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自転車活用状況調査の追加集計 

１．町民アンケート調査の結果のクロス集計 

（クロス集計とは，回答結果をより細分化して把握するため，設問を掛け合わせて集計する手法です。） 

①問３（学生か又は働いているか）×問５（利用する交通手段）      ※「01.徒歩」は，徒歩だけ回答数に限定 

②問６(自動車免許の保有状況)の内訳 

   ×問３（学生か又は働いているか） 

×問１（年齢）    

参考 ２ 
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③問 10(平日の利用目的)×問３（学生か又は働いているか）

④問 11(平日の利用距離) ×問 10(平日の利用目的) 

⑤問 13(休日の利用目的)×問 14(休日の利用距離) 

※集計数が小さいため，取り扱い注意 

※集計数が小さいため，取り扱い注意 
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⑥問 15(自転車利用の理由)×問３(学生か又は働いているか) 

⑦問 16(利用しない理由)×問１(年齢) 

⑧問 17(利用しない理由が解消されたら乗るかどうか)×問１(年齢) 
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⑨問 17(利用しない理由が解消されたら乗るかどうか)×問 16(利用しない理由) 

⑩問 22(保険の加入状況)×問７(自転車の保有状況)

⑪問 22(保険の加入状況)×問６(自動車免許の保有状況)
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⑫問 22(保険の加入状況)×問７(自転車の保有状況)×問６(自動車免許の保有状況) 

⑬問 22(保険の加入状況)×問７(自転車の保有状況)×問３(学生か又は働いているか) 

自分の自転

車を持ち， 

保険に加入 

N=99 
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２．サイクリストアンケート調査の結果（100 名） 

問１ あなたの年齢を教えてください。 

問２ あなたのお住まいを教えてください。 

問３ あなたの本日の自転車の乗り始めた場所を教えて下さい。 

年齢 

N=100

乗り始めた

場所 

N=100 

居住地 

N=100
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問４ お住まいから乗り始めた場所までの交通手段を教えて下さい。 

問５ あなたが保有する自転車の種類を教えてください。  ※複数回答 

問６ あなたが自転車を利用する理由を教えてください。  ※複数回答 

所有する自転車の種類 

N=100 

乗るまでの

交通手段 

N=100 

自転車を利用する理由 

N=99 

＜0７.その他＞ 

・シクロクロス(17 人) 

・リカンベント (１人） 
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問７ 茨城町へは何で知って訪れようと思いましたか。 

問８ 茨城町を訪問した理由を教えてください。  ※複数回答 

問９ 今回の訪問は何度目の訪問か教えてください

何で知ったか 

N=63 

訪問回数 

N=100 

＜05.その他＞ 

・大洗等，目的地への通り道だったため(９人) 

・涸沼を周遊するため(６人) 

・距離的にちょうど良い(１人）           等 

訪問理由 N=99 

何で知ったか 

N=100 
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問１０今回の訪問における茨城町のサイクリング環境の満足度を教えてください。 

問１１ 茨城町のサイクルサポートスポットについて，該当するも

のを教えてください。 

問１２ 今回のサイクリングでの走行距離を教えてください。 

問１３ 今回のサイクリングの途中で食事をした場所・食事を予

定している場所を教えてください。 

問１４ 今回のサイクリングでおみやげを購入した・予定して

いる場所を教えてください。 

走りやすさ 

満足度 

N=100 

コース満足度 

N=100 

走行距離 

N=100 

食事をした 

あるいは 

予定する場所 

N=100 

お土産を 

購入するか 

N=100 
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問１９ 快適なサイクリングに必要なものを教えてください。  ※複数回答 

問２０ 涸沼自然公園で実施している「茨城シクロクロス大

会」について，該当するものを教えてください。 

問２２ 自転車に乗る際の，守れていない交通ルール・マナーを教えてください。  ※複数回答 

利用環境向上に必要なもの

N=50 

クロス大会 

の認知 

N=100 

問 21 自転車に乗る際の，交通ルール・マナーを

いつ知りましたか。 

交通ルール等を 

知った時期 

N=100 

※問 15～18 については，町内走行ルートに関する内容のため，シクロクロス大会参加者は対象外

利用環境向上に必要なもの

N=73 

守れていない交通ルール 

N=46 
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問２３ その他，サイクリング全般について，ご意見があればお書きください。 

①走行環境の整備について 人数 

自転車専用の道路（サイクリングロード）がほしい ６ 

安全に走れる道を整備してほしい 

（舗装の整備，矢羽根の設置，道路の凹凸による曲がりづらさの改善，草刈り） 
８ 

涸沼自然公園での改善点としては，自動販売機の設置・ラックの転倒防止・ラックやトイレの位置ま

で砂利道を舗装してほしい 
１ 

フレンチバルブ式タイヤ用の空気入れをサイクルサポートスポットにおいてほしい １ 

②交通ルール・マナーについて 

高校生等の逆走が危ないので，改善してほしい ３ 

交通量が多い場所では，歩道を利用してしまうこともあり，危険と感じる ２ 

自転車を乗っている人の交通ルール・マナーが向上すると良い ２ 

自動車が自転車のスピードを分かっておらず，右折する際に危ない時がある ２ 

クルマを運転していて，自転車のマナーが気になる １ 

自転車もライト点灯等，法整備が必要ではないか １ 

③観光について 

サイクリングコース分かりづらいため，案内看板等を設置してほしい ２ 

サイクルサポートスポット，おすすめ場所の位置を分かりやすく案内してほしい ２ 

涸沼周辺等に，景色を楽しめる場所（ビュースポット）をもっと増やしてほしい ２ 

網掛公園からいこいの村までの堤防沿いを自転車で走れるようにしてほしい １ 

涸沼沿いは，釣り・野鳥（観察）の人が多く，沿道で錯綜して危ない。沿道の交通整理が必要である １ 

キャンプ場のテント一式の金額を，個人でも借りやすい値段設定にしてほしい １ 

初心者向けに，サイクリングクラブ等があると，自転車の交通ルールやマナーを学ぶことができ，走り

やすい 
１ 

ロードバイク向けのイベント等の情報があると良い １ 

休憩できる場所に，自動販売機を設置してほしい １ 

サポートスポットには空気入れがあると応急処置にありがたい １ 

りんりんポートにはチューブ等の販売機があり，便利。販売機が増えると良い １ 

自転車をそのまま持ちこみ，泊まることができる宿が増えると良い ２ 

会場等，レースの環境を提供いただいて感謝しています。これからもよろしくお願いします １ 
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３．サイクリストアンケート調査の結果（シクロクロス大会参加者 37 名） 

問１ あなたの年齢を教えてください。 

問２ あなたのお住まいを教えてください。 

問３ あなたの本日の自転車の乗り始めた場所を教えて下さい。 

居住地 

N=100

乗り始め

た場所 

N=37 

年齢 

N=37

居住地 

N=37
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問４ お住まいから乗り始めた場所までの交通手段を教えて下さい。 

問５ あなたが保有する自転車の種類を教えてください。  ※複数回答 

問６ あなたが自転車を利用する理由を教えてください。  ※複数回答 

乗るまでの

交通手段 

N=100 

自転車を利用する理由 

N=37 

自転車の種類 

N=37 

＜05.その他＞ 

・大会に参加するため（35 人） 
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問７ 茨城町へは何で知って訪れようと思いましたか。 

問８ 茨城町を訪問した理由を教えてください。  ※複数回答 

問９ 今回の訪問は何度目の訪問か教えてください

訪問回数 

N=37 

＜05.その他＞ 

・大会に参加するため（35 人） 

訪問理由 

N=37 

＜05.その他＞ 

・大会に参加するため（35 人） 

何で知ったか 

N=37 
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問１０今回の訪問における茨城町のサイクリング環境の満足度を教えてください。 

⇒無回答が多く，「ふつう」が 2 人のみ 

問１１ 茨城町のサイクルサポートスポットについて，該当する

ものを教えてください。 

問１２ 今回のサイクリングでの走行距離を教えてください。 

問１３ 今回のサイクリングの途中で食事をした場所・食事を

予定している場所を教えてください。 

問１４ 今回のサイクリングでおみやげを購入した・予定してい

る場所を教えてください。 

サイクルサポート 

スポットの認知 

N=37 

食事をした 

あるいは 

予定する場所 

N=37 

お土産を 

購入するか 

N=37 

走行距離 

N=37 

※問 15～18 については，町内走行ルートに関する内容のため，シクロクロス大会参加者は対象外
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問１９ 快適なサイクリングに必要なものを教えてください。  ※複数回答 

問２０ 涸沼自然公園で実施している「茨城シクロクロス 

大会」について，該当するものを教えてください。 

問２２ 自転車に乗る際の，守れていない交通ルール・マナーを教えてください。  ※複数回答 

問 21 自転車に乗る際の，交通ルール・マナーを

いつ知りましたか。 

利用環境向上に必要なもの

N=23 

交通ルール等を 

知った時期 

N=37 

守れていない交通ルール

N=12

シクロクロス 

大会の認知 

N=37 
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問２３ その他，サイクリング全般について，ご意見があればお書きください。 

①走行環境の整備について 人数 

安全に走れる道を整備してほしい 

（舗装の整備，矢羽根の設置，草刈り） 
２ 

②交通ルール・マナーについて 

自動車が自転車のスピードを分かっておらず，右折する際に危ない時がある ２ 

自転車もライト点灯等，法整備が必要ではないか １ 

③観光について

サイクリングコース分かりづらいため，案内看板等を設置してほしい １ 

サポートスポットには空気入れがあると応急処置にありがたい １ 

りんりんポートにはチューブ等の販売機があり，便利。販売機が増えると良い １ 

自転車をそのまま持ちこみ，泊まることができる宿が増えると良い ２ 

会場等，レースの環境を提供いただいて感謝しています。これからもよろしくお願いします １ 
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４．サイクリストアンケート調査の結果のクロス集計（町内サイクリスト 63 名） 

①問２（居住地）×問３（乗り始めた場所）  

②問７（何で知ったか）×問９（訪問回数）  

③問 10（走りやすさの満足度）×問 11（サイクルサポートスポットの認知） 

※集計数が小さいため，取り扱い注意

※集計数が小さいため，取り扱い注意

※集計数が小さいため，取り扱い注意
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④問 10（コースの満足度）×問 11（サイクルサポートスポットの認知） 

⑤問 10（走りやすさの満足度）×問 19（利用環境の向上に必要なもの） 

⑥問 10（コースの満足度）×問 19（利用環境の向上に必要なもの） 

※集計数が小さいため，取り扱い注意

※集計数が小さいため，取り扱い注意

※集計数が小さいため，取り扱い注意
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⑦問 13（食事をしたあるいは予定する場所） 

町内の飲食店名 人数 
飲食店を利用したうち，町内

飲食店利用者の割合 

お食事処 うなぎや ２人 
16.7％ 

(＝5 人÷30 人×100％) 
ピッツァ アシーメ ２人 

うおふね １人 

⑧問 19（利用環境の向上に必要なもの）×問 22（守れていない交通ルール） 
※集計数が小さいため，取り扱い注意


