
1

【概要版】

旭川市の公園に関する

市民アンケート調査結果

令和３年２月

資料２－３



2

Ⅰ 調査の目的と概要

１．調査目的

本調査は、旭川市民および旭川市内の小学校や幼稚園・保育園、町内会における公園施設に

対する意識や公園施設の現状と利用状況等を把握し、今後の旭川市における公園施設の適切な

維持管理方針の検討等に活用すること目的に実施しました。

２．調査方法・回収状況

市民および小学校と幼稚園・保育園対象のアンケート調査は、Webアンケート調査にて行

い、町内会対象のアンケート調査は、郵送によるアンケート調査にて実施いたしました。

配布・回収状況は以下のとおりです。

項目

内容

旭川市の公園に関する

市民アンケート調査

町内会対象 旭川市の公園に

関するアンケート調査

対

象

対象 一般公園利用者（旭川市民） 旭川市内の町内会

抽出方法 -

市内にある1,233町内会（R2.4.1

現在）のうち「町内に公園がある」

又は，「町内近くに公園がある」468

町内会を対象

調査期間
令和２年10月14日～

11月15日

令和２年10月 14日～

11月30日

調査方法 Webアンケート 調査票

配

布

配布数 - 468通

配布方法
市公式HP・SNS、ポスター等での

周知
郵送による配布

回

収

回収方法 Webアンケートフォームでの回答 郵送による回収

回収数 1,123通 360通

回収率 - 76.9％
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項目

内容

小学校対象 旭川市の公園に関する

アンケート調査

幼稚園・保育園対象 旭川市の

公園に関するアンケート調査

対

象

対象 旭川市内の小学校 旭川市内の幼稚園・保育園

抽出方法
市内にある小学校

（全53校）

市内にある幼稚園・保育園

（全124施設）

調査期間 令和２年10月 14日～11月15日

調査方法 Webアンケート

配

布

配布数 53通 124通

配布方法 Email にてWebアンケートの回答を依頼

回

収

回収方法 Webアンケートフォームでの回答

回収数 52通 64施設（126通）

回収率 98.1％ 51.6％
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Ⅱ 旭川市の公園に関する市民アンケート調査結果

２．公園について

（１）公園の利用の有無、利用頻度

○「月に数回行く」と回答した人が最も多く、次いで「行かない」と回答した人で、ともに約

27％でした。

○最も少なかったのは「毎日のようにいく」と回答した人で、約7％でした。

（３）身近な公園を利用する目的

○「子どもを遊ばせるため」と回答した人が約69％で最も多く、次いで「散歩やジョギング、

体操などの運動のため」と回答した人で約31％でした。

○最も少なかったのは、「健康器具を使って運動するため」と回答した人で約1％でした。

あなたは普段、自宅から徒歩 10分以内にある公園（以下、身近な公園）を利用しますか。

あなたが身近な公園を利用する目的は何ですか。

（１）で「毎日のように行く」、「週に数回行く」、「月に数回行く」、「年に数回行く」を選択した人のみ回答

（SA）N＝1123

（MA）N＝820
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（４）身近な公園を利用しない理由

○「そもそも公園を利用する目的がないから」と回答した人が約68％で最も多く、次いで「ト

イレが少ない、汚い等利用しづらいから」と回答した人で約13％でした。

○最も少なかったのは、「植物などの緑が少ないから」と回答した人で約3％でした。

（５）身近な公園はよく利用されているか

○「利用されている」と「どちらかといえば利用されている」に回答した人が合わせて約７１％

で、「どちらかといえば利用されていない」と「利用されていない」に回答した人を合わせた

約20％を大きく上回りました。

あなたが身近な公園を利用しない理由は何ですか。

（１）で「行かない」を選択した人のみ回答

あなたの身近な公園は、よく利用されていると思いますか。

（MA）N＝303

（SA）N＝1123
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（６）身近な公園はどのように利用されているか

○「子ども達の遊び」と回答した人が約87％で最も多く、次いで「散歩やジョギング」と回答

した人で約35％でした。

○最も少なかったのは、「花壇づくり」と回答した人で約2％でした。

（９）身近な公園に対する満足度

○「満足」と「どちらかといえば、満足」に回答した人は合わせて約56％で、「どちらかとい

えば、不満」と「不満」に回答した人の約33％を上回りました。

あなたの身近な公園は、普段どのように利用されていますか。

（５）で「利用されている」、「どちらかといえば利用されている」を選択した人のみ回答

あなたは身近な公園に対して、総合的に満足していますか。

（SA）N＝802

（SA）N＝1123
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（１０）満足している点

○「家から近くにあるところ」と回答した人が約60％で最も多く、次いで「子ども達が遊べる

遊具などの施設があるところ」と回答した人で約52％でした。

○最も少なかったのは、「家族や仲間など、みんなでわいわい楽しめるところ」と回答した人で

約14％、次いで「運動がしやすいところ」と回答した人で約14％でした。

（１１）不満を感じる点

○「施設が古い、樹木や花などの手入れが悪い」と回答した人が約 61５で最も多く、次いで

「見通しが悪い、照明が少なく夜暗い」と回答した人で約29％でした。

○最も少なかったのは、「特定のグループが日常的に使っている」と回答した人で約6％、次い

で「犬の散歩をしている人のマナーが悪い」と回答した人で約10％でした。

どのようなところが満足ですか。

（９）で「満足」、「どちらかといえば、満足」を選択した人のみ回答

どのようなところが不満ですか。

（９）で「どちらかといえば、不満」、「不満」を選択した人のみ回答

（MA）N＝624

（MA）N＝368
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（１２）身近な公園に求める機能や役割

○「子どもたちの遊び場」と回答した人が約79％で最も多く、次いで「くつろぎ・安らぎ・落

ち着ける場」と回答した人で約45％でした。

○最も少なかったのは、「わからない」と回答した人で約2％、次いで「市民活動やボランティ

ア活動の場」と回答した人で約12％でした。

（１３）多世代で楽しめる公園に大切な要素

○「ベンチなどの休める場所を増やす」と回答した人が約56％で最も多く、次いで「清潔で利

用しやすいトイレを設置する」と回答した人で約54％でした。

○最も少なかったのは、「わからない」と回答した人で約1％、次いで「公園を使ったイベント

を考える」と回答した人で約14％でした。

あなたが公園に求めるものは何ですか。

子どもからお年寄りまで楽しめる公園にするには、どのようなことが大切だと感じますか。

（MA）N＝1123

（MA）N＝1123
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（１４）公園の維持・管理の考え方

○「地域に２つ以上公園があるが、今ある遊具は全て維持して欲しい」と回答した人が約34％

で最も多く、次いで「利用状況を確認し、遊具の利用者がいなければ撤去してよい」と回答

した人で約28％でした。

○最も少なかったのは、「わからない」と回答した人で6％、次いで「地域に２つ以上公園があ

るので、遊具がある公園が１つあればよい」と回答した人で約10％でした。

旭川市には、現在 722 カ所の公園があります。

少子高齢化や人口減少が進む中、今後はより重点的・効率的に公園を管理運営していく必

要があると考えております。その上で、これからの公園遊具(ブランコやすべり台など)の

あり方についてどう思いますか。

※ここでの「地域」とは、自宅から徒歩 10分程度の区域を指します。

（SA）N＝1123
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Ⅲ 小学校対象旭川市の公園に関するアンケート調査結果

２．公園について

（１）教育活動での公園の利用頻度

○「年に数回行く」と回答した人が約79％で最も多く、次いで「月に数回行く」と回答した人

で約約12％でした。

○最も少なかったのは、「週に数回行く」と回答した人の約2％、次いで「行かない」と回答し

た人の約8％でした。

（３）公園を利用する目的

○「草木や花、昆虫などの鑑賞や観察を通した環境学習のため」と回答した人で約83％、次い

で「遠足など野外レクリエーションのため」と回答した人で約67％でした。

○最も少なかったのは、「体操やサッカー、野球などの運動のため」と回答した人と、「写生や

演奏など文化的活動のため」と回答した人で、ともに約6％でした。

学校教育において、どのくらいの頻度で公園に聞きますか。

その公園を利用する目的はなんですか。

（１）で「毎日のように行く」、「週に数回行く」、「月に数回行く」、「年に数回行く」を選択した人のみ回答

（SA）N＝52

（MA）N＝48
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（４）公園を利用する理由

○「学校から公園まで近いから」と回答した人が約79％で最も多く、次いで「公園全体の管理

や手入れが行き届いており、安全・安心だから」と回答した人で約33％でした。

○最も少なかったのは、「ベンチや屋根がある休憩施設があるから」と回答した人で約2％、次

いで「芝生広場などの広場があるから」と回答した人で約10％でした。

（５）公園の維持・管理の考え方

○「地域に２つ以上公園があるが、今ある遊具は全て維持して欲しい」と回答した人が約56％

で最も多く、次いで「利用状況を確認し、遊具の利用者がいなければ撤去してよい」と回答

した人で約12％でした。

○最も少なかったのは、「地域に１つしか公園がないので、今ある遊具は全て維持して欲しい」

と回答した人で約4％、次いで「わからない」と回答した人で約6％、でした。

その公園を利用する理由は何ですか。

（１）で「毎日のように行く」、「週に数回行く」、「月に数回行く」、「年に数回行く」を選択した人のみ回答

旭川市には、現在 722 カ所の公園があります。

少子高齢化や人口減少が進む中、今後はより重点的・効率的に公園を管理運営していく必

要があると考えております。その上で、これからの公園遊具(ブランコやすべり台など)の

あり方についてどう思いますか。

※ここでの「地域」とは、学校から徒歩 10 分程度の区域を指します。

（MA）N＝48

（SA）N＝52
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Ⅳ 幼稚園・保育園対象旭川市の公園に関するアンケート調査結果

２．公園について

（１）教育・保育活動での公園の利用頻度

○「週に数回行く」と回答した人が約37％で最も多く、次いで「月に数回行く」と回答した人

で約29％でした。

○最も少なかったのは、「行かない」と回答した人で約７％、次いで「毎日のように行く」と回

答した人の約11％でした。

（４）公園を利用する目的

○「お散歩するため」と回答した人が約73％で最も多く、次いで「広い所で園児を遊ばせるた

め」と回答した人で約68％でした。

○最も少なかったのは、「ゲームをするため」と回答した人で約4％、次いで「虫取りをするた

め」と回答した人の約19％でした。

幼稚園・保育園の教育・保育活動において、身近な公園にどれくらい行きますか。

※ここで言う「身近な公園」は、幼稚園・保育園から徒歩 10 分程度にある公園を指します。

よく利用する公園に行く目的はなんですか。

（１）で「毎日のように行く」、「週に数回行く」、「月に数回行く」、「年に数回行く」を選択した人のみ回答

（SA）N＝126

（MA）N＝117



13

（５）公園を利用する理由

○「幼稚園・保育園から公園まで近いから」と回答した人が88％で最も多く、次いで「敷地が

広いから」と回答した人で約38%でした。

○最も少なかったのは、「ボール遊びなどができるから」と回答した人の約2％で、次いで「水

飲み場やトイレなどの施設が充実しているから」と回答した人の約3％でした。

（６）園児がよく利用する遊具

○「すべり台」と回答した人が約60％で最も多く、次いで「ブランコ」と回答した人の約42％

でした。

○最も少なかったのは、「スプリング遊具」と「ターザンロープ」と回答した人で、ともに約

3％でした。

よく利用する公園に行く理由はなんですか。

園児はどのような遊具を利用しますか。

（１）で「毎日のように行く」、「週に数回行く」、「月に数回行く」、「年に数回行く」を選択した人のみ回答

（１）で「毎日のように行く」、「週に数回行く」、「月に数回行く」、「年に数回行く」を選択した人のみ回答

（MA）N＝117

（MA）N＝117



14

（１０）公園の維持・管理の考え方

○「地域に２つ以上公園があるが、今ある遊具は全て維持して欲しい」と回答した人が約51％

で最も多く、次いで「利用状況を確認し、遊具の利用者がいなければ撤去してよい」と回答

した人で約20％でした。

○最も少なかったのは、「地域に１つしか公園がないので、今ある遊具は全て維持して欲しい」

と回答した人で約5％、次いで「地域に2つ以上公園があるので、遊具がある公園が１つあ

ればよい」と回答した人で約6％でした。

旭川市には、現在 722 カ所の公園があります。

少子高齢化や人口減少が進む中、今後はより重点的・効率的に公園を管理運営していく必

要があると考えております。その上で、これからの公園遊具(ブランコやすべり台など)の

あり方についてどう思いますか。

※選択肢にある「地域」とは、公園・保育園から徒歩 10 分程度の区域を指します。

（SA）N＝126
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町内会対象旭川市の公園に関するアンケート調査結果

２．公園の利用状況について

（１）町内会で利用する公園の有無

○「ある」と回答した人は、約75％で、「ない」と回答した人の25％を大幅に上回りました。

（３）公園はどの程度利用されているか

○「利用されている」と「どちらかといえば利用されている」と回答した人は、合わせて約

82％で、「どちらかといえば利用されていない」と「利用されていない」と回答した人を合

せた約9％を大幅に上回りました。

町内会のイベントなどで利用する公園はありますか。

(SA)N=360

その公園は日ごろから町内会のみなさんに利用されていますか。

あてはまるもの 1つに○をつけてください。

(SA)N=360
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（４）公園はどのように利用されているか

○「子どもたちの遊び場」と回答した人は約90％で最も多く、次いで「地域のお祭りや行事」

と回答した人で約60%でした。

○最も少なかったのは、「わからない」と回答した人で約2％、次いで「野球やサッカーなどの

スポーツの場」と回答した人の約8％でした。

（５）公園を利用する年齢層

○「子ども」と回答した人は、約40％で最も多く、次いで「親子連れ」と回答した人の約20％

で、「高齢者」と回答した約2％を大幅に上回りました。

その公園はどのように利用されていますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。

その公園は普段どのような年齢層の方によく利用されていますか。

一番近いもの１つに○をつけてください。

(MA)N=360

(SA)N=360
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３．今後の公園の維持管理について

（１）公園の維持・管理の考え方

○「地域に1つしか公園がないので、今ある遊具はすべて維持」と回答した人が約 48％で最

も多く、次いで「地域に2つ以上公園があるので、今ある遊具はすべて維持」と回答した人

が約25％でした。

○最も少なかったのは、「わからない」と回答した人の約4％で、次いで「地域に2つ以上公園

があるので、遊具がある公園が１つあればよい」と回答した人の約6％でした。

旭川市には、現在 722 カ所の公園があります。

少子高齢化や人口減少が進む中、今後はより重点的・効率的に公園を管理運営していく必

要があると考えております。

その上で、これからの公園遊具(ブランコやすべり台など)のあり方についてどう思います

か。あてはまるもの１つに○をつけてください。

(SA)N=360


