
第３回
矢吹町屋内外運動場（未来くるやぶき）

施設利用に関するアンケート結果

まとめ作成日：平成29年11月16日
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◇アンケート調査期間 2017年9月〜2017年10月
◇アンケート調査場所 未来くるやぶき
◇調査対象者 屋内遊び場利用の保護者（1人1回）
◇サンプル数 219
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【0歳〜⼩学6年⽣向け】
人数 割合(%)

サッカー・フットサル教室 42 19.2
サッカー関連イベント 25 11.4
ダンススクール 79 36.1
ミニ運動会 109 49.8
工作・食育等教室 90 41.1
スポーツトレーニング 45 20.5
その他 5 2.3

■「その他」記述内容

・季節行事イベント

Ｑ１．「未来くるやぶき」は、子どもへの運動遊びや親子で遊びを楽しむイベント、サッカースクール等を
 開催しています。今後、どのようなイベントがあったら参加しますか。

・現在のままの自由遊び（孫は就学前なので・・・）
・バトミントンがとても好きでやりたがるけど場所がなくなかなかたいへん。こちらでやってもらえたらうれ
 しいです。
・かみしばい
・つな引き
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【親子向け】
人数 割合(%)

親子体操教室 112 51.1%
ミニ運動会 107 48.9%
サッカー・フットサル教室 24 11.0%
サッカー関連イベント 13 5.9%
その他 6 2.7%

■「その他」記述内容
・祭り
・料理
・工作、食育、一緒にできるもの
・リトミック、さつまいもほり、田植え（バケツで） ネットではすぐに売れてしまい、なかなかできません。
・子どもとできるエクササイズ（ダイエットの為に）
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【社会人向け】
選択肢 人数 割合(%)

ストレッチセミナー 103 64.4%
フットサル大会 22 13.8%
(夜間の）フットサルコート
の個人利用

24 15.0%

その他 11 6.9%

■「その他」記述内容
・年代別
・柔術等
・ヨガ  2人
・ダイエット、運動不足解消
・ダンス
・産後ダイエット
・コートの個人や団体利用。団体利用の助成。
・ヨガ、ピラティス

64.4%

13.8%

15.0%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ストレッチセミナー

フットサル大会

(夜間の）フットサルコートの
個人利用

その他

【社会人向け】

ページ 5



Ｑ２．イベントは、どのような条件(曜日、時間帯など)だと参加しやすいですか？

●土曜日、日曜日、祝日の開催
・土、日曜日 28人
・土、日の午後 9人
・土、日、祝日 8人
・土、日の午前中 8人
・休日 8人
・日曜日 8人
・土、日、祝日等の日中 3人
・日曜の午前中 5人
・土曜日 6人
・土、日の日中（10：00〜15：00） 3人
・午前中の土曜日 3人
・土、日、祝日の午後 3人
・土曜日の午前 3人
・土、日（10：00〜14：00）
・日、祝日 2人
・土日 13：30〜 2人
・日、祝日（10〜16時）
・日、祝日の日中（10：00〜15：00くらい）
・土曜日の午後
・日曜の午後 又は水曜の夜
・日曜日の夕方
・親子向けだと土、日の方が参加しやすいと思います。
・日曜日の10：00〜14：00
・日、祝日の午後
・土、日、祝日の9〜11時
・土、日、祝日の10：00〜11：30
・土、日、祭日
・土、日の昼間
・土日は午後からでも高学年の利用も可能にしてほしい。
・土、日のＰＭ3：00〜
・土、日曜日の13：00〜15：00
・土、日の9：00時位からの開催希望
・週末
・休日の昼間
・休日の午後
・休日の13：00〜14：30の時間帯
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●その他の曜日の開催
・午前中 12人
・平日の午前中 9人
・午後 7人
・昼間 4人
・平日 4人
・平日 3人
・仕事をしている人は休日。仕事をしていない人は平日。 2人
・木、金、土、日、祝日
・火、木、金
・金、土、（週末）の夕から夜
・火曜日の午前中
・平日の昼間
・平日の午後
・平日は夜
・平日だったら幼稚園が終わる頃から。
・未就園児なので昼間（週中）
・社会人向けは平日17：00〜19：00（20：00）が参加しやすいと思います。
・平日の17：00以降
・平日の夜18：00〜
・平日 10時〜、土日 15時30分〜
・平日の13：00以降
・親のみ→平日10時以降
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●その他
・午前中（子どもが昼寝する前）
・子供2人 3歳未満のため午前中
・18：00以降の時間
・夜7時
・朝〜15時くらいまでの時間でストレッチやヨガしたい。
・子供向けのイベントについては13：00〜。親子向けのイベントについては13：00〜 土、日、祝。社会人向けのイベントについては夜間

等。
・子どもが⼩さいので、上記イベントでは参加できない
・ＧＷやおぼんなどの⻑期休み
・⼩さい子なら日中でもいいですが、高学年とか中学⽣も参加できるイベントをやってほしい。
・順位を決めるもの。みんなで参加するもののイベントがよいです。
・ダンススクール
・少人数
・同じイベントでも分けてみたり年齢別にするなど
・⼩さい子だとお昼寝の時間とかぶらないといいと思います。
・接客業なので土日は仕事ですが、早いうちに日程がわかれば参加できると思います。
・雨の日
・赤ちゃんをみててくれる社会人向けのイベント
・朝から子供とストレッチや工作がやりたいです
・下の子（未収園児）も一緒に参加できるものだと兄弟で参加できるのでうれしいです。
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Ｑ３．「未来くるやぶき」へのご意見・ご要望をお聞かせ下さい。

・いつもやさしく接していただけるスタッフのみなさん、ありがとうございます。
・幼児〜⼩学⽣までが楽しく遊べるので、とても良い。主に体を動かして遊ぶので、運動不足にさい的です。
・スタッフもよいので楽しく遊ぶことができます。
・遊具に変化があるのであきない。
・新しい遊具があるといいかな。
・フットサル場が通年使えればありがたい（一般開放）
・いつも楽しく遊ばせて頂いています。スタッフのみなさんも笑顔が多く親切です。ありがとうございます。
・きれいなところで安心して預けられます。
・スタッフの対応が良い
・たいけんが出来るようなイベント
・いつの楽しませてもらっています。ありがとうございます。 4人
・スタッフの皆様、ケガのないようにお願いします。
・学校が休みの月曜日等に開いていたらよい
・皆さんいい人ばかりで、子供も喜んで通えてます。
・子供の教育に最高の設備だと思うので、今後とも利用していきたいと思います。
・とくになし
・無料で親子で楽しめる施設があるのは大変有難いです。これからも運営頑張って下さい。
・明るく清潔な空間で過ごせるので安心して遊べます。
・スタッフの方たちが、一緒に遊んで頂けるので、とても楽しめてます。
・ロッカーの100円が面倒。
・子供を楽しませてくれる工夫がありとても助かります。
・汗をかいた後に着替えが出来る場所があるといいのかなと思います。（子供が）
・施設もきれいで、親切で助かります。
・室内の砂場があったら良い。（室外でも清潔であればＯＫ） 夏場の噴水。
・毎回楽しく利用させていただいています。駐車場も近いし、施設もきれいで利用しやすいです。スタッフの方も親切でまた来たいと思う施

設だと思います。（町外ですが孫と何度も来ています。）
・天候に左右されず体をいっぱい動かすことができるのでいいと思います。
・安全、清潔で安心して利用出来ました。ありがとうございました。
・幼児も飲めるアンパンマンジュースの自販機がほしい
・ままごとができると嬉しいです。
・いつも楽しく利用させてもらっています。 2人
・にこにこ広場は年齢制限があるので、下にも同様の遊具があると良いと思います。
・時々マナーを守らない（守れない）子供がいる。きちんとマナーを守って遊んでいる人達の迷惑になるので、気をつけて見てほしい。
・子供達が楽しんでいる様子が見れて、良いと思います。
・遊ばなくても良いので、中学⽣以上がせめて中に入れるようにして欲しい。（兄弟で来た際に、待ちぼうけになるため）
・とても良い設備がそろっていて、いつもありがたく遊ばせてもらっています。布のなわとびを使った遊びも楽しいです。
・子供も未来くるで体を動かして遊ぶのを楽しんでいます。スタッフの皆さんと遊ぶのもうれしい様です。
・現在、ちょっとしたイベントとても楽しんでいるので色々なイベント企画してもらえたらいいと思う。
・はじめて来ましたが、とても楽しめています。
・こちらはスタッフがいっしょに遊んでくれるので子供がとても楽しくすごせるので大好きだそうです
・とっても楽しいです。 3人
・スベリ台、ブランコがあるとうれしいです。
・スタッフが遊んでくれるのですごく助かる。
・とてもよい施設だと思います。
・近くに屋内で子供を遊ばせる施設があると助かる。 2人
・いつも優しいスタッフさんに感謝してます。
・いつも楽しく参加させてもらえて感謝しています。
・ネットでリアルタイムの混雑が分かるともっと助かります。
・子供が楽しく安心して体を動かせる所なので、これからもよろしくおねがいします。未来くるやぶきは子供がスタッフの名前をいって「ま

た行こう！」と言う施設と思う。砂場がありますが、入場禁止となっています。砂場で遊ばせることはできないのでしょうか。
・いつも楽しく遊ばせてもらってます。 4人
・毎月、遊び場が変わってて楽しい。
・子どもを自由に遊ばせられ、色んなお話がきけたり講座に参加でき、とてもありがたいです（にこにこ広場）
・イベントが多いのでたのしいです。
・安心して遊ばせることができるのでとても助かります。
・なし
・体を動かす遊びが色々でき、スタッフの方も子ども達と遊んでくれるので来て良かったです。
・子供が福島のおばあちゃん家に来る時にいつも楽しみにしています。広々していてきれいな遊び場の提供ありがとうございます。
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・いつも楽しく利用させていただいてます。これからもよろしくお願いします。
・いつも楽しく利用させてもらってます。親子が一緒にできる体操教室とか（エクササイズ）があったらぜひ参加したいです。
・いつも子供と一緒に遊んで頂いたりとスタッフの方々の対応が温かく大変有難く思っています。
・スタッフが一緒にあそんでくれてたすかります。
・元気に遊び楽しみに来ています
・2階は町外の人は使えなくなった？と聞きました。町外の人でも入りやすいといいです。
・スタッフのみなさんがどこの施設よりも親切で優しく、いつも助かっています。
・フットサル場をもっと使いたい。
・乗り物やブランコがあるとうれしい。（子供たちに沢山体を動かしてほしい）
・お世話してくれる職員の方が多いので助かります。
・スタッフさんがとても親身になって接してくれる。
・スタッフの方もとても優しくて遊具も充実してとても楽しませて頂いています。子供とボール投げで遊べる大きさのボールがあったらいい

なあと思いました。
・スタッフのみんなが一緒になって遊んでくれて、声をかけてくれて、笑顔で接してくれるのでまた来たいな。と思います。
・子どもたちが未来くるやぶきにくるのをたのしみにしています。
・プール（0〜2歳児向け）があればありがたいです。
・おいかけっこや、はばひろくあそべて良かった。一緒にスタッフの方があそんでくれて良かった。
・スタッフの幡が子供といっぱい遊んでくれる所が良いと思います。
・ありがたい施設です。もう少し早めにあけて頂くと尚いいと思います。
・子供たちが楽しく遊んでます
・紙コップの50円〜くらいの自動販売機があるとうれしいです。
・いつも楽しく利用させていただいています。みんなで参加できるゲーム等が15分くらいあるといいかと思います。
・遊ぶ物は買えれば年1回くらいは違う物にできたら。あとは遊び方を変える。
・90分間の中でまん中の30分分間に子供たちみんなでできる企画（体操、レースなど）がほしい。
・ロッカーコイン投入式が毎回めんどうだと思ってしまう。雨の日に駐車場から赤ちゃんをつれていくのが大変。
・いつも楽しく利用させてもらってます。みんなで一緒に遊べる時間もあり、1時間半があっという間です。少しずつ子供がチャレンジする

姿が見れるようになりました。
・初めて来ましたが従業員の方々がとても親切で子供も楽しんで遊べる環境が整えられており、とても良く感じました。
・キッズパークとかよりスタッフがとても良い！体操クラブなみでびっくり！！
・下の階にもおままごとコーナーがあったら良いな。
・きれいでおもちゃがたくさんあるので良いと思います。
・トイレの数が少ない。
・外で3才以下の子供を遊ばせるスペースを作って欲しい
・外で使うものを増やしてほしい。3輪車とか竹うまとか。
・いつも楽しく遊ばせて頂いています。体を動かすものいがいもあって、目が届く所も良いです。
・スタッフの方が親切で安心して利用させていただいてます。
・大変ありがたく思っています。
・入場制限がかかる時には、駐車場の入り口で入れないことが分かるとありがたいと思います。
・雨天時によく利用させていただいています。
・雨の日など天気を気にしないで体を動かす事ができるし近所なので、気軽に来られるので嬉しいです。
・もっとイベントをふやしてほしい。（高学年向け）
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矢吹町屋内外運動場（未来くるやぶき） 施設の利用に関するアンケート調査票 

 

日ごろより、未来くるやぶきをご利用いただきありがとうございます。 

今後のより良い施設運営に反映させるため、アンケート調査にご協力をお願いします。 

矢吹町教育委員会 子育て支援課 

 

Ｑ１．「未来くるやぶき」は、子どもへの運動遊びや親子で遊びを楽しむイベント、サッカースＱ１．「未来くるやぶき」は、子どもへの運動遊びや親子で遊びを楽しむイベント、サッカースＱ１．「未来くるやぶき」は、子どもへの運動遊びや親子で遊びを楽しむイベント、サッカースＱ１．「未来くるやぶき」は、子どもへの運動遊びや親子で遊びを楽しむイベント、サッカース

クール等を開催しています。今後、どのようなイベントがあったら参加しますか。クール等を開催しています。今後、どのようなイベントがあったら参加しますか。クール等を開催しています。今後、どのようなイベントがあったら参加しますか。クール等を開催しています。今後、どのようなイベントがあったら参加しますか。 

 【０歳～小学６年生向け】 

 □サッカー・フットサル教室 □サッカー関連イベント □ダンススクール 

 □ミニ運動会 □工作・食育等教室 □スポーツトレーニング 

 □その他（                                ） 

 【親子向け】 

 □親子体操教室  □ミニ運動会 □サッカー・フットサル教室 □サッカー関連イベント 

 □その他（                                ） 

 【社会人向け】 

 □ストレッチセミナー □フットサル大会 □（夜間）フットサルコートの個人利用 

 □その他（                                ） 

 

Ｑ２．イベントは、どのような条件(曜日、時間帯など)だと参加しやすいですか？Ｑ２．イベントは、どのような条件(曜日、時間帯など)だと参加しやすいですか？Ｑ２．イベントは、どのような条件(曜日、時間帯など)だと参加しやすいですか？Ｑ２．イベントは、どのような条件(曜日、時間帯など)だと参加しやすいですか？    

 

 

 

 

 

Ｑ３．「未来くるやぶき」へのご意見・ご要望をお聞かせください。Ｑ３．「未来くるやぶき」へのご意見・ご要望をお聞かせください。Ｑ３．「未来くるやぶき」へのご意見・ご要望をお聞かせください。Ｑ３．「未来くるやぶき」へのご意見・ご要望をお聞かせください。    

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。フロント前回収ＢＯＸに投函下さい。 
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