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ホストタウン意識調査 

 

１． 目的 

2020 東京オリンピック競技大会及びホストタウン相手国の認知度の把

握とより有効な事業展開を図るため調査を実施。 

 

２． 調査期間 

平成 30 年 5 月 15 日 ～ 平成 30 年 7 月 31 日 

 

３． 調査対象 

実行委員会参加団体（140 人）、市内小学生 5･6 年生（518 人）、中学生

全校生（780 人）、高校生全校生徒【他市町含む】（515 人）。 

1,953 人対象。 

 

４． 調査方法 

 小学校・中学校・南陽高等学校は、調査票を学校で配布し回答。実行委

員会参加団体は、各団体の事務局を通じて記載依頼し、回答。 
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５． 回収状況 

回収数：1,910 票（97.79％ 1,910/1,953） 

【年代別】                            [小数点 3 位切り捨て] 

対象者 対象人数（人） 回答者（人） 回答率（％） 備考 

小学生 518 512 98.84  

中学生 780 737 94.48  

高校生 515 498 96.69  

10 代（参考）   1,747    

成人 140 163 115.00  

20 代（参考）  8 4.90  

30 代（参考）  40 24.53  

40 代（参考）  19 11.65  

50 代（参考）  15 9.2  

60 代（参考）  51 31.2  

70 代（参考）  28 17.1  

80 代（参考）  1 0.6  

年代不詳  1 0.6  

合計 1,953 1,910 97.79  

※（参考）の回答率は、成人全体に占める割合。小数点 3 位切り捨てのため 100 にならない。 

 

【地区別】       [小数点 3 位切り捨て]   参考【高校生出身市町】 

地区 回答者 割合（％）  市町 回答者  

赤湯 496 30.63  米沢市 7  

中川 45 2.77  長井市 120  

沖郷 345 21.30  高畠町 42  

梨郷 79 4.87  川西町 28  

宮内 322 19.88  白鷹町 48  

金山 4 0.24  小国町 9  

漆山 97 5.99  飯豊町 29  

吉野 20 1.23  山形市 3  

南陽市※ 211 13.03  東根市 1  

合計 1,619   合計 287  

   ※高校生は、出身市町での聞き取り。※小学生は、学校名の聞き取りのため金山は宮内に含む。※未回答有  
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６． 意識調査の結果について 

東京オリンピックの関心度については、内閣府が平成 27 年度に実施し

た「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」とほぼ変わら

ない結果となった。 

 33 の実施競技の関心度では、陸上競技が 32.9％で 1 位。以下、サッカ

ー（25.3％）、卓球（24.1％）、バスケットボール（21.1％）、野球・ソフト

ボール（20.6％）までが 20％を超えた。バルバドスは、陸上短距離でオ

リンピックに過去 3 大会出場しており、出場が期待される競技である。 

ホストタウン相手国：バルバドスの認知度だが、20.1％が聞いたことが

あると回答。市報・新聞報道や各学校にポスターの掲示等を行ってきたが、

低い割合となった。認知度を上げる取組が必要である。 

 外国（バルバドス）の方に日本（南陽市）の何を教えてあげたいかの設

問では、「自然美・景観のよさ」（55.9％）で 1 位であった。内閣府の調査

では、「安全・安心な社会」（62.4％）「おもてなしの心など日本的価値観」

（62.1％）「伝統的な文化・芸術」（51.0％）が 5 割を超えているが、南陽

市で 1 位の「自然美・景観のよさ」（48.1％）は 4 位に留まり、都会では

見ることが少ない南陽市の自然美を見せたいという気持ちが現れたよう

である。 
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ホストタウン意識調査（全体集計） 

（N=1,910） 

 

Q1 あなたは、２０２０年に東京で夏季オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され

ることを知っていますか。 

※内閣府実施結果[  ] 

 

（96.4）[98.1] 知っている 

（ 3.6）[ 1.1]  知らない 

注：内閣府調査とは一部回答が異なる） 
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Q2 あなたは、東京オリンピック競技大会に関心がありますか。 

 

（32.3）[30.5] 非常に関心がある 

（51.8）[51.4] ある程度関心がある 

（11.4）[14.3] あまり関心がない 

（ 4.6）[ 3.7] ほとんど（全く）関心がない 
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Q3 あなたは、東京オリンピック競技大会を実際に競技場などに観戦に行きたいと思いま

すか。 

 

（27.6）[12.2] 是非観戦に行きたい 

（40.6）[39.0] できれば観戦に行きたい 

（20.0）[24.3] あまり観戦に行きたいと思わない 

（11.8）[24.4] 観戦に行きたいと葉思わない 
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Q4 あなたは、東京オリンピック競技大会の実施競技３３競技のどの競技に関心がありま

すか。 

 

 

 

（32.9）陸上競技 （25.3）サッカー （24.1）卓球 （21.1）バスケットボール 

（20.6）野球・ソフトボール （19.0）バレーボール （18.6）水泳 （17.1）バドミントン 

（14.1）テニス （13.2）体操 （12.1）スケートボード （11.2）射撃 

（6.5）柔道 （5.5）クライミング （4.5）アーチェリー （3.9）空手 

（3.0）馬術 （3.0）サーフィン （2.9）自転車 （2.9）ボクシング 

（2.7）近代五種 （2.4）特にない （2.3）ハンドボール （1.9）トライアスロン 

（1.8）レスリング （1.4）カヌー （1.4）ホッケー （1.3）フェンシング 

（1.2）ゴルフ （1.0）7 人制ラグビー （0.7）テコンドー （0.7）ボート 

（0.2）ウェイトリフティング （0.1）セーリング   
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【年代ごと】 

年代 1 位 2 位 3 位 

小学生 卓球 陸上競技 水泳 

中学生 陸上競技 卓球 サッカー 

高校生 サッカー バレーボール 陸上競技 

20 代 テニス 柔道 バドミントン 

30 代 サッカー 陸上競技 バスケットボール 

40 代 体操 陸上競技 野球・ソフトボール 

50 代 体操 陸上競技・水泳  

60 代 陸上競技 体操 水泳・バレーボール 

70 代 陸上競技 体操 水泳 

80 代 水泳・卓球・バレーボール   

年代不詳 特になし   
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Q5 あなたは、バルバドス国について聞いたことがありますか。 

 

（20.1）聞いたことがある 

（79.9）聞いたことがない 

 

【年代ごと】                [単位：％] 

年代 ある ない 

小学生 28.0 72.0 

中学生 19.0 81.0 

高校生 9.4 90.6 

20代 12.5 87.5 

30代 27.9 72.1 

40代 42.1 57.9 

50代 33.3 66.7 

60代 33.3 66.7 

70代 42.9 57.1 

80代 0 100 

年代不詳 100 0 
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Q6 あなたは、外国・バルバドスの方に日本・南陽市の何を教えてあげたいですか。 

※内閣府実施結果[  ] 

 

（55.9）[48.1] 自然美・景観のよさ 

（47.2）[45.3] 食文化 

（47.0）[62.1] おもてなしの心などの日本的価値観 

（46.4）[51.0] 伝統的な文化・芸術 

（40.4）[23.2] 地域の魅力 

（30.0）[62.4] 安全･安心な社会 

（23.3）[26.9] 東日本大震災から復興した姿 

（19.9）[ 9.4] ゲームやアニメなどのポップカルチャー 

（15.0）[23.0] 高い競技力やスポーツ文化 

（10.1）[22.3] 最先端の科学技術 

（ 6.9）[15.1]  経済活力 

（ 3.1）[ 0.2]  その他 

（ 1.0）[ 4.3]  特にない 
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【年代ごと】 

 

 

 

 

年代 1 位 2 位 3 位 

小学生 伝統的な文化・芸術 自然美・景観のよさ、 地域の魅力 

中学生 自然美・景観のよさ おもてなしの心などの日本的価値観 食文化 

高校生 自然美・景観のよさ おもてなしの心などの日本的価値観 食文化 

20 代 自然美・景観のよさ おもてなしの心などの日本的価値観 
食文化、安全･安心な社会、地域の

魅力 

30 代 自然美・景観のよさ 食文化 おもてなしの心などの日本的価値観 

40 代 自然美・景観のよさ おもてなしの心などの日本的価値観 食文化 

50 代 食文化 おもてなしの心などの日本的価値観 伝統的な文化・芸術 

60 代 おもてなしの心などの日本的価値観 自然美・景観のよさ 食文化 

70 代 おもてなしの心などの日本的価値観 自然美・景観のよさ 伝統的な文化・芸術 

80 代 
ゲームやアニメなどのポップカルチ

ャー 
  


