
地下鉄宮の沢駅周辺のまちづくりに関するアンケート結果 Ｐ1

（１）調査目的
地下鉄宮の沢駅周辺のまちづくりの検討を進めるにあたって、地域にお
住まいの方、事業を営んでいる方等のご意向を把握するため

（２）調査対象
地下鉄宮の沢駅周辺に居住している方、事業を営んでいる方 計3,600戸

（３）調査期間
令和３年３月15日～４月30日
（当期間外にいただいた調査票も集計しております）

（５）回収結果
配布数 回収数 回収率

調査票（紙面） 3,600 978 27.1％
インターネット ー 311 ー
合 計 3,600 1,289 35.8％

（４）調査方法
個別配布・返信用封筒による回収及びインターネット上のアンケート



１．調査内容 Ｐ2

（６）調査項目
問１ （１）地下鉄宮の沢駅周辺地区の現在の魅力について

（２）地下鉄宮の沢駅周辺の魅力的な点

問２ 地下鉄宮の沢駅周辺の魅力を高めるための取組

問３ （１）ちえりあ横の広場の利用状況
（２）ちえりあ横の広場の利用の仕方
（３）ちえりあ横の広場の魅力を高めるための取組

問４ （１）宮の沢ふれあい公園の利用状況
（２）宮の沢ふれあい公園の利用の仕方
（３）宮の沢ふれあい公園に必要な機能や活用方法

問5 回答者の属性
問6 自由意見



ア 現在十分魅力があ

るが、より魅力的な

まちづくりの取組が行

われると良い

22%

イ 現在十分魅力があるの

で、現状で満足している

8%
ウ ある程度魅力があるが、より魅力的な

まちづくりの取組が行われると良い

47%

エ ある程度魅力

があるので、現状で

満足している

5%

オ 魅力が不足して

いるので、

まちづくりの取組で

改善されると良い

15%

カ 特に気にしたこと

はない。わからない

2%

無回答

1%

問１（１）当地区について、現在感じていること・今後の取組について、あなた
の考えにあてはまるもの1 つに○を付けてください。

84％の人が「より魅力的なまちづくりが行われると良い」と回答

２．調査結果 Ｐ3



問１（２）当地区について、どのような点を魅力と感じていますか。あなたの考
えにあてはまるものすべてに○を付けてください。

現在の地区の魅力に関する主な自由意見
・山が近いなど、身近に自然を感じることができる点
・治安が良く、子育て世代なども暮らしやすい住環境となっている点
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ア 地下鉄駅が近いなど、交通利便性が高い点

イ 商業施設、医療施設、公共施設などの多様な機能が

集積している点

ウ ちえりあ横の広場や宮の沢ふれあい公園、宮丘公園など、

誰もが使えるオープンスペースが身近にある点

エ 上手稲神社、手稲記念館など、身近で歴史文化に

触れられる点

オ 白い恋人パークなど、魅力的な観光資源がある点

カ 花植え、清掃、お祭りなど、地域活動が充実している点

キ その他（自由記載）

無回答



地区の魅力を高める取組に関する主な自由意見
・飲食店や本屋など、商業施設がもっと増えるといい
・子育てを支援する施設や機能があったらいい
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ア 人が集まり、交流できる場（広場など）を創出する

イ ゆとりある歩行空間づくりを進める

ウ ちえりあ前の広場や宮の沢ふれあい公園などのオープンスペースを

もっと活用する

エ 駐輪場を充実させる

オ 飲食店、購買施設などの商業機能を誘導する

カ 歴史文化の資源をもっと活用する

キ 地域に根差した企業と連携した取組を行う

ク 観光客や来街者のおもてなしの充実や、滞在時間を延ばすための

取組を推進する

ケ 住み心地の良い居住環境を守り育てるため、まちにみどりを増やす、

建物の建て方に関するルールを作るなどの取組を行う

コ 地域活動と連携した見守りや子育て支援など、

身近なコミュニティづくりを推進する

サ その他（自由記載）

問２（１）地下鉄宮の沢駅周辺の魅力を高める取組について、どのような取組を
行うことが必要と思いますか。あなたの考えにあてはまるものすべてに○を付けて
ください。



問３（１）ちえりあ横の広場を利用したことがありますか。あてはまるもの１つ
に○を付けてください。

ア よく利用している

16%

イ 利用したことがある

49%

ウ 利用したことがない

31%

エ 利用できる広場があ

るのを知らなかった

3%

無回答

1%



ちえりあ横の広場の利用方法に関する主な自由記載
・子供の遊び場や子供との散歩に利用している
・休憩しながら読書などをしている
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ア 休憩や待ち合わせなどに利用している

イ 通路として、通り抜けなどに利用している

ウ 広場で行われたイベントに参加したことがある

エ その他（自由記載）

ちえりあ横の広場を利用したことがない・無回答

問３（２）ちえりあ横の広場で、どのような利用をしたことがありますか。あて
はまるものすべてに○を付けてください。



ちえりあ横の広場の魅力を高める取組に関する主な自由意見
・樹木や花壇などのみどりや、ベンチが増えるといい
・マルシェやフリーマーケットを定期開催するなど、イベントが充実
するといい
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ア 休憩、滞留ができるよう、広場にベンチや

テーブルなどを設置する

イ 飲食しながら休憩できるよう、

オープンカフェを行う

ウ マルシェなど、地域の魅力を発信する

イベントを行う

エ その他（自由記載）

無回答

問３（３）ちえりあ横の広場について、どのように魅力を高めていけば良いと思
いますか。あなたの考えにあてはまるものすべてに○を付けてください。



問４（１）宮の沢ふれあい公園を利用したことがありますか。あてはまるもの1
つに○を付けてください。

ア よく利用している

22%

イ 利用したことがある

46%

ウ 利用したことがない

31%

無回答

1%



問４（２）宮の沢ふれあい公園を利用したことがありますか。あてはまるもの1
つに○を付けてください。

宮の沢ふれあい公園の利用方法に関する主な自由記載
・犬の散歩に利用している
・コンサドーレの練習を見学している
・コンサタウンふれあいフェスタを毎年楽しみにしている
・駅への通り抜けに利用している
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ア 子供を遊ばせたり、ランニング、散歩など、

日常的なレクリエーションに利用している

イ そりすべり、雪遊びなど、冬のレクリエーションに

利用している

ウ 公園で実施したイベントに参加したことがある

エ その他（自由記載）

宮の沢ふれあい公園を利用したことがない・無回答
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ア カフェなど、地域の人が集まり交流できる施設

イ ベビールームなど、子育て世代などが

利用しやすい施設

ウ 雨天時や冬にも活用できる屋内スペース

エ 子供が屋外で遊びたくなる場（アスレチックや、

雪像製作などの雪や氷を活用した遊びなど）

オ 地域の歴史、文化に触れることができる場

カ 白い恋人パーク等の近隣施設と連携した

イベントの実施

キ 現状の公園に満足している

ク その他（自由記載）

問４（３）宮の沢ふれあい公園にどのような機能があったり、活用がされればい
いと思いますか。あなたの考えにあてはまるものすべてに○を付けてください。

宮の沢ふれあい公園の魅力を高める取組に関する主な自由意見
・日陰のスペースやベンチが増えるといい
・乳児も遊べる遊具や、屋内の遊び場があったら良い
・駐車場があったらいい



問５ 回答いただいた方の年齢、性別についてお聞きします。

ア 男性

40%
イ 女性

59%

無回答

1%

ア 10歳～20歳代
5%

イ 30歳代

15%

ウ 40歳代
20%

エ 50歳代

18%

オ 60歳代

20%

カ 70歳代

21%

無回答

1%



問６ 宮の沢駅周辺のまちづくりに対して、ご意見などがありましたら自由に
ご記入ください。

宮の沢駅周辺のまちづくりに関する主な自由意見
・飲食店、カフェ、スーパー、本屋など、商業施設がもっと充実すると
まちが活性化すると思う
・白い恋人パークの観光客や病院の利用者が利用できるホテルができる
といいのでは
・子どもが遊べるスペースが出来てほしい
・地域のイベントの情報発信を強化するといいのでは
・歩きやすい空間づくりを進めてほしい
・地下鉄駅付近の駐輪をきれいにした方が良いと思う
・白い恋人パークに来る外国人観光客に対し、よりわかりやすい案内
表示があるといいのでは
・プロスポーツの本拠地という利点を生かし、コンサドーレとタイアッ
プしてまちづくりを行うといいのでは

・地下鉄駅付近に郵便ポストがほしい

上記に記載したご意見以外にも大変多数のご意見をいただきました。
厚く感謝申し上げます。


