
期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 161 163 112 57 50 52 124 91 44 202 51

投票率 (15%) (15%) (10%) (5%) (4%) (5%) (11%) (8%) (4%) (18%) (5%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 135 147 70 101 168 75 117 17 100 109 18

投票率 (13%) (14%) (7%) (9%) (16%) (7%) (11%) (2%) (9%) (10%) (2%)

2-1 こども園のみ（遊びたい遊具）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 86 73 44 31 20 17 45 38 30 89 19

投票率 (18%) (15%) (9%) (6%) (4%) (3%) (9%) (8%) (6%) (18%) (4%)

対象　:　こども園・小学校に在籍する園児・児童の保護者【園児（0～6歳）、児童（小学1～6年）】

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（こども園・小学校の集計）

ロープツリー

回転うんてい

ジップライン

　   全回答者の集計結果（372人／476人中）

回答　:　372人／476人（回答率：78.2％）

1-2 全体（複合遊具に取り入れるもの）

1-1 全体（遊びたい遊具）

その他の主な内容

ゆらゆらブリッジ

ボルタリング

パネル遊具

ボール遊びできる広場

ザイルクライミング

ふわふわドーム

赤ちゃん用ブランコ

サッカーゴール

長いすべり台

トランポリン

ターザンロープ

クライミング

ゆらゆら丸太渡り

長いすべり台

長いローラーすべり台

クライム

クライミング

ボルタリング

タイヤ

ターザンロープ

うんてい横ver

お山

アスレチック

すべり台(大・小)

ローラーすべり台

トンネル

その他の主な内容

トランポリン 回転うんてい

ジップライン ローラーすべり台

ロープツリー クライミング

すべり台(大・小)

トンネル

ザイルクライミング パネル遊具

ふわふわドーム お山

ターザンロープ アスレチック

赤ちゃん用ブランコ

アスレチックネット

うんてい横ver

綱の遊具

アスレチックネット

こども園(0 ～ 6歳)→173人

小学校(小学1～6年)→303人

　合　　計          　　476人

その他の主な内容

バスケットゴール

スラッグライン

アンケート対象人数
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チューブ滑り台 135 (13%)

回転滑り台 147 (14%)

ウェーブ滑り台 70 (7%)

ウォールクライム 101 (9%)

トンネル 168 (16%)

ブリッジ 75 (7%)

クライム 117 (11%)

パネル遊具 17 (2%)

平均台 100 (9%)

ステップ 109 (10%)

その他 18 (2%)

15%

15%

10%
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11%

8%

4%

18%

5%
滑り台 161 (15%)

ブランコ 163 (15%)

鉄棒 112 (10%)

乗り物遊具 57 (5%)

シーソー 50 (4%)

登り棒 52 (5%)

のぼって遊ぶ遊具 124 (11%)

うんてい 91 (8%)

砂場 44 (4%)

複合遊具 202 (18%)

その他 51 (5%)

18%

15%

9%

6%
4%3%

9%

8%

6%

18%

4%
滑り台 86 (18%)

ブランコ 73 (15%)

鉄棒 44 (9%)

乗り物遊具 31 (6%)

シーソー 20 (4%)

登り棒 17 (3%)

のぼって遊ぶ遊具 45 (9%)

うんてい 38 (8%)

砂場 30 (6%)

複合遊具 89 (18%)

その他 19 (4%)



2-2 こども園のみ（複合遊具に取り入れるもの）

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 68 78 41 46 82 33 46 16 42 45 7

投票率 (14%) (16%) (8%) (9%) (16%) (7%) (9%) (3%) (8%) (9%) (1%)

3-1 小学校のみ（遊びたい遊具）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 75 90 68 26 30 35 79 53 14 113 32

投票率 (12%) (15%) (11%) (4%) (5%) (6%) (13%) (9%) (2%) (18%) (5%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 67 69 29 55 86 42 71 1 58 64 11

投票率 (12%) (12%) (5%) (10%) (16%) (8%) (13%) (0%) (10%) (12%) (2%)

タイヤ

ゆらゆらブリッジ

長いすべり台

バスケットゴール

トンネル

お山

ターザンロープ

長いすべり台

クライム

アスレチックネット

うんてい横ver

3-2 小学校のみ（複合遊具に取り入れるもの）

その他の主な内容

ゆらゆら丸太渡り

その他の主な内容

綱の遊具

アスレチック

回転うんてい

ロープツリー

赤ちゃん用ブランコ

ボルタリング

ザイルクライミング

ターザンロープ

ボルタリング

クライミング

長いローラーすべり台

サッカーゴール

ボール遊びできる広場

その他の主な内容

クライミング

スラッグライン
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16%
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チューブ滑り台 68 (14%)

回転滑り台 78 (16%)

ウェーブ滑り台 41 (8%)

ウォールクライム 46 (9%)

トンネル 82 (16%)

ブリッジ 33 (7%)

クライム 46 (9%)

パネル遊具 16 (3%)

平均台 42 (8%)

ステップ 45 (9%)

その他 7 (1%)

12%

15%

11%

4%

5%
6%

13%

9%

2%

18%

5%
滑り台 75 (12%)

ブランコ 90 (15%)

鉄棒 68 (11%)

乗り物遊具 26 (4%)

シーソー 30 (5%)

登り棒 35 (6%)

のぼって遊ぶ遊具 79 (13%)

うんてい 53 (9%)

砂場 14 (2%)

複合遊具 113 (18%)

その他 32 (5%)
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チューブ滑り台 67 (12%)

回転滑り台 69 (12%)

ウェーブ滑り台 29 (5%)

ウォールクライム 55 (10%)

トンネル 86 (16%)

ブリッジ 42 (8%)

クライム 71 (13%)

パネル遊具 1 (0%)

平均台 58 (10%)

ステップ 64 (12%)

その他 11 (2%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 47 32 10 14 7 8 16 13 21 21 5

投票率 (24%) (16%) (5%) (7%) (4%) (4%) (8%) (7%) (11%) (11%) (3%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 33 34 21 20 39 12 14 9 17 13 3

投票率 (15%) (16%) (10%) (9%) (18%) (6%) (7%) (4%) (8%) (6%) (1%)

スケートボードが出来る場所が設置されていると嬉しいです、あとバスケットボール台が1ヵ所でも良いのであると良いです、安全面

に配慮して車道や駐車場の部分に簡単に出入り出来ない様工夫して欲しい

対象　:　こども園に在籍する園児の保護者

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

　　0～3歳の集計結果 72人

その他の主な内容

トランポリン

ロープツリー

回転うんてい

ジップライン

自然に触れながら遊ばせたいと思っています

公園がなくとても不自由でした、雨が降った後でも遊べる対策があればもっとよいです、早く作ってくれることを切に願います

休憩できる屋根のあるテーブルとイスのスペースがあるといいなと思います

色々な年齢の子供が遊べる様に年齢別で遊具があると月齢が低い子供も安心して遊べるなと思う(高い年齢の子が遊ぶ遊具遊具を使い

たがると思うが)

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（こども園0～3歳の集計）

複合遊具はつどいの郷や大きい公園(尼が台など)などにあるのであまり求めていません、新しくつくるのであれば兄弟でも(異年齢同

士)遊べる公園だといいなと思います。例えば大阪府高槻市にある安溝遺跡公園の大きなトランポリンなど、可能であれば遊具がなく

とも大きな屋根(屋根付き広場のイメージです)があると雨の日でも夏の熱中症対策にもなるのではないでしょうか。オープンがとても

楽しみです。

公園が羨ましいです、近所にもつくってほしいです、子どもが自然に集まれる場所を瑞沢地区にもお願いします

公園などはどんどんつくってあげてほしいです、ただの広場になってしまっている場所などもったいないので子どもの集まれたり体

を動かしたり小さな子が遊べる所を作ってほしい、大人を見守ったりコミュニケーションがとれる所になると思う

ブランコは小さい子ものれるのだと嬉しいです

他の公園にないものを入れていただけたら嬉しいです

遊具が増えると嬉しいです

子ども達を楽しめるために起案してくださりありがとうございます

ロープツリー、回転うんてい

子供を遊ばせる公園がないので自由に立入りができる公園があるとありがたいです

小さい子供の遊び場を増やしてほしいです、遊ぶ場所がないため遠くまで出かけています

安心して子供達を遊ばせられる場所が町内にできると嬉しいです

東屋がほしい(ベンチ、机も)(お弁当を食べたり休憩できるスペース)、手洗い場を作ってほしい

回答　:　167人／173人（回答率：96.5％）（こども園全体）

その他の主な内容

ゆらゆらブリッジ

長いすべり台×2

ターザンロープ×2
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チューブ滑り台 33 (15%)

回転滑り台 34 (16%)

ウェーブ滑り台 21 (10%)

ウォールクライム 20 (9%)

トンネル 39 (18%)

ブリッジ 12 (6%)

クライム 14 (7%)

パネル遊具 9 (4%)

平均台 17 (8%)

ステップ 13 (6%)

その他 3 (1%)

24%
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滑り台 47 (24%)

ブランコ 32 (16%)

鉄棒 10 (5%)

乗り物遊具 14 (7%)

シーソー 7 (4%)

登り棒 8 (4%)

のぼって遊ぶ遊具 16 (8%)

うんてい 13 (7%)

砂場 21 (11%)

複合遊具 21 (11%)

その他 5 (3%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 17 14 6 7 8 2 10 5 3 20 5

投票率 (18%) (15%) (6%) (7%) (8%) (2%) (10%) (5%) (3%) (21%) (5%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 15 15 7 7 17 5 9 4 8 12 1

投票率 (15%) (15%) (7%) (7%) (17%) (5%) (9%) (4%) (8%) (12%) (1%)

対象　:　こども園に在籍する園児の保護者

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

回答　:　167人／173人（回答率：96.5％）（こども園全体）

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（こども園4歳の集計）

複合遊具はつどいの郷や大きい公園(尼が台など)などにあるのであまり求めていません、新しくつくるのであれば兄弟でも(異年齢同

士)遊べる公園だといいなと思います。例えば大阪府高槻市にある安溝遺跡公園の大きなトランポリンなど、可能であれば遊具がなく

とも大きな屋根(屋根付き広場のイメージです)があると雨の日でも夏の熱中症対策にもなるのではないでしょうか。オープンがとて

も楽しみです。

他の公園(近く)にないものを入れていただけたら嬉しいです

睦沢町の自然を利用したアスレチックがあると子供も喜んで遊んでくれそう

ターザンロープなどもあると喜びます

アスレチック等も良いかと思います

恐竜のすべり台とかオブジェとかあったらいいですね、複合遊具が2つ3つあるともっといいですね

東屋がほしい(ベンチ、机も)(お弁当を食べたり休憩できるスペース)、手洗い場を作ってほしい

小学生など大きな子供と未満児のような小さな子供が同じ場所でも楽しく安全に遊べるようにして欲しいです、ベンチもあると

嬉しいです

こども園にも前にあったようにな大きな複合遊具(こども園の子やわくわく広場でのびのびと使用できるように)がほしいです、瑞沢

地区の子が自転車で安全に行けるような所にもぜひ公園をつくってください

その他自由な意見

　　4歳の集計結果 33人

アスレチック(公園の周り)子供たちがちょっと怖くても挑戦してみようと思えるようなアスレチックなどがあるといいなと思い

ます、大きくなるにつれてできるようになっていくようなもの、お弁当が食べられたり雨やどりできるようなちょっとした小屋など

あると雰囲気が出るかなと思います

つどいの郷より大きい公園にして欲しい、子供達が伸び伸び遊べる所が欲しい、近くだと尼が台公園しかないので茂原・大網・袖ヶ

浦公園までこどもを遊びに行くしかない、睦沢に公園が出来てくれると凄く嬉しいです

その他の主な内容

その他の主な内容

ジップライン

すべり台(大・小)

ローラーすべり台

トンネル

パネル遊具

すべり台(大・小)15%

15%

7%

7%

17%

5%

9%

4%

8%

12%
1%

チューブ滑り台 15 (15%)

回転滑り台 15 (15%)

ウェーブ滑り台 7 (7%)

ウォールクライム 7 (7%)

トンネル 17 (17%)

ブリッジ 5 (5%)

クライム 9 (9%)

パネル遊具 4 (4%)

平均台 8 (8%)

ステップ 12 (12%)

その他 1 (1%)
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滑り台 17 (18%)

ブランコ 14 (15%)

鉄棒 6 (6%)

乗り物遊具 7 (7%)

シーソー 8 (8%)

登り棒 2 (2%)

のぼって遊ぶ遊具 10 (10%)

うんてい 5 (5%)

砂場 3 (3%)

複合遊具 20 (21%)

その他 5 (5%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 8 14 16 5 3 4 8 10 3 31 5

投票率 (7%) (13%) (15%) (5%) (3%) (4%) (7%) (9%) (3%) (29%) (5%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 10 15 6 11 19 9 11 1 6 12 2

投票率 (10%) (14%) (6%) (11%) (18%) (9%) (11%) (1%) (6%) (12%) (2%)

ブランコ、ターザンロープ、複合遊具の階段部分がロープ網で網状のものが良い

道の駅にもっと色々な遊具を作ってほしいです

睦沢町には遊具がたくさんある公園がないのでいつも町外へ遊びに行っています、子供が楽しめる公園の完成を心待ちにしてい

ます

睦沢町は公園があっても遊具が少ないので小さい子供から小学生ぐらいまでの子が一緒に遊べるような遊具があると嬉しいです

対象　:　こども園に在籍する園児の保護者

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

　　5歳の集計結果 35人

その他の主な内容

ザイルクライミング

ふわふわドーム

ターザンロープ×3

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（こども園5歳の集計）

もともとある近所の公園を楽しく利用させてもらっているのですが色が剥げてしまってさみしい公園になってしまっているので遊具

の色を塗りなおしてほしい

まず場所を広くして頂きたい、ワイド型滑り台、ターザンロープ、アスレチック、ザイルクライミング、ふわふわドームなど変

わった物があると良いなと

遊具がある公園は少ないので設置していただけるならありがたいです、道路から離れているが人の目がある場所がいいです

大人も体を動かせる遊具を取り入れて欲しい

アンケート結果が出たら早めに設置してください、トイレと手洗い場の設置を希望します

遊具が増えると嬉しいです

小さい子供の遊び場を増やして欲しいです、遊ぶ場所がないため遠くまで出かけています

回答　:　167人／173人（回答率：96.5％）（こども園全体）

その他の主な内容

ゆらゆら丸太渡り

長いすべり台

10%

14%

6%

11%

18%

9%

11%

1%

6%

12%
2%

チューブ滑り台 10 (10%)

回転滑り台 15 (14%)

ウェーブ滑り台 6 (6%)

ウォールクライム 11 (11%)

トンネル 19 (18%)

ブリッジ 9 (9%)

クライム 11 (11%)

パネル遊具 1 (1%)

平均台 6 (6%)

ステップ 12 (12%)

その他 2 (2%)
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13%

15%

5%

3%
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7%

9%

3%

29%

5%
滑り台 8 (7%)

ブランコ 14 (13%)

鉄棒 16 (15%)

乗り物遊具 5 (5%)

シーソー 3 (3%)

登り棒 4 (4%)

のぼって遊ぶ遊具 8 (7%)

うんてい 10 (9%)

砂場 3 (3%)

複合遊具 31 (29%)

その他 5 (5%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 14 13 12 5 2 3 11 10 3 17 4

投票率 (15%) (14%) (13%) (5%) (2%) (3%) (12%) (11%) (3%) (18%) (4%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 10 14 7 8 7 7 12 2 11 8 1

投票率 (12%) (16%) (8%) (9%) (8%) (8%) (14%) (2%) (13%) (9%) (1%)

対象　:　こども園に在籍する園児の保護者

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

回答　:　167人／173人（回答率：96.5％）（こども園全体）

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（こども園6歳の集計）

その他自由な意見

つどいの郷より大きい公園にして欲しい、子供達が伸び伸び遊べる所が欲しい、近くだと尼が台公園しかないので茂原・大網・

袖ヶ浦公園までこどもを遊びに行くしかない、睦沢に公園が出来てくれると凄く嬉しいです

各地域に公園を整備してもらえると町民の健康維持につながると思います、他自治体の運動公園に設置されている運動機器等素

晴らしいと思います、袖ケ浦市の百目木公園・君津市の内みのわ公園は大人も子供も体を動かせていいと思いました

　　6歳の集計結果 27人

東屋がほしい(ベンチ、机も)(お弁当を食べたり休憩できるスペース)、手洗い場を作ってほしい

バスケットのゴールポスト、自転車の車道(練習)

公園内に駐車場・駐輪場もあると嬉しいです、川沿い等にサイクリングコースがほしいです

遊具も色々あると楽しめますが近くにどんぐりなどが拾えるような実の成る木などもあると良いなと思います

ターザンロープなどのアスレチックがあるとよいと思います

運動公園などにある遊具はすでにある為無い遊具であって欲しい、小さい(0～2歳)くらいまでは楽しめたが今となると手持ちぶ

さたが年少くらいからあった

睦沢には遊具のある公園が少なくいつも尼が台まで行っています。運動公園・道の駅のすべり台では子供も物足りないと言って

います、子供たちのためにももっと遊べる場(児童館など)を作ってほしい

衝撃を吸収する地面だと嬉しいです

子供達の遊び場が増えるのはとてもありがたいです、完成を楽しみにしています。子供はアスレチックが大好きです

水はけをよくして下さい、赤ちゃんも一緒に行けるようにおむつ替えベッドや授乳室などあると嬉しいです

大きな階段やロープを使ってのぼるなど全身を使って登るものがあるとうれしいです、小さい子と大きい子が分かれると小さい

子たちが安全に遊べるかなと思います

その他の主な内容

ローラーすべり台

お山

アスレチック

クライミング

ロープツリー

回転うんてい

赤ちゃん用ブランコ

アスレチックネット

うんてい横ver

その他の主な内容

クライミング
12%

16%

8%

9%

8%
8%

14%

2%

13%

9%
1%

チューブ滑り台 10 (12%)

回転滑り台 14 (16%)

ウェーブ滑り台 7 (8%)

ウォールクライム 8 (9%)

トンネル 7 (8%)

ブリッジ 7 (8%)

クライム 12 (14%)

パネル遊具 2 (2%)

平均台 11 (13%)

ステップ 8 (9%)

その他 1 (1%)

15%

14%

13%

5%
2%3%

12%

11%

3%

18%

4%
滑り台 14 (15%)

ブランコ 13 (14%)

鉄棒 12 (13%)

乗り物遊具 5 (5%)

シーソー 2 (2%)

登り棒 3 (3%)

のぼって遊ぶ遊具 11 (12%)

うんてい 10 (11%)

砂場 3 (3%)

複合遊具 17 (18%)

その他 4 (4%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 13 19 16 6 5 5 14 8 1 27 7

投票率 (11%) (16%) (13%) (5%) (4%) (4%) (11%) (7%) (1%) (22%) (6%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 12 17 4 8 17 13 18 0 12 15 3

投票率 (10%) (14%) (3%) (7%) (14%) (11%) (15%) (0%) (10%) (13%) (3%)

大きい子(小学生くらい)が楽しめる遊具が町に少ないように思います、外遊びがしたくなるような場所を是非つくっていただきたいです

子供達の遊び場が増えるのはとてもありがたいです、完成を楽しみにしています。子供はアスレチックが大好きです

大きな階段やロープを使ってのぼるなど全身を使って登るものがあるとうれしいです、小さい子と大きい子が分かれると小さい

子たちが安全に遊べるかなと思います

未就学児はもちろんですが高学年の兄弟などで一緒に遊びに行っても楽しめるような遊具があると親としては嬉しいです

鉄棒の練習をする場所がなく困っています、設置を希望します。またバスケのゴールもあると良いです

ボルタリングをやりたい

定期的に安全点検を実施しそれを分かるように周知してほしいです

ベンチをください、ランニングコースをください

対象　:　小学校に在籍する児童の保護者

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

　　小学1年生の集計結果 42人

登り棒は小学校では低学年は禁止のようですので小さい子には危ないと思います

休日トイレが外で使いやすい場所にあると良いと思います

増して下さい、遊び場所が少ないので総合にかぎらずその他の場所にも目を向けていただけると助かります

クライミングが出来ると良いです

その他の主な内容

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（小学1年生の集計）

うんてい横ver

バスケットゴール

トンネル

お山

ターザンロープ

長いすべり台

回答　:　205人／303人（回答率：67.7％）（小学校全体）

その他の主な内容

長いローラーすべり台

ターザンロープ

クライム

アスレチックネット

10%

14%

3%

7%

14%
11%

15%

0%

10%

13%

3%

チューブ滑り台 12 (10%)

回転滑り台 17 (14%)

ウェーブ滑り台 4 (3%)

ウォールクライム 8 (7%)

トンネル 17 (14%)

ブリッジ 13 (11%)

クライム 18 (15%)

パネル遊具 0 (0%)

平均台 12 (10%)

ステップ 15 (13%)

その他 3 (3%)

11%

16%

13%

5%
4%4%

11%

7%

1%

22%

6%
滑り台 13 (11%)

ブランコ 19 (16%)

鉄棒 16 (13%)

乗り物遊具 6 (5%)

シーソー 5 (4%)

登り棒 5 (4%)

のぼって遊ぶ遊具 14 (11%)

うんてい 8 (7%)

砂場 1 (1%)

複合遊具 27 (22%)

その他 7 (6%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 11 13 6 2 4 4 13 9 4 9 2

投票率 (14%) (17%) (8%) (2%) (5%) (5%) (17%) (12%) (5%) (12%) (3%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 13 5 5 8 14 5 8 0 12 10 1

投票率 (16%) (6%) (6%) (10%) (17%) (6%) (10%) (0%) (15%) (13%) (1%)

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

公園が羨ましいです、近所にもつくってほしいです、子どもが自然に集まれる場所を瑞沢地区にもお願いします

運動公園の遊具では数人が集まるとすぐにキャパオーバーしてしまうので12人以上が集まってもいろいろな遊びができる様な大

きな遊具の設置を希望します、こども園の複合遊具のような大きな規模の遊具があるといいなと思います、よろしくお願いします

こども園にも前にあったようにな大きな複合遊具(こども園の子やわくわく広場でのびのびと使用できるように)がほしいです、

瑞沢地区の子が自転車で安全に行けるような所にもぜひ公園をつくってください

公園などはどんどんつくってあげてほしいです、ただの広場になってしまっている場所などもったいないので子どもの集まれた

り体を動かしたり小さな子が遊べる所を作ってほしい、大人を見守ったりコミュニケーションがとれる所になると思う

週末限定や隔週でキッチンカーなど飲食を提供できるものがあるのはいかがでしょう

対象　:　小学校に在籍する児童の保護者

　　小学2年生の集計結果 28人

遊びたい遊具

回答　:　205人／303人（回答率：67.7％）（小学校全体）

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（小学2年生の集計）

その他の主な内容

タイヤ

ターザンロープ

その他の主な内容

ターザンロープ16%

6%

6%

10%

17%
6%

10%

0%

15%

13%
1%

チューブ滑り台 13 (16%)

回転滑り台 5 (6%)

ウェーブ滑り台 5 (6%)

ウォールクライム 8 (10%)

トンネル 14 (17%)

ブリッジ 5 (6%)

クライム 8 (10%)

パネル遊具 0 (0%)

平均台 12 (15%)

ステップ 10 (13%)

その他 1 (1%)

14%

17%

8%

2%
5%

5%

17%

12%

5%

12%

3%
滑り台 11 (14%)

ブランコ 13 (17%)

鉄棒 6 (8%)

乗り物遊具 2 (2%)

シーソー 4 (5%)

登り棒 4 (5%)

のぼって遊ぶ遊具 13 (17%)

うんてい 9 (12%)

砂場 4 (5%)

複合遊具 9 (12%)

その他 2 (3%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 21 19 17 9 6 8 16 16 4 27 8

投票率 (14%) (12%) (11%) (6%) (4%) (5%) (11%) (11%) (3%) (18%) (5%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 15 16 9 20 16 7 15 0 13 15 4

投票率 (12%) (12%) (7%) (15%) (12%) (5%) (12%) (0%) (10%) (12%) (3%)

高齢者や親子連れなど色々な人が楽しめる健康遊具があったらいいと思います

中学生等もたまに集まれる様な、例えばインスタ映えする様な物もあったら良いなと思います

睦沢町の中で高学年が遊べる遊具がない、走り回る山みたいななのがない、だからみんな町外に出てしまう、スポーツできる所

がほしい

子供同士で遊べる所が少ないので中学生以降も安心して遊ぶことの出来る環境がほしいです、小さい子がいれば一緒に遊んでく

れたりと異年齢交流も出来ると思います

公園がほしいと前々から言っていてやっと出来るようでうれしいが遊ばせるかわからない、広さがないと小さい子と小学生と一

緒に遊ぶのは難しいと思う

小さい子と大きい子が遊べる公園が良いと思う、大きい子が小さい子とぶつかったりしないようにエリアがわかれているなど(小さい

子向けの遊具、大きい子向けの遊具など)。開けた場所、人の目がある公園にしてほしい、いられるとか不審者が入りずらいようにす

るために駐車場にずっと影があるとかは不安になります

総合グラウンドに(現パーク睦沢)遊具があればとても理想的だと思っていた。小さい子、大きい子も遊べ大人も一緒に見守るこ

とができる公園を希望している、ベンチも欲しい。ただ駐車場に何時間いても不自然ではないなど(人の目がないような公園だと不審

者が発生する恐れがあるので)必ず誰かの目があるという開けた公園にしてほしい、子どもを守るためにも

水はけをよくして下さい、赤ちゃんも一緒に行けるようにおむつ替えベッドや授乳室などあると嬉しいです

公園がなくとても不自由でした、雨が降った後でも遊べる対策があればもっとよいです、早く作ってくれることを切に願います

もともとある近所の公園を楽しく利用させてもらっているのですが色が剥げてしまってさみしい公園になってしまっているので

遊具の色を塗りなおしてほしい

衝撃を吸収する地面だと嬉しいです

子供を遊ばせている間親が休んでいられるベンチをたくさん置いて下さい、大人の運動器具も置いて欲しいです

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

アスレチックを作ってほしいです

小学生や中学生以上の人も楽しめる物もあって良いと思います

アスレチック、水遊び場

ターザンロープ×2

対象　:　小学校に在籍する児童の保護者

　　小学3年生の集計結果 45人

遊びたい遊具

回答　:　205人／303人（回答率：67.7％）（小学校全体）

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（小学3年生の集計）

その他の主な内容

クライミング

スラッグライン

赤ちゃん用ブランコ

ボルタリング×2

ターザンロープ×2

アスレチック×2

その他の主な内容

クライミング

ボルタリング

12%

12%

7%

15%

12%

5%

12%

0%

10%

12%

3%

チューブ滑り台 15 (12%)

回転滑り台 16 (12%)

ウェーブ滑り台 9 (7%)

ウォールクライム 20 (15%)

トンネル 16 (12%)

ブリッジ 7 (5%)

クライム 15 (12%)

パネル遊具 0 (0%)

平均台 13 (10%)

ステップ 15 (12%)

その他 4 (3%)

14%

12%

11%

6%

4%5%

11%

11%

3%

18%

5%
滑り台 21 (14%)

ブランコ 19 (12%)

鉄棒 17 (11%)

乗り物遊具 9 (6%)

シーソー 6 (4%)

登り棒 8 (5%)

のぼって遊ぶ遊具 16 (11%)

うんてい 16 (11%)

砂場 4 (3%)

複合遊具 27 (18%)

その他 8 (5%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 12 15 14 2 8 9 13 9 1 21 5

投票率 (11%) (14%) (13%) (2%) (7%) (8%) (12%) (8%) (1%) (19%) (5%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 9 12 2 4 13 8 14 0 6 10 0

投票率 (11%) (15%) (2%) (5%) (16%) (10%) (17%) (0%) (8%) (13%) (0%)

対象　:　小学校に在籍する児童の保護者

　　小学4年生の集計結果 37人

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

安全なことが求められている時代ですが子どもたちが色々な遊び方ができるような遊具(ジャングルジム、二子山、一本橋など)

が親としてはほしいと思います、多くの子供が集い遊びが広がる広場を作ってほしいです

少し大人もつかえる遊具があったらいいんじゃないか

地区の公園の遊具の老朽化が進んでいる為そちらの改善もお願いしたいです

総合だけが遊ぶ場所じゃない、他の所にも目を向けて下さい

遊具があればいいです

その他の主な内容

回転うんてい

ロープツリー

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（小学4年生の集計）

その他の主な内容

トンネル

ターザンロープ×3

回答　:　205人／303人（回答率：67.7％）（小学校全体）

11%

15%

3%

5%

17%10%

18%

0%

8%

13%
0%

チューブ滑り台 9 (11%)

回転滑り台 12 (15%)

ウェーブ滑り台 2 (2%)

ウォールクライム 4 (5%)

トンネル 13 (16%)

ブリッジ 8 (10%)

クライム 14 (17%)

パネル遊具 0 (0%)

平均台 6 (8%)

ステップ 10 (13%)

その他 0 (0%)

11%

14%

13%

2%

7%
8%

12%

8%

1%

19%

5%
滑り台 12 (11%)

ブランコ 15 (14%)

鉄棒 14 (13%)

乗り物遊具 2 (2%)

シーソー 8 (7%)

登り棒 9 (8%)

のぼって遊ぶ遊具 13 (12%)

うんてい 9 (8%)

砂場 1 (1%)

複合遊具 21 (19%)

その他 5 (5%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 10 14 8 4 4 7 14 6 3 19 8

投票率 (10%) (15%) (8%) (4%) (4%) (7%) (15%) (6%) (3%) (20%) (8%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 11 10 4 9 15 7 12 0 9 10 2

投票率 (12%) (11%) (5%) (10%) (17%) (8%) (14%) (0%) (10%) (11%) (2%)

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（小学5年生の集計）

バスケットゴール×2

「エフピコアリーナふくやま」のような大型遊具の設置検討もお願いします。幅広い年齢層を対象に町民だけでなく町外からも

足を運びたくなるような施設で千葉県にはあまりない魅力的な施設を作って欲しい

こども園にも前にあったようにな大きな複合遊具(こども園の子やわくわく広場でのびのびと使用できるように)がほしいです、

瑞沢地区の子が自転車で安全に行けるような所にもぜひ公園をつくってください

公園などはどんどんつくってあげてほしいです、ただの広場になってしまっている場所などもったいないので子どもの集まれた

り体を動かしたり小さな子が遊べる所を作ってほしい。大人も見守ったりコミュニケーションがとれる所になると思う

未就学児はもちろんですが高学年の兄弟などで一緒に遊びに行っても楽しめるような遊具があると親としては嬉しいです

遊具を置いてあったりアスレチックを置いてあったりただ山があるだけでも子供達は楽しいと思います、あと自転車の交通ルー

ルを学べるようなものも良いかなと(子供達が自転車乗って集まれるようになると思うので)

対象　:　小学校に在籍する児童の保護者

　　小学5年生の集計結果 33人

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

中学生等もたまに集まれる様な、例えばインスタ映えする様な物もあったら良いなと思います

高齢者や親子連れなど色々な人が楽しめる様な健康器具があったらいいなと思います

花壇がほしい、小学生も楽しめるように工夫してほしい、動物とふれあえるようにしたい

3×3でもよいので気軽にバスケットボールを楽しめるとよいです。学校の校庭を使わせていただけないのでなかなか鉄棒練習が

できません、鉄棒の設置をお願いします

公園を作ってくれるのはありがたいが遅い、もっと前から公園がほしいと要望していた。ある程度広さがほしい、小さい子小学

生と別々の遊べる場所がほしい、役場の隣接地でなくてもいいと思う

公園が羨ましいです、近所にもつくってほしいです、子どもが自然に集まれる場所を瑞沢地区にもお願いします

ふわふわドーム、千葉の公園にはないようなので是非

その他の主な内容

サッカーゴール

回答　:　205人／303人（回答率：67.7％）（小学校全体）

その他の主な内容

クライミング

ターザンロープ

ボルタリング

ザイルクライミング

ターザンロープ×2

12%

11%

5%

10%

17%

8%

14%

0%

10%

11%
2%

チューブ滑り台 11 (12%)

回転滑り台 10 (11%)

ウェーブ滑り台 4 (5%)

ウォールクライム 9 (10%)

トンネル 15 (17%)

ブリッジ 7 (8%)

クライム 12 (14%)

パネル遊具 0 (0%)

平均台 9 (10%)

ステップ 10 (11%)

その他 2 (2%)

10%

15%

8%

4%

4%

7%15%

6%

3%

20%

8%
滑り台 10 (10%)

ブランコ 14 (15%)

鉄棒 8 (8%)

乗り物遊具 4 (4%)

シーソー 4 (4%)

登り棒 7 (7%)

のぼって遊ぶ遊具 14 (15%)

うんてい 6 (6%)

砂場 3 (3%)

複合遊具 19 (20%)

その他 8 (8%)



期間　:　令和3年12月20日（月）～令和4年1月7日（金）

遊具名 滑り台 ブランコ 鉄棒 乗り物遊具 シーソー 登り棒 のぼって遊ぶ遊具 うんてい 砂場 複合遊具 その他

回答結果 8 10 7 3 3 2 9 5 1 10 2

投票率 (13%) (17%) (12%) (5%) (5%) (3%) (15%) (8%) (2%) (17%) (3%)

遊具名 チューブ滑り台 回転滑り台 ウェーブ滑り台 ウォールクライム トンネル ブリッジ クライム パネル遊具 平均台 ステップ その他

回答結果 7 9 5 6 11 2 4 1 6 4 1

投票率 (12%) (16%) (9%) (11%) (20%) (3%) (7%) (2%) (11%) (7%) (2%)

睦沢町総合運動公園（多目的広場）の「遊具」に関するアンケート（小学6年生の集計）

回答　:　205人／303人（回答率：67.7％）（小学校全体）

ボルタリング

その他の主な内容

その他の主な内容

対象　:　小学校に在籍する児童の保護者

　　小学6年生の集計結果 20人

遊びたい遊具

複合遊具に取り入れるもの

その他自由な意見

長生村の尼が台総合公園にあるような遊具がいいです、とても遊びやすいです

こどもだけでなく中・高生や大人も出来る健康につながるものがあるとより良いと思います

総合グラウンドに(現パーク睦沢)遊具があればとても理想的だと思っていた。小さい子、大きい子も遊べ大人も一緒に見守るこ

とができる公園を希望している、ベンチも欲しい。ただ駐車場に何時間いても不自然ではないなど(人の目がないような公園だと不審

者が発生する恐れがあるので)必ず誰かの目があるという開けた公園にしてほしい、子どもを守るためにも

綱の遊具

ボール遊びできる広場

12%

16%

9%

11%20%

3%

7%

2%

11%

7%
2%

チューブ滑り台 7 (12%)

回転滑り台 9 (16%)

ウェーブ滑り台 5 (9%)

ウォールクライム 6 (11%)

トンネル 11 (20%)

ブリッジ 2 (3%)

クライム 4 (7%)

パネル遊具 1 (2%)

平均台 6 (11%)

ステップ 4 (7%)

その他 1 (2%)

13%

17%

12%

5%
5%3%

15%

8%

2%

17%

3%
滑り台 8 (13%)

ブランコ 10 (17%)

鉄棒 7 (12%)

乗り物遊具 3 (5%)

シーソー 3 (5%)

登り棒 2 (3%)

のぼって遊ぶ遊具 9 (15%)

うんてい 5 (8%)

砂場 1 (2%)

複合遊具 10 (17%)

その他 2 (3%)


