
資料１

利用者アンケート調査結果

１ 実施日時・時間帯

（１）日時等

４月～５月の利用繁忙期における平日２日間、土・日・祝日２日間の計４日間とし、

平日と土・日・祝日とで同様の調査数を得ることとした。なお、雨天時は順延とした。

（２）時間帯

7:30～18:00 までとし、下記ⓐ～ⓔの区分により、各時間帯ごとの調査数に大きな偏

りが生じないようにした。

ⓐ朝 （ 7:30～ 8:30） ⓑ午前（9：30～11:30） ⓒ昼（12:00～13:30）

ⓓ午後（14：30～16：00） ⓔ夕方（16:00～18:00)

２ 実施方法

（１）調査方法

対面での調査票記入方式とした。（調査員２名が園内の利用者に調査票を渡して回答

をご記入いただくか、利用者に質問を行いながら調査票に回答を書き込む）

（２）回収サンプル数

目標を 80 サンプルとし、計 100 人から回答を得た。

（３）対象エリア

中野四季の森公園の芝生エリア（中野４－１３）及びイベントエリア（中野４－１

２）とし、両エリアの調査数に大きな偏りが生じないようにした。

３ 実施状況

日 時 時間帯 調査人数 備 考

令和４年４月２０日（水） ⓐ～ⓔ ２１人

４月２２日（金） ⓐ～ⓔ ２９人

４月２３日（土） ⓐ～ⓔ ３０人

４月２４日（日） ⓐ～ⓒ １１人 ⓓ、ⓔは雨天のため順延

５月 ３日（火・祝） ⓓ、ⓔ ９人 ４月２４日順延分

合 計 １００人 平日５０人、土・日・祝５０人



４ 調査結果

（１）利用者の構成

①どこから来たか

ž 平日、土・日・祝日共、中野区内からの徒歩での来園者が多かった（５５％）。

ž 近隣の学校からの利用者は一定程度（４％）見られたが、近隣の職場からの利用

者は見られなかった。（要因として、勤務前後での一時的な滞在あるいは通過の

みのため、アンケート調査の協力を得るのが難しかったことがあげられる。）

図１ どこから来たか

②グループ構成

ž 平日、土・日・祝日共、家族や親戚、あるいは１人での利用が多かった。

ž 子ども同伴の家族連れも一定程度見られた（平日１４％、土・日・祝日２

１％）。

ž 友達や職場の仲間等との利用は比較的少なかった。

図２ グループ構成
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③利用頻度

ž 平日については、「週に数回」「ほぼ毎日」「月に数回」の順に多かった一方、

土・日・祝日については「週に数回」「月に数回」「ほぼ毎日」の順に多かった。

ž 土・日・祝日については、「年に数回」も一定程度見られた。

図３ 利用頻度

④利用目的（複数回答）

ž 平日は「散策」「休息」「食事」の順に多かった一方、土・日・祝日については

「散策」「休息」「遊び」の順に多かった。

ž 「その他」については、ペットの散歩や近隣のフリーマーケットと合わせた利用

などが見られた。

図４ 利用目的
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⑤年齢層

ž 平日、土・日・祝日共、幅広い年齢層に利用されていたが、とくに 30～40 代の

利用が多かった。

※10 代以下については、同伴の保護者を対象に調査を行った。

図５ 年齢層

⑥性別（調査員判断）

ž 平日、土・日・祝日共、男女の偏りなく利用されていた。

図６ 性別（調査員判断）
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（２）設問回答

①どのようなイメージの公園ですか？（自由記述、複数回答可）

ž 「みどりや芝生」に関する回答が多く、次いで「利用」「施設」に関する回答が

多かった。

ž 大半が肯定的な回答であった。

【みどりや芝生に関して】（４２％）

・芝がきれい。広々として緑が多い。子どもと楽しみやすい

・緑が多く憩いの場で大切です。散歩をしていてほっとする

・芝生でゆっくり出来る。ピクニックに最適

・芝生が養生で入れないことが多い

・子どもを裸足で遊ばせられる良い公園

【利用に関して】（２１％）

・家族連れ、学生、仕事をしている人など、いろいろな人が利用している

・平日は学生や会社勤めの人々の昼食利用、休日は家族連れ客

・犬の散歩で交流

・高齢の人が少ない。子連れや学生など若い人が多い

・タバコを吸う人がいなくて良い

・友達とゆったり過ごせる

【施設に関して】（１７％）

・中野区の中心的な公園である

・噴水がある

・狭い中野のまちと対照的。駅から近いけど開放的

・ビル風が強い

・広くて清潔。おしゃれでさわやかなイメージ

・コンクリートが多い

・駐輪場がわかりづらい

・遊具が無い

【賑わいに関して】（１１％）

・特に土日は人が多く、賑わっている

・カルチャーがある

【催しに関して】（５％）

・催し物が良く行われていて楽しそう

・イベントが行われる公園

【アクセス・周辺施設等に関して】（５％）

・集まりやすい。駅から近い

・近くに飲食店やコンビニなどがあって便利な公園



②公園のどのようなところが魅力ですか？（選択式、３つまで選択可）

ž 「緑とまちの景色」（２４％）と「芝生の広場」（２４％）が同程度を占め、最も

多かった。

ž 上記に次いで「駅やお店が近くにある」（１７％）が多かった。

ž 「その他」については、ベビーカーでの散歩、近隣施設のケータリング、安心し

て集まることができる、シェード（簡易テント）が使える等があげられた。

図７ 公園のどのようなところが魅力か

③現在、築山の芝生部分は「魅せる」芝生として景観を保つため、利用出来ません

が、今後、その芝生部分を利用したいと思いますか？（選択式、いずれか１つ）

ž 「利用したい」と「今のままで良い」が同程度を占めた。

図８ 築山の芝生部分を利用したいと思うか

⇒（「利用したい」を選択した方）どのように利用したいかお聞かせください。
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・ずっと入れないのはどうかと思うが、入れてもどう利用したらいいか分からない



④－１ 公園でイベントを実施する場合、どの位の頻度が良いですか？（選択式、い

ずれか１つ）

ž 「ある程度やって欲しい」という回答が最も多く、具体的には「月数回」が半数

を占めた。

ž 毎日やって欲しいという回答は得られなかった。

図９ イベント実施頻度（左：どの位が良いか、右：具体的にどの程度が良いか）

⇒理由等（自由記述）
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【たくさんやって欲しい】（１９％）

・にぎわいを生むため

・子どもが喜ぶから

・最近イベントが行われていないから

【ある程度やって欲しい】（６７％）

・自然とのバランスを考えて

・のんびりしたい。ゆっくりとした静かな雰囲気も魅力

・やり過ぎると賑やかすぎて利用しにくいので適度が良い

・イベントが多いと公園が汚れる

・平日は仕事で参加しづらい

・芝で遊びたいので

・子育てから解放されて気分転換になり、非日常を味わえる

【あまりやって欲しくない】（７％）、【やって欲しくない】（７％）

・人が多く集まってしまうので

・混む

・子どもが参加できるイベントなら良い



④－２ イベントを行う場合、時間帯や曜日はいつが良いですか？（選択式、複数回答可）

ž 土・日・祝日を希望する回答が多かった（８０％）。

ž 時間帯は、平日、土・日・祝日共、「午前（９時～）」「昼（12 時～）」を希望す

る回答が多かった。

図１０ イベントの実施を希望する時間帯と曜日

⇒理由等（自由記述）

⑤－１ 管理棟に授乳室がありますが、利用しやすいですか？（選択式、いずれか１つ）

ž 「利用していない」が大半を占めた。理由として、施設の存在を知らないという

声が多かったほか、回答者の家族に乳幼児がいないことも想定される。

図１１ 授乳室は利用しやすいか
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【平日】（２０％）

（自由記述は得られなかった。）

【土・日・祝日】（８０％）

・子ども連れや学生など、幅広く利用出来る

・仕事が休みだから

・集客やにぎわいが見込める

・ランチついでに参加できる

・午前中から活動したい



⇒理由等（自由記述）

⑤－２ このほかに欲しい乳幼児向けのサービスなどがあればご記入ください。（自

由記述、複数回答可）

⑥今後、中野四季の森公園にあったら良いなと思う施設やサービス等はありますか？

（選択式、複数回答可）

⑥－１ 施設・サービス等

ž 「軽食やテイクアウトが出来るカフェ」が最も多く（２４％）、「駐輪スペー

ス」（１７％）、「子どもが遊べる遊具」（１６％）がこれに次いで多かった。

図１２ 公園にあったら良いなと思う施設・サービス等

⇒具体的にどのような施設やサービスが欲しいか（自由記述）

0% 5% 10% 15% 20% 25%

軽食やテイクアウトが出来るカフェ

レストラン

売店や物販施設

子どもが遊べる遊具
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・知らなかった。利用してみたい

・少し暗くて殺風景だが、あるのは助かる

・もっと周知して良い

・もう少し数を増やしても良い

・ミルクやおむつ、水着などの販売

・遊具や絵本などの貸し出し

【軽食やテイクアウトが出来るカフェ】（２４％）

・簡単に利用出来るお店

・おにぎり屋、パン屋

【レストラン】（７％）

・ファミリーレストラン

【売店や物販施設】（１１％）

・ドラッグストア、スーパー、ホームセンター

・子どもが文化体験を出来るような施設

・屋台



⑥－２ イベント

ž 「自然や植物とふれあえるイベント」（２５％）が最も多く、「子ども向けのイ

ベント」（１５％）、「ペットと楽しめるイベント」（１４％）、「飲食系イベン

ト」（１４％）がこれに次いで多かった。

図１３ 公園にあったら良いなと思うイベント

⇒具体的にどのようなイベントをやって欲しいか（自由記述）
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ボール遊びができるイベント

自然や植物とふれあえるイベント

ペットと楽しめるイベント
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ヨガや健康づくりイベント
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・子どもの着替え（噴水で濡れる）

【子どもが遊べる遊具】（１６％）

・滑り台、ブランコ、うんてい

・木登りが出来るような木

【駐輪スペース】（１７％）

（自由記述は得られなかった。）

【キッチンカー】（１３％）

・食の多様性を体験できるもの

・お弁当

【レジャーシート等のレンタルサービス】（９％）

・気兼ねなく立ち寄れるように出来るもの

・縄跳び

【その他】（４％）

・ＢＢＱ、ドッグラン

・フリーオフィス

・今くらいで良い

【ボール遊びができるイベント】（９％）

・運動不足を解消したい

・教室型のイベント



⑥－３ 公園の魅力づくり

ž 「きれいな環境の保持」（４５％）が最も多く、「花や樹木等の充実」

２７％）がこれに次いで多かった。

図１４ あったら良いなと思う公園の魅力づくり
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【自然や植物とふれあえるイベント】（２５％）

・昆虫さがし

・きれいな花と触れ合いたい

【ペットと楽しめるイベント】（１４％）

（自由記述は得られなかった。）

【子ども向けのイベント】（１５％）

・交通ルール教室

・子どものフリーマーケット

・体操

・工作系の教室

【ヨガや健康づくりイベント】（１１％）

・朝ヨガ

【夕方や夜のイベント】（７％）

・ジャズや軽音楽

・ビアガーデン

【飲食系イベント】（１４％）

・餃子、かき氷、肉、クラフトビール。

【その他】（４％）

・音楽イベント、バザーやフリーマーケット

・お笑い



⇒具体的にどのような魅力づくりをやって欲しいか（自由記述）

⑦中野四季の森公園に関して自由に意見をお聞かせください。（自由記述、複数回答可）

【ボランティア活動】（６％）

・マナー違反を注意してほしい

【ＨＰや広報の充実】（６％）

・ポスターの充実、イベントの宣伝

・お知らせが分かりやすいと良い

【花や樹木の充実】（２７％）

・木陰がある場所を作ってほしい

・緑以外に花もあると楽しい

【きれいな環境の保持】（４５％）

・ゴミもなく清潔で利用したい公園

・現状維持を希望

【常駐スタッフによる見守り】（１４％）

・スケートボードや、犬を芝生に入れる等の行為の監視

【その他】（２％）

・ドッグラン

・ペットを芝生に入れられるようにしてほしい

・スケートボードや自転車の乗り入れを可能にしてほしい

【施設に関して】（４４％）

・ベンチを増やしてほしい。３人用は１人座ると他の人が座れない

・自転車置き場が必要

・木陰を増やしてほしい

・人が多いので仕方ないが、芝生がもっと元気だと良い

・芝生の養生の時、一部でも使えたら良いなと思う

・遊具があると良い

【利用に関して】（３３％）

・自転車走行やスケートボードが危ない

・ボール遊びをしている人がいて困る

・夜、大声で騒いでいる人がいる

・ジョギングを規制してほしい

・芝生上へのゴミのポイ捨てが気になる

・犬のマナーの悪い人がいる

【感想等】（２３％）

・このままでいてほしい

・大切な場所なので今までの良さを守って欲しい。大きな変化は希望しない



・いつもきれいで過ごしやすく家族全員この公園が大好きです

・管理棟の多目的スペースをたまに使っている。トイレもきれい

・都内で近くにこういう広場的な公園があるのは良い


