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アンケート結果のまとめ（抜粋） 

 

科学館公園・ふれあい広場あつべつの再整備に伴うアンケート調査結果について、全体（街頭、配架の

合計）と年代、子育て世帯（小学校低学年以下の子どもの有無）、居住地、公園利用経験の有無、イベン

ト来場経験の有無によって、回答に差があるか把握するため、クロス集計を行った。 

クロス集計を行った項目は以下の通り。 

 

Q1 年代 
10代・20代、30代・40代、 
50代・60代、70代以上 

× 

Q７ 科学館公園の整備の方向性 

Q11 ふれあい広場あつべつの賑わい創出の手立て 

Q６ 公園を利用しない理由 

Q10 イベントに来場しない理由 

Q12 整備の方向性 

Q２ 居住地 
（厚別中央・青葉） 

Q３ 世帯構成 
（小学校低学年以下の子どもがいる世帯） 

 

Q４ 公園利用の有無 Q７ 科学館公園の整備の方向性 

Q11 ふれあい広場あつべつの賑わい創出の手立て 

Q12 整備の方向性 Q８ イベント来場の有無 

 

【サンプル数】 

全体：348件（有効票のみ） 

年代 

10代 58件 

居住地 

厚別中央 84件 

20代 35件 青葉 69件 

30代 62件 世帯構成 
小学校低学年以下の子ど

もがいる世帯 
79件 

40代 49件 

公園利用の有無 

ある 265件 

50代 41件 ない 82件 

60代 49件 
イベント来場の

有無 

ある 256件 

70代以上 54件 ない 90件 
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 アンケート全体とクロス集計結果における回答の比較結果を以下に整理する。 

 

【将来のあり方についての意見】 

科学館公園 

Ｑ７ より多くの方に利用していただくために、科学館公園はどのような場所になった

ら良いと思いますか 

全体 
１位 気軽に休めてくつろげる場所 26.7％ 

２位 親子が安心して遊べる場所  26.6％ 

クロス 

・年代、居住地、子育て世帯（小学校低学年以下の子どもの有無）、公園

利用経験の有無、イベント来場経験の有無によって回答に差はなかっ

た。 

・すべてにおいて「気軽に休めてくつろげる場所」、「親子が安心して遊

べる場所」が上位 2位となった。 

 

ふれあい広場あつべつ 

Ｑ11 今後、ふれあい広場あつべつでどのようににぎわいを生み出したら良いと思いま

すか。 

全体 
１位 イベント情報をもっと知ってもらえるよう PRする 34.1％ 

２位 多くのお祭りやイベントを実施する        33.3％ 

クロス 

・子育て世帯、公園利用経験の有無、イベント来場経験の有無は、全体

と同じ傾向を示した。 

・70 代を除くすべての年代で「多くのお祭りやイベントを実施する」、

「平日（イベント時以外）でも人が集まるように工夫する」が上位 2位

となった。 

70代 

１位 イベント情報をもっと知ってもらえるようPRする 37.5％ 

２位 多くのお祭りやイベントを実施する   30.0％ 

   平日(イベント時以外)でも人が集まるように工夫する 30.0％ 

居住地 

（厚別中央・青葉） 

1位 多くのお祭りやイベントを実施する   33.3％ 

2位 平日(イベント時以外)でも人が集まるように工夫する 32.3％ 
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【望ましい整備内容に関する意見】 

Ｑ12 全体についてより多くの方に利用され、にぎわいを生み出すためにはどのような

整備を行うと良いと思いますか 

全体 
１位 ベンチやテーブル等の休憩設備の設置 24.4％ 

２位 明るく見通しの良い空間や芝生の整備 20.4％ 

クロス 

・30代・40代、50代・60代、70代以上、居住地、公園利用経験あり、

イベント来場経験ありは、全体と同じ傾向であった。 

・10代・20代、子育て世帯、公園利用経験なし、イベント来場経験なし

では、「ベンチやテーブル等の休憩設備の設置」と「子どもが楽しく遊

べる遊具の設置」が上位 2位となった。 

・なお、10 代・20 代、子育て世帯では、「子どもが楽しく遊べる遊具の

設置」が１位であった。 

 

【利用に関してネガティブな意見】複数回答可 

科学館公園 

Ｑ６ 科学館公園を利用したことがない方の理由 

全体 
１位 居住地から遠い   23.4％ 

２位 存在を知らなかった 20.6％ 

クロス 

・10 代・20 代、30 代・40 代は全体と同じ傾向を示し、「居住地から遠

い」、「存在を知らなかった」が上位 2位となった。 

50代・60代 
1位 休める場所がない        27.6％ 

2位 その他             24.1％ 

70代以上 
1位 居住地から遠い         21.4％ 

1位 木が生い茂っていて暗いイメージ 21.4％ 

居住地 

（厚別中央・青葉） 

1位 遊びたい(遊ばせたい)遊具がない 19.4％ 

1位 木が生い茂っていて暗いイメージ 19.4％ 

子育て世帯 
1位 存在を知らなかった       31.8％ 

2位 遊びたい(遊ばせたい)遊具がない 27.3％ 

※その他意見：行きたい気持ちがない等 
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ふれあい広場あつべつ 

Ｑ10 ふれあい広場あつべつのイベントに来場したことのない方の理由 

全体 
１位 イベントを実施していることを知らない 44.0％ 

２位 居住地から遠い            24.8％ 

クロス 

・10代・20代、30代・40代、子育て世帯は全体と同じ傾向を示し、「イ

ベントを実施していることを知らない」、「居住地から遠い」が上位 2

位となった。 

50代・60代 
1位 興味のあるイベントがない       38.9％ 

1位 その他                38.9％ 

70代以上 
1位 興味のあるイベントがない       57.1％ 

2位 イベントを実施していることを知らない 28.6％ 

居住地 

（厚別中央・青葉） 

1位 興味のあるイベントがない       57.1％ 

2位 イベントを実施していることを知らない 28.6％ 

※その他意見：人混みが好きではない等 

 

【その他、再整備に関する自由意見として多かった性質のもの】 

自由意見として多かった性質のもの 

○噴水について 

 キラキラ広場の噴水は、なくさず残して欲しい。 

 衛生面で安全な噴水になると良い。 

○樹木、植栽について 

 樹木が混みあっているため選別して明るく見通しを良くして欲しい。 

 もっと花を植えて欲しい。 

 芝生のエリアを増やしてほしい。 

○トイレについて 

 トイレを明るくきれいにしてほしい。 

 キラキラ広場の近くにトイレを設置してほしい。 

○休憩施設（空間）について 

 きれいなベンチやテーブルがもっとあると良い。 

 日陰になる空間や屋根のある空間をもっと作ってほしい。 

 フリーWi-Fiがあると良い。 

○飲食施設について 

・ 屋台やフードカーなどが平日にあれば利用したい。 

 カフェやワゴンサービスをつくってはどうか。 

○広場について 

 運動できる広い空間がほしい。 
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 屋外ステージを立派なものにし、野外音楽会などみんなが集える広場にして欲しい。 

 広場の PRが必要である。 

○遊具について 

 科学館公園にすべり台やブランコなどの遊具があると良い。 

 室内の無料で遊べる空間がほしい。 

○照明について 

・ 夜間は暗いため、街灯を増やしてほしい。 

○舗装について 

 タイルなどの舗装をきれいにしてほしい。 

○排水について 

 排水(南郷通～1番出口)の整備をしてほしい。いつも水たまりになっている。 

○イベントについて 

 休日でも何もイベントを実施していない時もあるので、イベントを増やしてほしい。 

 色々なイベントがあって良い。区外の人も来てくれたらもっと活発になるのではないか。 

○周辺施設との連携について 

 新さっぽろのショッピングモールや科学館、水族館、区民センターとの連携をはかってほしい。（イ

ベントでの連携、空間・導線としての連携） 

○自転車置き場について 

 自転車置き場を公園の中に置かない方が安全性が向上する。 

 自転車をもっと止めやすくしてほしい。 

○安全、安心な空間について 

 夜遅くに学生がたむろしており、通りづらく雰囲気が良くない。 

 特に夜は治安が悪く感じる。 

 身体が不自由な方のためにバリアフリーや見通しを良くしてほしい。 

○防災設備について 

 災害時にも利用可能な施設及び備蓄倉庫等を整備し、普段と非常時両方を兼ね備えた場所になると

良い。 

○その他整備イメージについて 

 高齢者、子ども、若者みんなが安心して楽しく過ごせるような公園にしてほしい。 

 開発で都会になっても、公園や広場で市民が癒される、厚別区の温かさをそのまま残せるような、お

だやかな場所が良い。 

 今のままで良い。 

 


