高砂５丁目公園リニューアルプロジェクト
アンケート調査概要

02：地域住民の公園リニューアルに対する意識調査
（アンケート調査）

● 利用目的

●「維持管理や安全」
についての満足度

全体：
「散歩・通行のため (15％)」
「
、遊具遊びのため (5％)」
「
、休憩・憩いのため (4％)」
。
割合
の低い順で
「雪を捨てるため：0％」
、
「地域イベントを行うため：0％」
、
「災害時，避難

● 実施時期及び配布・回収方法

平成 24 年 6 月に実施
（6 月 29 日〆切り）
。
町内会を通じて配布、
回収。

● 調査の考え方

マーケティングの基礎理論である、顧客満足度調査をベースに、公園の総合満足度と公園

の一般的機能等に関する満足度との関連性から、高砂 5 丁目公園の現状に対する「期待」

をするため：0％」

全体：

・総合満足度：満足 (0％)、やや満足 (8％) であり、合わせて約 1割の利用者が満足
側に評価、総合満足度を得点化し平均点を求めると
「2.61」
であり、不満側の評価

である

● 満足度評価からみた公園イメージ

囲の交通安全性 (2.83)」
、
「公園周辺の治安 (2.79)」
、
「遊具の安全性 (2.74)」
の順

以下では、要因別満足度に対し因子分析
（集約化、構造化を行う分析）
を行うことで、地域

・要因別満足度についても総合満足度と同様に得点化し、平均得点を求めると、
「周

利用者：
「散歩・通行のため (55％)」
「
、遊具遊びのため (21％)」
「
、休憩・憩いのため (15％)」
。
一
方で下位は
「雪を捨てるため (0％)」
「
、動植物の関心や知識を高めるため (1％)」
「
、地域
イベントを行うため (1％)」
である。

に高い。
一方で下位は
「バリアフリー (2.32)」
「
、除草 (2.58)」
である。

利用者：

・総合満足度：満足 (0％)、やや満足 (8％) であり、合わせて約 1割の利用者が満足
側に評価、総合満足度を得点化し平均点を求めると
「2.29」
であり、不満側の評価

を明らかにする。

である

また、特にワーキングで重視した
「地域の社会的課題の解決」
を視野に、それらに関する意

・要因別満足度についても総合満足度と同様に得点化し、平均得点を求めると、
「周

識や、
解決策と想定される公園内での行事等の参加意向等についても明らかにする。

囲の交通安全性(2.85)」
「
、公園周辺の治安 (2.76)」
「
、防犯面 (2.66)」
の順に高い。

● 調査項目

一方で下位は
「バリアフリー (1.66)」
「
、除草 (2.00)」
である。

「属性」
「利用実態」
「公園の一般的機能に対する満足度」
「現状のハード的な課題に関する満
全体

● 回答数等

ついては、
「不明」
と処理するか、解析の都合上
「不明」
と取り扱うことが困難な場合は、適
宜、
削除等をしている。

住民及び利用者の公園のイメージ
（評価軸）
を明らかにした。
地域住民の公園のイメージは
「①緑・自然との関わり」
「②スポーツ + 遊び + 遊具」
「③雑談・
休憩 軽い飲食」
という評価軸で構成されており、利用者の公園のイメージは、
「①緑・自
然との関わり + 軽い飲食」
「②スポーツ + 遊び + 遊具 + 休憩 + 地域イベント」
「③そり遊び」
という評価軸で構成されていることが明らかになった。
地域住民の公園イメージは、高砂 5 丁目公園に関わらず一般的な都市公園（街区公園等）
に対する公園イメージに近い者と想定され、一方、利用者の公園イメージは、より高砂 5 丁
目公園における経験を反映した者と考えられる。
さらに、因子分析で得られた３つの評価軸と総合満足度との関連性を明らかにすべく、相関

足度」
「地域の社会的な課題やそれに対応したマネジメント
（行事等）
」
に関する意識等

得られたアンケート帳票の回答数は、520 票となった。
なお、一部設問で無回答等の部分に

顧客満足度分析からみる地域住民の
公園に対するイメージ・期待および維持管理

分析を行った結果、総合満足度と相関の認められた評価軸を期待因子として位置づけると、

利用者
全体 / 総合満足度

利用者 / 総合満足度

地域住民は、上述した３つの評価軸
（
「①緑・自然との関わり」
「②スポーツ + 遊び + 遊具」
「③雑談・休憩 軽い飲食」
）
すべてを期待し、
利用者は、
「①緑・自然との関わり+ 軽い飲食」
「②スポーツ+ 遊び + 遊具 + 休憩 + 地域イベント」
を期待しいていることが明らかとなった。

●「利用のための場」
としての
「満足度」
全体：
総合満足度：満足 (2％)、
やや満足 (13％) であり、
合わせて約 2 割の利用者が満足
側に評価、
総合満足度を得点化し平均点を求めると
「2.78」
であり、
不満側の評価で
ある。

全体 / 要因別満足度

利用者 / 要因別満足度

・要因別満足度についても総合満足度と同様に得点化し、
平均得点を求めると、
「散
歩・通行のための場 (3.11)」
「
、災害時・避難をするため (3.04)」
「
、そり滑りのための
場 (3.04)」
の順に高い。
一方で下位は
「軽い飲食をするための場 (2.60)」
「
、球技等の
スポーツ・運動を行うための場 (2.61)」
である。

認識する地域の社会的な課題をみると「体が不自由な人が外出しやすいような仕組

利用者：

単純集計結果

● 地域の社会的課題について

総合満足度：満足 (4％)、
やや満足 (13％) であり、
合わせて約 2 割の利用者が満足
側に評価、
総合満足度を得点化し平均点を求めると
「2.57」
であり、
不満側の評価で
ある。

みがない
（29%）
」
、
「子供のための屋外・自然の中での遊びやそれを学ぶための場が
少ない
（28％）
」
、
「高齢者や体の不自由な人が、レクリエーションをしたり休息する場
が少ない
（26%）
」
等が比較的多くなった。

・要因別満足度についても総合満足度と同様に得点化し、
平均得点を求めると、
「そり

・年齢層：60 才以上 (53％)、
50 代 (17％)、
40 代 (11％)の順に多い
・性別：女性 (52％)、
男性 (40％)

● 社会的課題について解決できると考えられる
「行事・イベント」
全体 / 総合満足度

析を行った結果、総合満足度と要因別満

足度を期待因子として位置づけると、利用

ることが明らかとなった。

「遊具遊びの場 (2.29)」
である。

・お住まい：
「水元町 (44％)」
「
、高砂 4 丁目(30％)」
「
、高砂 5 丁目(21％)」
の順に多い

足度との関連性を明らかにすべく、相関分

リアフリー」
「遊具の安全性」を期待してい

(3.05)」
の順に高い。
一方で下位は
「球技等のスポーツ・運動を行うための場 (2.20)」
、

・家族構成：夫婦 (38％)、
夫婦 + 子供 (23％)、
お一人 (23％)の順に多い

維持管理に関する要因別満足度と総合満

者は「①公園周辺の治安」
「②除草」
「③バ

滑りのための場 (3.21)」
「
、散歩・通行のための場 (3.16)」
「
、季節感を感じられる場

● 属性

● 満足度評価からみた公園の維持管理への期待

アンケート調査結果からみる
公園リニューアルのコンセプト

利用者 / 総合満足度

興味がある割合でみていくと
「公園の場を活用した
「青空市場の開催」
(79％)」
、
「公園
資源を活用した地域の祭り、催し物 ( 桜祭りや紅葉祭り等 )(75％)」
、
「日食などの星
や空を観察するイベント(67％)」
、一方で下位は「公園内でのキャンプ体験 (42％)」
、
「公園内でのミニ幼稚園・保育園 (44％)」
、
「公園の剪定後の廃材や落葉等を活用し
たイベント(49％)」
である。

顧客満足度分析からみる地域住民の
公園に対するイメージ・期待及び維持
管理から公園リニューアルの基本的な
コンセプトを整理すると、
「自然・緑と
の関わり」
「スポーツ+ 遊び」の空間を
整備しつつ、自然・緑の中での飲食が
できるような休憩スペースや、スポーツ
+ 遊び等とともに利用できる休憩ス

● 利用頻度

ペースの整備が必要であること、維持
管理としてバリアフリーや除草、公園周

ほとんど使用しない(77％)、
年に数回利用している(7％)、
月に数回利用している(6％)の順に多い

辺の治安や遊具の安全性といったもの
への対応が必要であること、特に地域
全体 / 要因別満足度

利用者 / 要因別満足度

イベント等を考慮した空間を整備し、そ
れにより地域の社会的な課題を解決
が期待されること等が挙げられる。

