
- 1 - 

 

 

 

 

市民の皆さまには、日頃より市政に対してのご理解とご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

市は、昨年度、「財産白書」※をまとめました。 

その結果、新潟市は将来に向けて人口が減少し、少子高齢化が一層進むことや、市民１人あたりの

市の公共施設面積（市営住宅を除く）が政令指定都市の中で最大であること、今後老朽化を迎える市の

公共施設のすべてを建て替えるには大幅に費用が不足する見通しであることなどがわかりました。  

（※「財産白書」は、市役所・各区役所、市立図書館、市ホームページでご覧いただけます。） 

そこで、このたび、市民の皆さまの公共施設に関する意向や利用状況についてお伺いし、今後の市政

に役立てるために「公共施設に関する市民アンケート」を実施することといたしました。 

この調査は、回答者として市内にお住まいの満１５歳以上の方の中から無作為に 8,000 人の方を選

び、実施するもので、このたびあなた様にお願いすることになりました。 

お伺いした内容はプライバシーに配慮し、コンピューターで統計的に処理しますので、個人のお名前、

ご住所などが公表されることは絶対にございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、この調査票にご記入のうえ、返信用

封筒で平成２６年９月２７日（土）までにご投函いただきますよう、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

平成２６年９月１２日 

新潟市長 篠田 昭 

 

 

 

1. 回答は，必ずあて名のご本人がご記入ください（無記名ですので、氏名・住所の記入の必要は

ありません。）。 

2. 特にことわりのない限り、全ての質問にお答えください（該当者にだけお答えいただく質問もあり

ます。その場合は次の質問への案内が示してありますので、それに従ってお答えください。）。 

3. 回答は、あてはまる項目の番号に○をつけてください（「その他」を選んだ場合には具体的な内容

をご記入ください）。 

4. 質問文の後に（○は１つだけ） （○は３つまで） （○はあてはまるものすべて）などのことわ

り書きがあります。これはお答えいただく数を意味します。 

5. この調査は、回答者を無作為で抽出しているため、あて名のご本人の様子がわかりません。万一、

ご病気などでお答えいただけない場合は、回答の必要はございません。 

6. 調査内容で不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。 

 

 

ご記入にあたってのお願い 

新潟市 財務部 財産管理運用課 電話０２５（２２６）２３８７ 

公共施設に関する市民アンケート 

ご協力のお願い 
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○ ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れて 平成２６年９月２７日（土）までに

ご投函ください。切手を貼る必要、お名前を記入する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご記入が終わりましたら… 

◆未成年対象者の保護者の皆さまへ◆ 

このたびのアンケート調査対象の 8,000 人のうち、約４00 人が 1５歳から 19 歳の方々です。 

回答者を 1５歳以上としたのは、未成年の若い世代の皆さまからも、公民館や図書館、体育施設と

いった身近な市の施設について、広く意見をお伺いするためです。 

 保護者の皆さまにおかれましては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。 
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【１ あなたご自身のことについてお聞きします。】 

問 1：  

あなたの性別は。（○は１つだけ） 

１． 男            ２． 女 

 

 

問２： 

 あなたの年齢は。（○は１つだけ） 

 １． １５～１９歳    ４． ４０～４９歳   ７． ６５～７４歳 

２． ２０～２９歳    ５． ５０～５９歳   ８． ７５歳以上 

３． ３０～３９歳    ６． ６０～６４歳 

 

 

問３： 

 あなたのご職業は何ですか。（○は１つだけ） 

1. 勤め人（正規の職員・従業員） 

2. 勤め人（パート、アルバイト、派遣･契約社員･嘱託職員など） 

3. 会社などの役員 

4. 自営業主 

5. 自営業の手伝い（家族従業者） 

6. 高校生 

7. 学生（高校生以外） 

8. 家事専業 

9. 無職 

10. その他 

 

 

問４： 

あなたのお住まいは何区ですか。（○は１つだけ） 

１．北区     

２．東区     

３．中央区 

４．江南区 

５．秋葉区 

６．南区  

７．西区     

８．西蒲区 

 

 

問５： 

あなたの世帯の家族構成は、次のどれにあたりますか。（○は１つだけ） 

１．単身      

２．夫婦のみ   

３．２世代世帯（親と子） 

 ４．３世代世帯（親と子と孫） 

 ５．その他（          ） 
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【２ 図書館・図書室の利用についてお聞きします。】 

 

 

 

 

問６： 

この１年間、あなたは、本や雑誌（新聞を除く）をどこで読みましたか（お子さんへの

読み聞かせなども含みます）。（○はあてはまるものすべて）  

1. 自宅 

2. 図書館・図書室や公民館 

3. 喫茶店など（書店などに併設されているものも含む） 

4. インターネットカフェ、まんが喫茶 

5. 移動中の車内や、理美容室、受付など待ち時間の待合、休み時間の学校や職場 

6. その他（                   ） 

7. 読んでいない  

問７： 

この１年間、あなたは、本や雑誌（新聞を除く）を、どのようにして読みましたか。 

（○はあてはまるものすべて） 

1. 購入して読んだ 

2. 図書館・図書室で閲覧した 

3. 図書館・図書室で借りて読んだ 

4. インターネットカフェ、まんが喫茶などで読んだ 

5. レンタル店などから借りて読んだ 

6. 受付待合、理美容室、喫茶店などにある本や雑誌を読んだ 

7. その他（                   ） 

8. 読んでいない 

問８： 

この１年間、あなたは、DVD などの映像やインターネットの映像配信をどこで視聴し

ましたか（※テレビ放送・映画館などでの上映・動画投稿サイトの動画は含みません）。 

（○はあてはまるものすべて） 

1. 自宅 

2. 図書館・図書室や公民館などの視聴コーナー 

3. インターネットカフェ 

4. 移動中の車内や、理美容室、受付など待ち時間の待合、休み時間の学校や職場 

5. その他（                   ） 

6. 視聴していない 
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問１１： 

この１年間、あなたは、市の図書館・図書室を、１回以上利用しましたか。 

（○は１つだけ） 

１． はい   ⇒ 次の質問へ 

２． いいえ  ⇒ ８ページ 問１３へ 

 

  

問９： 

この１年間、あなたは、 DVD などの映像やインターネットの映像配信をどのようにし

て視聴しましたか（※テレビ放送・映画館などでの上映・動画投稿サイトの動画は含みません）。 

（○はあてはまるものすべて） 

1. 購入して視聴した（「購入」にはオンデマンド配信の無料分を含む） 

2. 図書館・図書室や公民館などの視聴コーナーで視聴した 

3. 図書館・図書室から DVD などを借りて視聴した 

4. インターネットカフェで視聴した 

5. レンタルビデオ店・インターネット上の動画レンタルなどから借りて視聴した 

6. その他（                   ）  

7. 視聴していない 

問１０： 

この１年間、あなたは、自宅や学校（塾・予備校を含む）・職場以外の場所で、勉強、

調べ物、研究などを行いましたか。 

行った方は、場所を教えてください。（○はあてはまるものすべて） 

1. 図書館・図書室 

2. 図書館・図書室以外の公共施設（生涯学習センター、公民館、区役所･出張所など） 

3. 喫茶店・ファミリーレストラン・ファストフード店など 

4. その他（                    ） 

5. 自宅や学校・職場以外の場所で勉強、調べ物、研究などはしていない 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１１で、「１．はい」と回答した方にお聞きします。 

問１２－１： 

この 1 年間、あなたは、市の図書館・図書室をどの程度利用しましたか。 

（○は１つだけ） 

１．週に１回以上  ２．月に数回程度  ３．半年に数回程度  ４．年に数回程度 

 

 

問１２－２： 

 この１年間、あなたが市の図書館・図書室を利用した主な目的は何ですか。 

（○は１つだけ） 

1. 本や雑誌を借りるため 

2. DVD などを借りるため 

3. 本や雑誌、新聞などの閲覧のため 

4. DVD などの視聴のため 

5. 勉強や調べ物・研究のため 

6. 図書館・図書室の催しに参加するため 

7. 家族の付き添い 

8. その他（                     ） 

 

 

問１２－３： 

 この１年間、あなたが市の図書館・図書室を利用したとき、もっともよく使った交通手

段と、移動のための所要時間を教えてください。 

交通手段（○は１つだけ） 移動のための所要時間（○は１つだけ） 

1. 徒歩・自転車 

2. 公共交通（バス・鉄道） 

3. 自家用車（相乗りを含む）・バイク 

4. タクシー 

1. ５分以内 

2. ６～１０分 

3. １１～２０分 

4. ２１～３０分 

5. ３１分以上 
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問１２－４： 

 あなたがこの１年間に使った市の図書館・図書室が、建て替えなどで今より遠くに移転

するとした場合、どのくらいの距離までなら、使い続けることができると思いますか。  

 使い続けるために選ぶ交通手段と所要時間の組み合わせで答えてください。 

交通手段（○は１つだけ） 移動するのに増える時間の上限（○は１つだけ） 

1. 交通手段は変えない（問１２－３と同じ）  

2. 公共交通（バス・鉄道）に変える 

3. 自家用車（相乗りを含む）・バイクに変える   

4. タクシーに変える 

1. 移動時間が増えたら使い続けられない 

2. ５分まで 

3. １０分まで 

4. ２０分まで 

5. ３０分まで 

6. 移動時間とは関係なく使い続けられる 

 

 

問１２－５： 

市の図書館・図書室はどのような場所に設置するのが適切だと思いますか。 

（○は１つだけ） 

1. 通勤･通学･買い物などのついでに立ち寄りやすい場所 

2. 駅やバス停の近くなど公共交通で行きやすい場所 

3. 広い駐車場が整備された自家用車で行きやすい場所 

4. その他（                     ） 

 

 

問１２－６： 

新潟県内には、学校の校舎内に一般市民が利用できる図書館を整備している自治体もあ

ります。児童・生徒の安全確保が前提ですが、このような活用方法をどう思いますか。 

（○は１つだけ） 

1. 身近な図書館となるので行きやすくなり、よいと思う 

2. 図書の選定や本棚の配置などについて、子どもに十分配慮した上であれば、よいと思う  

3. よくないと思う（理由：                       ） 

4. その他（                              ） 

5. わからない 

 

  ⇒９ページ 問１４へ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１１で、「２．いいえ」と回答した方にお聞きします。 

問１３： 

 あなたが、市の図書館・図書室を利用しない理由を教えてください。 

（○はあてはまるものすべて） 

1. 読みたい書籍･雑誌は、購入するから 

2. 視聴したい DVD などは、購入するから 

3. 視聴したい DVD などは、レンタル店でレンタルできるから 

4. 読みたい書籍や見たい映像は、インターネットで入手することができるから 

5. 勉強、調べ物、研究などは、自宅や学校、職場でできるから 

6. 特に用事や必要がないから 

7. 利用したいが、忙しくて時間がなかったから  

8. 利用したいが、近くにない・行きやすい場所にない・駐車場がないから 

9. 利用したいが、使い方がよくわからないから 

10. ほかの図書館（県立図書館、大学付属図書館など）のほうがよいから 

11. その他（                    ） 
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【３ 公民館・コミュニティセンターなどの利用についてお聞きします。】 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１４で、「１．上記のどれかをした」と回答した方にお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１４： 

あなたは、この１年間で、次にあげる活動をしましたか。（○は１つだけ） 

— 各種の習いごと、講座（趣味、教養、軽い運動など）への出席 

— 同好会・サークル活動（学校単位のものは除きます）への参加 

— 展覧会、発表会、文化祭（学校単位のものは除きます）への出品・出演、見学 

— 公民館などが実施する「フリースペース」、「子供の居場所」の利用 

— 自治会･町内会、コミュニティ協議会など地域の集会、イベントなどへの出席・参加 

1. 上記のどれかをした  ⇒ 次の質問へ 

2. いずれもしていない  ⇒ １４ページ 問１８へ 

問１５： 

この１年間、あなたは、問１４の活動をしたとき、市の公民館・コミセンなどを利用し

ましたか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

1. はい   ⇒ 次の質問へ 

2. いいえ  ⇒ １３ページ 問１７へ 

“市の公民館・コミセンなど”とは、市が所有する「地区公民館」、「公民館」、「生涯学習セン

ター」、「コミュニティセンター」、「コミュニティハウス」、「地区集会場」、「農村環境改善セン

ター」、「集落機能維持施設」、「地域研修センター」、「ふれあいセンター」、「ふれあい会館」、 

「（学校以外の）体育館」などです。 

 自治会独自の集会場は含みません。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１５で、「１．はい」と回答した方にお聞きします。 

問１６－１： 

この 1 年間、あなたは、問１４の活動をしたとき、市の公民館・コミセンなどを 

どの程度利用しましたか（行きましたか）。（○は１つだけ） 

１．週に１回以上  ２．月に数回程度  ３．半年に数回程度  ４．年に数回程度 

 

 

問１６－２： 

 この１年間で、問１４の活動をしたとき、あなたがもっともよく利用した（行った）市

の公民館・コミセンなどの部屋のタイプは次のうちどれですか。（○は１つだけ） 

1. 講座室・会議室・和室 

2. 大会議室・ホール・体育室 

3. 音楽室・美術工作室・調理室 

4. ロビーなどフリースペース 

5. その他（                    ） 

 

 

問１６－３： 

 この１年間、問１４の活動をしたとき、あなたが市の公民館・コミセンなどを利用した

（行った）主な目的はなんですか。（○は１つだけ） 

1. 自治会・町内会・コミュニティ協議会など地域の会議や催しに参加するため 

2. 公民館で開かれる講座に参加するため 

3. サークル活動に参加するため 

4. フリースペースでの自習・談話のため 

5. その他（                    ） 

 

 

問１６－４： 

 この１年間、問１４の活動のためにあなたが市の公民館・コミセンなどを利用した（行

った）とき、あなたはどんな立場でしたか。（○は１つだけ） 

1. 講座やサークル活動、会議、行事などの主催者として、部屋や設備の手配などをする立場  

2. 講座やサークル活動、会議、行事などに参加者として出席する立場 

3. 1．2．のどちらの立場でもあった 

4. その他（                    ） 
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問１６－５： 

 この１年間、問１４の活動のためにあなたが市の公民館・コミセンなどを利用したとき、

もっともよく使った交通手段と、移動のための所要時間を教えてください。 

交通手段（○は１つだけ） 移動のための所要時間（○は１つだけ） 

1. 徒歩・自転車 

2. 公共交通（バス・鉄道） 

3. 自家用車（相乗りを含む）・バイク 

4. タクシー 

1. ５分以内 

2. ６～１０分 

3. １１～２０分 

4. ２１～３０分 

5. ３１分以上 

 

 

問１６－６： 

 あなたがこの１年間に使った市の公民館・コミセンなどが、建て替えなどで今より遠く

に移転するとした場合、どのくらいの距離までなら、使い続けることができると思いますか。  

 使い続けるために選ぶ交通手段と、所要時間の組み合わせで答えてください。 

交通手段（○は１つだけ） 移動するのに増える時間の上限（○は１つだけ） 

1. 交通手段は変えない（問１６－５と同じ）  

2. 公共交通（バス・鉄道）に変える 

3. 自家用車（相乗りを含む）・バイクに変える   

4. タクシーに変える 

1. 移動時間が増えたら使い続けられない 

2. ５分まで 

3. １０分まで 

4. ２０分まで 

5. ３０分まで 

6. 移動時間とは関係なく使い続けられる 

 

 

問１６－７： 

市の公民館・コミセンなどは、どのような場所に設置するのが適切だと思いますか。 

（○は１つだけ） 

1. 通勤･通学･買い物などのついでに立ち寄りやすい場所 

2. 駅やバス停の近くなど公共交通で行きやすい場所 

3. 広い駐車場が整備された自家用車で行きやすい場所 

4. その他（                     ） 
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問１６－８： 

この１年間、あなたは、「文化センター」、「カルチャーセンター」などと呼ばれる 

民間の各種講座や個人教室に参加したり、民間の貸会議室や貸ホール・音楽スタジオなど

を使ったりしましたか。（○は１つだけ） 

1. はい   ⇒ 次の質問へ 

2. いいえ  ⇒ 問１６－１０へ 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１６－８で、「１．はい」と回答した方にお聞きします。 

問１６－９： 

この１年間、あなたは、問１６－８に示したような民間の講座や施設と、市の講座・施

設とで、どちらの参加や利用が多かったですか。（○は１つだけ） 

1. 民間の講座・施設が多かった 

2. 市の講座・施設が多かった 

3. どちらも同じくらいだった 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１６－８で、「２．いいえ」と回答した方にお聞きします。 

問１６－１０： 

あなたは、民間の各種講座・教室や、民間の貸会議室や貸ホール・音楽スタジオなどが、

市の講座・施設と同程度の料金で参加したり使えたりするとしたら、どちらを選びますか。 

（○は１つだけ） 

1. 民間の講座・施設を選ぶ 

2. 市の講座・施設を選ぶ 

3. どちらでもよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒１４ページ 問１８へ 

⇒１４ページ 問１８へ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１５で、「２．いいえ」と回答した方にお聞きします。 

問１７： 

あなたが、この１年間に、問１４の活動をするときに行った施設とは、どのようなもの

ですか。（○はあてはまるものすべて） 

1. 自治会やマンションの集会施設 

2. 企業や学校、各種法人が所有する会議室やホール 

3. 自宅や知人宅 

4. 民間の文化センター・カルチャーセンター 

5. 個人教室 

6. 大学など教育機関（一般向け講座） 

7. その他（                     ）              
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

すべての方にお聞きします。 

問１８： 

市の公民館・コミセンなどの利用率は、平均で約３５パーセントです。 

現状をふまえ、施設を今後どのようにしたらよいと考えますか。（○は３つまで） 

1. ひとつの建物にさまざまな機能（役所の窓口、郵便局、店舗など）を持たせて、便利にする   

2. 興味のわくような講座や催しを開催し、より多くの人に使ってもらえるようにする 

3. 利用率の低い施設を廃止し、統合して、合理化をはかる 

4. 利用者登録（団体登録）のルールを見直して、利用しやすくする 

5. 利用申し込みの方法をもっと使いやすくして、利用しやすくする 

6. 公共交通で行きやすくして、車を運転しない人にも利用しやすくする 

7. その他（                      ） 
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【４ 体育施設などの利用についてお聞きします。】 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問１９で、１．から３１．を選択した方にお聞きします。 

問２０： 

あなたは、この１年間で、運動・スポーツをするために、市の体育施設を利用しましたか。  

※「市の体育施設」には、市立小・中・高等学校の体育館などを含みません。（○は１つだけ）  

1. はい   ⇒ 次の質問へ 

2. いいえ  ⇒ １９ページ 問２２へ 

問１９： 

あなたがこの１年間でした運動・スポーツはどのようなものですか。その種目を選択肢

から選んでください。但し、学校の授業で行ったものは除きます。 

（○はあてはまるものすべて） 

  

1. ウォーキング（散歩） 

2. 軽い体操･なわとび・キャッチボール 

3. ボーリング 

4. ゴルフ 

5. ランニング 

6. サイクリング 

7. 登山・ハイキング 

8. スキー・スノーボード 

9. スキューバーダイビング 

10. サーフィン・ボードセイリング 

11. ヨット 

12. ジムでのマシントレーニング 

13. 水泳 

14. バレーボール 

15. バスケットボール 

16. バドミントン 

 

17. 卓球 

18. テニス（硬式・軟式） 

19. サッカー 

20. 野球・ソフトボール 

21. ダンス・エアロビクス・ヨガ 

22. アイススケート 

23. フットサル 

24. ゲートボール 

25. アーチェリー 

26. 柔道・剣道 

27. 弓道 

28.  ２６、２７以外の武道 

29. 相撲 

30. レスリング 

31. その他（            ） 

 

 

32. 運動はしなかった 

⇒２０ページ 問２３へ 

⇒１．から３１．の選択肢を選んだ方は、次の質問へ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問２０で、「１．はい」と回答した方にお聞きします。 

問２１－１： 

この 1 年間、あなたは、運動・スポーツをするために、市の体育施設をどの程度利用

しましたか（行きましたか）。（○は１つだけ） 

１．週に１回以上  ２．月に数回程度  ３．半年に数回程度  ４．年に数回程度 

 

 

問２１－２： 

 この１年間、運動・スポーツをするために、あなたがもっともよく使った市の体育施設

の、施設タイプは次のうちどれですか。（○は１つだけ） 

1. 体育室（バレーボール・バスケットボール・バドミントンなど屋内競技のコート） 

2. トレーニングルーム・屋内ランニングトラック 

3. プール 

4. 武道場 

5. アイススケート場 

6. 上記 1．～５．以外の屋内施設 

7. 屋外施設（野球場、テニスコート、サッカー場など） 

8. その他（                    ） 

 

 

問２１－３： 

あなたが、運動・スポーツをするために市の体育施設を利用するときの、主な立場はど

のようなものですか。（○は１つだけ） 

1. 活動の主催者 （チームの代表・役員・指導者、イベントの代表・役員など） 

2. 活動の一般参加者 （チームのメンバー、講習会の受講者、イベントの参加者など） 

3. 個人・家族・友人同士での利用者 

4. その他（                       ） 
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問２１－４： 

 この１年間、あなたが運動・スポーツをするために市の体育施設を利用したとき、もっ

ともよく使った交通手段と、移動のための所要時間を教えてください。 

交通手段（○は１つだけ） 移動のための所要時間（○は１つだけ） 

1. 徒歩・自転車 

2. 公共交通（バス・鉄道） 

3. 自家用車（相乗りを含む）・バイク 

4. タクシー 

1. ５分以内 

2. ６～１０分 

3. １１～２０分 

4. ２１～３０分 

5. ３１分以上 

 

 

問２１－５： 

 あなたがこの１年間に使った市の体育施設が、建て替えなどで今より遠くに移転すると

した場合、どのくらいの距離までなら、使い続けることができると思いますか。 

 使い続けるために選ぶ交通手段と、所要時間の組み合わせで答えてください。 

交通手段（○は１つだけ） 移動するのに増える時間の上限（○は１つだけ） 

1. 交通手段は変えない（問２１－４と同じ）  

2. 公共交通（バス・鉄道）に変える 

3. 自家用車（相乗りを含む）・バイクに変える   

4. タクシーに変える 

1. 移動時間が増えたら使い続けられない 

2. ５分まで 

3. １０分まで 

4. ２０分まで 

5. ３０分まで 

6. 移動時間とは関係なく使い続けられる 

 

 

問２１－６： 

 市の体育施設はどのような場所に設置するのが適切だと思いますか。（○は１つだけ） 

1. 通勤･通学･買い物などのついでに立ち寄りやすい場所への設置 

2. 駅やバス停の近くなど公共交通で行きやすい場所への設置 

3. 広い駐車場が整備可能な、自家用車で行きやすい場所への設置 

4. その他（                     ） 
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問２１－７： 

この１年間、あなたは、民間のスポーツ教室、フィットネスジムやプール、各種コート、

道場などの体育施設を使いましたか。（○は１つだけ） 

1. はい   ⇒ 次の質問へ  

2. いいえ  ⇒ 問２１－９へ 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問２１－７で、「１．はい」と回答した方にお聞きします。 

問２１－８： 

この１年間、あなたは、問２１－７で示したような民間の体育施設と、同じような施設

のある市の体育施設とで、どちらの利用が多かったですか。（○は１つだけ） 

1. 民間の体育施設が多かった 

2. 市の体育施設が多かった 

3. どちらも同じくらいだった 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問２１－７で、「２．いいえ」と回答した方にお聞きします。 

問２１－９： 

あなたは、問２１－７に示したような民間の体育施設が、市の施設と同程度の料金で使

えるとしたら、どちらの施設を選びますか。（○は１つだけ） 

1. 民間施設を選ぶ 

2. 市の施設を選ぶ       

3. どちらでもよい 

 

  

⇒２０ページ 問２３へ 

⇒２０ページ 問２３へ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問２０で、「２．いいえ」と回答した方にお聞きします。 

問２２：  

あなたが、この 1 年間で運動・スポーツをするために使った施設とは、どのようなも

のですか。（○はあてはまるものすべて） 

1. 民間のスポーツ教室・フィットネスジム・ダンススタジオなど 

2. 民間のカルチャーセンターなど 

3. 民間のプール 

4. 民間の貸しコート 

5. 個人や団体の道場 

6. 自宅にある施設・設備 

7. 勤務先・通学先にある体育施設 

8. ７．以外の学校の体育施設 

9. ゴルフ場・スキー場 

10. ボーリング場 

11. その他（                     ） 

12. ランニングなど施設を使わない種目なので施設は使わなかった  
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【５ すべての方にお聞きします。】 

問２３： 

新潟市の人口は、現在の約 81 万人から、平成 52 年には約 67 万人となり約１８%減少す

ると予測されています。うち、１５歳未満人口は約４割が減少、１５歳から６４歳の人口は約

３割が減少し、一方で、65 歳以上の高齢者は約３割の増加が見込まれています。 

市の公共施設面積（市営住宅を除く）は、市民１人あたりで政令指定都市の中で最大となっ

ています。これら施設は、今後、老朽化により建て替え時期を迎えますが、全ての施設を建て

替えるには大幅に費用が不足する見通しです（新潟市「財産白書」より）。 

こうした現状をふまえ、市の公共施設を維持していくために、今後どのように取り組んでい

くべきだと思いますか。各項目について、あなたの考えにもっとも近いものを番号で選んでく

ださい。（各項目とも、○は１つだけ） 

取り組みの例 そう思う 
どちらかといえば 

そう思う 

どちらかといえば  

そう思わない 
そう思わない わからない 

【多機能化・複合化の推進】 

施設の建て替え時には、周辺の施設と

兼用できるものを作り、利便性を向上

させつつ、数の適正化をはかる 

１ ２ ３ ４ ５ 

【利用料金などの見直し】 

施設を利用する人が支払う利用料金を

増やすことなどによって、施設を維持

していく 

１ ２ ３ ４ ５ 

【利用率の低い施設の見直し】 

あまり利用されていない施設は廃止

し、民間へ売却したり貸付したりする

ことで、市の財政に役立てる 

１ ２ ３ ４ ５ 

【民間施設の活用】 

市民が民間施設を格安で利用できるよ

うな補助制度をつくり、市の公共施設

でのサービスに代える 

１ ２ ３ ４ ５ 

【施設維持を優先】 

今ある施設は、たとえほかの予算を削

ってでも、建て替えや維持修繕をして

いく 

１ ２ ３ ４ ５ 

-ご協力ありがとうございました 

ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れて 平成２６年９月２７日（土）までにご

投函ください。切手を貼る必要、お名前を記入する必要はありません。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 


