034

会員の年齢構成 50歳代　 23.5％ .092 21.8％ .068 27.3％ .034

会員の年齢構成 60歳代　 37.0％ .042 40.3％ .106 37.7％ .069

会員の年齢構成 70歳以上 22.0％ .170 23.2％ .083 22.3％ .090

法人会員の占める割合

北海道（n＝3） 関東・甲信越（n＝7） 九　州（n＝9）
Mean SD Mean SD Mean SD

法人会員の占める割合 22.5％ .177 20.6％ .234 26.4％ .196
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他のゴルフ場との協力関係

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

たまに行う　　　  100％ （3） 28.6％ （2） 55.6％ （5）
ほとんど行わない 　.0％ （0） 42.9％ （3） 11.1％ （1）
全く行わない　　 　.0％ （0） 28.6％ （2） 33.3％ （3）

合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

他の民間企業との協力関係

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

たまに行う　　　 66.7％ （2） 14.3％ （1） 44.4％ （4）
ほとんど行わない 33.3％ （1） 57.1％ （4） 44.4％ （4）
全く行わない　　 　.0％ （0） 28.6％ （2） 11.1％ （1）

合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

公共機関からの協力体制補助金

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 100％ （3） 85.7％ （6） 88.9％ （8）
有 　.0％ （0） 14.3％ （1） 11.1％ （1）

合　計 100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）
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公共機関からの協力体制人的支援

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 33.3％ （1） 100％ （7） 100％ （9）
有 66.7％ （2）   .0％ （0）   .0％ （0）
合　計  100％ （3） 100％ （7） 100％ （9）

公共機関からの協力体制施設

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 100％ （3） 100.0％ （19） 100％ （9）
合　計 100％ （3） 100.0％ （19） 100％ （9）

メンバーとのコミュニケーション会報

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 33.3％ （1）   .0％ （0）   .0％ （0）
有 66.7％ （2） 100％ （7） 100％ （9）
合　計  100％ （3） 100％ （7） 100％ （9）

メンバーとのコミュニケーションメール

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 33.3％ （1） 42.9％ （3） 66.7％ （6）
有 66.7％ （2） 57.1％ （4） 33.3％ （3）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）
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メンバー獲得のための専用スタッフ

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

0名 33.3％ （1） 57.1％ （4） 55.6％ （5）
1名 　.0％ （0） 28.6％ （2） 11.1％ （1）
2名 66.7％ （2） 14.3％ （1） 22.2％ （2）

4名以上 　.0％ （0） 　.0％ （0） 11.1％ （1）
合　計 100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

所属プロの員数

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

0人 33.3％ （1） 14.3％ （1） 55.6％ （5）
1人 66.7％ （2） 71.4％ （5） 22.2％ （2）
2人 　.0％ （0） 14.3％ （1） 11.1％ （1）
3人 　.0％ （0） 　.0％ （0） 11.1％ （1）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）

所属プロのレッスン開催回数

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

 0人 33.3％ （1） 57.1％ （4） 62.5％ （5）
 2人 　.0％ （0） 28.6％ （2） 　.0％ （0）
 3人 　.0％ （0） 14.3％ （1） 　.0％ （0）
10人 33.3％ （1） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
15人 33.3％ （1） 　.0％ （0） 25.0％ （2）
20人 　.0％ （0） 　.0％ （0） 12.5％ （1）
合　計  100％ （3）  100％ （7）  100％ （8）
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キャディへの教育訓練頻度

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

最初のみ　 50.0％ （1） 28.6％ （2） 　.0％ （0）
定期的に　 50.0％ （1） 　.0％ （0） 83.3％ （5）
非定期的に 　.0％ （0） 71.4％ （5） 16.7％ （1）
合　計  100％ （2）  100％ （7）  100％ （6）

キャディへの教育訓練（回数）

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

 1回 　.0％ （0） 　.0％ （0） 16.7％ （1）
 2回 　.0％ （0） 80.0％ （4） 50.0％ （3）
 5回 　.0％ （0） 20.0％ （1） 　.0％ （0）
12回 　.0％ （0） 　.0％ （0） 16.7％ （1）
20回 　.0％ （0） 　.0％ （0） 16.7％ （1）
28回  100％ （1） 　.0％ （0） 　.0％ （0）
合　計  100％ （1）  100％ （5）  100％ （6）

苦情処理におけるメール利用

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

無 　.0％ （0） 66.7％ （4） 85.7％ （6）
有 100％ （3） 33.3％ （2） 14.3％ （1）
合　計 100％ （3）  100％ （6）  100％ （7）



－ 144－

年間総収入額

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

6億円未満 　.0％ （0） 28.6％ （2） 66.7％ （6）
6億円以上 100％ （2） 71.4％ （5） 33.3％ （3）
合　計 100％ （2）  100％ （7）  100％ （9）

年間総入場者数

北海道 関東・甲信越 九　州
％ （n） ％ （n） ％ （n）

～35,000人 100％ （3） 71.4％ （5） 11.1％ （1）
35,001人～ 　.0％ （0） 28.6％ （2） 88.9％ （8）
合　計 100％ （3）  100％ （7）  100％ （9）



3．サッカージュニアチームの保護者に関する　　　　　
　　　　　　　　 消費動向調査アンケート結果





－ 147－

J リーグの下部組織（サッカースクール）　　　　　 
　　　　　に通う子供の保護者に関する消費動向調査

＜調査目的＞
　本調査は，日本大学経済学部の研究補助金を基に，日本大学経済学部と専修大
学社会体育研究所の共同で行われた「産業経営動向」調査研究である．

＜調査対象＞
　6歳から 15歳までの Jリーグの下部組織であるサッカークラブに所属してい
る子どもたちの保護者

＜調査場所＞
　Jリーグに所属する 6つのクラブ（J1：2クラブ /J2：4クラブ）

＜調査方法＞
　郵送法による質問紙調査
　各クラブの担当指導者による質問紙の直接配布，その後，保護者が解答後に指
導者が回収後，郵送にて返信）

＜調査期間＞
　2008年 5月上旬に各クラブへ質問紙を発送
　最終回収 8月末日までに到着分を最終回収枚数として分析を実施

＜質問紙配布数及び回収数＞

調査対象 所属リーグ 回収数 有効回答数
A J1 107 106

B J1  57  57

C J2 228 217

D J2 307 304

E J2 310 247

F J2 109  87



－ 148－

＜分析方法＞
　年齢区分を説明変数としたクロス集計を実施

＜項　目＞
・これまで継続している習い事・おけいこ事
・現在，サッカー教室（クラブ・教室）には通う日数（1週間）
・現在の教室（クラブ・チーム）に入会された理由
・途中でこの教室・クラブを辞めた理由
・子供にプロ選手を目指してほしいと考えているか

・家計支出における学費以外の塾など習い事での支出金額割合（月額）
・学費以外の教育支出の負担感
・サッカー練習のために子供にかかる支出のための倹約・貯蓄の有無
・サッカー教室／クラブ参加にかかる月額支出　※交通費・遠征費を含む
・サッカーの用具やユニフォームなどにかかる年間支出
・サッカー教室と運動具などに対する月謝等は主な負担者
・子どもの海外研修や海外合宿の参加について

・勉強より遊びやスポーツ等の体験が大切だ
・ピアノや水泳などの能力を伸ばすには早い時期がいい
・小学校または中学校受験をかんがえているか
・他の子に劣らないぐらいの勉強はさせておきたい
・自分の支出を抑えても子どもの教育支出を優先させたい
・小学校の行事に毎回参加したい

・子どもの主な属性
　年　齢
　性　別
　出生順位
　中学校受験の有無
　中学校での運動部活動



－ 149－

・今後子どもにさせたい習い事，おけいこ事

・保護者の主な属性
　保護者のご年齢
　職　業
　最終学歴
　父母のスポーツ経験

＜調査結果＞
習い事・おけいこ事は週何日 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

週 1日  37.7％ 134  13.8％ 72 　5.1％ 7

週 2日  12.7％ 45  10.6％ 55 　0.7％ 1

週 3日  22.3％ 79  23.8％ 124 　4.4％ 6

週 4日  16.6％ 59  31.5％ 164  13.9％ 19

週 5日   6.5％ 23  15.4％ 80  65.7％ 90

週 6日   2.5％ 9 　2.1％ 11 　8.8％ 12

毎日 　1.7％ 6 　2.9％ 15 　1.5％ 2

100.0％ 355 100.0％ 521 100.0％ 137



－ 150－

お子様にプロを目指してほしいか と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

ぜひ目指してほしい 　6.3％ 12  12.9％ 29  20.4％ 20

可能ならば目指してほしい  13.0％ 25  17.3％ 39  16.3％ 16

本人に任せる  59.4％ 114  54.7％ 123  58.2％ 57

目指してほしくない 　0.0％ 0 　0.4％ 1 　0.0％ 0

どちらともいえない 　2.1％ 4 　2.7％ 6 　2.0％ 2

特に考えていない  19.3％ 37  12.0％ 27 　3.1％ 3

100.0％ 192 100.0％ 225 100.0％ 98



－ 151－

学費以外の学習塾などの家計支出 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

～3％未満  27.6％ 95  27.6％ 139  25.7％ 35

3～5％未満  41.0％ 141  41.7％ 210  24.3％ 33

5～10％未満  19.2％ 66  22.0％ 111  32.4％ 44

10～15％未満  10.2％ 35 　6.5％ 33  15.4％ 21

15％以上 　2.0％ 7 　2.2％ 11 　2.2％ 3

100.0％ 344 100.0％ 504 100.0％ 136



－ 152－

学費以外の教育支出は家計支出のどのくらいから負担に感じられるか と 
年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

～3％未満  19.1％ 66  12.9％ 66  10.1％ 14

3～5％未満  24.0％ 83  23.6％ 121  18.1％ 25

5～10％未満  30.3％ 105  34.8％ 178  43.5％ 60

10～15％未満  18.2％ 63  19.5％ 100  18.1％ 25

15％以上 　8.4％ 29 　9.2％ 47  10.1％ 14

100.0％ 346 100.0％ 512 100.0％ 138



－ 153－

学費以外の教育支出はどの程度ご負担に感じられるか と 
年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常に負担 　2.0％ 7 　2.1％ 11 　5.9％ 8

負担  10.5％ 37  10.5％ 54  10.3％ 14

やや負担  37.6％ 133  36.9％ 190  41.2％ 56

あまり負担ではない  33.3％ 118  36.5％ 188  27.9％ 38

負担ではない  11.0％ 39  10.5％ 54 　9.6％ 13

まったく負担ではない 　5.6％ 20 　3.5％ 18 　5.1％ 7

100.0％ 354 100.0％ 515 100.0％ 136



－ 154－

サッカー参加にかかる月額支出 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

1,000円未満  10.8％ 38  22.2％ 116 　3.6％ 5

5,000円～8,000円未満  39.5％ 139  21.1％ 110 　7.9％ 11

8,000円～10,000円未満  21.3％ 75  20.3％ 106 　7.1％ 10

10,000円～15,000未満  14.8％ 52  14.9％ 78  17.9％ 25

15,000円～20,000円未満 　7.1％ 25 　8.2％ 43  10.0％ 14

20,000円以上 　6.5％ 23  13.2％ 69  53.6％ 75

100.0％ 352 100.0％ 522 100.0％ 140



－ 155－

サッカー用具やユニフォームなどにかかる費用 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

20,000円未満  67.5％ 239  61.5％ 320  37.7％ 52

20,000円～40,000未満  21.2％ 75  22.5％ 117  25.4％ 35

40,000円～60,000円未満 　5.4％ 19 　6.5％ 34  17.4％ 24

60,000円～80,000円未満 　1.4％ 5 　2.3％ 12 　9.4％ 13

80,000円～100,000円未満 　1.1％ 4 　3.1％ 16 　4.3％ 6

100,000円以上 　3.4％ 12 　4.0％ 21 　5.8％ 8

100.0％ 354 100.0％ 520 100.0％ 138



－ 156－

月謝の主な負担者 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

親  88.4％ 313  59.6％ 305  72.5％ 103

祖父母（父方） 　1.7％ 6 　4.7％ 24 　8.5％ 12

祖父母（母方） 　4.5％ 16  23.2％ 119  16.9％ 24

おじ・おば 　4.0％ 14  10.4％ 53 　2.1％ 3

その他 　1.4％ 5 　2.1％ 11 　0.0％ 0

100.0％ 354 100.0％ 512 100.0％ 142



－ 157－

海外研修や海外合宿の参加について と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

必ず参加させる 　6.5％ 20  13.3％ 40  38.1％ 37

参加させる  10.0％ 31  21.3％ 64  34.0％ 33

多分参加させる  42.3％ 131  41.2％ 124  22.7％ 22

多分参加させない  32.9％ 102  20.9％ 63 　5.2％ 5

参加させない 　7.1％ 22 　3.0％ 9 　0.0％ 0

絶対参加させない 　1.3％ 4 　0.3％ 1 　0.0％ 0

100.0％ 310 100.0％ 301 100.0％ 97



－ 158－

勉強より遊びやスポーツ等の体験が大切だ と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　1.7％ 6 　1.7％ 9 　2.2％ 3

そう思う 　1.7％ 6 　4.6％ 24 　8.7％ 12

ややそう思う  17.8％ 63  18.6％ 97  21.0％ 29

あまりそう思わない  39.1％ 138  45.1％ 235  35.5％ 49

そう思わない  28.9％ 102  21.1％ 110  24.6％ 34

全くそう思わない  10.8％ 38 　8.8％ 46 　8.0％ 11

100.0％ 353 100.0％ 521 100.0％ 138



－ 159－

ピアノや水泳などの能力を伸ばすには早い時期がいい と 
年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　1.1％ 4 　0.2％ 1 　0.0％ 　0

そう思う 　2.5％ 9 　1.1％ 6 　0.7％ 　1

ややそう思う  16.7％ 59  12.5％ 65  10.9％  15

あまりそう思わない  28.0％ 99  29.9％ 156  25.4％  35

そう思わない  38.4％ 136  43.7％ 228  42.0％  58

全くそう思わない  13.3％ 47  12.6％ 66  21.0％  29

100.0％ 354 100.0％ 522 100.0％ 138



－ 160－

他の子に劣らないぐらいの勉強はさせておきたい と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う  38.2％ 135  31.7％ 165  53.0％ 70

そう思う  20.1％ 71  14.0％ 73 　6.8％ 9

ややそう思う  14.4％ 51  11.7％ 61 　6.8％ 9

あまりそう思わない  11.9％ 42  16.3％ 85  13.6％ 18

そう思わない  11.0％ 39  19.6％ 102  15.2％ 20

全くそう思わない 　4.2％ 15 　6.7％ 35 　4.5％ 6

100.0％ 353 100.0％ 521 100.0％ 132



－ 161－

小学校または中学校受験を予定している と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　1.7％ 6 　1.1％ 6 　0.7％ 1

そう思う 　4.0％ 14 　2.9％ 15 　2.9％ 4

ややそう思う  11.9％ 42  11.5％ 60 　8.6％ 12

あまりそう思わない  33.7％ 119  35.1％ 183  34.5％ 48

そう思わない  27.5％ 97  34.7％ 181  41.7％ 58

全くそう思わない  21.2％ 75  14.8％ 77  11.5％ 16

100.0％ 353 100.0％ 522 100.0％ 139



－ 162－

自分の支出を抑えても子どもの教育支出を優先させたい と 
年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　1.1％ 4 　0.0％ 0 　0.7％ 1

そう思う 　3.4％ 12 　2.3％ 12 　2.2％ 3

ややそう思う  15.0％ 53  13.0％ 68 　8.8％ 12

あまりそう思わない  39.9％ 141  31.8％ 166  31.6％ 43

そう思わない  27.8％ 98  39.3％ 205  39.7％ 54

全くそう思わない  12.7％ 45  13.6％ 71  16.9％ 23

100.0％ 353 100.0％ 522 100.0％ 136



－ 163－

幼稚園保育園小学校の行事には毎回参加したい と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　1.6％ 5 　1.0％ 3 　0.0％ 0

そう思う 　0.6％ 2 　1.0％ 3 　0.0％ 0

ややそう思う 　2.9％ 9 　8.3％ 25  10.8％ 10

あまりそう思わない  22.6％ 70  22.4％ 68  30.1％ 28

そう思わない  43.2％ 134  45.9％ 139  39.8％ 37

全くそう思わない  29.0％ 90  21.5％ 65  19.4％ 18

100.0％ 310 100.0％ 303 100.0％ 93



－ 164－

出生順位 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

1 47.7％ 165 43.7％ 220 27.0％ 37

2 44.8％ 155 44.3％ 223 54.7％ 75

3  7.5％ 26 11.9％ 60 18.2％ 25

346 503 137



－ 165－

中学受験の予定 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

する予定  13.8％ 48 　9.2％ 47 　4.3％ 5

しない予定  86.2％ 301  90.8％ 466  95.7％ 110

100.0％ 349 100.0％ 513 100.0％ 115



－ 166－

中学校でのサッカー活動 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

学校部活動優先  60.4％ 186  51.0％ 251 　6.8％ 9

現在の部活動優先  37.7％ 116  46.7％ 230  73.5％ 97

部活動はしない 　1.9％ 6 　2.2％ 11  19.7％ 26

100.0％ 308 100.0％ 492 100.0％ 132



－ 167－

保護者のご年齢 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

20代 　2.0％ 7 　0.2％ 1 　1.4％ 2

30代  53.4％ 189  32.3％ 169  13.5％ 19

40代  44.1％ 156  64.4％ 337  76.6％ 108

50代 　0.6％ 2 　3.1％ 16 　8.5％ 12

100.0％ 354 100.0％ 523 100.0％ 141



－ 168－

ご職業 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

会社員  53.0％ 186  60.0％ 313  56.4％ 79

公務員 　8.5％ 30  10.3％ 54  10.0％ 14

自営業  13.4％ 47  12.1％ 63  17.1％ 24

パートタイマー 　9.4％ 33 　6.9％ 36  11.4％ 16

派遣社員 　0.0％ 0 　0.4％ 2 　0.7％ 1

嘱託職員 　0.0％ 0 　0.2％ 1 　0.0％ 0

専業主婦  13.7％ 48 　8.0％ 42 　3.6％ 5

無職 　0.0％ 0 　0.2％ 1 　0.0％ 0

その他 　2.0％ 7 　1.9％ 10 　0.7％ 1

100.0％ 351 100.0％ 522 100.0％ 140



－ 169－

最終学歴 と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

高校  25.7％ 90  33.6％ 175  41.3％ 57

専門学校  16.0％ 56  14.8％ 77  11.6％ 16

短大  12.3％ 43 　8.3％ 43 　6.5％ 9

大学  40.6％ 142  41.3％ 215  38.4％ 53

大学院 　4.3％ 15 　1.3％ 7 　1.4％ 2

その他 　1.1％ 4 　0.8％ 4 　0.7％ 1

100.0％ 350 100.0％ 521 100.0％ 138



－ 170－

プロを目指してほしいか と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

目指してほしい
（可能ならばも含む）

 19.3％ 37  30.2％ 68  36.7％ 36

本人に任せる  59.4％ 114  54.7％ 123  58.2％ 57

目指してほしくない 　0.0％ 0 　0.4％ 1 　0.0％ 0

どちらともいえない 　2.1％ 4 　2.7％ 6 　2.0％ 2

特に考えていない  19.3％ 37  12.0％ 27 　3.1％ 3

100.0％ 192 100.0％ 225 100.0％ 98



－ 171－

倹約貯蓄の有無再割り当て と 年齢再割り当て のクロス表

6～9歳 10～12歳 13～15歳
％ （n） ％ （n） ％ （n）

倹約・貯蓄していない  58.3％ 207  43.6％ 227  55.7％ 78

倹約・貯蓄している  41.7％ 148  56.4％ 294  44.3％ 62

100.0％ 355 100.0％ 521 100.0％ 140



4．子どもの習い事・おけいこ事に関する　　　　　
　　　　　　　消費動向調査クロス集計結果





－ 175－

4－1　小学校（東京都中央区）

経験ある習い事，おけい事

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

スポーツのみ 　　 　5.7％ 　（7） 　0.0％ 　（0）  26.8％ （15）  10.0％ （4）
芸術のみ　　　 　 　6.6％ 　（8）  12.4％ （15） 　0.0％ （0）  40.0％ （16）
両方（その他含む）  87.7％ （107）  87.6％ （106）  73.2％ （41）  50.0％ （20）

合　計 100.0％ （122） 100.0％ （121） 100.0％ （56） 100.0％ （40）



－ 176－

習い事・おけいこ事に通っている日数

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

週 1日   6.6％ 　（8） 　1.7％ 　（2）  9.4％ （5）  25.6％ （10）
週 2日  11.6％ （14） 　8.3％ （10）  28.3％ （15）  25.6％ （10）
週 3日  18.2％ （22）  24.0％ （29）  20.8％ （11）  28.2％ （11）
週 4日  27.3％ （33）  26.4％ （32）  18.9％ （10） 　7.7％ （3）
週 5日  22.3％ （27）  28.1％ （34）  13.2％ （7） 　7.7％ （3）
週 6日  10.7％  （13）  10.7％ （13） 　9.4％ （5） 　5.1％ （2）
毎　日 　3.3％ 　（4） 　0.8％ 　（1） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （121） 100.0％ （121） 100.0％ （53） 100.0％ （39）



－ 177－

途中で習い事，おけいこ事をお辞めになった理由

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ （n） ％ （n） ％ （n） ％ （n）

子どもが嫌がった 　 37.7％ （46） 28.5％ （35） 39.7％ （23） 34.9％ （15）
月謝が高い 　　　　  8.2％ （10）  8.9％ （11） 10.3％ （6）  4.7％ （2）
効果がない 　　　　 15.6％ （19） 16.3％ （20） 15.5％ （9）  4.7％ （2）
心身に悪影響 　　　  3.3％ （4）  2.4％ （3）  3.4％ （2）  0.0％ （0）
引っ越しをした 　　  4.9％ （6） 17.9％ （22） 12.1％ （7） 11.6％ （5）
親の自由な時間がない  0.0％ （0）  0.8％ （1）  8.6％ （5）  0.0％ （0）
送迎が大変  9.0％ （11）  8.9％ （11）  3.4％ （2）  4.7％ （2）
指導方法の不満  3.3％ （4）  4.1％ （5） 12.1％ （7）  0.0％ （0）
指導者への不満 11.5％ （14）  3.3％ （4）  6.9％ （4）  0.0％ （0）
親同士のトラブル  1.6％ （2）  0.0％ （0）  0.0％ （0）  0.0％ （0）
他にいい教室が見つかった  2.5％ （3）  8.1％ （10）  3.4％ （2）  0.0％ （0）
受験・進学の準備 61.5％ （75） 65.0％ （80）  6.9％ （4）  0.0％ （0）
その他 13.1％ （16） 22.8％ （28） 36.2％ （21） 32.6％ （14）



－ 178－

途中で習い事，おけいこ事をお辞めになった理由



－ 179－

家計全体の支出適正

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

～3％未満  12.6％ （15） 　5.2％ 　（6） 29.1％ （16）  35.7％ （15）
3～5％未満  26.1％ （31）  19.0％ （22） 38.2％ （21）  33.3％ （14）

5～10％未満  36.1％ （43）  54.3％ （63） 25.5％ （14）  19.0％ （8）
10～15％未満  21.8％ （26）  18.1％ （21） 7.3％ （4） 　4.8％ （2）

15％以上 　3.4％ 　（4） 　3.4％ 　（4） 0.0％ （0） 　7.1％ （3）
合　計 100.0％ （119） 100.0％ （116） 100.0％ （55） 100.0％ （42）



－ 180－

親の負担感

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

非常に負担  14.8％ （18）  22.7％ （27）  10.9％ （6） 　4.8％ （2）
負　担  27.0％ （33）  17.6％ （21） 　5.5％ （3）  11.9％ （5）
やや負担  34.4％ （42）  40.3％ （48）  27.3％ （15）  40.5％ （17）

あまり負担ではない  12.3％ （15）  12.6％ （15）  21.8％ （12）  21.4％ （9）
負担ではない 　7.4％ 　（9） 　4.2％ 　（5）  18.2％ （10）  19.0％ （8）

まったく負担ではない 　4.1％ 　（5） 　2.5％ 　（3）  16.4％ （9） 　2.4％ （1）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （119） 100.0％ （55） 100.0％ （42）



－ 181－

倹約・貯蓄の有無

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

必ずしている  10.7％ （13）  19.5％ （24）  22.4％ （13）  16.3％ （7）
している  25.4％ （31）  22.8％ （28）  17.2％ （10） 　7.0％ （3）

多少している  44.3％ （54）  34.1％ （42）  36.2％ （21）  53.5％ （23）
あまりしていない  11.5％ （14） 　8.1％ （10）  22.4％ （13）  16.3％ （7）
していない 　4.9％ 　（6）  11.4％ （14） 　1.7％ （1） 　4.7％ （2）
全くしていない 　3.3％ 　（4） 　4.1％ 　（5） 　0.0％ （0） 　2.3％ （1）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （123） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 182－

月謝と交通費等月額支出

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

～5千円未満 　2.5％ 　（3） 　1.7％ 　（2）  15.7％ （8）  21.4％ （9）
5千円～1万円未満 　4.1％ 　（5） 　0.0％ 　（0）  15.7％ （8）  23.8％ （10）
1万円～2万円未満 　4.9％ 　（6） 　3.3％ 　（4）  31.4％ （16）  31.0％ （13）
2万円～3万円未満 　3.3％ 　（4） 　5.8％ 　（7）  17.6％ （9） 　7.1％ （3）
3万円～4万円未満  11.5％ （14）  14.9％ （18） 　2.0％ （1） 　7.1％ （3）

4万円以上  73.8％ （90）  74.4％ （90）  17.6％ （9） 　9.5％ （4）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （121） 100.0％ （51） 100.0％ （42）



－ 183－

月謝以外にかかる年間支出

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

～2万円未満  38.5％ （47）  14.9％ （18）  47.2％ （25）  69.0％ （29）
2万円～4万円未満 　9.0％ （11）  18.2％ （22）  28.3％ （15）  14.3％ （6）
4万円～6万円未満  12.3％ （15） 　7.4％ 　（9） 　9.4％ （5） 　9.5％ （4）
6万円～8万円未満 　3.3％ 　（4） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　2.4％ （1）

8万円～10万円未満 　4.9％ 　（6） 　7.4％ 　（9） 3.8％ （2） 　0.0％ （0）
10万円以上  32.0％ （39）  52.1％ （63）  11.3％ （6） 　4.8％ （2）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （121） 100.0％ （53） 100.0％ （42）



－ 184－

月謝の負担者

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n） ％ 　（n） ％ （n）

親  98.3％ （114）  98.3％ （119）  96.2％ （51） 100.0％ （42）
祖父母（父方） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
祖父母（母方） 　1.7％ 　（2） 　0.0％ 　（0） 　3.8％ （2） 　0.0％ （0）
その他 　0.0％ 　（0） 　1.7％ 　（2） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （116） 100.0％ （121） 100.0％ （53） 100.0％ （42）



－ 185－

海外研修や海外合宿の参加について

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

必ず参加させる 　4.9％ 　（6） 　3.4％ 　（4） 　5.4％ （3） 　4.8％ （2）
参加させる 　9.8％ （12）  21.2％ （25）  14.3％ （8） 　4.8％ （2）

多分参加させる  52.5％ （64）  43.2％ （51）  32.1％ （18）  47.6％ （20）
多分参加させない  26.2％ （32）  26.3％ （31）  32.1％ （18）  19.0％ （8）
参加させない 　4.9％ 　（6） 　4.2％ 　（5） 　8.9％ （5）  19.0％ （8）

絶対参加させない 　1.6％ 　（2） 　1.7％ 　（2） 　7.1％ （4） 　4.8％ （2）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （118） 100.0％ （56） 100.0％ （42）



－ 186－

勉強より遊びやスポーツ等の体験が大切だ

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　1.6％ 　（2） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
そう思う 　4.1％ 　（5） 　4.9％ 　（6） 　6.9％ （4） 　0.0％ （0）

ややそう思う  17.2％ （21）  29.5％ （36） 　8.6％ （5）  20.9％ （9）
あまりそう思わない  30.3％ （37）  37.7％ （46）  25.9％ （15）  27.9％ （12）
そう思わない  35.2％ （43）  20.5％ （25）  27.6％ （16）  23.3％ （10）

全くそう思わない  11.5％ （14） 　7.4％ 　（9）  31.0％ （18）  27.9％ （12）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （122） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 187－

ピアノや水泳などの能力を伸ばすには早い時期がいい

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.5％ （1）
そう思う 　2.5％ 　（3） 　0.0％ 　（0） 　3.4％ （2） 　7.0％ （3）

ややそう思う  18.0％ （22）  16.4％ （20）  17.2％ （10） 　2.3％ （1）
あまりそう思わない  28.7％ （35）  32.8％ （40）  31.0％ （18）  41.9％ （18）
そう思わない  31.1％ （38）  33.6％ （41）  36.2％ （21）  39.5％ （17）

全くそう思わない  19.7％ （24）  17.2％ （21）  12.1％ （7） 　9.3％ （4）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （122） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 188－

他の子に劣らないぐらいの勉強はさせておきたい

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　1.6％ 　（2） 　0.0％ （0） 　4.7％ （2）
そう思う 　0.0％ 　（0） 　1.6％ 　（2） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）

ややそう思う 　7.4％ 　（9） 　7.4％ 　（9）  24.1％ （14）  32.6％ （14）
あまりそう思わない  24.6％ （30）  17.2％ （21）  20.7％ （12）  30.2％ （13）
そう思わない  39.3％ （48）  48.4％ （59）  36.2％ （21）  18.6％ （8）

全くそう思わない  28.7％ （35）  23.8％ （29）  19.0％ （11）  14.0％ （6）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （122） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 189－

自分の支出を抑えても子どもの教育支出を優先させたい

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　1.7％ 　（2） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
そう思う 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）

ややそう思う 　2.5％ 　（3） 　5.8％ 　（7）  22.4％ （13）  27.9％ （12）
あまりそう思わない  34.4％ （42）  25.6％ （31）  44.8％ （26）  39.5％ （17）
そう思わない  44.3％ （54）  43.8％ （53）  22.4％ （13）  27.9％ （12）

全くそう思わない  18.9％ （23）  23.1％ （28）  10.3％ （6） 　4.7％ （2）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （121） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 190－

小学校の行事には毎回参加したい

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　1.7％ 　（2） 　3.4％ （2） 　0.0％ （0）
そう思う 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　2.3％ （1）

ややそう思う 　5.7％ 　（7） 　5.8％ 　（7） 　3.4％ （2） 　7.0％ （3）
あまりそう思わない  26.2％ （32）  22.5％ （27）  27.6％ （16）  25.6％ （11）
そう思わない  32.8％ （40）  39.2％ （47）  36.2％ （21）  44.2％ （19）

全くそう思わない  35.2％ （43）  30.8％ （37）  29.3％ （17）  20.9％ （9）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （120） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 191－

年　齢

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

6～9歳 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
10～12歳 100.0％ （122） 100.0％ （123） 100.0％ （56） 100.0％ （43）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （123） 100.0％ （56） 100.0％ （43）



－ 192－

出生順位

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

1番目  68.0％ （83）  68.6％ （83）  57.1％ （32）  37.2％ （16）
2番目  25.4％ （31）  28.1％ （34）  32.1％ （18）  46.5％ （20）

3番目以上 　6.6％ 　（8） 　3.3％ 　（4）  10.7％ （6）  16.3％ （7）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （121） 100.0％ （56） 100.0％ （43）



－ 193－

中学校での運動部活動

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

学校部活動優先  91.2％ （104）  92.0％ （104）  84.2％ （48）  83.7％ （36）
現在の活動を優先 　5.3％ 　（6） 　8.0％ 　（9）  15.8％ （9）  11.6％ （5）
部活動はしない 　3.5％ 　（4） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　4.7％ （2）
合　計 100.0％ （114） 100.0％ （113） 100.0％ （57） 100.0％ （43）



－ 194－

今後させたい習い事，おけいこ事

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

スポーツ系のみ  22.1％ （27） 　8.9％ （11）  19.0％ （11） 　4.7％ （2）
学・芸術系のみ  35.2％ （43）  45.5％ （56）  32.8％ （19）  44.2％ （19）
両　方  35.2％ （43）  30.9％ （38）  27.6％ （16）  30.2％ （13）

本人の希望 　0.0％ 　（0） 　6.5％ 　（8） 　3.4％ （2） 　9.3％ （4）
習い事は考えていない 　7.4％ 　（9） 　6.5％ 　（8）  10.3％ （6）  11.6％ （5）

未　定 　0.0％ 　（0） 　1.6％ 　（2） 　6.9％ （4） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （123） 100.0％ （58） 100.0％ （43）



－ 195－

保護者の年齢

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

20歳代 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
30歳代  13.4％ （16）  29.2％ （35）  20.0％ （11）  25.6％ （11）
40歳代  82.4％ （98）  68.3％ （82）  72.7％ （40）  67.4％ （29）
50歳代 　4.2％ 　（5） 　2.5％ 　（3） 　7.3％ （4） 　7.0％ （3）

60歳以上 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （119） 100.0％ （120） 100.0％ （55） 100.0％ （43）



－ 196－

職　業

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

会社員  43.2％ （51）  46.2％ （54）  38.0％ （19）  43.9％ （18）
公務員 　6.8％ 　（8） 　8.5％ （10） 　0.0％ （0） 　7.3％ （3）
自営業  16.1％ （19）  11.1％ （13）  14.0％ （7） 　4.9％ （2）

パートタイマー 　7.6％ 　（9）  12.8％ （15）  18.0％ （9）  22.0％ （9）
派遣社員 　2.5％ 　（3） 　0.0％ 　（0） 　4.0％ （2） 　4.9％ （2）
嘱託職員 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
専業主婦  16.9％ （20）  13.7％ （16）  22.0％ （11）  12.2％ （5）
無　職 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0） 　0.0％ （0）
その他 　6.8％ 　（8） 　7.7％ 　（9） 　4.0％ （2） 　4.9％ （2）
合　計 100.0％ （118） 100.0％ （117） 100.0％ （50） 100.0％ （41）



－ 197－

最終学歴

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n） ％ （n） ％ （n）

高　校 　9.4％ （11）  14.9％ （18）  23.1％ （12）  31.0％ （13）
専門学校 　8.5％ （10） 　5.8％ 　（7）  30.8％ （16） 　9.5％ （4）
短　大  13.7％ （16）  14.9％ （18）  17.3％ （9）  26.2％ （11）
大　学  54.7％ （64）  55.4％ （67）  21.2％ （11）  23.8％ （10）
大学院  12.0％ （14） 　6.6％ 　（8） 　0.0％ （0） 　9.5％ （4）
その他 　1.7％ 　（2） 　2.5％ 　（3） 　7.7％ （4） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （117） 100.0％ （121） 100.0％ （52） 100.0％ （42）



－ 198－

母親のスポーツ経験

受験する予定 受験しない予定
男　子 女　子 男　子 女　子
％ （n） ％ （n） ％ （n） ％ （n）

経験あり  91.8％ （112）  88.6％ （109） 89.7％ （52）  92.9％ （39）
経験なし 　8.2％ （10）  11.4％ （14）  10.3％ （6） 　7.1％ （3）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （123） 100.0％ （58） 100.0％ （42）



－ 199－

4－2．公共スポーツ施設（地域）

経験ある習い事，おけい事

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

スポーツのみ  33.7％ （82）  18.2％ （30）
芸術のみ 　5.8％ （14） 　8.5％ （14）

両方（その他含む）  60.5％ （147）  73.3％ （121）
合　計 100.0％ （243） 100.0％ （165）



－ 200－

習い事・おけいこ事に通っている日数

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

週 1日  16.8％ （41）  15.5％ （25）
週 2日  28.3％ （69）  24.8％ （40）
週 3日  28.3％ （69）  25.5％ （41）
週 4日  14.3％ （35）  23.0％ （37）
週 5日 　9.8％ （24） 　8.1％ （13）
週 6日 　2.5％ 　（6） 　3.1％ 　（5）
合　計 100.0％ （244） 100.0％ （161）



－ 201－

途中で習い事，おけいこ事をお辞めになった理由

札　幌 広　島
％ （n） ％ （n）

子どもが嫌がった 28.5％ （70） 24.1％ （40）
月謝が高い 11.4％ （28） 10.8％ （18）
効果がない 10.2％ （25） 13.3％ （22）
心身に悪影響  0.8％ （2）  1.8％ （3）
引っ越しをした 13.4％ （33） 13.3％ （22）

親の自由な時間がない  1.2％ （3）  3.0％ （5）
送迎が大変 10.6％ （26） 15.7％ （26）
指導方法の不満  6.5％ （16）  6.0％ （10）
指導者への不満  5.7％ （14）  6.6％ （11）
親同士のトラブル  0.4％ （1）  0.6％ （1）

他にいい教室が見つかった  7.3％ （18）  6.6％ （11）
受験・進学の準備  2.4％ （6）  4.8％ （8）

その他 28.0％ （69） 26.5％ （44）



－ 202－

途中で習い事・おけいこ事を辞めた理由



－ 203－

家計全体の支出適正

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

～3％未満  31.4％ （76）  26.5％ （44）
3～5％未満  45.5％ （110）  42.2％ （70）

5～10％未満  20.2％ （49）  25.9％ （43）
10～15％未満 　2.1％ 　（5） 　4.2％ 　（7）

15％以上 　0.8％ 　（2） 　1.2％ 　（2）
合　計 100.0％ （242） 100.0％ （166）



－ 204－

親の負担感

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

非常に負担 　2.4％ 　（6） 　3.0％ 　（5）
負　担  14.7％ （36）  11.0％ （18）
やや負担  44.5％ （109）  45.1％ （74）

あまり負担ではない  25.7％ （63）  29.3％ （48）
負担ではない 　5.7％ （14） 　6.7％ （11）

まったく負担ではない 　6.9％ （17） 　4.9％ 　（8）
合　計 100.0％ （245） 100.0％ （164）



－ 205－

倹約・貯蓄の有無

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

必ずしている  11.8％ （29）  12.7％ （21）
している  19.1％ （47）  19.4％ （32）
多少している  35.8％ （88）  40.6％ （67）
あまりしていない  22.4％ （55）  18.2％ （30）
していない 　8.5％ （21） 　7.3％ （12）

全くしていない 　2.4％ 　（6） 　1.8％ 　（3）
合　計 100.0％ （246） 100.0％ （165）



－ 206－

月謝と交通費等月額支出

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

～5千円未満  18.1％ （44） 　9.7％ （16）
5千円～1万円未満  31.7％ （77）  27.3％ （45）
1万円～2万円未満  30.0％ （73）  37.6％ （62）
2万円～3万円未満  12.3％ （30）  12.7％ （21）
3万円～4万円未満 　3.3％ 　（8） 　7.9％ （13）

4万円以上 　4.5％ （11） 　4.8％ 　（8）
合　計 100.0％ （243） 100.0％ （165）



－ 207－

月謝以外にかかる年間支出

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

～2万円未満  59.1％ （143）  59.8％ （98）
2万円～4万円未満  23.6％ （57）  14.0％ （23）
4万円～6万円未満 　7.9％ （19）  12.8％ （21）
6万円～8万円未満 　1.2％ 　（3） 　4.9％ 　（8）
8万円～10万円未満 　2.9％ 　（7） 　3.7％ 　（6）

10万円以上 　5.4％ （13） 　4.9％ 　（8）
合　計 100.0％ （242） 100.0％ （164）



－ 208－

月謝の負担者

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

親  99.2％ （242） 100.0％ （163）
祖父母（父方） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0）
祖父母（母方） 　0.4％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
その他 　0.4％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
合　計 100.0％ （244） 100.0％ （163）



－ 209－

海外研修や海外合宿の参加について

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

必ず参加させる 　0.8％ 　（2） 　0.6％ 　（1）
参加させる 　4.1％ （10） 　6.7％ 　（1）
多分参加させる  37.2％ （90）  45.7％ （75）
多分参加させない  41.7％ （101）  34.8％ （57）
参加させない  11.6％ （28） 　9.1％ （15）
絶対参加させない 　4.5％ （11） 　3.0％ 　（5）

合　計 100.0％ （242） 100.0％ （164）



－ 210－

勉強より遊びやスポーツ等の体験が大切だ

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う 　1.2％ 　（3） 　0.0％ 　（0）
そう思う 　4.5％ （11） 　3.0％ 　（5）

ややそう思う  18.0％ （44）  11.0％ （18）
あまりそう思わない  42.0％ （103）  42.7％ （70）
そう思わない  25.7％ （63）  34.8％ （57）
全くそう思わない 　8.6％ （21） 　8.5％ （14）

合　計 100.0％ （245） 100.0％ （164）



－ 211－

ピアノや水泳などの能力を伸ばすには早い時期がいい

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

そう思う 　2.0％ 　（5） 　3.0％ 　（5）
ややそう思う  19.5％ （48）  15.2％ （25）

あまりそう思わない  31.3％ （77）  37.6％ （62）
そう思わない  33.3％ （82）  32.7％ （54）
全くそう思わない  13.8％ （34）  11.5％ （19）

合　計 100.0％ （246） 100.0％ （165）



－ 212－

他の子に劣らないぐらいの勉強はさせておきたい

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う 　0.4％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
そう思う 　1.2％ 　（3） 　1.2％ 　（2）
ややそう思う  12.7％ （31） 　7.8％ （13）

あまりそう思わない  35.9％ （88）  29.5％ （49）
そう思わない  32.7％ （80）  44.6％ （74）
全くそう思わない  17.1％ （42）  16.9％ （28）

合　計 100.0％ （245） 100.0％ （166）



－ 213－

自分の支出を抑えても子どもの教育支出を優先させたい

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う 　1.2％ 　（3） 　0.6％ 　（1）
そう思う 　3.3％ 　（8） 　1.2％ 　（2）
ややそう思う  20.0％ （49）  14.0％ （23）

あまりそう思わない  40.0％ （98）  43.3％ （71）
そう思わない  28.2％ （69）  32.9％ （54）
全くそう思わない 　7.3％ （18） 　7.9％ （13）

合　計 100.0％ （245） 100.0％ （164）



－ 214－

小学校の行事には毎回参加したい

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う 　0.8％ 　（2） 　0.0％ 　（0）
そう思う 　0.4％ 　（1） 　1.8％ 　（3）
ややそう思う 　9.0％ （22） 　1.2％ 　（2）

あまりそう思わない  23.3％ （57）  19.4％ （32）
そう思わない  41.6％ （102）  45.5％ （75）
全くそう思わない  24.9％ （61）  32.1％ （53）

合　計 100.0％ （245） 100.0％ （165）



－ 215－

年　齢

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

6～9歳  39.0％ （96）  57.2％ （95）
10～12歳  61.0％ （150）  42.8％ （71）
合　計 100.0％ （246） 100.0％ （166）



－ 216－

性　別

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

男　子  51.4％ （126）  45.8％ （76）
女　子  48.6％ （119）  54.2％ （90）
合　計 100.0％ （245） 100.0％ （166）



－ 217－

出生順位

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

1番目  56.1％ （137）  64.2％ （106）
2番目  33.2％ （81）  27.3％ （45）

3番目以上  10.7％ （26） 　8.5％ （14）
合　計 100.0％ （244） 100.0％ （165）



－ 218－

中学受験の予定

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

受験する予定 　6.1％ （15）  30.1％ （49）
受験しない予定  93.9％ （230）  69.9％ （114）
合　計 100.0％ （245） 100.0％ （163）



－ 219－

中学校での運動部活動

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

学校部活動優先  72.4％ （157）  84.8％ （128）
現在の活動を優先  18.0％ （39）  12.6％ （19）
部活動はしない 　9.7％ （21） 　2.6％ 　（4）
合　計 100.0％ （217） 100.0％ （151）



－ 220－

今後させたい習い事，おけいこ事

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

スポーツ系のみ  17.1％ （42）  13.9％ （23）
学・芸術系のみ  37.0％ （91）  41.0％ （68）
両　方  29.3％ （72）  33.1％ （55）
本人の希望 　4.1％ （10） 　4.2％ 　（7）

習い事は考えていない  10.6％ （26） 　4.8％ 　（8）
未　定 　2.0％ 　（5） 　3.0％ 　（5）
合　計 100.0％ （246） 100.0％ （166）



－ 221－

保護者の年齢

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

20歳代 　0.8％ 　（2） 　0.0％ 　（0）
30歳代  43.4％ （106）  45.5％ （75）
40歳代  53.7％ （131）  53.9％ （89）
50歳代 　1.6％ 　（4） 　0.6％ 　（1）

60歳以上 　0.4％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
合　計 100.0％ （244） 100.0％ （165）



－ 222－

職　業

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

会社員  34.3％ （82）  35.0％ （56）
公務員 　6.7％ （16） 　7.5％ （12）
自営業 　5.4％ （13） 　6.9％ （11）

パートタイマー  20.9％ （50）  17.5％ （28）
派遣社員 　0.8％ 　（2） 　1.9％ 　（3）
嘱託職員 　1.3％ 　（3） 　0.0％ 　（0）
専業主婦  28.0％ （67）  30.0％ （48）
無　職 　0.4％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
その他 　2.1％ 　（5） 　1.3％ 　（2）
合　計 100.0％ （239） 100.0％ （160）



－ 223－

最終学歴

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

高　校  31.8％ （76）  17.3％ （28）
専門学校  14.2％ （34） 　8.6％ （14）
短　大  24.3％ （58）  28.4％ （46）
大　学  27.6％ （66）  43.2％ （70）
大学院 　1.3％ 　（3） 　2.5％ 　（4）
その他 　0.8％ 　（2） 　0.0％ 　（0）
合　計 100.0％ （239） 100.0％ （162）



－ 224－

母親のスポーツ経験

札　幌 広　島
％ 　（n） ％ 　（n）

経験あり  86.6％ （213）  91.0％ （151）
経験なし  13.4％ （33） 　9.0％ （15）
合　計 100.0％ （246） 100.0％ （166）



－ 225－

4－3．公共スポーツ施設（性別）

経験のある習い事，おけいこ事

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

スポーツのみ  35.7％ （71）  19.2％ （40）
芸術のみ 　3.0％ 　（6）  10.6％ （22）

両方（その他含む）  61.3％ （122）  70.2％ （146）
合　計 100.0％ （199） 100.0％ （208）



－ 226－

習い事・おけいこ事に通っている日数

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

週 1日  15.1％ （30）  17.1％ （35）
週 2日  28.6％ （57）  25.4％ （52）
週 3日  25.6％ （51）  28.8％ （59）
週 4日  17.6％ （35）  18.0％ （37）
週 5日  10.1％ （20） 　8.3％ （17）
週 6日 　3.0％ 　（6） 　2.4％ 　（5）
毎　日 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0）
合　計 100.0％ （199） 100.0％ （205）



－ 227－

途中で習い事，おけいこ事をお辞めになった理由

男　子 女　子
％ （n） ％ （n）

子どもが嫌がった　　　　 31.2％ （63） 22.5％ （47）
月謝が高い　　　　　　　 12.9％ （26）  9.1％ （19）
効果がない　　　　　　　 12.9％ （26） 10.0％ （21）
心身に悪影響　　　　　　  1.5％ （3）  1.0％ （2）
引っ越しをした　　　　　 10.9％ （22） 15.8％ （33）
親の自由な時間がない　　  2.0％ （4）  1.9％ （4）
送迎が大変　　　　　　　 12.4％ （25） 12.9％ （27）
指導方法の不満　　　　　  6.4％ （13）  6.2％ （13）
指導者への不満　　　　　  5.4％ （11）  6.7％ （14）
親同士のトラブル　　　　  1.0％ （2）  0.0％ （0）
他にいい教室が見つかった  4.5％ （9）  9.6％ （20）
受験・進学の準備　　　　  3.5％ （7）  3.3％ （7）
その他　　　　　　　　　 23.8％ （48） 30.6％ （64）



－ 228－

途中で習い事，おけいこ事を辞めた理由



－ 229－

家計全体の支出適正

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

～3％未満　  32.2％ （64）  26.4％ （55）
3～5％未満  44.2％ （88）  44.2％ （92）
5～10％未満  21.1％ （42）  24.0％ （50）
10～15％未満 　1.5％ 　（3） 　4.3％ 　（9）
15％以上　　 　1.0％ 　（2） 　1.0％ 　（2）
合　計 100.0％ （199） 100.0％ （208）



－ 230－

親の負担感

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常に負担 　3.5％ 　（7） 　1.9％ 　（4）
負　担  12.6％ （25）  13.9％ （29）
やや負担  40.7％ （81）  48.8％ （102）

あまり負担ではない  30.2％ （60）  23.9％ （50）
負担ではない 　6.0％ （12） 　6.2％ （13）

まったく負担ではない 　7.0％ （14） 　5.3％ （11）
合　計 100.0％ （199） 100.0％ （209）



－ 231－

倹約・貯蓄の有無

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

必ずしている 　9.5％ （19）  14.8％ （31）
している  18.9％ （38）  19.6％ （41）
多少している  40.8％ （82）  34.9％ （73）
あまりしていない  19.4％ （39）  22.0％ （46）
していない 　9.0％ （18） 　6.7％ （14）

全くしていない 　2.5％ 　（5） 　1.9％ 　（4）
合　計 100.0％ （201） 100.0％ （209）



－ 232－

月謝と交通費等月額支出

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

～5千円未満  19.1％ （38）  10.1％ （21）
5千円～1万円未満  29.6％ （59）  30.3％ （63）
1万円～2万円未満  30.2％ （60）  36.1％ （75）
2万円～3万円未満  11.6％ （23）  13.5％ （28）
3万円～4万円未満  5.5％ （11） 　4.8％ （10）

4万円以上  4.0％ 　（8） 　5.3％ （11）
合　計 100.0％ （199） 100.0％ （208）



－ 233－

月謝以外にかかる年間支出

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

～2万円未満  58.1％ （115）  60.4％ （125）
2万円～4万円未満  21.2％ （42）  18.4％ （38）
4万円～6万円未満  10.1％ （20） 　9.7％ （20）
6万円～8万円未満 　3.5％ 　（7） 　1.9％ 　（4）
8万円～10万円未満 　2.5％ 　（5） 　3.9％ 　（8）

10万円以上 　4.5％ 　（9） 　5.8％ （12）
合　計 100.0％ （198） 100.0％ （207）



－ 234－

月謝の負担者

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

親 100.0％ （200）  99.0％ （204）
祖父母（父方） 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0）
祖父母（母方） 　0.0％ 　（0） 　0.5％ 　（1）
その他 　0.0％ 　（0） 　0.5％ 　（1）
合　計 100.0％ （200） 100.0％ （206）



－ 235－

海外研修や海外合宿の参加について

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

必ず参加させる　 　0.5％ 　（1） 　1.0％ 　（2）
参加させる　　　 　5.0％ （10） 　5.4％ （11）
多分参加させる　  39.5％ （79）  42.0％ （86）
多分参加させない  38.0％ （76）  39.5％ （81）
参加させない　　  11.5％ （23） 　9.8％ （20）
絶対参加させない 　5.5％ （11） 　2.4％ 　（5）

合　計 100.0％ （200） 100.0％ （205）



－ 236－

勉強より遊びやスポーツ等の体験が大切だ

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う　　 　1.5％ 　（3） 　0.0％ 　（0）
そう思う　　　　　 　4.5％ 　（9） 　3.4％ 　（7）
ややそう思う　　　  14.9％ （30）  15.5％ （32）
あまりそう思わない  40.8％ （82）  44.0％ （91）
そう思わない　　　  27.9％ （56）  30.4％ （63）
全くそう思わない　  10.4％ （21） 　6.8％ （14）

合　計 100.0％ （201） 100.0％ （207）



－ 237－

ピアノや水泳などの能力を伸ばすには早い時期がいい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う　　 　0.0％ 　（0） 　0.0％ 　（0）
そう思う　　　　　 　3.0％ 　（6） 　1.9％ 　（4）
ややそう思う　　　  17.8％ （36）  17.3％ （36）
あまりそう思わない  36.1％ （73）  31.7％ （66）
そう思わない　　　  32.7％ （66）  33.7％ （70）
全くそう思わない　  10.4％ （21）  15.4％ （32）

合　計 100.0％ （202） 100.0％ （208）



－ 238－

他の子に劣らないぐらいの勉強はさせておきたい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う　　 　0.5％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
そう思う　　　　　 　1.0％ 　（2） 　1.4％ 　（3）
ややそう思う　　　  14.4％ （29） 　7.2％ （15）
あまりそう思わない  30.7％ （62）  35.6％ （74）
そう思わない　　　  38.1％ （77）  37.0％ （77）
全くそう思わない　  15.3％ （31）  18.8％ （39）

合　計 100.0％ （202） 100.0％ （208）



－ 239－

自分の支出を抑えても子どもの教育支出を優先させたい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う　　 　0.5％ 　（1） 　1.4％ 　（3）
そう思う　　　　　 　2.0％ 　（4） 　2.9％ 　（6）
ややそう思う　　　  19.4％ （39）  15.5％ （32）
あまりそう思わない  42.3％ （85）  40.6％ （84）
そう思わない　　　  29.4％ （59）  30.9％ （64）
全くそう思わない　 　6.5％ （13） 　8.7％ （18）

合　計 100.0％ （201） 100.0％ （207）



－ 240－

小学校の行事には毎回参加したい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う　　 　1.0％ 　（2） 　0.0％ 　（0）
そう思う　　　　　 　0.5％ 　（1） 　1.4％ 　（3）
ややそう思う　　　 　6.0％ （12） 　5.7％ （12）
あまりそう思わない  25.5％ （51）  18.2％ （38）
そう思わない　　　  41.0％ （82）  45.0％ （94）
全くそう思わない　  26.0％ （52）  29.7％ （62）

合　計 100.0％ （200） 100.0％ （209）



－ 241－

年　齢

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

　6～9歳  41.1％ （83）  51.2％ （107）
10～12歳  58.9％ （119）  48.8％ （102）
合　計 100.0％ （202） 100.0％ （209）



－ 242－

出生順位

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

1番目  54.7％ （110）  63.9％ （133）
2番目  36.8％ （74）  25.0％ （52）

3番目以上 　8.5％ （17）  11.1％ （23）
合　計 100.0％ （201） 100.0％ （208）



－ 243－

中学受験の予定

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

受験する予定  17.3％ （35）  14.1％ （29）
受験しない予定  82.7％ （167）  85.9％ （176）
合　計 100.0％ （202） 100.0％ （205）



－ 244－

中学校での運動部活動

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

学校部活動優先　  75.3％ （140）  79.6％ （144）
現在の活動を優先  16.7％ （31）  14.9％ （27）
部活動はしない　 　8.1％ （15） 　5.5％ （10）

合　計 100.0％ （186） 100.0％ （181）



－ 245－

今後させたい習い事，おけいこ事

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

スポーツ系のみ　　　  20.3％ （41）  11.5％ （24）
学・芸術系のみ　　　  21.3％ （43）  55.5％ （116）
両　方　　　　　　　  43.1％ （87）  19.1％ （40）
習い事は考えていない 　3.0％ 　（6） 　4.8％ （10）
本人の希望　　　　　  10.9％ （22） 　5.7％ （12）
未　定　　　　　　　 　1.5％ 　（3） 　3.3％ 　（7）

合　計 100.0％ （202） 100.0％ （209）



－ 246－

保護者の年齢

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

20歳代 　0.5％ 　（1） 　0.5％ 　（1）
30歳代  36.0％ （72）  52.4％ （109）
40歳代  62.0％ （124）  45.7％ （95）
50歳代 　1.5％ 　（3） 　1.0％ 　（2）

60歳以上 　0.0％ 　（0） 　0.5％ 　（1）
合　計 100.0％ （200） 100.0％ （208）



－ 247－

職　業

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

会社員  37.3％ （72）  31.7％ （65）
公務員 　7.8％ （15） 　6.3％ （13）
自営業 　6.2％ （12） 　5.9％ （12）

パートタイマー  18.7％ （36）  20.5％ （42）
派遣社員 　1.0％ 　（2） 　1.5％ 　（3）
嘱託職員 　1.0％ 　（2） 　0.5％ 　（1）
専業主婦  24.4％ （47）  33.2％ （68）
無　職 　0.5％ 　（1） 　0.0％ 　（0）
その他 　3.1％ 　（6） 　0.5％ 　（1）
合　計 100.0％ （193） 100.0％ （205）



－ 248－

最終学歴

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

高　校  27.3％ （53）  24.8％ （51）
専門学校  12.4％ （24）  11.2％ （23）
短　大  21.1％ （41）  30.6％ （63）
大　学  36.1％ （70）  32.0％ （66）
大学院 　2.6％ 　（5） 　1.0％ 　（2）
その他 　0.5％ 　（1） 　0.5％ 　（1）
合　計 100.0％ （194） 100.0％ （206）



－ 249－

母親のスポーツ経験

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

経験あり  88.1％ （178）  88.5％ （185）
経験なし  11.9％ （24）  11.5％ （24）
合　計 100.0％ （202） 100.0％ （209）



－ 250－

都市別

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

札　幌  62.4％ （126）  56.9％ （119）
広　島  37.6％ （76）  43.1％ （90）
合　計 100.0％ （202） 100.0％ （209）



－ 251－

4－4．民間スポーツクラブ（性別）

経験ある習い事，おけい事

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

スポーツのみ  38.7％ （48）  15.7％ （13）
芸術のみ 　3.2％ 　（4） 　1.2％ （1）

両方（その他含む）  58.1％ （72）  83.1％ （69）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 252－

習い事・おけいこ事に通っている日数

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

週 1日  13.0％ （16）  10.8％ （9）
週 2日  20.3％ （25）  25.3％ （21）
週 3日  26.0％ （32）  19.3％ （16）
週 4日  22.8％ （28）  22.9％ （19）
週 5日 　8.1％ （10）  12.0％ （10）
週 6日 　6.5％ 　（8） 　6.0％ （5）
毎　日 　3.3％ 　（4） 　3.6％ （3）
合　計 100.0％ （123） 100.0％ （83）



－ 253－

途中で習い事，おけいこ事をお辞めになった理由

男　子 女　子
％ （n） ％ （n）

子どもが嫌がった 25.0％ （31） 20.5％ （17）
月謝が高い  6.5％ （8）  6.0％ （5）
効果がない 14.5％ （18） 12.0％ （10）
心身に悪影響  1.6％ （2）  0.0％ （0）
引っ越しをした 16.1％ （20） 20.5％ （17）

親の自由な時間がない  0.8％ （1）  1.2％ （1）
送迎が大変  5.6％ （7） 14.5％ （12）
指導方法の不満  8.9％ （11）  8.4％ （7）
指導者への不満  4.8％ （6）  7.2％ （6）
親同士のトラブル  0.8％ （1）  0.0％ （0）

他にいい教室が見つかった  3.2％ （4）  7.2％ （6）
受験・進学の準備  4.8％ （6）  6.0％ （5）

その他 22.6％ （28） 27.7％ （23）



－ 254－

途中で習い事，おけいこ事を辞めた理由



－ 255－

家計全体の支出適正

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

～3％未満  30.1％ （37）  24.1％ （19）
3～5％未満  31.7％ （39）  38.0％ （30）
5～10％未満  31.7％ （39）  29.1％ （23）
10～15％未満 　5.7％ 　（7） 　7.6％ （6）

15％以上 　0.8％ 　（1） 　1.3％ （1）
合　計 100.0％ （123） 100.0％ （79）



－ 256－

親の負担感

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常に負担 　8.9％ （11）  10.8％ 　（9）
負　担  12.9％ （16）  18.1％ （15）
やや負担  38.7％ （48）  27.7％ （23）

あまり負担ではない  29.0％ （36）  31.3％ （26）
負担ではない 　5.6％ 　（7） 　7.2％ 　（6）

まったく負担ではない 　4.8％ 　（6） 　4.8％ 　（4）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 257－

倹約・貯蓄の有無

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

必ずしている 　7.3％ 　（9） 15.7％ （13）
している 24.2％ （30） 18.1％ （15）
多少している 47.6％ （59） 39.8％ （33）
あまりしていない 16.1％ （20） 14.5％ （12）
していない 　4.0％ 　（5） 　8.4％ （7）
全くしていない 　0.8％ 　（1） 　3.6％ （3）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 258－

月謝と交通費等月額支出

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

～5千円未満 　3.2％ 　（4） 　2.4％ （2）
5千円～1万円未満 16.1％ （20）  12.0％ （10）
1万円～2万円未満 38.7％ （48）  37.3％ （31）
2万円～3万円未満 19.4％ （24）  15.7％ （13）
3万円～4万円未満 14.5％ （18）  16.9％ （14）

4万円以上 　8.1％ （10）  15.7％ （13）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 259－

月謝以外にかかる年間支出

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

～2万円未満  55.6％ （69）  56.1％ （46）
2万円～4万円未満  21.8％ （27）  12.2％ （10）
4万円～6万円未満 　4.8％ 　（6）  11.0％ （9）
6万円～8万円未満 　2.4％ 　（3） 　4.9％ （4）
8万円～10万円未満 　5.6％ 　（7） 　6.1％ （5）

10万円以上 　9.7％ （12） 　9.8％ （8）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （82）



－ 260－

月謝の負担者

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

親  98.4％ （122）  97.6％ （81）
祖父母（父方） 　0.0％ 　（0） 　1.2％ （1）
祖父母（母方） 　1.6％ 　（2） 　1.2％ （1）
その他 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 261－

海外研修や海外合宿の参加について

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

必ず参加させる 　3.3％ 　（4） 　3.6％ （3）
参加させる 　7.4％ 　（9） 　4.8％ （4）
多分参加させる  41.8％ （51）  37.3％ （31）
多分参加させない  35.2％ （43）  38.6％ （32）
参加させない 　9.8％ （12）  14.5％ （12）
絶対参加させない 　2.5％ 　（3） 　1.2％ （1）

合　計 100.0％ （122） 100.0％ （83）



－ 262－

勉強より遊びやスポーツ等の体験が大切だ

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.8％ 　（1） 　0.0％ （0）
そう思う 　2.4％ 　（3） 　2.4％ （2）
ややそう思う  10.5％ （13）  15.7％ （13）

あまりそう思わない  31.5％ （39）  43.4％ （36）
そう思わない  41.1％ （51）  30.1％ （25）
全くそう思わない  13.7％ （17） 　8.4％ （7）

合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 263－

ピアノや水泳などの能力を伸ばすには早い時期がいい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　1.2％ （1）
そう思う 　2.4％ 　（3） 　0.0％ （0）
ややそう思う  14.5％ （18） 　8.4％ （7）

あまりそう思わない  33.1％ （41）  37.3％ （31）
そう思わない  33.9％ （42）  28.9％ （24）
全くそう思わない  16.1％ （20）  24.1％ （20）

合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 264－

他の子に劣らないぐらいの勉強はさせておきたい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　1.2％ （1）
そう思う 　0.8％ 　（1） 　0.0％ （0）
ややそう思う 　9.8％ （12） 　7.2％ （6）

あまりそう思わない  35.8％ （44）  24.1％ （20）
そう思わない  39.0％ （48）  47.0％ （39）
全くそう思わない  14.6％ （18）  20.5％ （17）

合　計 100.0％ （123） 100.0％ （83）



－ 265－

自分の支出を抑えても子どもの教育支出を優先させたい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ 　（n）

非常にそう思う 　0.0％ 　（0） 　1.2％ 　（1）
そう思う 　2.4％ 　（3） 　4.8％ 　（4）
ややそう思う  16.1％ （20）  13.3％ （11）

あまりそう思わない  39.5％ （49）  28.9％ （24）
そう思わない  29.8％ （37）  36.1％ （30）
全くそう思わない  12.1％ （15）  15.7％ （13）

合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 266－

小学校の行事には毎回参加したい

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

非常にそう思う 　0.8％ 　（1） 　1.2％ （1）
そう思う 　0.8％ 　（1） 　1.2％ （1）
ややそう思う 　8.9％ （11） 　6.0％ （5）

あまりそう思わない  22.6％ （28）  13.3％ （11）
そう思わない  47.6％ （59）  48.2％ （40）
全くそう思わない  19.4％ （24）  30.1％ （25）

合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 267－

年　齢

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

6～9歳  61.3％ （76）  66.3％ （55）
10～12歳  38.7％ （48）  33.7％ （28）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 268－

出生順位

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

1番目  66.1％ （82）  68.7％ （57）
2番目  26.6％ （33）  24.1％ （20）

3番目以上 　7.3％ 　（9） 　7.2％ （6）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 269－

中学受験の予定

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

する予定  21.3％ （26）  26.5％ （22）
しない予定  78.7％ （96）  73.5％ （61）
合　計 100.0％ （122） 100.0％ （83）



－ 270－

中学校での運動部活動

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

学校部活動優先  84.7％ （94）  76.7％ （56）
現在の活動を優先  14.4％ （16）  17.8％ （13）
部活動はしない 　0.9％ 　（1） 　5.5％ （4）
合　計 100.0％ （111） 100.0％ （73）



－ 271－

今後させたい習い事，おけいこ事

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

スポーツ系のみ  17.7％ （22）  6.0％ （5）
学・芸術系のみ  37.9％ （47）  60.2％ （50）
両　方  36.3％ （45）  20.5％ （17）
本人の希望 　4.0％ 　（5） 　6.0％ （5）

習い事は考えていない 　4.0％ 　（5） 　4.8％ （4）
未　定 　0.0％ 　（0） 　2.4％ （2）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 272－

保護者の年齢

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

20歳代 　0.8％ 　（1） 　2.4％ （2）
30歳代  43.5％ （54）  44.6％ （37）
40歳代  54.0％ （67）  50.6％ （42）
50歳代 　1.6％ 　（2） 　2.4％ （2）

60歳以上 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 273－

職　業

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

会社員  48.7％ （58）  38.8％ （31）
公務員 　6.7％ 　（8） 　7.5％ （6）
自営業  10.9％ （13） 　6.3％ （5）

パートタイマー  10.9％ （13）  15.0％ （12）
派遣社員 　0.0％ 　（0） 　0.0％ （0）
嘱託職員 　0.8％ 　（1） 　0.0％ （0）
専業主婦  21.8％ （26）  27.5％ （22）
無　職 　0.0％ 　（0） 　1.3％ （1）
その他 　0.0％ 　（0） 　3.8％ （3）
合　計 100.0％ （119） 100.0％ （80）



－ 274－

最終学歴

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

高　校  14.9％ （18）  11.3％ （9）
専門学校  16.5％ （20）  18.8％ （15）
短　大  14.0％ （17）  17.5％ （14）
大　学  50.4％ （61）  43.8％ （35）
大学院 　3.3％ 　（4） 　8.8％ （7）
その他 　0.8％ 　（1） 　0.0％ （0）
合　計 100.0％ （121） 100.0％ （80）



－ 275－

母親のスポーツ経験

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

経験あり  91.1％ （113）  91.6％ （76）
経験なし 　8.9％ （11） 　8.4％ （7）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）



－ 276－

地　区

男　子 女　子
％ 　（n） ％ （n）

札幌 　4.8％ 　（6） 　8.4％ （7）
仙　台 　4.8％ 　（6） 　7.2％ （6）
東　京  30.6％ （38）  21.7％ （18）
千　葉  12.9％ （16） 　6.0％ （5）
埼　玉  12.1％ （15）  12.0％ （10）
神奈川  13.7％ （17）  19.3％ （16）
愛　知 　6.5％ 　（8）  12.0％ （10）
大　阪 　0.8％ 　（1） 　1.2％ （1）
兵　庫 　3.2％ 　（4） 　2.4％ （2）
広　島 　4.0％ 　（5） 　4.8％ （4）
福　岡 　6.5％ 　（8） 　4.8％ （4）
合　計 100.0％ （124） 100.0％ （83）




