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鯖江市 御中

さばえ遊び場アンケート調査＆署名活動の結果と要望

さばえ×遊び場プロジェクト 推進チーム
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はじめに：この資料について

「さばえ×遊び場プロジェクト推進チーム」は鯖江市内のママ・パパの有志６名で

活動する市民団体です。活動を始めた背景には、鯖江のママ・パパたちが感じている

「鯖江には、こどもが全天候型で安心して遊べる場が少ない、もっと充実させたい」

という想いがあります。

鯖江市内外の人たちが実際にどの程度そのような想いを持っているのか実態を把握

するために、私たちは令和３年３月よりアンケート調査＆署名募集活動を実施してま

いりました。この資料はその結果を総括したものです。

この結果には多くの市民の声が集約されているので、この資料を可能な限り市の今

後の遊び場整備事業の検討材料としてご活用いただき、市民から望まれる遊び場が鯖

江市にも充実していくことを願います。
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調査・署名の概要

調査対象：福井県内の居住経験者

調査方法：インターネット（回答ページをSNSで拡散）

用紙の配布回収（鯖江市内の店舗やイベントで用紙の配布と回収）

調査期間：２０２１年３月２７日～２０２２年３月２０日

回収状況：アンケート調査４７８件（有効回答率１００％）

署名７５５件

＜結果の重要ポイント＞

★回答者の８５％は現在子育てをしている人、７１％は鯖江市民

★アンケート回答者の８８％が鯖江には全天候型の子ども施設が不足していると認識

★身体を使う、創作活動ができる、教育的価値など、付加価値のある施設へのニーズ

の高さが読み取れる

★特に飲食など、複合的機能へのニーズの高さが読み取れる
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結果の詳細①：全天候型の遊び場整備への賛同数

鯖江市内に「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」をつくる

活動への賛同数（アンケート調査と署名の合算から重複分を除外）

全体：９４２名 鯖江市民：６３４名

＜記名あり＞

全体：７５５名 鯖江市民：５００名

※アンケート調査での質問文章は以下の通り。

『現在私たちは鯖江市内に「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」をつくるために活動しています。この活動に賛同いただけますか。』
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結果の詳細②：アンケート回答者の居住地

問：お住まいの地域（県外在住の人は当時住んでいた地域）を教えてください。

＜回答＞

鯖江市：３４１名 丹南地区（鯖江を除く）：６１名 福井・坂井地区：５７名

奥越地区：３名 嶺南地区：１６名
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結果の詳細③：アンケート回答者の年代

問：お住まいの地域（県外在住の人は当時住んでいた地域）を教えてください。

＜回答＞

１０代：０名 ２０代：４１名 ３０代：２５２名 ４０代：１２３名

５０代：２５名 ６０代以上：３７名
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結果の詳細④：アンケート回答者の性別

問：性別を教えてください。

＜回答＞

女性：３６３名 男性：１１１名 未回答：４名
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結果の詳細⑤：アンケート回答者の属性

問：ご自身の現在の状況を教えてください。（重複回答可）

＜回答＞

こどもを育てている → ３９９名（８３.５％）

孫を育てている → ２１名（４.４％）

こどもや孫を育てていた → ２７名（５.６％）

こどもに関わる仕事・活動をしている（保育士、先生、学童指導員、子育て支援者など）

→ ５８名（１２.１％）

その他各種回答（各１～２名）の合算 → ２４名
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結果の詳細⑥：アンケート回答者の子どもの年代

問：育てているお子さん・お孫さんの年代を教えてください。

（満年齢・全てのこどもの分を選択）

＜回答＞
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結果の詳細⑦：子どもをよく連れて行く施設

問：以下の施設それぞれについて、こどもを連れて行く頻度を教えてください。

＜回答＞

24
38

319

39

241

124

68

318

37



結果の詳細⑧：子どもをよく連れて行く施設

問：「よく利用する」と答えた場所について、その主な理由をすべて教えてください。

＜回答＞
天候に関わらず利用しやすい

こどもが体を使って遊べる環境（空間・設備・道具）が充実
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こどもが創作（工作・お絵かき・ものづくりなど）をできる設備・道具・キットが充実

こどもの教育にとって良い設備・道具・仕掛けが充実

利用料がリーズナブル

利用可能人数（収容人数）が十分

利用制限が少ない（土日祝日の運営・開館時間・市外の人もOK・など）

歳の離れた兄弟・姉妹でも一緒に行ける

知人や仲間、相談相手などがいる

自宅から距離が近い

特に無し

親も楽しめる（有意義に時間を使える）

図書館併設

いつもいくと子供が思ってるから

空いている

図書館、ご飯を食べれる施設があるから。

動物

バギーで移動しやすい。

プール

経営者が親切で、色んなおもちゃも楽しめて良い。施設が小さくアットホームでよい。

武生中央公園をよく利用します。正直鯖江は魅力的な公園がありません。

無料だから



結果の詳細⑨：鯖江市に足りない施設

問：こどもを連れて行ける場所について、現在の鯖江市内の施設には足りない、

もっと充実してほしいと感じる要素をすべて選んでください。

＜回答＞
天候に関わらず利用しやすい

こどもが体を使って遊べる環境（空間・設備・道具）が充実

こどもが創作（工作・お絵かき・ものづくりなど）をできる設備・道具・キットが充実

こどもの教育にとって良い設備・道具・仕掛けが充実

利用料がリーズナブル

利用可能人数（収容人数）が十分

利用制限が少ない（土日祝日の運営・開館時間・市外の人もOK・など）

歳の離れた兄弟・姉妹でも一緒に行ける

知人や仲間、相談相手などがいる

自宅から距離が近い

特に無し

親も楽しめる（有意義に時間を使える）

都会には少ない自然に親しむことができること。

バリアフリーの飲食店など。

支援センターは人数制限、時間制限があるので全く利用しなくなった

パンダランドをきれいにしてほしい。（遊具が劣化している。虫が多い）

0歳児でも安全に遊べる施設

月曜日に使える公共施設が少ない

小さな子どもが車道に飛び出さず安全性のある公園

駐車場が十分である事。

イベントをして欲しい。ベビーマッサージ等。

公民館を利用した身体を動かせる機会

12
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結果の詳細⑩－１：不足施設の補足・詳細コメント

問：前頁の問について、補足や詳細があれば教えてください。

＜回答＞

考えれば考えるほど、鯖江市には遊び場が足りないですね。

鯖江市にも大きな公園が欲しい

安心な環境（専門のコーディネーターや、医療関係者の在中出来る大規模な施設ぐらいになると利用者が継続的に増えると思います。）

雨の日でも体を動かせる施設があると良い

小学3年になるとお友達の家で遊ぶので、未就学、低学年の時に遊べる施設があるといいと思います

屋根付きの遊び場がほしい

室内遊具がないことが辛い

てんぐちゃん広場のような室内施設があると良い（土日祝も利用できて､無料もしくはリーズナブルがいい。越前市の丹南総合公園（トランポリンある

とこ）のような親も楽に楽しめる公園あると良い。パンダランドは親がキツイ（のぼり坂で）笑

0歳児は機嫌の良い時を見計らって遊ばせたいのに、予約が必要な施設では利用しずらい。誰のための子育て支援センターなのか？？

屋内で子供向けランチ(有料、低価格)を食べれる設備がついた施設。エンゼルランドが一番近い。市内をアピールするならメガネや漆器モチーフの遊び

道具があると良いと思う。

雨でも無料で利用でき、ワークショップなども定期的に行なっているエンゼルランドのような施設があれば┈

小学生が安心して遊べる屋内施設がどこにもない(小さい子ども向けは必ずあるのに)

屋外施設も小さい子どもたちに悪いのでなかなか自由に遊ばせれない。特に友達と遊ばせようとすると屋内施設がない！

未就学児が安全に遊べる場所を増やしてほしい。

自然の中で楽しめる遊び場所や親やお年寄りと子供達の遊び場所があれば

多少お金がかかってもいいので、加賀にこにこパークのような、既存の施設を工夫したものがあるとうれしい。

スタッフがきちんといて、整備してあるところが鯖江市には少ない。

緑が多い自然に囲まれた場所で体育館、図書館、博物館、科学館、美術館のようなものが一ヶ所にまたは隣接していたら便利でいいなあと思います

自分で工夫して遊べる施設があるとよい

今でも十分だがより充実してくれるならありがたい知り合いのママ友は小学生など大きくなったときに遊ぶところがないと聞いたのが印象的だった

車椅子優先駐車場があるとなお良い。
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結果の詳細⑩－２：不足施設の補足・詳細コメント

問：前頁の問について、補足や詳細があれば教えてください。

＜回答＞

ごはんが食べられる施設、場所が近くにあるとよりうれしいです。朝から行って、夕方まで滞在できる。

パンダランドは日当たりが悪く、当日晴れていても前日雨だった場合なども斜面やロープが湿っていて大変危険。

子育て支援センターは予約が必要な割に遊具などに魅力がない。

天気に左右されず、室内と屋外でたっぷり遊べるところが欲しい

祖父母が孫を安心して、見守れる環境 雨天設備が欲しい

雨や雪（真冬）の時期にあたたかく（暑すぎず）安全な状況で遊べる施設があるとうれしいです。そういう場所として越前市のてんぐちゃん広場があり

ますが、市外で往復に少し時間がかかるので行きづらく鯖江市内にあるといいなと思っています。

雨や冬の雪で外で遊べないことが多いので、室内遊び場がほしい

越前市の支援センターやハーツきっずでは、コロナ禍でも利用人数を制限しながらイベント（誕生会や読み聞かせなど）を工夫してやっているが、鯖江

は一切やっていないのが残念

「そうであるに越したことないよね！」という観点でチェックをつけました！ また、福井市内在住なので、鯖江市内の施設に対して「施設を充実させ

てほしい」という想いにはならないのが正直なところです。ただ、いい施設があれば行く、というのは間違いないと思います。

鯖江の支援センターは未就園児しか行けないのが残念です。

武生のてんぐちゃんのように、誰でも気軽に行けて、かつ管理が行き届いた安全安心な屋内の遊び場があったらいいのになと思います。

雨天時に遊べる場所が近場で欲しい

鯖江にもてんぐちゃん広場くらい広くて雨でも体を動かせる所があればいいのになあと思います。

鯖江市に限らず、公共の施設で全天候型の遊び場が少なく、有っても狭い所が多い。

ホームページが詳しいとよい

スケボーができる施設が欲しい。3×3ができるようなバスケットリングが欲しい

西山公園のパンダランドは日陰の部分が多く、天気が悪いと遊具が長いこと濡れていて利用しにくい。そのため、天候が良くない日が続いても利用でき

る施設があるとありがたい。

雨の日に一つの空間で歳の離れた兄弟が一緒に(付き添いが親1人でも大丈夫)遊べる

駐車場が広く、収容台数が多いと良い
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結果の詳細⑩－３：不足施設の補足・詳細コメント

問：前頁の問について、補足や詳細があれば教えてください。

＜回答＞

他の市や町には、子どものあそべる環境や施設が多いのに、鯖江には少ない。雨の日、暑い日、雪の日が多くて、子どもが外で体を動かす機会が少ない

ので、そうした天候でもあそべる設備や施設がほしい。

西山公園はいいけれど、駐車場が遠いし、コパンダランドは坂できついし、施設内にカフェとかあったらいいと思います。

子供用トイレやおむつ替えスペースが充実していて清潔

アウトドア施設

イメージとしては、おもちゃ美術館（東京、由利本荘、福岡など・・・）が近いです。

安全が第一なので、安全対策（施設の管理や定期的な点検、スタッフがいる等）がしっかりしていてほしいと思います。

晴れの日が少ない福井で、室内で遊べる土日の児童館みたいな場所がないのは、おかしい

パンダランドは急斜面&日影にあるため、ぬるぬる滑るし、岩肌出てる時あるし、小さい子はケガしそうで、ついて見ててもハラハラします。男親は仕

事でいないことが多いので、妊娠中は怖くて(私が滑りそうで)連れていけない

越前市のだるまちゃんやてんぐちゃん広場のような施設があると助かる

ワイプラザの有料施設があるけど、いい値段するので毎回は無理 もう少し安いなら利用しやすいけど

鯖江は支援センターはなにもない。朝日支援センターは保育園のようにおやつの時間、イベント、いろいろあるからいつもそちらへ行っていた。天候関

係のない、てんぐちゃん広場やだるまちゃん広場のように充実したところがない。ほんとに鯖江は遊び場は西山公園以外ゲームセンターくらいしかない。

雨や雪、寒い日に遊べる場所がほしいです。

他の市や町には、子どものあそべる環境や施設が多いのに、鯖江には少ない。雨の日、暑い日、雪の日が多くて、子どもが外で体をうごかす機会が少な

いので、そうした天候でもあそべる設備や施設がほしい。

公園を増やしてほしいです。

年齢別で分かれて遊べるスペースがあると良い。

とにかく雨だとどこも行く場所がありません

鯖江市在住でなくとも子育て支援センターが利用できると嬉しいです。

感染対策や安全対策がしっかりしていて、安心して遊べると良い。

だるまちゃん広場やてんぐちゃんのような、子供がたくさんあそべる全天候型の施設がたりません。



結果の詳細⑪：親自身が楽しむための要素

問：こどもを連れて行く場所について、親自身が楽しむ（有意義に過ごす）ために

あってほしい要素をすべて教えてください。

＜回答＞ 飲食物がある
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読み物がある（本・雑誌・マンガなど）

創作するものがある（裁縫・手芸・アクセサリー・工作など）
美容や健康、リラクゼーションサービスがある（エステ・ネイル・マッサージ機など）

新しいことを学習できる何かがある
運動できる何かがある

パソコンやタブレットがある

知人・友人と一緒に行きやすい
こどもの見守りスタッフがいる

＜その他の回答（各回答数１）＞

・トイレがきれい、手を洗える水道がある ・wi-fiがある

・芝生広場 テントバーベキュー ・子供重視でいいかと思います

・こどもと一緒に遊べる ・身障トイレや駐車場の設備。

・仕事をしていても大丈夫な雰囲気 ・親子共に楽しめる仕掛けがあれば…。親は親、ではなくいっしょに。

・日陰やベンチ 休憩 ・座れる場所(椅子やベンチ)

・Wi-Fiスポット ・親も一緒に遊べる(体重制限など

・子供と一緒にできる ・座るところがある

・Wi-Fi ・子供が怪我をしないような工夫がある

・子供の創造性を伸ばせる遊びがあれば ・座る場所が多くある。日影がある。

・親子で一緒に学ぶことができる(ex.SDGs、福井(鯖江)の歴史) ・子供と一緒に食べれる場所やおにぎりやパンなど気軽に買える店

・大きい子も小さい子も安全に遊べる ・wifi環境

・見守りできるベンチや椅子がある。寒暖の心配のないキレイなトイレ。 ・鍵がついたロッカーがある

・子供を安心して見やすい ・子供と一緒に楽しめる



結果の詳細⑫：利用料金に対する利用頻度

問：鯖江に、こどもも親も楽しめる魅力的な場所があったとして、金額に対する

利用頻度を教えてください。

＜回答＞
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結果の詳細⑬－１：自由コメント欄

18

問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

加賀のにこにこパークみたいな所がいい

“「あらゆる」となるとかなりいろんな対応が必要となるのかなと思います。まず小さい子が安全に遊べるような武生のアルプラにある施設のようなもの

はとてもいいなと思いました。そこから幅を広げていけるといいと思います。ユーカル鯖江など、建物をもっと利用できたらいいかと思います。"

「あらゆる子どもたち」の定義がよくわからないので、子どもの年齢がどのくらいの幅で考えているのか、とらえにくいです。あらゆる子どもというこ

とはハンディキャップを持っている子どもも入るのでしょうか。また、年齢の幅が広すぎると同じ空間だと、一緒に遊んでいて危険な場合もあります。

成長発達面では良い部分があるのもたしかですが、てんぐちゃん広場のようにある程度、エリアを指定して分けたほうがいいです。駐車場が遠かったり、

広すぎたりすると、雨や雪が降っていたり、小さい子どもを連れていると不便なので、そこも合わせてご配慮して頂けると幸いです。また、こどもが騒

いでもストレスなく食事できる場所やフードコートのようなものがあると、一日中遊べてありがたいです。

あったらとても嬉しい

あるととっても助かります！よろしくお願いします！

アレルギーやアトピーその他障害のある方もバリアなく集える環境があると本当に支援を必要としている方にリーチできるとおもいます。

いいと思う

エンゼルランドの様な感じで、また違った雰囲気であったり遊べるものが違うといい

おもちゃがたくさんなくてもいいので、走り回れる広さがあれば友達を見て真似たり、少しのおもちゃでも想像して遊べます！公園は理想的ですが、福

井の天候では遊ばない日も多いので、ぜひ室内での遊び場を作ってほしいです！親子で毎日お家の中よりは外に出て刺激を受けれた方が親子ともリフ

レッシュできて助かります！予約がなくとも利用できればありがたいです！

お金をかけた遊具でなくていいので、てんぐちゃん広場のような無料(または安価)で行きやすい遊び場があると嬉しいです。

キッザニアを鯖江市に誘致して欲しい！

キッズベビー服のネットショップを行っている者です。鯖江市内にプチプラのショップがないので、出したいと考えています。そういった施設(テナン

ト)があれば親も楽しめると思います。子供が遊んでいる間にお買い物できたら嬉しいです。

コテージなどの泊まれる遊び場が欲しい

こどもを育てている身としては今コロナもあり県外等に出かけるのも気軽に出来ないのでせめて身近にそういった施設があるととても嬉しいです。
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

このような活動をしている方々がいるというだけで、育児者の事を考えてくれている人がいるんだと励まされているような気持ちになりました！頑張っ

てください！そしてよろしくお願いします。

コロナ禍なので仕方ない部分もあるかとは思いますが、親1人で子供を3人連れて行く時に人数制限がかかったり、少し肩身が狭く感じることがあります。

夫が仕事の時こそ、何して過ごそうか悩み、また土日連休関係ないのでそんな時に1人でも連れて行きやすいところがあると嬉しいです。

"コロナ禍の今では難しいですが、収まった際には、「寺子屋」みたいな「環境」が出来れば良いと考えます。社会の事は、「大人」が正しく教える義務

があります。勉強だけでなく「生きる知恵」を教えていければ、「健全」な「子供」に成長していけると想います。"

コロナ禍社会子供達が👶🧒安心して遊ぶ場所が有れば伸び伸び育ちます～

"コロナ対策がきちんとしてあること年齢別のほうが安心して遊べる親が見てないで子どもが乱暴にしている状態からの脱却これが大事だと思う"

"こんな活動があることを知りませんでした！まさに希望していたとおりです！同じように思っている人もっともっとたくさんいると思います。"

すごく良いと思う。福井市在住だけれども鯖江にこの施設が出来たらうらやましい！加賀のにこにこパーク？みたいなのとか憧れる。

ずっと強く望んいた。無料で遊べて交流できる充実したところがない。

"ぜひほしいです！武生のように選択しが多いとうれしいです！！"

ぜひ実現してほしいです！

そういうところが出来れば利用する方も増えるし、自身も利用するのでぜひ作っていただきたい。

ただの場所提供ではなく、相談できるスタッフが必ずいてほしいと思います。気軽に何でも相談できるような。

だるま公園のような遊び場に、キッチンカーや、テラス席があると、子供の発作による声やその際の吸引、バギー移動がしやすいと思う。

"ちびっこだけでなく、異年齢で遊べる（小学生まで）、障がいがあっても遊べる場があるといい。その遊び場は、子ども達の関わりの中で相手を思いや

る体験や配慮する協力することを学べます。そしてそこには、子どもを大きな気持ちで受け入れる大人の存在も重要です。"

できたら無料で利用することができ、育児の相談もできるとありがたいです。

"てんぐちゃん広場のように、土日祝日も利用でき、無料での施設がよい乳児と幼児が別々に遊べる場所がよい（別々でないと危険）"

とても素晴らしい事ですね。

とにかく体がいっぱい動かせる広い体育館のような所があるとうれしい！かがにこにこパークのような

どの年代でも利用できるよう縛りが緩い方がいいのかなぁ
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

どんな世代でも集ってこれるような場所があるとよい！

パパママおじいちゃんおばあちゃん関係なく利用できて、大きい子から小さい子までそれぞれ遊べる場所がほしい。

はば広い年齢層が楽しめる施設そして飲食も出来たら嬉しいです

ひとりっこというより、子どもが3人などのようになると、保育園児、小学生と、歳が離れます。するとみんなが楽しめるのが難しくなってきてしまい

ます。天候が悪いとなおさら。それが解決できるとすごくうれしい。

まず、とても素敵なプロジェクトだと思いました。年齢別で遊ぶ場所が分かれていると親も安心して見守れるかなと思います。

まずは子供の安全。次に金銭格差などなく気軽に利用出来る場所

もう遊ぶ場所がつきて行くところがないです。ぜひ早く作ってください！応援しています。

ものづくりやプログラム、体を動かす体験ができる場所

ルールを守ることで楽しくみんなが遊べたり、安心できると思うので、見守りスタッフは必要ではないかなとおもう。

安くて子ども達が思いっきり遊べる場所があれば、極端な話し、家に閉じこもり(ネグレクトなど)も減るんじゃないかと思います。

安全で広いといいです。

安全で誰もが楽しめる場所ができることは楽しみですね

"飲食できるスペースが同じ施設内に完備されていると、とても行きやすいと思う。もっと欲を言うと子供達だけで遊べる空間だったら嬉しいです"

雨、雪の日も年齢差のある姉弟が身体を動かし遊べる場所があると本当にいいなぁと思います。

雨が降った時、もっと室内で遊べる所が増えると良いなと思います。

雨が降った時に遊ぶ場所がない、気軽に出かけられるところが西山公園しかないが、ベビーカーや抱っこ紐をして坂道を登るのがつらい

雨が降った時に遊べる場所が近くにほとんどないので、家族みんなが楽しめる全天候型の施設を作っていただきたいです。

"雨が降ると一気にみんなが集まり、けっきょく遊べなかったということになりかねない。空いているのか空いていないのかアナウンスしたほうがいいと

思います。"

雨が降ると行くところがなくなってしまう、または、遠くなってしまうので、雨でも楽しめる施設があるとありがたいなもと思います。

雨の休日に、ショッピングセンターで子供を遊ばせることに違和感を感じています。雨の日でも、子供たちの成長にとって良い事や必要なことが、楽し

く体験できる場所があると良いと思います。



結果の詳細⑬－４：自由コメント欄

21

問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

"雨の時、ショッピングセンター以外に行くところがないのは、子育て世代には厳しいです。妻の実家のある敦賀だと、晴れでも雨でも遊べる場所があり、

助かります。"

雨の日でも室内で体を自由に動かせる広さがあると、子どももストレス発散できるのでは思います

雨の日に行ける遊び場ができると公園に行けない日も遊びに行けるのでありがたい

越前市にはてんぐちゃん広場がありますが鯖江にも気軽に行けるスポットがあるといいなと思います。車社会なので駅チカとかじゃなくても良いと思う

越前市や福井市は子どもの施設（有料も含め）が充実しているように感じます。それに比べ、鯖江は屋外施設などの整備点検もいい加減に感じます。少

し距離を伸ばせば、両市に行くことはできますが、それでもやはり近いところにあった方が便利です。特に小さい子どもの場合は乗車時間ができるだけ

短い方が良いです。そのため、鯖江に子どもの遊び場を充実してもらえると非常にありがたいです。

屋根があるスケボ、スノボができる場所があったらうれしい。オフトレでも可

屋根がある広い遊び場があると良い

加賀ニコニコパークのように、既存の施設を利用し、幅広い年代の子供たちが遊べる場所がほしいです。

加賀のにこにこパークは、外には芝生や公園があって、室内も赤ちゃんから小学生まで遊べ、飲食スペースもあり、個人的には理想的な場所です。

家からの距離はあってもいい。遊ばせたあとは車に乗せて寝かせています。武生であれば、ドライブスルーでスタバでお茶を買い自分時間を楽しんでい

ます。子供と遊んでるときは子供に集中して一緒に遊びます。大人はそういったところで満足感も得られるかなと思いました。

外だと西山公園がありますが高低差があり小さい子は危ない。また泥なので汚れやすい。虫に刺されやすい。だるまちゃんのように広く色んな学年の子

が遊べる場所が欲しい。水遊びできるところも欲しい。室内遊びできリーズナブルなところが欲しい。

"企画には賛同で、自分自身もいろいろ調べてみました。市役所の方々にも何度かお話ししました。でも、人がいないから（人件費が出せない含め）でき

ない。責任が取れない。など言われます。屋外の公園のように無料で、子ども達が気軽に来て勝手に遊ぶというのは、屋内施設ではできないのでしょう

か？何か規定のようなものがあるのでしょうか？また有料であっても、市内と市外では金額を変える方がいいなぁと思います。本当、屋内施設欲しいで

す！ずっと屋外ばかり整備しておかしいと思っていました。活動応援しています！"

救急時に対応出来るように看護師など常勤だと安心です

"共働きのためそういうことを考える余裕もないです県外等の事例などわかりやすい提案があれば選びやすいです"

兄弟の年がはなれているためどの年齢でも楽しく遊べるとよい。
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

健常のお子さんも障害のある子もみんなが同じように楽しめる場所が出来たらいいなあと思います(^^)

県外にでればあるけれど、コロナの中特に出なくても気軽に行ける場所がほしいです。

交通機関が限られているため徒歩や自転車で移動することが多い。その上天候に左右される私設秘書だと行くところがない。全天候型に賛成

鯖江にそんな施設が出来るなら、保育園の後でもたくさん遊びに行きたいなと思います！入館料は無料かワンコインで、食べ物飲み物や他の所でお金を

取る形だと気軽に子供を連れて行けるので嬉しいです。

鯖江には西山公園しかなく、アスレチック場もベビーカーを押していくのはとても大変なので、利用者側に立った遊び場がいいです。あと、年齢別に遊

べるような場所が安心します。（小さい子がいるのに、小学生くらいの子が走り回ってると、ヒヤヒヤする）

鯖江のよさにも触れることができる場所。恐竜も勝山だけじゃなくて鯖江にもあったらうれしい。小さい子がのれる電車。

"鯖江は遊び場が少ない。支援センターも未就学児のみや回数制限があって行けない。鯖江は楽しみがない。"

鯖江市から越前市のだるまちゃん広場、てんぐちゃん広場なら通っている。同等の施設が鯖江にあると良い

鯖江市の図書館の近くに広場があるともっと良いかなと思います。

鯖江市は子どもが多いので、施設を作れば有意義に使用されると思います。

鯖江市は小さい子供の遊び場が本当に少ないと思います。いつも近隣の市や石川県まで遊びに行っています。全天候型の遊び場や、遊具がたくさんある

芝生公園を作って欲しいです。

鯖江市内にそのような施設ができたら、より子育てを楽しめると思います。

"鯖江市内には、雨の日に行ける施設がないアルプラザの２階のおもちゃコーナーで遊ばせることもあったが、今はそこも閉鎖されていて行き場所がない

支援センターも予約してまで行こうと思わなくなった お昼になったら一旦出なければいけないので、リズムの整っていない子どもがいる場合、利用し

にくいもし、そういう遊び場が鯖江にできたら、お弁当を持参して食べれるスペースがあるといい（時間に縛りなく）福井市から鯖江市へ引っ越してき

たのですが、子どもを遊ばせるとなると、越前市や福井市に行く機会がほとんどなので、あまり鯖江市に魅力を感じていないのが現状子育てしずらくは

ないけど、しやすくもない"

山形県上山市めんごりあ

子どもが思いっきり走って転べる場所が欲しい

子どもにはいきいきと、身体と心をいっぱい使って、遊び、元気に成長してほしいです。子どもが思い切り遊べる施設があると嬉しいです。
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

子どもの遊び場みたいな施設ができると鯖江がより良いまちになるに違いない。私には子どもはいませんが、鯖江市の親子の居場所が増えれば私は一市

民としてとても嬉しいです。全力で応援しています！

子育て支援センターは平日しか使えず、休日に遊ぶ所がほしい。

子育て相談に応じてくれるスタッフがいるといいと思います。

子供が小さいので、天気が悪いときに思いっきり体を動かせる場所をお願いします

子供が保育園に入園するまでは鯖江の支援センターをよく利用していました。仲良くなったお友達もいましたが、コロナで支援センターが休館となり、

その間に子供が保育園に入園しました。鯖江の支援センターは市民であっても就園児は通えないので、それ以降遊びに行きたくても行けません。平日に

休みがあっても利用できないのは、何だか寂しく、新しくなった支援センターにも行ってみたいです。約束をしていなくてもそこに行けば遊び相手や話

し相手がいる、気軽に遊びに行ける施設ができてほしいなと思います。

市外でも詳しく聞きたい

市内在住のこわ平日無料とかにしてくれるとすごくありがたいです。

市民達が立ち上がらないと実現しない事が残念。

支援センターは入園や就学すると行けない為、年齢差がある子供は連れて行けないし、土日に遊べる室内の遊び場がない。福井県のような雨や雪が多い

所ではもう少し増やして欲しい。

"施設は新築よりもむしろ既存の工場や倉庫や空き店舗のコンバージョンが面白いのでは。福井大学や福井高専の建築学科とのコラボとか。あと、鯖江は

かつて体操の世界大会、昨年にも高校の全国大会が開催された街なので、体操の要素をとり入れてみてはどうか？とふと思いました。地元の人の思いが

いかほどかは分かりませんが…好き勝手言ってすみません笑"

私は子供はいませんがお母さんがゆっくりできる時間（働いてる・いないに関係なく）が増えるといいなと思います

自分が子どものころとは違い、今は家の前でさえ遊ぶのに気を使う状況にあり、近くに気がねなく遊べる場所があればうれしいですね。

室内の広い遊び場があるのは嬉しいが、福井県は自然が豊かな場所なので、自然の中で遊ぶことと連動できるような仕組みがあったらいいと思う。雨の

日でも山歩きしたり、楽しめることはある。

芝政ワールドの室内大型遊具のようなものが嬉しい

若狭たかはま、エルどらんどの空中アスレチックのような施設が鯖江市の家の近くにあれば、毎月でも連れて行ける
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

授乳室やおむつ替えは沢山あるといい。

出来る限り近くの公民館も利活用出来ると良いと思います。

出来れば、0,1歳、2,3歳、4~6歳、小学校以上などと分けてほしい。

暑い日や雨の日は、屋根のない駐車場での乗り降りがおっくう。立体駐車場がほしい。あそんだ後に、ごはんが食べられる場所やカフェが近くにほしい。

帰りには、夕食の買い物ができるスーパーが隣接しているとうれしい。全部一緒に建てちゃえー

暑い日や雨の日は、屋根のない駐車場での乗り降りがおっくう。立体駐車場がほしい。あそんだ後に、ごはんが食べられる場所やカフェが近くにほしい。

帰りには、夕食の買い物ができるスーパーが隣接しているとうれしい。全部一緒に建てちゃえー

小さい子でも利用しやすい広いところ。いろんな遊具がある。使いやすい。

"小さい子と中間の子と大きい子の部屋(エリア)があると安心です。有料施設だと小学高学年～中学生など走り回って、ハイハイの赤ちゃんをぶつかった

り踏みそうになったのを見たことがあります。あと、親がスマホ見てて、ほったらかしにしてる人がいて注意する人がいないとき、スタッフの方が一声

かけてくれたら助かります。"

小さなこどもだけでなく、大人や中高生も利用できるものだとうれしい。

小さな子供を連れて階段を昇るのは辛いので立地としては平地が良いと思う。駐車場が屋外だと雨のとき厳しいのである程度は屋内駐車場が必要だと思

う。または駅からの無料シャトルバスを毎日運営して入り口目前まで行く様にすると小さな子連れでも利用しやすいと思う。

小学生から幼児まで遊べる施設であると嬉しいです。

障がい児も含めたインクルーシブな遊び場があると良いと思います。活動に参加してみたいです。

障がい者の利用、兄弟の利用ができると良い。

場所が増えることはいいことだと思います！

"親も一緒に学べるような場所が欲しい"

水あそびができるしせつがあると良いと思います

是非、鯖江市に遊び場を作ってください！期待しています！

是非とも作って欲しいです!
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

性別や障がいの有無、年齢にかかわらず、居心地よく過ごせる場所があるといいと思います。また、大人同志・子供同士、または大人と子供など安心し

てコミュニケーションがとれるコミュニティとしての場であってほしいと思います。

西山公園に近い所への建設を望みます

西山公園の近くの嚮陽会館等の既存資産の利用による

全天候型の遊び場は絶対必要 あらゆる場所で声掛け運動 鯖江市内にドラッグストアあり過ぎ あの広さに 子供ランド作って欲しい

全天候型の遊び場は町おこしにも絶対必要です！子育てしにくい場所に人は住みたいと思いません。

他の市には無い魅力的なもの。ここに行けば晴れでも雨でも遊びに行ける場所。

"他市町にあるからいいというのではなく、実際に暮らす自分のまちにできてほしい。この課題は今諦めて次に回すべきでないものだと思います。一緒に

未来を考えられる仲間がいるってやっぱりいいですね！みんなの想いを絶対に届けましょう！"

体が不自由な子でも利用できる

"体をうごかせるあそび場があるといいなトランポリンやボールがたくさんあったり"

体を動かせて、安心清潔なこと。いろいろな年齢の子どもにあったものがあること。サポートスタッフがいること。

大人の男性（パパ、おじいちゃん）が楽しめる設備を考えてほしい。そうすれば家族全員で行きやすい。ママや子供は既に設備が整っているイメージ

丹南高校の後の利用はいかがですか？

値段が高いと行かないのでリーズナブルにしてほしい

池田町のように有料でもあると良い

"駐車場広々。対象3歳～小学生くらい。低額。飲食できる別室のような物あれば尚よし。キッズパーク敦賀やてんぐちゃん広場みたいなのが理想。"

天候に関わらず、親子がともに心穏やかになる。または楽しくなる場所ができたら、それは素晴らしいことだと思います。応援しています。

"土日に集中すると思う。キャパオーバーにならないように、"

冬場のおやすみは家にいる事が多いので全天候型の遊び場があると親子の交友関係が広がる場にもなり、とても利用したいです。

冬場は子供が家に引きこもりになるので、是非利用したいです。

"働くパパママ達のお休みの日に一緒に遊べる場所、祖父祖母が保育園の帰りに立ち寄れる場所が欲しいです。"
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

乳児がいる間は屋外で遊ぶのは難しい。外で遊ぶ年の離れたきょうだいがいたら、赤ちゃんをどうするかが大変。

入園、未入園、小学生、中学生など子供の年齢に関わらず、全ての家族が利用しやすいものにして欲しい。

年齢別に遊具やアスレチックが有ると良い。

年齢毎に遊べるスペースがあるといい

"武生中央公園のようにお天気の良い日は外でおもいっきり遊べる芝生ありの遊具の沢山ある公園。小さい子も遊べるよう砂場も希望です。砂場は子供に

とってもとても良い事が沢山あるのに砂場のある公園が少ない！あとは水遊びも一緒にできた方が良いですね☆飲食店も一緒にあると良いです。雨の日

は中で遊べる場所も欲しいです。大人も一緒に楽しめるよう、本やマッサージなどはいらないです！子供と楽しめるような施設を希望します。パパとマ

マと一緒に触れ合いできるような屋内施設。音に合わせてダンスできたりなど♪体を動かして楽しく一緒に遊べるといいな☆鯖江に魅力的な施設がほし

いです。"

"福井は、雨天等が多いので、全天候対応型として、晴れの時は外で遊び天候が悪い時は室内で遊び、その遊びをとうして色々な事を学び考え創造性を高

められるようになればと考えます。その遊びを通して福井や鯖江の伝統工芸やスポーツに音楽と興味を持ってもらえればと思います。"

"福井は公園が多いが、屋根付の遊び場が少ない雨が降ると、遊ぶ場所に困る"

福井は冬が長かったり、夏は暑すぎて外で遊べなかったりするので大賛成です❗️

保育園の帰りでも連れて行ける、気軽に行ける場所がいい

保育園帰りに利用する事が多いので17時半もしくは18時まで営業してくれていると助かります。

毎週末行く場所に困っているので是非ほしい。

無料、屋内・屋外どちらもあると良い

無料で遊べるところがあると利用したい

木のあそび場があるといい

遊びだけでなく、勉強できる場所や子供食堂みたいなものもあるといいですね。建物の規模にもよると思いますが、ひとり親世帯にも使えるような施設

であってほしいです。

料金は無料が有り難いです。また、市外の人も気軽に行ける場所がいい。
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問：「あらゆる子ども（家族）たちが利用できる全天候型の遊び場」についてのお考えや想いがあれば教えてください。

＜回答＞

"例えば育休中など、ママ1人でも、小さな子供を連れて行けるような十分な設備がある。例えばオムツ交換スペースなどで、場所もトイレ内と、トイレ

以外の場所に専用のオムツ交換スペースがあったり、他は授乳スペースなど。あと、子どもが疲れた時や体調を崩した時や軽い怪我をした時などに、

ちょっとした休憩所や、学校の保健室的な感じで、医療の専門知識のあるスタッフがいたりなど。そういった設備も、広場の１箇所だけにあるのでわは

なく、遊び場の広さによって何箇所かあると、あっちまで行かないといけないとかの手間がなくなると思います。どうしても1、2歳くらいの子連れママ

は、1人で連れて行こうと思うと、ある程度の設備がないとなかなか不安で、外に出かけるのも億劫になると思います。後は衛生面などもきちんとして

いるほうがよりいいです。長々と記入してしまいましたが、用は子育てママ1人でも安心して子供と遊びに行ける、行こうと思える施設があると嬉しい

です！"
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おわりに：推進チーム一同からのお願い

今回のアンケート調査＆署名募集活動の結果を踏まえて、「さばえ×遊び場プロジェ

クト推進チーム」から鯖江市へ以下を要望させていただきます。

要望①

鯖江市内に、こどものための全天候型の遊び施設を追加整備する

要望②

施設の計画内容に、本アンケートの結果を反映させる

要望③

施設の計画初期段階から、行政職員以外の市民（当事者）を検討メンバーに加える

以上を何卒よろしくお願いいたします。

西野有香・見谷明希子・小玉陽子・酒井友季子・楳原秀典・山岸充


