
赤 塚 山 公 園

平成２６年度　利用者満足度調査結果報告書

　４　回 答 数　　３７５人

　３　調査方法　　受付窓口でアンケートを依頼し、回収箱に投函

　２　調査対象　　赤塚山公園利用者

　１　調査期間　　平成２６年１２月２２日から平成２７年　１月３０日まで

　【調査概要】

平成２７年２月

豊川市建設部公園緑地課



　　　　　　【図１】

　　　　　　【図２】

１　アンケート結果

問１　性別は？

問２　年齢層は？

　上が次いで多く、余暇活動の場となっていることも伺われる。

　て世代の家族の憩いの場となっていることが伺われる。また、６０歳代、７０歳以

　　図２のとおり、幅広い年齢層の方が来園されている。特に３０歳代が多く、子育

　　アンケート回収数　３７５枚

　　調査実施日　　　　平成２６年１２月２２日から平成２７年１月３０日まで
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男, 41.9% 

女, 55.7% 

無回答,2.4% 
性 別 

10歳未満, 

12.3% 

10代, 4.5% 

20代, 5.1% 

30代, 

 30.9% 40代, 

 11.2% 

50代, 

 8.3% 

60代, 

 13.1% 

70歳以上, 

14.6% 

年齢層 



　　図３のとおり、市内だけでなく、半数近くは、市外からも来園されている。特に

　図４より、近隣市町からは、豊橋からの来園者が多いが、県内の色々な市町からも

　訪れているようである。県外では静岡県からの来園者が多いようである。

　　　　　　【図３】

　　　　　　【図４】
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問３　今日はどちらからみえましたか？

市内,51.2% 市外,48.5% 

無回答,0.3% 
住所（市内・外）について 

豊橋市, 61 

新城市, 

18 

蒲郡市, 

17 
岡崎市,11 

名古屋市, 8 

田原市, 3 

一宮市, 3 

刈谷市, 2 

尾張旭市, 2 

小牧市, 2 

西尾市, 2 

幸田町, 2 
愛西市, 1 
稲沢市, 1 

日進市, 1 
県外 

（静岡県）, 

33 

県外 

（その他）, 

11 

無回答, 4 

市外の内訳 n=182 単位：人 



　　　　　　【図５】

問４　職員の対応は、どうでしたか？

　向上しているようである。

　　図５のとおり、職員の対応について、８８．３％の方が「大変満足」または「ほ

　ぼ満足」と回答しており、多くの方から高い評価を得られた。しかし、「どちらと

　も言えない」という意見も１０．７％あり、「大いに不満」という回答も１件あっ

　た。全体的に昨年度と比較すると「大変満足」または「ほぼ満足」の回答の割合が

　増加し、「どちらとも言えない」の回答の割合が減少しているため、職員の接遇も

この設問についていただいたご意見
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　・職員の方はきびきびとイカしていらっしゃる。

　・職員さんの対応がとても親切にしてもらい、うれしいです。

大変満足, 

0.427 

ほぼ満足, 

0.456 

どちらとも

言えない, 

0.107 

やや不満, 0 

大いに不満, 

0.002 
無回答, 

0.008 

職員の対応 



　　　　　　【図６】

問５　施設の清潔さは、どうでしたか？

　　図６のとおり、９５．３％の方が「大変満足」または「ほぼ満足」と回答してお

　り、昨年度より高い評価を得られた。「施設がきれい」という数多くの意見も得ら

　れた。しかしながら、不満という意見からは、犬のフンに対する不満があげられて

　いた。昨年度の臭いに対する意見はなかったため、改善された部分はあるが、清掃

　に対する意識を引き続き高めていく必要がある。

　・池のごみが気になる。

　・犬のフンが多い。

　・いつもきれいで満足している。

　・掃除がゆきとどいている。

この設問についていただいたご意見
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大変満足, 

0.459 ほぼ満足, 

0.494 

どちらとも

言えない, 

0.03 

やや不満, 

0.006 

大いに不満, 

0 
無回答, 

0.011 

施設の清潔さ 



　　　　　　【図７】

問６　施設の安全対策は、どうでしたか？　※使用上の注意事項の説明、器具の安全配慮など

　あるは、昨年度改修を行ったことに伴い、改善されている。

　・タイルの通路だとベビーカーが引っかかる。

　・アニアニまあるの段差が怖い。

　・遊具が欠けていて、子どもが手を切らないか。

　・散策路の階段がデコボコです。

　・倒れそうな木があるので処理してほしい。

この設問についていただいたご意見

　よる危険箇所に対する指摘もあり、早期に対応をしていく必要がある。アニアニま

　り、高い評価を得られた。しかしながら、不満という意見からは、施設の老朽化に

　　図７のとおり、８８．５％の方が「大変満足」または「ほぼ満足」と回答してお
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大変満足, 

0.328 

ほぼ満足, 

0.557 

どちらとも 

言えない, 

9.1% 

やや不満, 

0.008 

大いに不満, 

0 
無回答, 

0.016 

施設の安全対策 



　　図８のとおり、９１．４％の方が「大変満足」または「ほぼ満足」と回答してお

　り、高い評価を得られた。昨年度いただいた意見等は段階的に改善し、一定の成果

　が得られていると思われる。しかしながら、案内表示には、老朽化に伴う意見があっ

　た。引き続き公園全体で、意見に対応する案内表示を検討していく必要がある。

　　　　　　【図８】

問７　施設の案内表示は、どうでしたか？　※誘導看板などのわかりやすさなど

　・ローラーすべり台が判りにくかった

　・表示が大分薄れているケ所あり、今後危険見積チェックをお願いします。

　・子どもの見やすい高さに魚が見れるというのが、とても素晴らしく思います。

　・入口のぱくぱくタイムの表示があり良かった。

この設問についていただいたご意見
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大変満足, 

0.344 

ほぼ満足, 

0.57 

どちらとも 

言えない, 

6.7% 

やや不満, 

0.008 

大いに不満, 

0 
無回答, 

0.011 

施設の案内表示 



　　図９のとおり、８５．５％の方が「大変満足」または「ほぼ満足」と回答してお

　り、高い評価を得られた。しかしながら、不満という意見で多かったのが、遊具の

　種類の不足やトイレの充実についてであった。利用者の意見を聞きながら、施設の

　あり方を検討していく必要がある。

　　　　　　【図９】

問８　施設の設備の種類や数は、どうですか？

　・サッカー場に時計の設置を望む。

　・子供用トイレの充実をお願いします。大人の洋式も増やしてほしい。

　・動物が触れるようになっていたり、さらに楽しめました。

　・良い施設でありがたいです。

　・昆虫公園にもう少し平たんな所や日かげがあると良いと思います。

　・魚の数をふやしてほしい。

　・動物をもう少し多くしてほしい。

　・遊具を増やしてもらいたい。

　・手を洗うのにお湯が使えるとうれしいです。

　　いていただけるとうれしいです。

　・動物（アニアニまある）の水道が高くて子供が一人で手が洗えないので、台をお

この設問についていただいたご意見

　・食べ物を売ってほしい。

　・食べる所がほしい。

7

大変満足, 

0.299 

ほぼ満足, 

0.546 

どちらとも

言えない, 

0.112 

やや不満, 

0.032 

大いに不満, 

0 無回答, 

0.011 

施設の設備種類・数 



　　　　　　【図１０】

問９　総合的な利用満足度は、どうでしたか？

　　　　洋式も増やしてほしい。

　　　・授乳室、オムツ替えコーナー、子供用トイレの充実をお願いします。大人の

　　　・池のゴミが気になる。

　　　・犬のフンが多い。

　多くの方に満足いただける施設運営を目指す必要がある。

　おり、高い評価を得られた。今後は、今回の調査結果を参考にしながら、少しでも

　　図１０のとおり、９４．６％の方が「大変満足」または「ほぼ満足」と回答して

　　　・すばらしい施設なので、もう少しピーアールをほしい。

　（２）その他要望・意見等について

　　　・私たちの市にも近くにあったらいいです。

　　　・水草を中心とした魚の見せ方を考えてほしい。

　　　・イベントや催し物を連絡して欲しい！メールとかで…！

　　　・エサやり体験のチャンスをもっと多くして頂けるとうれしいです。

　　　・イベントをもっとふやして欲しい。

　　　・無料でこの施設は大変満足です。

　　　・無料でこれだけの施設を見れるのはすばらしいと思いました。また来ます。

　　　・毎週利用させてもらってます。子供も大喜びです。

　　　・近くにこういうところがあって、子どもたちの遊ぶ場に助かります。

　　　・散歩が出来て動物もいて、たのしいです。

　　　　です。

　　　・動物園が新しくなって、キレイで見やすかったです。ふれあいもよかった

　　　・現況でよい。
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　（１）高評価について

２　その他利用者の声

　　　・公園内は子供、大人共ゆっくり遊べて良いと思います。

大変満足, 

0.397 

ほぼ満足, 

0.549 

どちらとも 

言えない, 

2.9% 

やや不満, 

0.003 

大いに不満, 

0 
無回答, 

2.1% 

利用満足度 



　　者の期待に応えて、高い満足を得られるようになればと思う。

　　規模な改修が続いて、利用者には不便をかけたが、少しでも赤塚山公園が、利用

　　朽化し、修繕が必要になった施設も少なくない。水の広場やアニアニまあるの大

　　付いた公園となった。しかし、２０年という月日の経過によって、公園施設も老

　　　赤塚山公園が開園して２０年が経過し、豊川市民だけでなく、近隣地域にも根

５　総合分析

　　園の運営及び維持管理の向上を目指していく必要がある。

　　て利用していただけているようである。こうした、利用者の期待に応え、日々公

　　　多くの方の高評価の意見からも、利用者に慕われ、自然を楽しむ憩いの場とし

　　朽化に伴うハード面での意見も少なくない。

　　定管理業務については高評価を得ているものと推測される。その反面、施設の老

　　　今回の利用者満足度調査からは、全体的に概ね利用者の満足を得られ、特に指

　　の糞に対する苦情があるが、引き続き園内の見回りと清掃を増やし、利用者への

　　規模な改修が伴うものについては計画的に実施する必要がある。衛生面では、犬

　　が多かった。適宜対処し、遊具や階段の改修は早急に行う必要がある。また、大

　　　老朽化が進んでいる施設や園路等や施設の安全対策面などで利用者に不満の声

　　連携して広報を強化していく必要がある。

　　設したフェイスブックや豊川市のホームページ等により、指定管理者と豊川市が

　　　また、公園やイベントの情報発信についての意見等があったが、昨年度から開

　　アナウンスでも、協力をお願いしていく。

　　修・改築工事が完了し、新設された設備もあり、好評を得ている。また、自動販

　　し、可能な限り改善に取り組むことができた。水の広場やアニアニまあるは、改

　　　昨年度のアンケートの結果であがった改善事項については、ひとつひとつ検討

３　昨年度の改善事項について

４　改善事項と今後の対処方法

　　託者の努力により改善されている。

　　に清掃を実施し成果が見られた。職員の意識等で改善できる事項は、指定管理受

　　売機の周りの清掃が行き届いていないという指摘があったが、随時点検し、適切
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