
◇調査テーマ

◇調査目的

◇調査実施期間

◇調査実施方法

◇調査回答数

◇性別
【単位】人数：人、割合：%

◇年齢
【単位】人数：人、割合：%

玉手山公園について

現状の公園への感想やどのような施設があれば利用したくなるか、ご意見を伺い、今後の参考とする
ために調査を実施するものです。

　令和２年１０月２日から令和２年１０月１６日まで

　調査人数：市政モニター　４９人
　調査方法：書面・インターネットを利用した調査

　46件（回収率　93.9％）

人数 割合

合計 46 100

男性 26 56.5

女性 20 43.5

8.7

４０～４９歳 11 23.9

１８～１９歳 1 2.2

２０～２９歳 2 4.3

３０～３９歳 4

人数 割合

５０～５９歳 4 8.7

６０～６９歳 15 32.6

７０歳以上 9 19.6

合計 46 100

調査概要

回答者について

男性

56.5%
女性

43.5%

性別

１８～１９歳

2.2%

２０～２９歳

4.3%

３０～３９歳

8.7%

４０～４９歳

23.9%５０～５９歳

8.7%

６０～６９歳

32.6%

７０歳以上

19.6%

年齢
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4 ２，３ヶ月に１度

5 半年に１度

6 利用したことがない

7 無回答

3 家族

4 友人

5 友人家族

6 その他

無回答

件数 割合（％）

1 1人

合計 38

4 10.5

2

2.6

「6　その他」の主な意見等

・孫

2

16 42.1

6

合計 44

1 毎日 0 0.0

2 週に数回 1 2.3

2 4.6

2 4.5

18 40.9

3 月に１度

1 はい 44 95.7

2 いいえ 2 4.3

無回答 0

16

子ども 9 23.7

19 43.2

2 4.5

問１ 玉手山公園を知っていますか。

選択肢 件数 割合（％）

5.2

0.00

0.0

問３ 玉手山公園へは誰と来られますか。（複数回答可）

選択肢

1

問２
【問１で「１．はい」とお答えの方にお伺いします】
玉手山公園を利用したことはありますか。

選択肢 件数 割合（％）

合計 46
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4 憩い

5 自然観察

6 歴史探索

無回答

4 不満

無回答

4 不満

2 運動 11 18.3

3 散策 12 20.0

7 26.9

問６ 玉手山公園の草刈・樹木の剪定状況についてどう思いますか。

選択肢

合計 60

やや満足

件数

3 11.5

0

1.7

選択肢 件数 割合（％）

問４ 玉手山公園を利用する目的は何ですか。（複数回答可）

7 11.7

10 16.7

1 3.8

合計 26

1 遊び 15 25.0

4 6.7

1 満足

0.0

問５ 玉手山公園内の遊具の整備状況についてどう思いますか。

3 やや不満 6 23.1

合計

11.5

7

やや不満 6 23.1

3

その他

無回答 2 7.7

5 19.2

26

2 やや満足 10 38.5

1

2

割合（％）

1 満足

9 34.6

3

選択肢 件数 割合（％）
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無回答 2 9.1

合計 22

「４　その他」の主な意見等
・子どもの頃、玉手山遊園地にはよく行きましたが、遊園地が無くなってからは、公園機能だけでは自宅か
ら遠いので出かけることが無かったです。
・10年程前に一度利用したが子どもが成長すると公園に行く機会がない。同じ柏原市に住んでいても遠い
から。
・子どもが大きくなったから。・子どもが小さい頃は利用していました。
・一度行きましたが、たまたま休園日だったため利用できませんでした。

3 駐車場がせまいから 1 4.5

4 その他 6 27.3

問８
【問２．で「６．利用したことがない」と答えた方にお伺います】
玉手山公園を知っているけど、利用したことがないのはなぜですか？

選択肢 件数 割合（％）

1 目的がないから 11 50

2 交通手段に困るから 2 9.1

合計 26

問７ トイレの清掃状況についてどう思いますか。

件数 割合（％）

4 不満 3 12

やや満足 9 34.6

無回答 4 15

3 やや不満 8 30.8

選択肢

2

1 満足 2 7.7
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無回答 4 2.3

「12　その他」の主な意見等
・子どもが遊べるものをもっと多くそろえる。また、動物なども。
・BBQできる場所　・日かげになる休憩所・お土産などの売店
・休憩所までとはいかなくても、少し座れるベンチ、椅子等があればいいと思います。
・健康遊具　集会場　バーベキュー　・レストラン、カフェなど　・売店、軽飲食できるお店

10 ドッグラン 6 3.5

11 駐車場 24 13.9

12 その他 8 4.6

5 花壇 15 8.7

問９
【全ての方】玉手山公園にどのような施設が必要だと思いますか。
（複数回答可）

選択肢 件数 割合（％）

4 樹木 11 6.4

合計 173

6 トイレ 27 15.6

7 水飲み場 6 3.5

8 時計 0 0.0

9 水遊びできる場所

1 遊具 14 8.1

2 芝生広場 22 12.7

3 休憩所 25 14.5

11 6.4
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4 玉手山の歴史などを展示

5 運動スペース（卓球、ダンスなど）

6 写真や絵の展示

7 撤去して広場

8 わからない

9 その他

無回答

選択肢 件数 割合（％）

1

4 5.6

2 2.8

6 8.5

4 5.6

10 14.1

5 7.0

3 遊戯スペース 4 5.6

10 14.1

そのまま 8 11.3

2 室内休憩所

「9　その他」の主な意見等

・簡単な食事などもできる場所があれば良いかなと思います。　・ジムエリア　・売店がほし
い。
・ボランティアスタッフを置いて将棋や囲碁・オセロやトランプ・ボードゲームの貸出しができ
るフリースペース、人が集える場所
・以前に訪れたのが10年近く前なのでわからない。・手作りの講師を招き教室を開催する。
・どんな所か分からない。・子どもがさわったり、乗ったりできるものを設置する等
・時代の流れにそった今どきの集客できる施設に
・屋内、子ども用遊具（１～５歳児用）積木・ブロック・ボールのプール・ジャングルジム・エ
アートランポリンなど
・見守りしている人を見たことがない。

合計 71

18 25.4

問１０
【全ての方】玉手山公園には、「おもちゃ館・展示館」といった施設
がありますが、この施設をどのように活用すれば良いと思いますか。
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選択肢

主な意見等

・おいしいカフェ・レストランのような簡単な食事ができる施設があれば、なお楽しい。営業終
了時刻ももう少し遅くまでしていただくとうれしい。
・管理は大変だと思いますが、季節毎に楽しめる樹木エリア・花壇・お花畑（例えば、ナノハ
ナ、チューリップ、ポピー、ネモフィラ、シバザクラ、ヒマワリ、コキア、コスモス、ロウバイ
等）がもっとあれば良いと思います。可能であれば何かに特化して名所になったらより良いと思
います。
・動物園、昆虫園、観覧車　・BBQできる場所・ジムエリア・ドッグラン
・飲食店、アスレチック
・玉手山公園は古い歴史のある公園だ。・自然と親しむ手軽な公園。
・子どもが楽しく遊べる遊具を豊富にそろえる。・遊具の充実　・学習スペース・健康器具
・動物などももっと多く、うさぎややぎなどおとなしい可愛い動物。
・芝生に座って花をゆっくり見るような施設。このような場所であれば毎日散歩したい。
・玉手山公園に行ったことが無いので想像で書きますが年代別の散策コース等が有れば嬉しいで
す。
・バーベキューやキャンプスペース・柏原や近郊の野菜などの販売スペースやそれらを作ったカ
フェ
・柏原市の花であるツツジを大量に導入するのはどうでしょうか？
・ちゃんとした（機材や規模が）「野外音楽堂」的な施設
・バッティングセンター・オートテニス
・のんびり過ごせる広場や休憩施設。・歴史的に有名な大坂の陣等に関する展示施設
・朝市・一輪車や変わり種自転車体験コーナー・ミニシアター・売店・四季折々の花が楽しめる
場所
・柏原市の名産品等が売っている店や飲食店・手軽な運動ができる施設、運動不足解消になる場
所
・季節を感じられる植栽や，歴史を感じられるもの，清潔なトイレ　・歴史館（大阪の陣）
・日帰りデイキャンプ等自然と遊べる施設、場所になれば良いと思います。
・芝生があり屋根付きで見晴らしの良い休憩所がほしいです。
・ビニールシートを敷いて、ご飯を食べたりできるピクニックのしやすい平らな屋根のある広場
・子ども達が自転車や三輪車の練習できる広場があればいいのでは。
・バスケット等のスポーツ広場。
・玉手山公園には桜の木が多いので、花見など、西側の駐車場から車いすでも楽しめるように。
・高齢者や子どもを見守る親のためにも、もっとイスがあれば、あちこちに増やしてほしい。
・ランチ等ができる外食の店
・読書や休憩ができる施設（木、植物、花などを生かして、いろんな世代の人が立ち寄りたくな
るような・・・）
・大人と子どもが一緒に楽しめるアスレチック的な遊具がたくさんできると子どもは喜ぶし大人
は運動不足解消になって嬉しいです。あと、犬も一緒に散歩に行って、おもいきり走らせるドッ
グランもあるとうれしいです。
・玉手山公園を造った人々の歴史背景・経過・柏原市に関わる人物の紹介・人となり等のコー
ナーがあれば良しと思います。（施設の中にパネルや新聞記事が見れたら）
・室内遊具があれば雨の日に行ける　・売店が少ない、トイレの設備を充実してほしい
・幼児用の遊具・飲食店・出店・屋台・植物園・キャンプ場・バーベキュー広場・水泳施設
・アスレチック・子ども用水遊び場
・小動物の小屋（エサやりができるとよりうれしいです）・長いすべり台やブランコといった遊
具がもう少しあるとうれしいです。
・室内休憩所があれば行きたいです。・星の観察施設（望遠鏡・プラレタリウム）
・玉手山公園のままでは行きたくないです。
・四季折々の花を楽しめるスペース・ガーデニングの講習会（ボランティアの活用）
・地域住民の交流の場として健康づくりやコミュニティーを目的としたスペース

合計 46

問１１
【全ての方】玉手山公園にどのような施設があれば行きたいと思いま
すか。
ご自由に記入ください。

件数 割合（％）

1 記入あり 38 82.6

2 記入なし 8 17.4
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選択肢

2 記入なし 9 19.6

合計 46

主な意見等

【交通手段等について】
・大県からは遠い。・駐車場がすぐに満車になるので気軽に行けないです。
・公園の存在が分かりづらい。・自家用車がないと、行きづらいのが難点
・同じ市内ですが結構遠く駐車場や道の整備が不十分の印象があり足が向かない状況です。そこ
を広報してもらえればいいと思います。
・玉手山公園行きのバスの増発
・駐車場を近くに整備してほしい。・サイクリングできるようにして寄りやすくしてほしい。
・入口（門）が分かりにくい。・駅からの標識がない。（行くのに分からない）
・車で旭ケ丘から駐車場に行くとき案内の看板が必要では。
・自宅からだと遠いので、たびたび行きにくい。今は孫が来て一緒に車で遊びに行く。友人と散
策して運動する。
【広報について】
・広報で公園マップ等で周知してほしい。
・柏原広報で公園内の情報や詳しい案内等を発信していただきたい。
・正直まだあるのか、ないのか、どこにあるのか、同じ柏原市に住んでいてもよく分からない。
広報に情報すら掲載されていない。「まだあったのか！」とこのアンケートで知りました。なの
で今の状況を知らないのですが、何か今でも見どころやアピールするポイントがあるのでしょう
か？例えば、桜の季節にはお花見によいスポットがあるとか紅葉の季節が美しいとか、、、とに
かくアピールがなさすぎて存在自体忘れる人もいると思います。
・柏原に来て2年経ちますが、恥ずかしながら存在を知りませんでした。ネットで調べたとこ
ろ、楽しそうなので行きたいと思います。僕の様に知らない人も少なからずいると思いますの
で、PRや武器(名所)等を多様すれば賑やかになるかもしれませんね。
・この時期は終息するまで時間を要しますが解決した暁には広報等で公園利用（家族・友人など
オープンな食事会）も可能にして、桜や立派な梅林もあります。特に最近は住宅も増え子どもた
ちの大勢地域的に増加している。もっと母子どもに遊んでもらう宣伝が必要なのでは。他市他県
からの移住者はあまり知らないのでは。貴重な公園ですよ！
・イベントをしていないので、最近の人はあまり存在を知らないと思います。定期的にイベント
をすることで知名度が上がると思います。
【施設や整備について】
・起伏の富んだ坂道や階段が多く年寄りには近づきにくい公園になっている。上り下りのしやす
い階段、安全な手すりがあると良い。また、桜や梅園などあまり知られていない。四季を楽しめ
る公園に。子どもが楽しめる遊具を多くそろえ、可愛らしく動物などもみせる公園に。今は開放
感の少ない元気のない公園になっている。
・ペットと一緒に遊べる様にしてほしい。・トイレをきれいにしてほしい。
・樹木に名前を表記して欲しいです。雨の公園散策の時に室内休息場が他に4・5カ所あると良い
と思います。夏場の暑い時に現在あづま屋が4・5カ所ありますが後10カ所ぐらい欲しいです。
・歴史的な出来事を展示する施設のある自然豊かな公園にすれば。
・森みたいに鬱蒼としてて入るのが恐い。
・トイレは清潔で、臭いが無くおむつ替え（大人小児用）スペースの確保があればよく、また巡
回バスもほしいです。
・歴史のあるいい所です。ベンチや施設の老朽化が目立つので整備してほしいです。遊園地の頃
の賑わいを知っているので寂しい限りです。アスレチックができた頃もよく行きましたが、この
時代ではもう一工夫ほしいです。
・以前利用した際に遊具の老朽化がひどくて遊ぶのも怖かった。広さが魅力的でしたが全体の老
朽化と子どもが遊ぶものが少なく感じたので再度行こうと思いづらく感じました。イベントなど
しても良いのかなと感じました。ただ、大きい公園が近くにないので柏原の公園としてもっと魅
力的になって欲しいなと思っています。
・柏原市民が行きたくなる場所を作る。
・手入れして自然な林、森を残してほしい。・樹木をもっと植えてほしい。
・売店など飲食が充実したら良いと思います。
・高齢者や中高年の健康増進・娯楽が充実してほしい。
・犬を飼っているので、ドッグランが併設されれば頻回に利用すると思います。
・入口をもう少し明るい雰囲気に。・防災備蓄倉庫　・介護施設とか。
・平日でも売店があれば（午前中だけでも）軽食を売ってほしい。
・場所が駅から遠くかなりの高地なので、小さい子ども連れの場合は目的があるが大人だけ（一
人も含めて）だと、気軽にという雰囲気ではない。そこで、安心してきれいな場所で休憩や食事
ができれば向かおうという気持ちにもなると思う。
・子どもが小さい頃はよく遊びに行きましたが大きくなってからは足が遠のいています。施設に
よってはお金がいる芝すべりも無料で子どもは何度も喜んですべっていたし、ローラーすべり台
も楽しかったみたいです。駐車場も無料ですし、すごくありがたかったです。私が子どもの時に
は山の斜面を利用したとても長いすべり台があった様に思うのですが、もう一度復活できません
か？遠足で行ったときは友達と何度もすべった記憶が残っていて、よい思い出になっています。
・自然がいっぱいの玉手山公園大切にしたいです。歩く楽しさ、空気もきれいです。木の枝で視
界が悪く、せっかくのロケーションががっかりです。展望台からの柏原をゆっくりみたいです。
案内板等も子どもが見ても分かりやすく明るい色使いにしたら楽しいかもしれません。歩く道も
周りを遊歩道の感じに、、、と思います。ボランティアや有志の人で楽しみながら。
・全体的に暗いイメージです。清潔感に乏しいと思います。
・動いていない古いゲームセンターにあるような乗り物類は必要ないようにいつも思います。
・四季の花見ができたらうれしいです。
【その他のご意見】
・今のような静かで自然あふれる公園のままで良いと思います。
・家が近くなので、子どもが小さい時は桜の季節に行ってきれいだった記憶があります。少し前
にウォーキングをした時に久しぶりに入園しました。遊具等の設備はよく分かりませんが、自然
が感じられ良かったと思いました。
・昭和生まれの者にとっては、玉手山遊園地は、とても愛着があるため玉手山公園は残してもら
いたい。問2で「利用したことがない」にしたが送信できないため、昔、利用したことを思い出
して問3から問7を回答させていただきました。
・遊園地の時に行ったが、その後利用したことがない多分子どもが大きくなったこともあるか
も。
・横は通るが子どもがいないので、なかなかいく機会がない。
・立派な野外ステージがあるのに何故に活用しないのでしょうか？予算、人件費も掛かりましょ
うが何か企画されては？
・近すぎて行かない。
・あれだけの土地があるのに活用できていない部分が多い。

問１２
【全ての方】玉手山公園に対する意見・要望等ありましたら、ご自由
に記入ください。

件数 割合（％）

1 記入あり 37 80.4
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【交通手段等について】
・大県からは遠い。・駐車場がすぐに満車になるので気軽に行けないです。
・公園の存在が分かりづらい。・自家用車がないと、行きづらいのが難点
・同じ市内ですが結構遠く駐車場や道の整備が不十分の印象があり足が向かない状況です。そこ
を広報してもらえればいいと思います。
・玉手山公園行きのバスの増発
・駐車場を近くに整備してほしい。・サイクリングできるようにして寄りやすくしてほしい。
・入口（門）が分かりにくい。・駅からの標識がない。（行くのに分からない）
・車で旭ケ丘から駐車場に行くとき案内の看板が必要では。
・自宅からだと遠いので、たびたび行きにくい。今は孫が来て一緒に車で遊びに行く。友人と散
策して運動する。
【広報について】
・広報で公園マップ等で周知してほしい。
・柏原広報で公園内の情報や詳しい案内等を発信していただきたい。
・正直まだあるのか、ないのか、どこにあるのか、同じ柏原市に住んでいてもよく分からない。
広報に情報すら掲載されていない。「まだあったのか！」とこのアンケートで知りました。なの
で今の状況を知らないのですが、何か今でも見どころやアピールするポイントがあるのでしょう
か？例えば、桜の季節にはお花見によいスポットがあるとか紅葉の季節が美しいとか、、、とに
かくアピールがなさすぎて存在自体忘れる人もいると思います。
・柏原に来て2年経ちますが、恥ずかしながら存在を知りませんでした。ネットで調べたとこ
ろ、楽しそうなので行きたいと思います。僕の様に知らない人も少なからずいると思いますの
で、PRや武器(名所)等を多様すれば賑やかになるかもしれませんね。
・この時期は終息するまで時間を要しますが解決した暁には広報等で公園利用（家族・友人など
オープンな食事会）も可能にして、桜や立派な梅林もあります。特に最近は住宅も増え子どもた
ちの大勢地域的に増加している。もっと母子どもに遊んでもらう宣伝が必要なのでは。他市他県
からの移住者はあまり知らないのでは。貴重な公園ですよ！
・イベントをしていないので、最近の人はあまり存在を知らないと思います。定期的にイベント
をすることで知名度が上がると思います。
【施設や整備について】
・起伏の富んだ坂道や階段が多く年寄りには近づきにくい公園になっている。上り下りのしやす
い階段、安全な手すりがあると良い。また、桜や梅園などあまり知られていない。四季を楽しめ
る公園に。子どもが楽しめる遊具を多くそろえ、可愛らしく動物などもみせる公園に。今は開放
感の少ない元気のない公園になっている。
・ペットと一緒に遊べる様にしてほしい。・トイレをきれいにしてほしい。
・樹木に名前を表記して欲しいです。雨の公園散策の時に室内休息場が他に4・5カ所あると良い
と思います。夏場の暑い時に現在あづま屋が4・5カ所ありますが後10カ所ぐらい欲しいです。
・歴史的な出来事を展示する施設のある自然豊かな公園にすれば。
・森みたいに鬱蒼としてて入るのが恐い。
・トイレは清潔で、臭いが無くおむつ替え（大人小児用）スペースの確保があればよく、また巡
回バスもほしいです。
・歴史のあるいい所です。ベンチや施設の老朽化が目立つので整備してほしいです。遊園地の頃
の賑わいを知っているので寂しい限りです。アスレチックができた頃もよく行きましたが、この
時代ではもう一工夫ほしいです。
・以前利用した際に遊具の老朽化がひどくて遊ぶのも怖かった。広さが魅力的でしたが全体の老
朽化と子どもが遊ぶものが少なく感じたので再度行こうと思いづらく感じました。イベントなど
しても良いのかなと感じました。ただ、大きい公園が近くにないので柏原の公園としてもっと魅
力的になって欲しいなと思っています。
・柏原市民が行きたくなる場所を作る。
・手入れして自然な林、森を残してほしい。・樹木をもっと植えてほしい。
・売店など飲食が充実したら良いと思います。
・高齢者や中高年の健康増進・娯楽が充実してほしい。
・犬を飼っているので、ドッグランが併設されれば頻回に利用すると思います。
・入口をもう少し明るい雰囲気に。・防災備蓄倉庫　・介護施設とか。
・平日でも売店があれば（午前中だけでも）軽食を売ってほしい。
・場所が駅から遠くかなりの高地なので、小さい子ども連れの場合は目的があるが大人だけ（一
人も含めて）だと、気軽にという雰囲気ではない。そこで、安心してきれいな場所で休憩や食事
ができれば向かおうという気持ちにもなると思う。
・子どもが小さい頃はよく遊びに行きましたが大きくなってからは足が遠のいています。施設に
よってはお金がいる芝すべりも無料で子どもは何度も喜んですべっていたし、ローラーすべり台
も楽しかったみたいです。駐車場も無料ですし、すごくありがたかったです。私が子どもの時に
は山の斜面を利用したとても長いすべり台があった様に思うのですが、もう一度復活できません
か？遠足で行ったときは友達と何度もすべった記憶が残っていて、よい思い出になっています。
・自然がいっぱいの玉手山公園大切にしたいです。歩く楽しさ、空気もきれいです。木の枝で視
界が悪く、せっかくのロケーションががっかりです。展望台からの柏原をゆっくりみたいです。
案内板等も子どもが見ても分かりやすく明るい色使いにしたら楽しいかもしれません。歩く道も
周りを遊歩道の感じに、、、と思います。ボランティアや有志の人で楽しみながら。
・全体的に暗いイメージです。清潔感に乏しいと思います。
・動いていない古いゲームセンターにあるような乗り物類は必要ないようにいつも思います。
・四季の花見ができたらうれしいです。
【その他のご意見】
・今のような静かで自然あふれる公園のままで良いと思います。
・家が近くなので、子どもが小さい時は桜の季節に行ってきれいだった記憶があります。少し前
にウォーキングをした時に久しぶりに入園しました。遊具等の設備はよく分かりませんが、自然
が感じられ良かったと思いました。
・昭和生まれの者にとっては、玉手山遊園地は、とても愛着があるため玉手山公園は残してもら
いたい。問2で「利用したことがない」にしたが送信できないため、昔、利用したことを思い出
して問3から問7を回答させていただきました。
・遊園地の時に行ったが、その後利用したことがない多分子どもが大きくなったこともあるか
も。
・横は通るが子どもがいないので、なかなかいく機会がない。
・立派な野外ステージがあるのに何故に活用しないのでしょうか？予算、人件費も掛かりましょ
うが何か企画されては？
・近すぎて行かない。
・あれだけの土地があるのに活用できていない部分が多い。
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