
実施期間：平成２８年８月～10月の３ヶ月間
アンケート回収数：７３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 2
20代 3
30代 45
40代 20
50代 0
60代 3

70代以上 0

（１）男性　　（２）女性

男 19
女 54

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 13
HP 12

たまたま 14
友人・知人 27
チラシ 3
その他 10

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 19
知っていた 54
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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 61
まあまあ 13
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？

児童センター
思いきり体が動かせて、多少やんちゃなことをしても許される場所。
雨でも体を動かして遊べる所。（できれば低料金で）
子どもが自分であそびをつくりだせる所
プレーパークはとってもいい場所で、今の子どもたちにとってすごく必要な場所だと思う。
雨でもあそべる場所があるとうれしいです。
雨でも遊べる場所があるといい！
室内で体を動かせる場所（雨天時に遊ぶところがなくて困ります）

絵を描く場所
自然にj触れる場所
公園、児童館など
お寺の境内など？他の子達と自由に遊べる場所。
徒歩圏内で遊べる場所、空地のような。
生きものとふれあえる池、川、森、草むらなど
子供の自主性が守られる所。大人のおせっかいはいらない。

プレーパークで遊び道具を少しずつ増やしてもらえると良いと思います。
雨の日にも自由に遊べる、何もない空間。
いろいろ体験できる広場（プレーパークと一緒かな・・・？）（室内、屋内）
広場
体をおもいきり動かすことができる遊具がある公園
アスレチック
森や山、池など自然の多い所
生き物とふれあうところ
昔のあそび（こま、たこあげなど）など、体験できないものをもっと教えてもらえたら
自然の中で遊べる場所がたくさんほしい
夏は水あそび
放課後に行ける文庫（自宅を開放している図書館）
食べれる草か、草じゃないか。
雨天時にも体を使って遊べる場
プール（改築してほしい）

川で魚をつかんだり、虫であそぶ。

絵本のよみきかせ（屋外で）
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プール　於大プールをもっと長い期間あけてほしい
児童館の充実

　（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 10
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 40
満足 27
普通 0
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。

充分ありがたいですが、土曜午前も開催されていると、もっとうれしいです。

毎週開催されていると、いつでも時間ができたら来れるのでとてもうれしいです。
毎週土日に開催してほしい。
祝日（学校が休みなので・・・）

自然の中で子どもの自主性が活かせる場所

子どもが思いきりあそべてとてもよい。

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。

頻度としては良いと思います。イベント的なことがあると、より来やすいかも・・・？焼きイモ、○○を作ろ
う、竹馬競争etc　イベントというよりその日の主な遊びのテーマ・・・？

野山

体を思い切り動かせる所
つりや魚とりなど
公園がもう少し近場で充実してると良いです。
魚つかみ取りなど
川
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祝日もやってもらえたらうれしいです。
予定が立てられるから。

（土）も午前から希望
今のままで良いので今後も継続してほしいです。

土曜日も朝から
毎週土・日なので、休日に行きたいときに行けるのでとても良いです。

　（１）ある　　　（２）ない

ある 16
ない 9

　【変わったことがあれば、具体的にご記入ください。】

道具を使って遊びたがる。

虫が少し平気になりました。

自然が好きになった。

木工など積極的にとり組むようになったと思う。
知らない、見た事のない物事に積極的に接する事が出来る様になったと思う。
初めて見る工具などに興味を持った。

まだわからない。

土日、どちらの日も遊べて時間も自由なので

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？

活発になった。

仲間に入っていけるようになった。年上の人と接する機会がとても良いようで、物おじしなくなった。

日に日にダイナミックな遊び方をするように。一緒にあそんだお友達の動きや遊びをまねしたりして遊びの幅が
広がっている気がします。

創造的にあそべる。ふつうの公園よりイキイキのびのびしている。

いつでも来られる（いつも土、日にやっているとわかれば。）ありがたいです。月１～２回とかだと、開催
日チェックすることや子供の行事とかさなるとざんねん。

子供がのびのびと遊べる所があって、とても嬉しい。最近知った事なので、これからぜひ活用したい。
土の午前中も開催してほしい。

いろんな年代の人（大人など）と自分から関われるようになった。

子どもの変化というより、大人の意識が変わったと思います。

歩けない頃から落ち葉にうもれて遊んでいた。たくましく、「自分もち・・・」で生きていると思います。

常設、というのが大事だと思います。

今日は土曜、13時～と準備してきたが「芋があるなら・・・」と少し早くから火をつくってくれました。本当
にありがとうございます。

工具を使って色々なものを作りたいと話してきた。

道具を使えるようになった

知らない子とも自然に遊べるようになった。

けがをする機会があって、いい経験ができる。

体が丈夫になった。好奇心おうせいにいろいろ探索するようになった。
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９　最後に、プレーパークに関する感想を教えてください。

ブランコの数がもう少しあるとうれしいです。

「どろんこOK)」「少々のケガOK」「自己責任で」今はなかなかできないので、このまま継続して行って欲しいです。

とてもいいし、ぜひつづけてほしい。

いつも楽しく遊ばせてもらってます。

こんなステキな場所があるなんて！！とびっくり。これからひんぱんに来たいです！

すぐに遊び出せない子が多いから、きっかけはおとなが見本を見せたりすることも必要。

子供達のしたい事をしたいように自由にあそべてとてもいい経験だと思います。

プレーパーク大好きです。よさみプレーパークにもよく行きます。

時には制限をなくしてプレーパークのようなところで遊ばせるのも必要だと思う。

火・水・道具が自由に使えて、大人もとても楽しく遊べます。ありがとうございました。

工具を使って工作する機会があまりないので、ありがたいです。子供たちも大喜びでした。

このような場は必要だと思います。

蚊が多いのがつらいです。

子ども本人がとても好きな場所です。今後もぜひ継続していただきたいです。

ついついあぶないこととか他の子とのことを大人が口出ししてまうので、はじめに大人は見ているだけとなって
いることで子供たちで考えてあそべるようになると思います。

自分で考え、行動する場をもうけてくれて有難い。ここへ来ると子供の笑顔がみれて嬉しい。思いっきり走ったり
飛んだりする場があって嬉しい。

今回初めて遊びに来ました。初めて会ったお兄ちゃんに遊んでもらったり、工具のそろった場所で作る木工は
とても楽しそうでした。

いつもの遊具での遊びとは違い、子どもが自分で考えたり、はじめて経験したり、おもいっきり体をうごかした
り・・いい場所だと思いました。

プレーパークは2回目なのですが、なわとびやけん玉、バトミントンなどもあり、小さい子も一緒に楽しめました。
お手製のぶらんごが一番楽しかったようです。また遊びにきたいです。

ありがとうございました。

火を燃やしてるところをみたり、木で遊んだり、自然の中で遊ばせられる場所があって嬉しいです。これからも利
用したい！！

今の子供たちが置かれた環境を考えると、プレーパークは奇跡のような場所だなあ・・・と思います。もっと多くの
人に知ってもらいたいです。子供を育てるのに、プレーパークのような場所があって、ほんとうにありがたいで
す。運営のプレーリーダーの方たちに感謝です！

はじめてかなづちやのこぎりをつかいましたが、夢中で遊んでいます。意外と５才の女の子でもできるもんだと
驚きました。

大自然とふれあえて子どもたちも大満足そうでした。大人も一緒になって体を張って遊べてよかったです。普通
の公園だと大人がスマホをいじってる姿が散見されるので。

普段、なかなかできない遊びを体験することができ、大人も子どももとても楽しめました。お友達にもおすすめし
たいと思います。本日は貴重な体験をありがとうございました。

手作りの遊具（ハンモックなど）など、子供が興味を示していました。自由に遊べる雰囲気が良いと思います。

こどもが興味のおもむくままに自由にあそばせられる環境があることが、とても助かります。のびのびと遊びほう
けている子ども達を見られるのは幸せなことだと思います。プレーパークばんざい！！

大人が作った物や与えられた物事で遊ぶだけでなく、自分達でいろいろな年齢の子達と想像力を働かせて遊
ぶとても良い場所だと思います。



身近に自然と関わる場所があることはとても安心できます。お兄さん達にあそんでもらえて楽しそうです。

町内在住。情報を知った時から我が子向き！絶対あそばせたい！と思っていたので、やっとつれてこれまし
た。お兄さんにあそんでもらえて、とってもたのしそうでした。子（小３男）ですが、大人が少し誘導してあそびが
広がっていくところがあるので。

子ども主体で活動することを大切にしている所がすばらしいです。

蚊が多い。感染症が心配。

家の近くなのに、自然の中に来た感じがありとても良かったです。

楽しかったです。ありがとうございます。

何度も利用していて４歳の娘も楽しみにしています。普段保育士は女性が多いので、本日のように若い男性と
楽しそうに接している姿が見れて親としてもとても嬉しいです。本当にありがとうございます。

本日初めて来ました。水遊びで大学生のお兄さん達がダイナミックに遊んでくれて、親も安心、子供は楽しく過
ごせました。水遊びでない時、こんなに楽しく過ごせるイベントをやっているのでしょうか。やっていると嬉しい。

大変良い

自然の中での遊びをもっと増やしてほしい

子供が自主的に通える範囲にあれば一番いいですが、親が連れて行けるところでも、あるのはとても嬉しいで
す。雨の日も楽しい！

家の近くで自然を感じれてよかったです。

大府にも！！欲しい！
遊び場（現代では減ってしまった）を提供して頂き、ありがとうございます。

子どもがのびのび育つのにとても大切だと思う。

親も自由！怒ることなく、自分も楽しめる。いろんな年代の人と交流できる。もっと近くに！もっとたくさんの人に
知ってほしい。素敵な場所をつくってくれてありがとうございます。

とても楽しそうにしていました。もっと子供達が自分でやる！という気持ちでBBQなどやってくれるといいなと思
いました。

子どもどうしで遊べるようになるともっと楽しかったと思いました。

蚊が多くてデング熱などの感染症がなどが心配だ。

ふだん家庭ではできないダイナミックな遊びを体験させて頂きました。大学生のお兄さん達もとても優しく子ども
もなついていたのがほほえましかったです。ありがとうございました！

もっと各地にできればいい。


