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第１章 調査の概要 
 
１．調査の目的 

 本調査は目黒区の公園等の利用実態を把握するとともに、前回調査（平成 16 年度）と
の比較を行い、公園等の利用状況や利用意向の経年変化を把握し、「目黒区みどりの基本計

画（2006（平成 18）年 10 月）」の改定のための基礎資料とする。 
 

（１）公園利用者数調査（当該公園等における現地調査） 
 利用者数調査では、各公園の利用者数をカウントし、現在の利用状況等を把握する。ま

た、前回調査との比較により、公園等の利用状況の経年変化を把握する。 
 

（２）公園利用者意向調査（聞き取りアンケート調査） 
 利用者意向調査では、公園利用者に対して当該公園を選択した理由、利用状況（利用内

容、利用頻度等）、施設要望等について聞き取り調査を実施し、当該公園及び地域における

公園等への利用意向を把握する。また、前回調査との比較により、公園等に対する利用意

向の経年変化を把握する。 
 

（３）保育所等の公園利用実態・意向調査（送付型アンケート調査） 
本調査は、区内にある公私立の保育園及び、認証保育所などの小規模な保育所等を対象

にアンケート調査を行い、園外保育での公園の利用状況や利用意向を把握する。 
 

２．調査対象 
 利用者数調査の調査対象は、2014（平成 26）年 4 月現在、設置されている区立公園、
児童遊園、ふれあい広場、遊び場等、計 138 箇所のうち、前回調査（2004（平成 16）年
度実施）で対象外とした公園等（※）を除く、公園等 132 箇所を対象とした。また、緑道
については、前回調査の４路線に加え、目黒川緑道を加えた５路線を対象とした。 
 利用者意向調査は公園等 61 箇所で実施した。 

           表 1―1 調査対象公園 

公園・緑地 
種別 施設数 

調査実施数 
利用者数調査 利用者意向調査 

区立公園 ７０ ６８ ３９ 
児童遊園 ４９ ４９ １８ 
ふれあい広場 １０ ７ ２ 
遊び場等 ９ ８ ２ 

計 １３８ １３２ ６１ 
緑道 １０ ５ ０ 
＊大阪緑地、中目黒駅前街かど公園、ふれあい橋、都立大学駅高架下広場、駒場一丁目防災

緑地の５箇所。 
＊なお、区民キャンパス広場は、隣接する区民キャンパス公園に含めて実施した。 
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公園種別 名　称 区公園種別 面積(㎡)

区立公園 駒場野公園（既存部） 区民公園 28,584

区立公園 駒場野公園（拡張部） 区民公園 10,440

区立公園 駒場公園 区民公園 40,396

区立公園 碑文谷公園（既存部） 区民公園 17,818

区立公園 碑文谷公園（拡張部） 区民公園 25,716

区立公園 東山貝塚公園 児童公園 1,752

区立公園 伊勢脇公園 児童公園 2,123

区立公園 八幡公園 児童公園 1,282

区立公園 三田丘の上公園 児童公園 3,591

区立公園 三田公園 児童公園 2,212

区立公園 大塚山公園 児童公園 1,708

区立公園 大鳥公園 児童公園 829

区立公園 三角山公園 児童公園 1,499

区立公園 田切公園 児童公園 1,396

区立公園 こなべ野公園 児童公園 921

区立公園 月光原公園 児童公園 652

区立公園 富士見台公園 児童公園 821

区立公園 大岡山公園 児童公園 755

区立公園 自由が丘公園 児童公園 990

区立公園 宮前公園 児童公園 4,117

区立公園 西郷山公園 地域公園 10,550

区立公園 菅刈公園 地域公園 20,049

区立公園 東山公園（既存部） 地域公園 6,189

区立公園 東山公園（拡張部） 地域公園 15,230

区立公園 中目黒公園 地域公園 22,074

区立公園 目黒区民センター公園 地域公園 10,000

区立公園 清水池公園 地域公園 5,798

区立公園 中根公園 地域公園 8,271

区立公園 衾町公園 地域公園 6,694

区立公園 駒場三丁目もちの木公園 都市緑地 293

区立公園 目黒天空庭園 都市緑地 7,096

区立公園 中目黒しぜんとなかよし公園 都市緑地 1,366

区立公園 中目黒南緑地公園 都市緑地 1,178

区立公園 なべころ坂緑地公園 都市緑地 1,039

区立公園 中町せせらぎ緑地公園 都市緑地 1,044

区立公園 中央緑地公園 都市緑地 3,803

区立公園 金杉原南緑地公園 都市緑地 242

区立公園 すずめのお宿緑地公園 都市緑地 7,494

区立公園 八雲三丁目緑地 都市緑地 220

区立公園 田道広場公園 広場公園 3,304

区立公園 不動公園 広場公園 3,332

区立公園 油面公園 広場公園 4,513

区立公園 田向公園 広場公園 2,773

区立公園 めぐろ区民キャンパス公園・広場 広場公園 5,100

区立公園 東根公園 広場公園 2,866

区立公園 松見坂公園 街かど公園 191

区立公園 菅刈街かど公園 街かど公園 200

区立公園 青葉台四丁目街かど公園 街かど公園 151

区立公園 東山街かど公園 街かど公園 320

区立公園 けこぼ坂街かど公園 街かど公園 105

区立公園 茶屋坂街かど公園 街かど公園 105

区立公園 目黒川田道街かど公園 街かど公園 149

区立公園 下二南街かど公園 街かど公園 451

区立公園 さくらの里街かど公園 街かど公園 223

区立公園 元競馬南泉公園 街かど公園 371

区立公園 芦毛塚街かど公園 街かど公園 230

区立公園 五本木ふれあい街かど公園 街かど公園 577

区立公園 五本木二丁目街かど公園 街かど公園 426

区立公園 五本木西みどり街かど公園 街かど公園 489

区立公園 祐天寺一丁目ふれあい公園 街かど公園 466

区立公園 本町みなみ街かど公園 街かど公園 257

区立公園 本町北公園 街かど公園 204

区立公園 向原西街かど公園 街かど公園 209

区立公園 西小山公園 街かど公園 590

区立公園 原町タンポポ公園 街かど公園 221

区立公園 洗足北街かど公園 街かど公園 196

区立公園 洗足ひだまり公園 街かど公園 223

区立公園 境橋街かど公園 街かど公園 88

区立公園 中根ねむの木公園 街かど公園 383

区立公園 やくも街かど公園 街かど公園 619

区立公園 芳窪街かど公園 街かど公園 570

公園種別 名　称 区公園種別 面積(㎡)

児童遊園 駒場児童遊園 児童遊園 641

児童遊園 日向児童遊園 児童遊園 300

児童遊園 大坂上児童遊園 児童遊園 735

児童遊園 小川児童遊園 児童遊園 152

児童遊園 東山中児童遊園 児童遊園 413

児童遊園 東山児童遊園 児童遊園 958

児童遊園 氷川台児童遊園 児童遊園 326

児童遊園 宮下児童遊園 児童遊園 352

児童遊園 目黒銀座児童遊園 児童遊園 1,362

児童遊園 烏森児童遊園 児童遊園 300

児童遊園 上四児童遊園 児童遊園 387

児童遊園 中目黒一丁目児童遊園 児童遊園 883

児童遊園 別所坂児童遊園 児童遊園 1,065

児童遊園 三田西児童遊園 児童遊園 310

児童遊園 茶屋坂児童遊園 児童遊園 452

児童遊園 目黒東児童遊園 児童遊園 621

児童遊園 下二児童遊園 児童遊園 320

児童遊園 不動前児童遊園 児童遊園 189

児童遊園 下五児童遊園 児童遊園 361

児童遊園 下六児童遊園 児童遊園 527

児童遊園 油面住区センター児童遊園 児童遊園 391

児童遊園 五本木児童遊園 児童遊園 537

児童遊園 上目黒住区センター児童遊園 児童遊園 500

児童遊園 中央町一丁目児童遊園 児童遊園 618

児童遊園 唐ヶ崎児童遊園 児童遊園 804

児童遊園 五本木東児童遊園 児童遊園 318

児童遊園 清水東児童遊園 児童遊園 477

児童遊園 清水町児童遊園 児童遊園 910

児童遊園 月光町児童遊園 児童遊園 341

児童遊園 東町南児童遊園 児童遊園 647

児童遊園 東原児童遊園 児童遊園 595

児童遊園 向原町児童遊園 児童遊園 683

児童遊園 向原おもだか児童遊園 児童遊園 451

児童遊園 原町児童遊園 児童遊園 440

児童遊園 洗足二丁目児童遊園 児童遊園 503

児童遊園 碑文谷五丁目児童遊園 児童遊園 692

児童遊園 鷹番児童遊園 児童遊園 315

児童遊園 三谷児童遊園 児童遊園 600

児童遊園 桜森児童遊園 児童遊園 320

児童遊園 平町児童遊園 児童遊園 497

児童遊園 大岡山児童遊園 児童遊園 405

児童遊園 緑が丘児童遊園 児童遊園 583

児童遊園 緑が丘西児童遊園 児童遊園 331

児童遊園 柿の木坂西児童遊園 児童遊園 448

児童遊園 柿の木坂児童遊園 児童遊園 646

児童遊園 曽根児童遊園 児童遊園 346

児童遊園 第二曽根児童遊園 児童遊園 290

児童遊園 八雲児童遊園 児童遊園 264

児童遊園 宮前児童遊園 児童遊園 292

ふれあい広場 オーパス夢ひろば ふれあい広場 2,985

ふれあい広場 目黒川船入場 ふれあい広場 2,716

ふれあい広場 不動ふれあい広場 ふれあい広場 50

ふれあい広場 羅漢寺川ふれあい広場 ふれあい広場 208

ふれあい広場 西小山ニコニコ広場 ふれあい広場 66

ふれあい広場 洗足駅前ふれあい広場 ふれあい広場 287

ふれあい広場 子の神ふれあい広場 ふれあい広場 168

遊び場等 上一防災ひろば 遊び場等 97

遊び場等 合流点遊び場 遊び場等 954

遊び場等 上目黒四丁目防災ひろば 遊び場等 449

遊び場等 目黒不動防災ひろば 遊び場等 443

遊び場等 ポケットオアシス清水 遊び場等 103

遊び場等 碑文谷一丁目遊び場 遊び場等 175

遊び場等 碑文谷八幡児童遊び場 遊び場等 196

遊び場等 熊野神社児童遊び場 遊び場等 250

緑道 目黒川緑道 緑道 1,282

緑道 蛇崩川緑道 緑道 7,536
緑道 立会川緑道 緑道 2,526
緑道 呑川本流緑道 緑道 17,576
緑道 九品仏川緑道 緑道 3,728

表 1－2 対象公園一覧（公園種別順） 
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図 1－1 対象公園位置図 
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３．調査実施日 
利用者数調査及び利用者意向調査は、下記の日程のうち、1 公園につき 2 日間（休日、

平日各 1 日）実施した。 
◆調査実施日 

  ○土日・祝日 平成 26 年 10 月 12.19.26 日、11 月 1.2.16 日 
  ○平日    平成 26年 10月 15.16.21.21.28.30、11 月 4.7 日 

 
４．調査体制 

公園利用者数調査及び公園利用意向調査は、区内の公園でボランティア活動を行ってい

る区民及び東京農業大学学生（計 14 名）により実施した。各調査員に対しては、調査に
関する事前研修を実施した。また、調査時には対象施設を区担当職員及び受託業者の技術

者が、常時巡回し、調査の指示・指導を行った。 

 

       表 1－3 調査員応募と参加 

所属等 調査参加人数 
目黒区内公園ボランティア等の区民 ６名 

東京農業大学学生 ８名 

 
５．調査方法 

 
（１）公園利用者数調査 

 公園利用者数調査は、区立公園、児童遊園、ふれあい広場・遊び場等、緑道を対象に実

施した。このうち朽ちる公園、児童遊園、ふれあい広場・遊び場等については 5 つの時間
断面の利用者の実数をカウントする調査を実施し、緑道については、3 つの各時間帯につ
き 30 分間の利用者の実数をカウントする調査を実施した。それぞれの調査方法は、下記
のとおり。 

 
 １）公園利用者数の調査区分 

公園の利用者数、利用者層（年齢）、利用内容を利用特性が判断できる下記の 5 つの時
間断面において図 1-2、1-3「公園利用者数調査シート」等を用いて公園の利用者の実数を
カウントするとともに、利用者の属性を下記区分ごとに集計した。 

 
          表 1－4 調査時刻と想定される利用特性 

調査時刻 時間区分 想定される利用特性 
7 時半 朝 早朝の散歩、体操等の運動の利用者 
10 時 午前中 就学前の幼児と親、高齢者の散策 

12 時半 昼 昼時の休息、就業者等の食事 
14 時半 午後 幼稚園児、小学校低学年の利用 
16 時半 夕方 小学校高学年の利用、高齢者の散策 
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           表 1－5 調査時刻と想定される利用特性 

区分内容 区 分 区分の考え方 

年齢別区分 

○幼児、○小学生、 
○中高生、○成人、 
○60 歳以上 

利用者の年齢を利用者層として

区分した。年齢の判断について

は、各調査員の判断によるものと

した。 

利用内容別

区分 

○遊具遊び、○休憩・散歩、 
○遊び、○軽い運動、 
○犬の散歩（ﾘｰﾄﾞ付､ﾘｰﾄﾞなし） 
○通過（徒歩、自転車引き、自転車乗り） 
○食事、○トイレ、○その他（釣りなど） 

利用者の利用内容は、各利用者の

調査時に行っていた主な活動を

判断した。集計により、当該公園

における利用内容の特徴を把握

した。 

グループ構

成区分 

○単身、○夫婦・友人、 
○家族・子連れ、○グループ、 
○園外保育 

利用者が同行する人数、所属等を

区分し、グループ構成として把握

した。 
 
 
２）緑道利用者数（図 1-3 参照） 

緑道の利用者数及び緑道に隣接する道路の通行者の実数を図 1-3「緑道利用者数調査シ
ート」を用いて下記の各時間帯で 30 分間カウントし、移動方向別に集計した。 

 
表 1－6 調査時間帯と想定される利用特性 

調査時間帯 想定される用特性 
7 時半～8 時 出勤、登校時の利用者、散策等利用者 
13 時～13 時半 登下校時の利用者、散策等利用者 
18 時～18 時半 帰宅、登下校時の利用者、散策等利用者 
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公園名称 種別（   ） 公園ＮＯ－ 

調査日時 平成 26年  月  日 天候 調査者名 

調査時間 7:30 10:00 12:30 14:30 16:30 計 

利 

用 

者 

層 

幼 児       
小 学 生       
中 高 生       
成 人       
60 歳 以 上       

利 

用 

内 

容 

遊 具       
休息・散歩       
遊 び       
軽 い 運 動       
犬 散 歩 

(ﾘｰﾄﾞ付き) 

      

犬 散 歩 

(ﾘｰﾄﾞなし) 

      

通 過 

( 徒 歩 ) 

      

通 過 

(自転車乗) 

      

通 過 

(自転車歩) 

      

食 事       

ト イ レ       
そ の 他 ＊       

グ
ル
ー
プ
構
成 

一 人       
夫婦・友人       
家族・子連れ       
グ ル ー プ       
園 外 保 育       
計       

駐輪状況       
＊人数等の表示は「正」によって記入し、合計は数字により記入しました。  
＊60歳以上は、調査員により判断しました。  
＊遊びは、遊具などの道具を使わずに遊ぶ活動（鬼ごっこ、ゲーム遊びなど）  
＊軽い運動：ラジオ体操、ウォーキング、ボール遊び  
＊その他：学習会、観察会、スポーツ観戦、釣りなど  
＊夫婦・友人：２～３での利用を想定しています。  
＊家族・子連れ：幼児を連れた方、家族利用を含めます。  
＊グループ：遠足、学生グループなど５人以上を目安とします  
＊駐輪状況：公園内に駐輪している自転車、バイクの台数をカウントする。   

公園利用者数調査シート 

公園利用者数調査票 

図 1－2 公園利用者数調査シート（1/2） 
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＊カウント表示は「正」の字で書きこみ、合計は英数字で記入します。 
 
■○○川緑道（○○○児童遊園付近など） 

緑道名称                     緑道位置－ 
調査日時 平成 26 年  月  日 天候 調査者名 
○調査時間 7:30～8:00 13:00～13:30 18:00～18:30 計 

（ 
 
 
 

）
駅
へ 

緑道    

 

側道 

    

（ 
 
 
 

）
駅
か
ら 

緑道 

    

側道 

    

休憩利用     

計     

 

緑道利用者数調査シート 

緑道利用者数調査票 

図 1－3 緑道利用者数調査シート（2/2） 
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（２）利用者意向調査 
利用者の利用頻度、到達手段、公園整備・維持管理等への要望を把握するため、調査員

が現地にて「調査シート（図 1-6.1-7.1-8.1-9 参照）」を基に利用者に対して聞き取り調査
を実施した。 
回答数に地域的な偏りがないようにするため、調査対象公園を複数公園で１つのグルー

プに区分し、各グループで 20 サンプルを目途に実施した（図 1-5「調査対象公園グループ
区分」参照）。また、回答者については、出来る限り年齢層に偏りが出ないよう留意した。 

 
１）対象公園の考え方 
①回答数が 20 サンプル以上を確保できると想定される利用者の多い公園 
②公園等の立地及び施設特性を反映できる公園等（公園種別等を踏まえて選択する） 
③前回調査時から、公園等改良工事等の大規模な改修工事が実施された公園等 

  
以上の点を踏まえて、次頁に示した 61 公園で実施し、466 のサンプリを得た。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1－4 回答者の属性 
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■表１－６ 利用者意向調査実施公園 
 Ｇ 公園名称 公園種別 面積 サンプル数

駒場公園 区民公園 39,025 5
駒場野公園 区民公園 40,396 15

2 菅刈公園 地域公園 20,049 22
東山児童遊園 児童遊園 958 1
目黒天空庭園 都市緑地 7,096 12
東山公園 地域公園 21,418 21

4 西郷山公園 地域公園 10,549 24
目黒川船入場 ふれあい広場 2,716 3
中目黒公園 地域公園 22,074 40
合流点遊び場 遊び場等 953 1
三田公園 児童公園 2,211 7
三田丘の上公園 児童公園 3,591 4
田道広場公園 広場公園 3,304 10
目黒東児童遊園 児童遊園 621 3
茶屋坂児童遊園 児童遊園 451 2
区民ｾﾝﾀｰ公園 地域公園 10,000 19
不動前児童遊園 児童遊園 189 1
下二児童遊園 児童遊園 319 4
下二街かど公園 街かど公園 451 1
大鳥公園 児童公園 829 2
目黒銀座児童遊園 児童遊園 1,362 6
伊勢脇公園 児童公園 2,123 1
なべころ坂緑地公園 都市緑地 1,038 7
大塚山公園 児童公園 1,708 5
八幡公園 児童公園 1,282 9
中町せせらぎ緑地公園 都市緑地 1,043 7
油面住区ｾﾝﾀｰ児童遊園 児童遊園 391 1
不動公園 広場公園 3,332 14
さくらの里街かど公園 街かど公園 223 1
元競馬南泉公園 街かど公園 371 1
五本木ふれあい街かど公園 街かど公園 576 2
五本木児童遊園 児童遊園 537 5
祐天寺一丁目ふれあい公園 街かど公園 465 1
田切公園 児童公園 1,396 1
中央緑地公園 都市緑地 3,802 4
油面公園 広場公園 4,513 17
五本木東児童遊園 児童遊園 317 1
鷹番児童遊園 児童遊園 314 2
唐ヶ崎児童遊園 児童遊園 804 3
三角山公園 児童公園 1,498 2

13清水池公園 地域公園 5,797 21
東原児童遊園 児童遊園 595 1
向原町児童遊園 児童遊園 683 1
向原おもだか児童遊園 児童遊園 451 2
西小山公園 街かど公園 589 1
碑文谷公園－池 区民公園 32
碑文谷公園－運動 区民公園 7
三谷児童遊園 児童遊園 600 1
田向公園 広場公園 2,772 21
すずめのお宿緑地公園 都市緑地 7,493 19
洗足駅前ふれあい広場 ふれあい広場 287 1
洗足北街かど公園 街かど公園 222 1
衾町公園 地域公園 6,694 6
東根公園 広場公園 2,866 2
めぐろ区民キャンパス公園 広場公園 5,100 21
八雲児童遊園 児童遊園 264 1
中根ねむの木公園 街かど公園 382 1
熊野神社児童遊び場 遊び場等 249 1
自由が丘公園 児童公園 989 16
緑ヶ丘児童遊園 児童遊園 583 2

21中根公園 地域公園 8,721 19
別 目黒清掃工場緩衝緑地 2

計 466

43,53315

16

17

18

19

20

9

10

11

12

14

1

3

5

6

7

8

表 1－7 利用者意向調査実施公園とサンプル数 
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図 1－5 調査対象公園のグループ区分 
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公 園 名  
実 施 日 平成 26年   月   日 
実施時刻    ：    
調査者名  

 
＜Ａ．この公園の選択理由＞ 
 ○この公園はどのような理由で選びましたか？ 
・該当する項目を三つまで選び、各項目で一つ選択して番号に○を付けてください。  
１．自宅・学校・勤務地等からの利便性 
 ①自宅、学校、会社から近い ②通勤・通学等の途中にある ③商店街に近い 
 ④来る道路が安全 ⑤その他（                         ） 
２．公園全体の環境 
①静かである ②日当たりがよい ③風通しがよい ④景色が良い ⑤自然が豊

か 
⑥人が多くて安心できる ⑦その他（                      ） 
３．緑・生きもの 
①緑が豊か ②花がきれい ③木陰が多い ④芝生がある ⑤野鳥が多

い 
⑥いろいろないきものが見られる ⑦その他（                  ） 
４．休憩施設 
①いつも座れるベンチがある ②休める休憩舎などがある ③心地よい木陰がある 
 ④休める芝生・草はらがある ⑤その他（                   ） 
５．遊具施設 
①面白い遊具がある ②健康器具がある ③新しい施設がある 
 ④水遊びができる ⑤その他（                     ） 
６．動機づけ 
①こどもの遊び友達が来る ②友人に会える ③以前より利用し、馴染んでい

る 
 ④利用する施設がここだけ ⑤その他（                     ） 
７．活動目的 
①食事がゆっくりできる ②ボール遊びができる ③犬をつれて利用できる 
 ④ボランティア活動 ⑤その他（                      ） 

 

＜Ｂ．他に利用している公園と理由＞ 
○この公園の他に、よく、利用している公園と選択理由をお聞かせください。 
＊理由は質問Ａの選択項目を参考にしてください。 
８．よく行く公園（公園名、理由） 

公園名称 選択している理由 公園までの時間 
①           分 
②           分 
③           分 

＊公園の位置は提示する地図を見て確認します。 

図 1－6 公園利用者アンケート調査シート（1/4） 

公園利用者アンケート調査シート 

聞き取りアンケート調査票 



12 
 

  
☆以下、各項目、一つ選択して番号に○を付けてください。 
 
＜Ｃ．利用状況＞ 
○普段、この公園では、どのような利用をしていますか？ 

９．活動内容 
①遊具遊び ②休息・散歩 ③遊び ④軽い運動 ⑤動植物観察 ⑥犬の散歩 
  ⑦食 事 ⑧トイレ ⑨ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 ⑩その他（          ） 
10．利用頻度 
①毎日 ②週２～３回 ③週１回くらい ④月数回 ⑤年数回 
⑥初めて ⑦その他（                     ） 
11．利用形態 
①一人 ②夫婦・友人 ③家族・子連れ ④グループ ⑤園外保育 
 ⑥その他（                             ） 
12．利用時間 
①３０分以内 ②１時間以内 ③１～２時間 ④２時間以上 
13．主な利用時間帯 
①早朝 
(～7 時頃) 

②午前中 
(9～11 時頃) 

③昼休み 
(12～13 時頃) 

④午後 
(13～15 時頃) 

⑤夕方 
(15～17 時) 

⑥夜間 
（17時以降） 

14．到達手段 
①徒歩 ②自転車 ③路線バス等公共交通機関 ④その他（       ） 
15．到達時間 
①５分以内 ②１０分程度 ③２０分程度 ④３０分以上 

＜Ｄ．公園の管理・運営に関する要望＞ 
○目黒区全般の公園について、管理の仕方や運営についてどうお考えですか？ 

□維持管理について 
16.清掃 ①公園全体の回数を増やして、いつ

もきれいにしてほしい 
②定期的に、地域の住民が参加して清掃を

行う方法があっても良い 
③現状で十分です ④その他（             ） 

17.樹木等の

管理 
①木をもっと大きく育ててほしい ②樹木を少なくして欲しい 
③外から園内が見やすくしてほしい ④現状で十分です 
⑤その他（                             ） 

□公園運営について 
18.イベント ①家族で参加できるものが良い ②高齢者も参加し易いものが良い 

③子供だけで参加できるものが良い ④地域の行事を出来るようにして欲しい 
⑤地域の商店や企業がイベントの場として活用できるようにして欲しい 
⑥その他（            ） 

19.ボランテ

ィア活動 
①活動の指導者を派遣して欲しい ②活動の学習会を開催して欲しい 
③他の公園の団体と交流会がしたい ④その他（             ） 

 

図 1－7 公園利用者アンケート調査シート（2/4） 



13 
 

＜Ｅ．公園の利用指導・管理の手伝い＞ 
○公園をより活用するために維持管理や利用管理に参加する考えはありますか？ 

□公園の利用指導・管理の手伝い 
20.公園で行う観察会などの手伝い ①参加したい ②参加しない ③考えたことがない 
21.清掃や花壇、樹木などの世話 ①参加したい ②参加しない ③考えたことがない 
22.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや活動ｸﾞﾙｰﾌﾟへ参加して行う ①参加したい ②参加しない ③考えたことがない 
23.その他 
＜Ｆ．公園施設改善への要望＞ 
○目黒区全般の公園について、施設の改善についてどのようにお考えですか？ 
□公園全体へ 
24.全  体 ①日当たりを良くして欲しい ②外からの見通しを良くして欲しい 

③日陰が欲しい ④その他（               ） 
25.アクセス ①公園までの道路に歩道が欲しい ②公園周辺の交通を制限して欲しい 

③緑道を整備して欲しい ④その他（              ） 
□公園の個別施設 
26.遊具遊び ①木製遊具が欲しい ②健康器具が欲しい ③水遊び施設が欲しい 

④幼児が遊べる遊具が欲しい ⑤その他（               ） 
27.広場 ①ボール遊びのできる広場が欲しい ②イベントのできる広場が欲しい 

③草はらの広場が欲しい ④防災訓練などができる広場が欲しい 
⑤その他（                             ） 

28.休憩 ①ベンチがもっと欲しい ②屋根のある休憩施設が欲しい 
③休める芝生が欲しい ④その他（             ） 

29.緑・花 ①もっと緑が欲しい ②緑が多すぎる ③野鳥が来る緑が欲しい 
④花壇が欲しい ⑤その他（                   ） 

30.便益 ①きれいなトイレが欲しい ②バリアフリー対応型トイレが欲しい 
③きれいな水飲みが欲しい ④駐輪場を作って欲しい 
⑤夜間も安心できる照明が欲しい ⑥軽飲食を提供する施設が欲しい 
⑦その他（                             ） 

＜Ｇ．改修公園について伺います＞（この 10年間で改修された公園のみ対象とします） 
○本公園は、この 10 年の間に改修されています。どのように評価されますか？ 

□公園の利用指導・管理の手伝い 
31.新しい施設の適正は、いかがですか？ 
①利用状況に合った施設になった ②変わらない ③ニーズと施設が合っていない 
④その他（                                   ） 
32.施設内容はいかがですか？ 
①希望していた施設になった ②変わらない ③希望していた施設が整備されなかった 
33.バリアフリーについていかがですか？ 
①改善された ②変わらない ③改善はまだ不十分 
34.安全で、安心して利用できる公園になりましたか？ 
①十分になった ②ある程度なった ③変わらない ④期待外れ 

図 1－8 公園利用者アンケート調査シート（3/4） 
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＜Ｈ．どんな公園を利用したい、つくりたい、つくって欲しい公園＞ 
区立の公園に期待することとして聞きます。最大３項目を選択してください。 
 
35．どんな公園を利用したい、つくりたい、つくって欲しいですか？ 
①生き物を育むことのできる緑や池などがある公園 
②木登りやどろんこ遊びができる公園 
③昆虫採集などが自由にでき、自然とふれあえる公園 
④入って利用できる原っぱがある公園 
⑤花壇などに花がいっぱいある公園 
⑥ゆっくりとくつろげる休息環境（水辺、ベンチなど）の整っている公園 
⑦幼児が遊びやすい遊具がある公園 
⑧ボール遊びなど軽い運動ができる公園 
⑨広場や健康器具などがあり、健康づくり活動がしやすい公園 
⑩地域住民が花やみどりの育成作業ができる公園 
⑪たき火などができる公園 
⑫果樹・野菜づくりができる公園 
⑬祭りやフリーマーケットなどの催事や大道芸などで、自由に利用できる広場がある公園 
⑭災害時に一時避難場所となる公園 
⑮常駐する人がいて、遊びなどを指導してくれる公園 
⑯その他（                  ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜Ｉ．回答者について＞ ＊可能な範囲で回答ください。 
36．性 別 ①男 ②女  

37．年 齢 
①小学生 ②中高生 ③成人（20～30 代） ④成人（40～50 代）  
⑤高齢者（60代以上）  

38．出発地 

①目黒区 ②隣接区 ③その他の 23 区 ④都下 ⑤その他

（    ） 
①の場合      町    丁目 

＊隣接区－品川、太田、世田谷、渋谷 

理由： 
 

図 1－9 公園利用者アンケート調査シート（4/4） 
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（３）保育所等の公園利用実態・意向調査 
 
 １）調査対象 

目黒区内で就学前児童（6 歳未満）の保育を行っている 75 の保育所等（認可外含む）を
対象にアンケート調査票を送付し、50施設より回答を頂きました。 

 
       表 1-8 保育所等アンケート対象施設と回答数 

施設の種類 施設数 回答数 回答率 

公立保育園 ２２ １６ 72.7％ 

私立保育園 １２ ９ 75.0％ 

認証保育所 １６ １１ 68.8％ 

小規模保育所 ３ ２ 66.7％ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ型小規模保育 ２ １ 50.0％ 

家庭福祉員 １３ ８ 61.5％ 

定期利用保育 ４ ０ 0.0％ 

病後児保育所等 ３ ３ 100.0％ 

合 計 ７５ ５０ 66.7％ 

 
 ２）調査内容 

調査内容は、園外保育における公園の利用実態を把握するため、以下の項目について回

答選択方式によって実施した。（図 1-10.1-11「保育園アンケート調査シート」参照） 
 

①公園の利用頻度 
②利用している公園名、到達時間及び利用する年齢 
③園外保育で公園を選択する利用 
④公園での活動内容 
⑤公園にあってほしい施設 
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 平成 26年 10月 

 

～公園の利用について～ アンケートのお願い 
                                  
１．園外活動で、公園を利用しますか？ 一つ選んで番号に○をつけてください。 
①毎日利用している  ②週数回利用している  ③月数回か利用している 

 ④利用したことは無い ⑤その他（                    ） 
 
２．どこの公園を使っていますか。具体的な公園名、区内・外の区分、園からの移動時間、

主に利用する園児の年齢を記入してください。利用頻度の高い公園から順番に記入してく

ださい。 

公園名 区外・区内 園からの移動時間 
主に利用する 

園児の年齢 

記入例）○○公園 区内 徒歩で 10分 3～4歳児 

    

    

    

３．公園を選択する理由はなんですか？一つ選んで番号に○をつけてください。 

 ①園から近いから  ②遊べる遊具がある   ③広場がある 
 ④公園に安全に行ける   ⑤緑や花が豊富  ⑥園庭が狭い ⑦園庭がない 
⑧その他（           ） 

４．公園ではどのような活動をよく行いますか。一つ選んで番号に○をつけてください。 

 ①遊具遊び    ②いきもの探し・観察   ③砂場遊び   ④広場で運動 
⑤草はらで遊ぶ  ⑥その他（                         ） 

５．公園にあってほしい施設はなんですか？設置して欲しいと思われるものを二つまで選

んで番号に○をつけてください。 

 ①幼児用の遊具   ②走り回れる広場  ③ボール遊びができる広場  
④いきものがいる草はら  ⑤水遊びができる施設  ⑥大きい砂場 

 ⑦いきものがいる水辺の施設  ⑧その他（                  ） 
 

  裏につづく → 

保育所等アンケート調査票 

図 1－10 保育園アンケート調査シート（1/2） 



17 
 

 
６．貴園の概要についてお伺いします。可能な範囲で記入、若しくは○を付けてください。 

 

○保育所等の施設名（                  ） 
  
○保育所等の種別  公 立 ・ 私 立 ・ 認 証 ・ 小規模 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ小規模 

           家庭福祉員（保育ママ） ・ 定期利用 ・ 病後児 
 
 ○保育所等の所在地        町      丁目   
 
 ○在籍園児数 0～2歳    名 3歳    名 4歳    名 5歳    名 
                              
○利用している公園について、また、「こんな公園があれば良い」など、施設・管理など

について、ご意見ありましたら、こちらにお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上です。ご回答ありがとうございました。    

 
 
 
 

図 1－11 保育園アンケート調査シート（2/2） 
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