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■駅調査︓「駅ピアノあさひかわ」アンケート調査結果

■「駅ピアノあさひかわ」事業の⽬的
旭川市は，北海道⾳楽⼤⾏進の開催や優れた⾳響を誇る旭川市⾳楽堂を有するなど

「⾳楽のまち」として様々な取組を進めている。また，ＪＲ旭川駅舎は「まちのシン
ボルとなる駅」「⼈にやさしい駅」として，地場の⽊材を使⽤し，旭川家具や彫刻を配
置するなど，市⺠や観光客に本市の魅⼒を広く発信している。
こうした「まち」と「駅」の特性を更に活かすために，「駅ピアノあさひかわ」と題

して，期間限定で，ＪＲ旭川駅に誰でも⾃由に弾けるピアノを設置した。
主催：旭川市（地域振興部）
協⼒：北海道旅客鉄道旭川⽀社・旭川駅，旭川市教育委員会（社会教育部）
期間：令和元年７⽉７⽇（⽇）から７⽉１６⽇（⽕）まで １０⽇間

１ 調査期間 令和元年７⽉７⽇（⽇）から７⽉１６⽇（⽕）まで

２ 回 答 数 ２０３件（男性８４件，⼥性１１９件）

３ 調査結果

(1) 基礎情報

回答者は，男性 84 名，⼥性 119 名の合計 203 名で，⼥性が若⼲多い結果となった。
また，年齢層は，男⼥ともに 10 代と 70 代が多くなった。10 代が多くなった結果とし
て，学校の通学途中に⽴ち寄る⽅が多くいたことが影響している。

年代 性別 回答者数 割合

男 21 10%

女 37 18%

男 3 1%

女 7 3%

男 7 3%

女 7 3%

男 9 4%

女 9 4%

男 8 4%

女 13 6%

男 18 9%

女 14 7%

男 16 8%

女 26 13%

男 2 1%

女 6 3%

合計 － 203

男性合計 84 41%

女性合計 119 59%

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

未回答
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(2) 全体分析

ア 問１︓旭川駅にピアノが設置されていることを知っていましたか。

「駅ピアノあさひかわ」実施会場での調査であったため，「知っていた」⽅が「知
らなかった」⽅の約 2倍となった。

イ 問２︓何で知りましたか。

⑤「その他」の意⾒

「駅ピアノあさひかわ」事業を知ったきっかけは，約６０％の⽅が「新聞やメディ
ア」であり，次いで「その他」となった。中でも，通勤や通学などで「通りがかり」
に知ったという⽅が⼀番多く，旅⾏でたまたま JR 旭川駅に訪れて知ったという⽅も
いた。

知っていた 知らなかった

125 77

62% 38%

JR待ち（2件）

チラシ（公民館・図書館）（4件）

駅構内の放送（1件）

人から聞いた（親・祖母・生徒）（4件)

通りがかり（散歩，通勤・通学）(17件）

以前に見て知っていた（6件)

旅行者(1件）

リピーター（3件)
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ウ 問３︓ピアノを弾いてみましたか。

ピアノを弾いた⽅は，全体の約６０％で，鍵盤に触れたり，⾳を出してみたという
「触れただけ」と合わせると，約８０％の⽅がピアノに興味を持って接触したことが
わかる。
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エ 問４︓ピアノを弾いたのはなぜですか。

④「その他」の意⾒

ピアノを弾いた理由は，「興味があったから」が約６０％と⼀番多く，その他とし
て「待ち時間があった」，「友⼈のすすめ」のほか，「⾃宅に電⼦ピアノしかない」と
いった意⾒もあり，通常とは異なる環境が利⽤につながることもわかった。

弾けないけどピアノの音が好きなので少しやってみた。

弾いてみたかった・触ってみたかった（2件）

たまたま，あったから（4件）

通勤・通学（塾）のついで（3件）

買い物までの時間があった。

仕事の休憩時間だったので。

先日から練習を始めた。

好きだから。

友人のすすめ（2件）

知人が弾くから来た。（孫，娘）（2件）

姉と弾いてみたかった。

昔に弾いていたからなつかしくて。

音楽の教師だった。

親に言われて。来週発表会があるので。

弾くために父さんにお願いしてきた。

記念に動画を撮ろうと思って。

娘がふがいないので，母の腕を見せたかった。

家にある。生活の一部。

屋外で弾ける。家と違って開放的。

自宅には電子ピアノしかない。

調律が気になって弾いてみた。

どんな音響になるのかなと思って。良い感じで響いた。

小樽市のストリートピアノを見て元々興味があった。

ライナーを見ました

ニュースを見てこのためにＪＲ駅まで友達と来た。

海外から帰省中だが，昨日ニュースで見て弾きに来た。

母子（8歳男）で一緒にピアノを習っているから。札幌のlove pianoのニュースを見て気に
なっていたところ，駅にピアノがあったから。

少し緊張するけれど人前で弾くことで刺激をもらって，練習にとても良いのでは。

前やって面白かったから。2日前に帰省してきたときも弾いた。

クラシックよりポップスがよい。昨日も来た。
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オ 問５︓駅でピアノを弾いてみていかがでしたか。

⑤「その他」の意⾒

駅でピアノを弾いた感想としては，「楽しかった」と「気持ちよかった」を合わせ
ると７０％となり，また，「その他」でも好意的な意⾒が多いことから，多くの⽅が
良い感想を持ったようである。

開放的。

メッチャ気持ちいい。

良かった。

タッチが軽く感じた。弾きやすかった。

緊張はしない。周りで誰が聞いているかも気にならない。（2件）

練習してまた来たい。

音の響きが良かった。（3件）

実家のピアノが調律されていなかった。駅のピアノはいい音で良かった。

調律は全く問題がなかった。

はずかしかった。（2件）

他人の演奏を聴きたい。

他に弾いている人がいたら良かった。

思ったより響かなかった。

グランドピアノ，常設。

興味はない。

特になし（2件）

音が良かった。（2件）
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カ 問６︓駅でピアノが弾かれることについてどう思いますか。

■理由 別紙のとおり
○「良い」の理由（抜粋）
・とても癒やされるし和むから ・楽しい ・素晴らしい取り組み
・駅で⾳楽が流れるのはステキ
・演奏する側だけでなく，聞く⽅も楽しい。
・⼦どもがピアノ，⾳楽を楽しむことのきっかけになる
・ピアノを介していろんな⼈と話ができた

○「どちらでもない」の理由
・迷惑でなければ

駅でピアノが弾かれることについては，「良い」と「まあ良い」を合わせると９９％
となり，ほとんどの⽅が好意的な意⾒を持っていることがわかった。また，残り１％は
「どちらでもない」という回答であったが，その理由としては，駅利⽤者等の「迷惑で
なければ」というものであった。
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キ 問７︓今後の駅にピアノがあった⽅が良いと思いますか。

■理由 別紙のとおり
（抜粋）
○「あった⽅が良い」の理由（抜粋）
・すごく良い試み ・ずっとあった⽅が良い
・楽しい，いいと思う ・駅にピアノの⾳はとても合う。和む。
・廃校のピアノを活⽤できて良い
・季節ごとにガーデンと⼀緒に PRイベントをしては
・旭川市⺠の誇りになると思う ・インバウンドの⽅も歓迎できる
・短期スポットのイベントが良い

○「どちらでもよい」の理由
・たまにあるとよい ・たまにある⽅が，希少価値がある
・いたずらが困るのでは

９９％が「あった⽅が良い」と回答しており，その理由としては，「楽しい，いいと
思う」という感想や，旭川駅とピアノが合っているというもの，「旭川市の誇りになる
と思う」という意⾒が聞かれた。また，「季節ごとにガーデンと⼀緒に PRイベントを
しては」というように事業展開の提案・アドバイスも寄せられた。
また，「どちらでもよい」の意⾒としても，「たまにある⽅が希少価値がある」という

ように，「駅ピアノ」をより効果的に実施できる意⾒が出されていた。
⼀⽅で「あった⽅が良い」としながらも「駅のアナウンスが聞き取れない」という意

⾒もあり，今後実施する際に配慮する点についての指摘も⾒られた。

(4) まとめ
「駅ピアノあさひかわ」事業について，全体的に好意的な意⾒や感想が⾒られた。特

に今後の継続については，ほぼ１００％の⽅が「あった⽅が良い」という意⾒であった。
また，「ピアノを介していろんな⼈と話ができた」など，駅ピアノが訪れた⼈々をつな
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ぐコミュニケーションツールとなっていたこともわかり，より多くの効果をもたらす
事業であることを感じた。
今後は，双⽅の意⾒やいただいたアイデアを更に検討し，駅や中⼼部への来訪のきっ

かけをより良く PRできる⼿法を検討し，実施していきたい。



■駅アンケート︓問６・問７「その理由」
※回答⽂は，誤字のみ修正。回答内容の整理のため，区分けしています。

問６ その理由

① 「良い」
すばらしい。グッドアイデア。

とっても良い。毎日でも来たいくらい。

大変良い。NHKの番組を見ているが，旭川でも設置した方が良いと思っていた。

テレビでよく見る。

NHK（3件）

すばらしい取り組み。旭川の駅は響きが良く気持ちがいい。弾いた人が立っていた。

駅で音楽が流れるのはステキ。

音は心が和む。駅にあっていると思う。

新鮮でよい！！自分は弾けないけど音があるとステキ。

最高。すごい大好き。癒やされる。

とても癒やされるし和むから。（5件）

ピアノの音色が聞こえてくるのは心地よい。

音の響きがよい。

楽しい（4件）

好きだから。

楽しそう。

弾ける人は楽しい。

みんなが楽しめる。

みんなやれば盛り上がる。

息抜きになる。

普通に素敵。

雰囲気がよい。廃校のピアノを活用しているのもよい。（2件）

ゆるい，やわらかい空間づくりになる。心が落ち着く。

他の駅とは違う雰囲気になるから。

雰囲気は合っている。

この空間を生かしている。人が多く立ち止まる。

旭川駅は広いので。がらんとしているので。

駅が殺伐としているより音楽がある方がよい。

この空間をもっと活用したら良い。

モニュメントの横（中央）で弾いたらいい。

いろんな人に聞いてもらえるのがいい。（2件）

ゆったり過ごせる。人前で弾くと自信につながる。

度胸試し。

練習になる。

あったら弾きたくなる。

駅ピアノを知ってピアノを聞きに駅に来た。楽器の演奏を聴くのが好き。なかでもピアノは格別
に良い。家でＣＤを聞くのとは違う。

ピアノを習っているので練習して，友人と来ます。

又弾きに来ます。

弾きたい人，家に置けない人もいるから。

家の中でしか弾かない，多くの人に聞いてもらえる，自慢できる。

家が遠いため帰宅後は遅くて，自宅では弾けない。
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■駅アンケート︓問６・問７「その理由」
※回答⽂は，誤字のみ修正。回答内容の整理のため，区分けしています。

スーパーより弾きやすい。駅の方が立ち止まって聞く人が多く，聴衆を意識して弾くことができ
る。

元々ストリートピアノに興味があり，一度弾いてみたかった。

自分の世界には入れていい。

ピアノを介していろんな人と話ができた。

演奏する側だけでなく，聞く方も楽しい。

演奏を見るだけでも楽しい。

色々な人の色々の表現に触れることができる。

うまい人が弾くと立ち止まる。感動する。

普通のあんちゃん，おじさん，おばさんがすごくステキな曲を弾くのがすごい。

上手な人の演奏を聴きたい。

弾きたい人は多いと思う。

常設してほしい。グランドピアノだともっと弾きたい人が増えると思う。

グランドピアノがあれば良い。

他の楽器と一緒でなければ，音も気にならない。

ユーチューブで多く出てる。ＰＲになる。

子どもがピアノ，音楽を楽しむことのきっかけになる。

人通りがある所で弾くことで，周りの人が音楽に関わることになる。

音楽の街にふさわしい。ピアノを持っていない人も駅に来れば弾けると思います。

誰でも弾いていいのが良い

コミュニケーションがある

人生を豊にする一つのツール。

旅立ちの思い出になる。

外国などでの情報を見たりするうち，地元旭川は文化都市であることを願っていますので，
ピッタリですね。

外国では気軽に弾ける。

譜面がほしい。

⑤ 「どちらでもない」
迷惑でなければ
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■駅アンケート︓問６・問７「その理由」
※回答⽂は，誤字のみ修正。回答内容の整理のため，区分けしています。

問７ その意⾒

① 「あった⽅が良い」
（意⾒・感想）
誰でも弾けるピアノならあった方が良い。

自由に弾ける場はない。駅は多くの方が行き交う場所なので，そこにあるのはよいと思う。

待ち合わせの時，弾いてくれるとうれしい。

はやりだし，

たまに駅に来たとき，聴けるといい。

弾ける人が弾いたら楽しい。子どもを頼むことができる。駅に音があるとよい。

ずっとあると弾きたいときに来て弾ける。これを一歩にして常設してもらいたい。

偶然聞いて，音楽に興味を持つ方がいるかもしれない。

時間があるときに気軽に弾ける。

継続した方が良い。その方が多く弾かれる。

安いのでいいから置く。グッドアイディア。

良い思い出になる。（観光客）

ずっと生で聞けるのは，すばらしい。

人に聞いてもらうのが良い（コンクールしかないので）。

ぜひ。

継続。

ずっとあった方が良い。（2件）

大賛成。

すごく良い試み。

市民も願っている方が多いのではないかと思います。

楽しい。いいと思う。（11件）

楽しめる。観客がいた方がいい。

ＮＨＫの番組のようで楽しい。

見ているだけでも楽しい。

ステキだから。

音楽が好きだから。

いつも弾けるから。

また弾きに来たい。（2件）

弾きに来ます。

注目を浴びれていい。

家にピアノがない人も弾くことができる。

（駅・ロケーション）

駅にピアノの音はとても合うから。和む。（2件）

雰囲気が和む。

待ち合わせ中，聞こえてくるピアノの音色が心地よい。

立ち止まれる時間

ロケーションがいい。

旭川駅にとっても合っている。

今までなかったのが不思議。立派な駅を活かさないと。
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■駅アンケート︓問６・問７「その理由」
※回答⽂は，誤字のみ修正。回答内容の整理のため，区分けしています。

ぜったい常設してほしい。駅の空間の活用→何もないのも良いのかもしれないが，音が流れ
るのはステキである。だめなら，新庁舎でも良いのでは！音だって問題ないと思う。

ＢＧＭみたいで音は気にならない。札幌はゴチャゴチャして楽しめない。旭川くらいがちょうど
いい。

日本人で弾く人がいるのかと思っていたが，意外といるので続けた方がいい。

（ピアノ・管理）

良いこと。廃校のピアノを活用できて良い。（2件）

どこかから借りてきたのなら，もったいないけど，廃校でもう使わないのならいいと思う。

管理が難しいかもしれないけど，ぜひ今後も置いてほしい。

管理ができるなら長く置いてほしい。

維持できるならば。

管理がしっかりできればよい。イタズラするとかのないよう，そういう意識が醸成されることが
望ましい。

（アイデア）

多くの人が弾くので激しい曲よりもゆったりとした曲を弾くべき。

８時くらいまでやっていいのでは。

ちょっとした演奏会のようになって盛り上がるといい。ユーチューブでも拡がる

食べマルシェの頃にあれば良い。フラッシュモブとかできる。

季節ごとにガーデンと一緒にＰＲイベントをしては。

もったいない。路上パフォーマーの登録制演奏なども良いのでは！

ＰＲを上手にやれば人が集まりやすい。

（まちのPR・メリット）

多くの人が行き交う窓口。文化の向上。単純に駅に音が流れることがすばらしい。

年齢を問わないところが音楽の町としてのＰＲになる。

旭川市民の誇りになると思います。

なんとなく文化的。

インバウンドの方も歓迎できる。

（その他）

あったらあったで良い。

弾く人がいるならあった方がいい。

悪影響ないぐらいで良いのでは。

期間があった方が良い。

①初日も来たが、駅のアナウンスが聞き取れない。②ダラダラ弾くと邪魔だと思う。短期スポッ
トのイベントが良い。

③ どちらでもよい
たまにあるといい。（2件）

期間限定で良い

たまにある方が、希少価値がある。

いたずらが困るのでは。
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