
実施期間：平成２８年６月～７月の２ヶ月間
アンケート回収数：７７枚

１　あなたの年代と性別を教えてください。
（１）10代　　（２）20代　　（３）30代　　（４）40代　　（５）50代　　　（６）60代　　（７）70代以上

10代 0
20代 3
30代 40
40代 27
50代 2
60代 5

70代以上 0

（１）男性　　（２）女性

男 21
女 56

２　あなたは、おだいプレーパークについて、何で知りましたか？
　（１）広報ひがしうら　　（２）町ホームページ　　（３）たまたま会場を通りかかった
　（４）友人・知人の紹介　　　（５）チラシ　　（６）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

広報 18
HP 3

たまたま 24
友人・知人 23
チラシ 2
その他 7

３　あなたは、『プレーパーク』について、知っていましたか？
　（１）今日初めて知った　　（２）以前から知っていた　　　

初めて 11
知っていた 66
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４　あなたは、子どもの遊び場として、プレーパークは必要だと思いますか？

　（１）とても必要だと思う　　（２）まあまあ必要だと思う　（３）あまり必要だと思わない　
　（４）必要だと思わない　　（５）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

とても必要 62
まあまあ 15
あまり必
要ではな
い 0
不要 0
その他 0

５　プレーパーク以外に、子どもの遊び場としてどんな場所が必要だと思いますか？

水遊びができる場所
大きい子も小さい子もワイワイ集まれる場
自転車の練習ができる場所
雨の日、室内で遊べる場所
自由にあそべる場所
虫取り魚とり泥遊びする所
自然の中で既製の遊具以外で遊べる場所
木製の遊具（手作りのもの）など

車や人を気にせずおもいっきり遊べる場所
大人が入らない場所
ざりがにやヤゴが取れる水場、木登りできる木
キャンプ場
子どもだけで活動できる場所
広場
子供・同年代での遊び場

虫取りやザリガニ釣りなど、公園では禁止が多い為残念です。安全で遊べれば嬉しいです。
イベントの多い公園
ハンモック、水遊びのできる場所
水遊びのできる場所
室内遊具のある施設
遊べる川
自然
水遊びができるところ、室内で遊べるところ
雨でも遊べるところ
雨の日でも体をうごかして遊べる遊び場、他の学年との交流の場
水遊びを組み入れる
自然を楽しむ場所
水場
海、川、山、公園
何もないただの広場。自由に遊べる場所
ボードゲーム会

自分主体で考える遊び、どろんこ遊びなど。公園に行っても何をして遊べばいいかわからないと言わ
れることがあるから。

昔と違って子供だけで遊べないのが残念です。子供が考えながら遊ぶところがあるといい。
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ジャブジャブ池のようなもの

キャッチボールができる空き地
水遊び（夏）
水遊びのできる場所、水鉄砲で遊びたい。
ボールをなげたり、けったりできる場所
交通事故、不審者のいない（出没しない、見守る大人の目がある）安心できる場所
探検できるような緑地（整備されていない）
遊具が最近減っているので、遊具があってもいいと思う。
於大プール存続願います。

　（１）とても遊ばせたい　　　（２）遊ばせても良い　　（３）あまり遊ばせたくない　　
　（４）遊ばせたくない　　（５）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

とても遊
ばせたい 62
遊ばせて
も良い 12
あまり遊
ばせたく

0
遊ばせた
くない

0
その他 0

　（１）とても満足　　　（２）満足　　　（３）普通　　　（４）不満　　　（５）とても不満

とても満足 34
満足 31
普通 10
不満 0

とても不満 0

　【理由】※開催頻度について、希望があれば具体的にご記入ください。

土日でOKです。
平日も週１日でも開催されると嬉しいです。

土曜日も午前開催があるといいです。

６　お子さん（お孫さん）がいらっしゃる方に質問です。ご自分のお子さん（お孫さん）をプレーパークで
遊ばせたいと思いますか？

７　平成28年度からプレーパークが毎週土曜日、日曜日に常設開催されるようになったことについ
て、満足度を教えてください。

虫や木や植物がたくさんあって、子どもが自由につかまえたり、採ったりできる自然（於大公園は良い
公園だと思います。）

一度くるだけ、時々では遊びが発展していきにくいかなと思うので、何度も来て次はこんなことしようか
なと考えられるのはとてもいいと思います。
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平日の午後３時～午後６時までとか夏の間だけでも。
土曜日も午前中からあると良い。
常設よりも決まった日の方が遊びに来ようと思う。
子どもの休みは毎日やってほしい。
土曜日も朝からやってほしい。
頻度はちょうどいいと思います。少し遠い（半田市在住）ので、平日は公園になかなか来れない為。
土曜日も朝から遊べると良い。
夏休みは毎日Openしてくれるとありがたい。

このままでいいと思います。土曜日も午前中からしてくれると尚いいけれど。
土曜日も午前中やってほしい。
毎日。
今くらいで良いです。
子供がとても楽しみにしている。
祝日もやってほしい。

　（１）ある　　　（２）ない

ある 26
ない 13

　【変わったことがあれば、具体的にご記入ください。】
みんなを気遣うところ
チャレンジする気持ちがでた

健康になりました

友達ができた

自分が困ったことについて、そばにいる大人に声をかけて助けてもらえるようになった

火起こし、たき火をしたいとうずうずするときがある

人見知りいでしたが、プレーリーダーと話せるようになってきた

怒りっぽいのが少なくなった

１つのことにずっと集中するようになった

『自分でしたい』というようになった

楽しみが増えた様子

家でも木を使って釘で遊んだりする

８　プレーパークに継続して遊びに来ている方に質問です。お子さん（お孫さん）がプレーパークで遊
ぶようになってから、変わったことがありますか？

５歳の娘が工房で３０分間以上、木をのこぎりで切りづづけました。指導の方が熱心にはげましていただいて、
自信がついたようです。ありがとうございました。

平日に１日（希望としては、月・水・金ですが！）開催してくださると嬉しいです。たとえば夕方２時間く
らい。

平日１５時３０分～ぐらいから開催してくださると、保育園、小学校帰りの子供も参加しやすいと思いま
す。

現状のままでボランティアさんにも負担が少ないと思えるし、たまに開催の方がありがたみがある。楽し
み。
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木材で工作するのが好きになりました。

のこぎりやカナヅチの使い方が上手になった。

工具に興味がでた

のこぎりの使い方が上手になった

のこぎり、かなづちを使えるようになった。

家でも木を使ってくぎで遊んだりする。

木工に興味をもった

かなづち、のこぎりを平気で触れるようになった。

楽しみが増えた様子

『木を切りたい！』というようになった。工作の楽しさを覚えたようです。

９　最後に、プレーパークに関する感想を教えてください。

ボランティアの方へ。ありがとうございます。

子供が楽しそうでした。

近くに色々な体験ができる場所があってよい。

続けてほしい。野外で自由に遊べる場所がない。

外遊びできる場所があるのはありがたいです。

ツリーハウス等があると子供達が喜ぶと思う。

いつも同じなのでテーマを変えると良いと思います。

自由に遊ばせる場所ができてありがたいです。

子供達はとても楽しく遊んでいるので、とてもありがたい場所だと思う。

小１から来てる場所で、成長を見守ってくれる場所です。

のびのび子供だけで遊べてとても楽しそうです。

物の作る事が好きなので、工作は自分から行動するから見ていてほのぼのします。

もっと皆に知られると良い。

子供がとても楽しそうでした。また来たいです。

子どもがとても楽しそうに遊んでいて、とても嬉しかったです。

ノコギリやカナヅチは家でなかなか使わせてあげれないので、とてもいい。木材も準備することが難しい。

自然の中で遊ばせる環境が少ない為、今後も遊びに来たい。子供にはどろんこになって遊ぶ機会を多く作っ
てあげたい。

時間を忘れて夢中に遊んでいて、つれて来て良かったと思いました。家だとついつい子供のやっていることに
口を出してしまうのですが、今日は見守ることができました。

時間に追われる毎日と違い、遊びが一番子どもが好きなだけ、好きな事をできるのはとても貴重だと感じます。
是非また来たいです。今回は親と一緒に参加しましたが、友達同士で来たらまた子どもの反応も違うかもしれま
せんね。

月に１～２回行くぐらいですが、急に何か作りたいものをひらめくと、『プレーパークに作りに行こう』と言います。

プレーパークがとても楽しみです。変わったことは特にありませんが、自分を表現できる場所が一つ増えたと親
として嬉しいです。

自然の中で遊んだり、食べたりといった良い体験ができる場所だと思います。夏には木陰で遊ぶことができるの
で、涼しくて良いと思います。

初めて来ました。ここは素敵な所ですね。安城からたまたま知らずに来ましたが、たのしませてもらいました。あ
りがとうございました。安城にも作ってほしいな。



子供が楽しそうでよかったです。

とても楽しかったです！！また遊びに来たいです！！

ありがたいと思います。

工具置場に工具を自分で置くようにしてくれているのは、自律性を高めてくれるのでありがたいです。

子どもがとても楽しそうでした。

楽しめるようにたくさん遊んでほしいです。

ガミガミ怒ってばっかりで、自由に遊ばせられるというのは親も子も嬉しい。

自由にやりたいことができて楽しそうです。

普段汚れたり、ぬれたりを止めてしまうので、自由に遊ばせてあげれて、お互いに楽しかったです。

工具を使った工作など家でなかなかしないので、やることが出来てとてもよいと思った。

ぜひ続けてほしいと思います。

子どもがのびのび遊ぶことができて、とてもいい場所だと思います。

ここでしかできない遊びができてよい。

たいへん楽しい場所の提供ありがとうございます。於大公園というのがまたいい場所だと思います。

いつもジメジメ感が・・・。虫が・・・。子供にとっては遊べる良い場所だと思います。

もっと地域に活かして欲しい。

キャンプに行ったような空間で遊べてとても楽しいです。

何かを作りたいが、作り方がわからないので見本があると嬉しい。

ありがたいです。

工作にプレーリーダーの方を増やしてもらうと大人のアドバイスや助けが受けれて安心。

ずっと続けてください。

ずーっとやってください。

とてもいい環境なので、どうか継続して活動開催してくれるようお願いいたします。

プレーリーダーの方たちには、いつも親切に接していただき、感謝しています。ありがとうございます。

今後も続けてほしい。

のりものの数を増やしてほしい。

各市町村にあるといいと思います。公園で遊んでも子供は楽しめるけど、同じ場所で遊ぶと仲良くなるし、また
遊びに来ても知っている人がいる場所はいいと思います。自然の中で遊んですごせるし、スタッフの人々がい
ると子供も大人と触れ合え、とてもいい機会です。

初めて来ましたが、子どもが夢中になって工作をしていて楽しそうでした。大きい子がすることを見て、真似しよ
うとしているのもいいなと思った。なかなかワイワイにぎわっている公園がないので、また来ようと思います。

真夏でも木陰のためとても心地よく過ごせます。夏は利用者がへると思いますが、プールなど夏ならではの楽し
みを作って下さり、ありがとうございます。係の皆様、あつい中ありがとうございます。お体大事にしてください。

家で工作する時に、なかなか木材やのこぎり、かなづち等使える機械も場所もなく、思いきり創作できる場所を
提供いただき、助言もいただきありがたいです。

身近にプレーパークオような子どもが自由に遊べる場所があって嬉しいです。まだまだプレーパークのことを知
らない人が多いと思うので、PRすると良いと思います。

やりたいことを自由にやらせてあげることができるので、とてもいいと思います。のこぎり、小刀、かなづちを使っ
たことがあるという経験ができるだけでもいいです。水のすべり台もとても楽しんでいて、連れてきてよかったで
す。また遊びに来ます。よろしくお願いします。

現代社会で失われている活動が、プレーパークではできると思っています。多くの子供達が遊んで欲しいし、
親も知って欲しいなと思っています。



もう少し遊具が多い方がよいと思う。

家庭では、良いと分かっていても、してあげたくても、なかなか出来ないことを、大人が大らかに見守って下さる
中で遊べるので有難いです。一人っ子なので、ついつい過保護、過干渉になってしまう傾向があるので、親の
ためにも嬉しいです。


