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はじめに 

 

 

 令和元年（2019 年）、港北区では区内の横浜国際競技場において、世界三大スポーツイベントと言わ

れる「オリンピック」・「サッカーワールドカップ」・「ラグビーワールドカップ」のうち、「ラグビーワー

ルドカップ」が開催されました。 

 このラグビーワールドカップ 2019™の開催へ向け港北区役所では、港北区体育協会などと連携し、区

内の小学生を対象とした、ラグビー関連事業を平成 29 年度より実施してきました。大会終了後も、大

会開催のレガシーとして、ラグビー関連事業の実施を計画している中で、大会前後の認知度や意識調査

を行い、調査の結果を踏まえることで、令和２年度以降のレガシー構築を進めていきます。 

 ラグビーワールドカップ 2019™の開催が、港北区内の子どもたちをはじめ、地域のレガシーとして脈々

と引き継がれ、区内の文化となるよう調査結果を生かしていきます。 

 ご多用中のところ、調査にご協力いただきました皆様には、厚くお礼申し上げます。 

 

 

 令和２年２月 

 

港北区役所  
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1. 調査概要
（１） 目的

今回の調査は、ラグビーワールドカップ 2019™の開催前後で「ラグビー」という競技がどの

ように区内の小学生や小学生の保護者に浸透し、認識されているかを調査するために実施した

ものである。 

港北区では、小学生を対象としたラグビー関連事業を平成 29年度より実施しており、今回

の調査結果は、主に令和２年度以降の事業実施に役立てることを目的としている。 

（２） 調査手法

今回の調査は、「郵送調査（郵送依頼郵送回収と郵送依頼 Web回答のいずれか）」で、実施し

た。 

（３） 調査期間

① 大会前調査（第一回調査）

令和元年８月１日（水）から令和元年８月 21日（水）まで

② 大会後調査（第二回調査）

令和元年 12 月２日（月）から令和元年 12月 20日（金）まで

（４） 調査対象者

港北区在住の平成 19年４月２日から平成 25年４月１日生まれの子を持つ保護者

（住民基本台帳から、コンピューターにより無作為抽出。

大会前調査は 500名、大会後調査は 1,000名。） 

（５） 有効回答数

① 大会前調査

・179件

・有効回収率 35.8％（調査依頼数 500件）

② 大会後調査

・403件

・有効回収率 40.3％（調査依頼数 1,000件）

※大会前と大会後の調査数が異なるが、これは大会前調査の回答状況を踏まえ、

より精緻な調査結果を得るために大会後の調査件数を 1,000 件としたものでる。
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2. 調査結果概要 

【総括】 
・ ラグビーワールドカップ 2019™の開催前と開催後では、区内におけるラグビー全般への関心が高

まっている結果となった。 

・ 開催前にはラグビーに関心が薄かった 30～40代母親や女子の保護者層についても、テレビで試合

を観戦するなど大会を通じて興味・関心が高まるといった、効果がみられた。 

 

【１ ラグビーワールドカップ 2019™の認知度について】 
・ ラグビーワールドカップ 2019™が日本で開催されることの認知度は、開催前の 89％から開催後に

は 98％と向上した。特に小学校の授業でタグラグビーが開始される、小学校３年生以上の子を持

つ保護者の認知度の向上が際立っている。 

・ 区内の横浜国際総合競技場で決勝が開催されることの認知度も、開催前の 75％から開催後には

95％と 20ポイント上昇した。特に、母親の認知度の向上が目立つとともに、女の子を持つ保護者

の認知度の向上が大きい。 

 

【２ ラグビーワールドカップ 2019™の観戦について】 
・ 大会前調査時点で、ラグビーワールドカップ 2019™を現地観戦する予定のある方が４％であり、

実際現地観戦できた人は５％と微増に終わった。これは、大会開始後のチケット入手が困難であ

ったことが考えられる。 

・ 一方、大会前調査では、試合会場以外で外出して観戦予定を立てていた人は約２％であったが、

開催後、実際に外出をして試合を観戦した人は 14％と伸長した。 

また、開催前にテレビ観戦を予定していた人は 39%にとどまっていたものの、実際にテレビで見

た人は 89％となり、大きな関心を引きつけ、盛り上がりを見せたことがわかる。 

・ 試合会場以外で、外出して観戦した人の割合は（横浜市以外のものを含む）ファンゾーンでの観

戦が 38％と最も多かった。 

・ また、躍進を果たした日本チーム以外の観戦割合が高いことも、区内でのラグビーに対する関心

の高さがうかがえる結果となった。 

・ 観戦をした人の感想としては、「面白かった」の割合が 81％と高く、「今後も機会があれば観戦し

たい」の割合も 60％を超えている一方、「実際にやってみたい、子どもにやらせてみたい」の割合

は併せても 13％となった。自由回答にある「痛そう」や「危険なスポーツなので子どもにはやら

せられない」といった声が見られたことから、観戦を通じて「ラグビー＝激しいスポーツ」とい

う印象を持ったことが、この結果の背景として考えられる。 
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【３ タグラグビー/体験会について】 
・ 「タグラグビーを知っている」と答えた小学生が、大会前の 41％から大会後には 60％へ大きく向

上した。 

これは、区内小学校における体育授業でのタグラグビーカリキュラムの実施や、小学校への現役

大学生ラグビー部員派遣事業などを通して、競技の認識や接触機会が創出されたためと考えられ

る。 

・ タグラグビーサポート派遣、ラグビー出前講座を実施している小学校では、未実施の小学校と比

較して、小学生のタグラグビーの認知度が約７ポイント高い結果となった。 

また、サポート派遣の参加希望についても実施校の保護者の方が未実施校の保護者と比較して 19

ポイント高い結果となった。 

・ ラグビー体験会に関する認知度は大きな向上が見られるが、これは大会後調査期間の直前に開催

した「港北区＆慶應 ラグビー・スポーツ体験会（11月 17日開催）」の影響も考えらえる。 

・ ラグビー体験会への参加意向は、認知度に比して高い傾向となっている。認知度を高めることで

さらにラグビー体験会自体の参加を期待することができ、しいては区内のラグビー事業への関心

を高めることも期待できる。この傾向は、港北カップタグラグビー大会でも同様の状況である。 

・ 大会前後の比較では、体験会参加に関する意向についても「子どもがラグビーに興味を持った」

や「楽しそう」など肯定的、前向きな意見が増加した。 

・ 参加に前向きではない理由としては、「女の子だから」「危険そうだから/ケガをしそう」や「週末

は別の習い事がある」という内容が挙げられている。これらの理由に応える取り組みを進めるこ

とで、ラグビーワールドカップ 2019™によって盛り上がった機運を、港北区のレガシーとして定

着することができるものと考えられる。 

 

【４ 今後の港北区の取組について】 
・ 大会前の機運醸成が功を奏しラグビーに対する関心が高まっていることから、区内での関連事業

を継続するともに、特に「危険なスポーツ」という印象を取り除いていく事必要がある。 

・ 小学生が実際にラグビー体験やタグラグビーを行うだけでなく、ラグビーを観戦する機会を設け

るなど、プレーすること以外の観点を取り入れることで一層の浸透が期待できる。 

・ 大会後調査においても、今後のラグビーイベントに対する参加意向について、「どちらとも言え

ない」が 48％を占めている。この層では、「子ども次第」や「子どもが興味をもてば」といった

意見が多く見られた。子どもが興味を持ち、ラグビーというスポーツを身近に感じることができ

る機会の継続的な創出とともに、興味を引く事業構築が必要である。 
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3. 回答者属性 
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4. ラグビーワールドカップ 2019™認知度 

4-1. ラグビーワールドカップ 2019™認知度(全体)                  
【問】ラグビーワールドカップ 2019™の開催を知っている(知っていた)か。 

 
 

4-2. 開催認知度(詳細 1) 
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4-3. 開催認知度(詳細 2) 

 

4-4. 決勝会場認知度(詳細 1) 
【問】決勝会場が区内の横浜国際競技場であることを知っているか。 
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4-5. 決勝会場認知度(詳細 2) 
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5. 現地観戦率 

5-1. 現地観戦率(全体) 
【問】ラグビーワールドカップ 2019™を試合会場で見る予定がある(見た)か。 

 

5-2. 試合会場観戦率(詳細 1) 
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5-3. 試合会場観戦率(詳細 2)  

 

5-4. 試合会場/自宅以外での観戦率(詳細 1)  
【問】ラグビーワールドカップ 2019™の試合を会場又は自宅以外の場所で見る予定はある(見た)か。 
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5-5. 試合会場/自宅以外での観戦率(詳細 2)  

 

5-6. 現地観戦した場所 
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