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１．アンケート実施概要

アンケート実施概要は以下のとおりである。

・（仮称）和光市広沢複合施設に関するアンケート調査

・実施時期： 平成 29 年 8 月

・アンケート対象：和光市に在住の 15歳以上の 2,000 名を無作為に抽出

・回答数：622 名 回答率：31.1％
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２．単純集計結果

単純集計結果は以下のとおりである。

問１：あなたの性別を教えてください。

回答者のうち、女性が 52.2％、男性が 47.8％を占めた。

問２：あなたの年齢を教えてください。

年齢別の回答者は、多かった順に「40～44 歳」（12.2％）、「70歳以上」（11.4％）、「65～69 歳」（10.6％）、

「15～19 歳」（9.8％）、「30～34 歳」（9.6％）、「35～39 歳」（8.4％）・「45～49 歳」（8.4％）、「50～54 歳」

（7.7％）、「60～64 歳」（6.4％）、「55～59 歳」（6.8％）、「25～29 歳」（5.6％）、「20~24 歳」（3.1％）で

あった。

問１ 回答数 回答割合

男性 295 47.8%

女性 322 52.2%

合計 617 100.0%

問２ 回答数 回答割合

15～19 歳 61 9.8%

20～24 歳 19 3.1%

25～29 歳 35 5.6%

30～34 歳 60 9.6%

35～39 歳 52 8.4%

40～44 歳 76 12.2%

45～49 歳 52 8.4%

50～54 歳 48 7.7%

55 歳～59 歳 42 6.8%

60～64 歳 40 6.4%

65～69 歳 66 10.6%

70 歳以上 71 11.4%

合計 622 100.0%
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問３：あなたの職業を教えてください。

主なその他回答：パート主婦、フリーター、アルバイト、自営業店員、獣医師、嘱託、自衛官

職業は「正規社員・職員」が最も多く 34.0％を占め、続いて「無職」（14.8％）、「家事専業」（14.2％）、

「非正規社員・職員」（12.6％）、「学生」（11.0％）、「その他」（6.0％）、「会社役員」（4.2％）、「自営業

主」（3.4％）の順であった。

問４：あなたの世帯構成を教えてください。

主なその他回答： 兄弟・姉妹、友人、恋人、夫婦と孫

世帯構成は、「親と子（中学生以下の家族がいない）」が最も多く 28.5％を占め、続いて多い順に、「親と

子（中学生以下の家族がいる）」（26.5％）、「夫婦のみ」（23.0％）、「一人暮らし」（10.3％）、「そ

の他」（5.1％）、「三世代（中学生以下の家族がいない）」（3.4％）、「三世代（中学生以下の家族がい

る）」（3.2％）となった。

問３ 回答数 回答割合

会社役員 26 4.2%

正規社員・職員 211 34.0%

非正規社員・職員 78 12.6%

自営業主 21 3.4%

家事専業 88 14.2%

学生 68 11.0%

無職 92 14.8%

その他 37 6.0%

合計 621 100.0%

問４ 回答数 回答割合

一人暮らし 64 10.3%

夫婦のみ 143 23.0%

親と子（中学生
以下の家族が
いる）

165 26.5%

親と子（中学生
以下の家族が
いない）

177 28.5%

三世代（中学生
以下の家族が
いる）

20 3.2%

三世代（中学生
以下の家族が
いない）

21 3.4%

その他 32 5.1%

合計 622 100.0%
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問５：あなたの住居について教えてください。

主なその他回答：社宅、宿舎、寮

住居は「共同住宅（所有）」が最も多く 35.8％、次に「戸建（所有）」（35.3％）、「賃貸住宅」（35.8％）

と続いた。

問６：あなたがお住まいの地域を教えてください。

最も多かった回答が「白子」の 27.2％、続いて、「新倉」（15.8％）、「下新倉」（14.1％）、「本町」（14.3％）、

「南」（8.9％）、「丸山台」（7.7％）、「中央」（3.2％）、「広沢」（3.1％）、「西大和」（2.7％）「諏訪原」

（1.3％）、「諏訪」（0.6％）の順に多かった。

問５ 回答数 回答割合

戸建（所有） 218 35.3%

共同住宅 （所有） 221 35.8%

賃貸住宅 165 26.7%

その他 14 2.3%

合計 618 100.0%

問６ 回答数 回答割合

下新倉 94 15.1%

白子 169 27.2%

諏訪 4 0.6%

諏訪原 8 1.3%

中央 20 3.2%

新倉 98 15.8%

西大和 17 2.7%

広沢 19 3.1%

本町 89 14.3%

丸山台 48 7.7%

南 55 8.9%

合計 621 100.0%
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問７：あなたは和光市にどのくらいの期間、お住まいですか。

和光市に住んでいる期間は、「5年～20 年未満」と回答した人が最も多く 42.8％であった。続いて「20

年以上」（39.0％）、「5年未満」（18.2％）という結果となった。

問８：あなたは和光市内の会社・学校へ通勤・通学していますか。

「県外の会社・学校へ通勤・通学している」と回答した人が最も多く 43.0％、次に「通勤・通学していない

（自営業、専業主婦・主夫、無職）」（32.1％）、「市内の会社・学校へ通勤・通学している」（12.5％）、

「県内（和光市以外）の会社・学校へ通勤・通学している」（12.5％）の順となった。

問７ 回答数 回答割合

5年未満 113 18.2%

5 年～20 年未満 266 42.8%

20 年以上 242 39.0%

合計 621 100.0%

問８ 回答数 回答割合

市内の会社・学校へ通勤・通学している 76 12.5%

県内（和光市以外）の会社・学校へ通勤・通学している 76 12.5%

県外の会社・学校へ通勤・通学している 262 43.0%

通勤・通学していない（自営業、専業主婦・主夫、無職） 196 32.1%

合計 610 100.0%
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問９：あなたが和光市に住む理由を教えてください。

該当する答えの（ ）に○を３つまでご記入ください。

その他回答： 生まれた時から、転勤の為、親類が近くにいる、社宅・宿舎がある為、治安がよい、地

場産の農作物を入手出来る

和光市に住んでいる理由として最も多かった回答が、「交通（通勤・通学等）に便利」（426 件）であり、

続いて「和光市に地縁がある（以前住んだことがある等）」（157 件）、「自然環境がよい」（149 件）、「住

居費（家賃・住宅価格等）が適している」（132 件）、「その他」（105 件）、「全体としてイメージがよい」

（84 件）、「買物、食事、娯楽の場所が多い」（45 件）、「医療機関が充実している」（38 件）、「行政

サービス（福祉サービス・子育てサービス等）が充実している」（29 件）、「公共施設（文化ホール・図書

館等）が充実している」（26 件）、「教育環境がよい」（15 件）、「歴史・文化に魅力がある」（5件）の

順に回答が多かった。

問９ 回答数

和光市に地縁がある（以前住んだことがある等） 157

交通（通勤・通学等）に便利 426

買物、食事、娯楽の場所が多い 45

自然環境がよい 149

教育環境がよい 15

歴史・文化に魅力がある 5

全体としてイメージがよい 84

住居費（家賃・住宅価格等）が適している 132

行政サービス（福祉サービス・子育てサービス等）が充実している 29

公共施設（文化ホール・図書館等）が充実している 26

医療機関が充実している 38

その他 105

合計 1,211
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問１０：総合児童センター、保育クラブ及び保健センターについて伺います。（複数選択可）

問１０－１：総合児童センターの本館棟を利用したことはありますか。

総合児童センターの本館棟の利用については、「利用したことはない」が最も多く 49.8％を占め、次に「過

去 3年より前に利用したことがある」（35.1％）、「過去 3年以内に利用したことがある」（15.1％）の順

に回答が多かった。

問１０－２：総合児童センターのプール棟を利用したことはありますか。

総合児童センターのプール等の利用については、「利用したことはない」が 62.1％を占め、「ある」と回

答した人は 37.9％であった。

問１０－１ 回答数 回答割合

過去 3年より前に
利用したことがある

214 35.1%

過去 3 年以内に
利用したことがある

92 15.1%

利用したことはない 304 49.8%

合計 610 100.0%

問１０－２ 回答数 回答割合

利用したことがある 233 37.9%

利用したことはない 381 62.1%

合計 614 100.0%
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問１０－３：市内の保育クラブ（学童保育）を利用したことはありますか。

市内の保育クラブの利用経験は「利用したことがない」が 83.7％と多数を占め、「過去 3年より前に利

用したことがある」と回答した人が11.1％、「過去3年以内に回答したことがある」と回答した人が5.2％

という結果となった。

問１０－４：保健センターを利用したことはありますか。

保健センターの利用経験は「利用したことがない」が 50.9％と最も多く、「過去 3年より前に利用した

ことがある」と回答した人が 26.4％、「過去 3年以内に回答したことがある」と回答した人が 22.7％と

いう結果となった。

問１０－３ 回答数 回答割合

過去 3年より前に
利用したことがある

68 11.1%

過去 3 年以内に
利用したことがある

32 5.2%

利用したことはない 512 83.7%

合計 612 100.0%

問１０－４ 回答数 回答割合

過去 3年より前に
利用したことがある

162 26.4%

過去 3 年以内に
利用したことがある

139 22.7%

利用したことはない 312 50.9%

合計 613 100.0%
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問１１：（仮称）和光市広沢複合施設でしてみたいことについて伺います。

問１１－１：大人の方は子どもにしてほしいこと、中学生・高校生の方はやりたいことを教えて下さい。

（ご自身のお子さんに限らず、幅広く子どもにしてほしいことをご回答ください。）該当す

る答えの（ ）に○を３つまでご記入下さい。

主なその他回答：プログラミング学習、剣道、柔道、弓道他の総合体験のプログラム、写真教室・講座、

理科－科学の展示、鏡がありダンスができる場所、図書館、児童だけでなく障害(知
的など)のある人も利用できる施設、学校で経験できないもの

大人の方は子どもにしてほしいこと、中学生・高校生の方はやりたいことについて、最も多い回答が「も

のづくり」（282 件）、続いて「屋内スポーツ」（281 件）であった。続いて、「アウトドア・自然」（210

件）、「交流」（193 件）、「室内で動く遊び」（172 件）、「大きな音のでる遊び」（130 件）、「座って行う遊

び」（87件）、「子どもが主体となる活動」（75件）、「料理」（71 件）、「学習」（61 件）、「その他」（21 件）

の順となった。

問１１－１ 回答数

座って行う遊び 87

室内で動く遊び 172

ものづくり・体験 282

料理 71

大きな音のでる遊び 130

交流 193

学習 61

子どもが主体となる
活動

75

アウトドア・自然 210

屋内スポーツ 281

屋外スポーツ 143

その他 21

合計 1,726
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問１１－２：プールでやってみたいことについて教えて下さい。該当する答えの（ ）に○を２つまでご記入

下さい。

主なその他回答：ウォータースライダー、日焼け出来る環境、アロマが楽しめる、マタニティアクアビ

クス、マタニティスイミング

プールでやりたいこととして最も多かった回答が「プールで習う」（303 件）であり、次に「温浴」（264

件）、「プールで遊ぶ」（264 件）の回答が多く、続いて「いろんな人が使えるプール」（168 件）、プール

で練習する」（156 件）、「その他」（15件）の順に回答が多かった。

問１１－３：プール以外の健康づくり分野でやってみたいことについて教えて下さい。該当する答えの

（ ）に○を２つまでご記入下さい。

主なその他回答：トレーニングマシーン、足湯、近くに体育館があるのでスポーツ系はなくても良い、ト

ランポリン

プール以外の健康づくり分野でやりたいこととして最も多かった回答が「リラックスする」（336 件）

であり、次に「スポーツ教室」（284 件）の回答が多く、続いて「屋内スポーツ」（191 件）、「静かに過ご

す」（110 件）、「健康相談」（89件）、「屋外スポーツ」（78 件）、「その他」（16 件）の順に回答が多かっ

た。

問１１－２ 回答数

プールで遊ぶ 264

プールで習う 303

プールで練習する 156

いろんな人が使える
プール

168

温浴 264

その他 15

合計 1,170

問１１－３ 回答数

静かに過ごす 110

リラックスする 336

屋内スポーツ 191

屋外スポーツ 78

スポーツ教室 284

健康相談 89

その他 16

合計 1,104
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問１１－４：その他欲しい施設について教えて下さい。該当する答えの（ ）に○を２つまでご記入下

さい。

主なその他回答：入浴施設、コンビニ、フリースペース（飲食可）、貸防音スペース、自習室、保育園・

保育施設

欲しい施設して最も多かった回答が「カフェ」（340 件）であり、次に「レストラン」（184 件）の回答が

多く、続いて「ベーカリー」（142 件）、「ショップ（オーガニック・健康系・地元産品」（119 件）、「障がい

者が働ける店」（89件）、「ショップ（スポーツ・アウトドア系）」（56件）、「クリニックモール・薬局」

（56 件）、「その他」（40件）、「ホテル・宿泊施設」39 件）、「住宅（子育て支援・ひとり親支援）」（37件）、

「飲食店（アルコール）」（36 件）、「ヘアサロン・メーク」（14 件）の順に回答が多かった。

問１１－４ 回答数

レストラン 182

カフェ 340

ベーカリー 142

飲食店（アルコール） 36

ショップ（スポーツ・
アウトドア系）（ショッ
プ①）

56

ショップ
（オーガニック・
健康系・地元産品）
（ショップ②）

119

クリニックモール・
薬局

41

障がい者が働ける店 89

ヘアサロン・メーク 14

ホテル・宿泊施設 39

住宅（子育て支援・
ひとり親支援）

37

その他 40

合計 1,135
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問１２：（仮称）和光市広沢複合施設とどのように関わりたいですか。該当する答えの（ ）に

○を１つご記入下さい。

主なその他回答：施設を利用する、イベント等への参加、定年後地域に協力していく、高齢者が関われ

るものを支援したい、利用者、特になし、高齢者のため関われない

（仮称）和光市広沢複合施設との関わり方として最も多かった回答が「子どもが中心となる活動の支援を

する」（162 件）であり、次に「イベントのボランティア」（127 件）の回答が多く、続いて「その他」（76

件）、「教室を主催する」（58件）、「花壇づくり・お手入れのボランティア」（49 件）、「イベントの企画・運

営を行う」（37 件）、「イベントで出店・運営をする）」（32 件）、「託児ボランティア」（27 件）の順に回答

が多かった。

問１２ 回答数

教室を主催する 58

子どもが中心となる活動の支援をする 162

イベントの企画・運営を行う 37

イベントのボランティア 127

イベントで出店・運営をする 32

託児ボランティア 27

花壇づくり・お手入れのボランティア 49

その他 76

合計 568
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３．クロス集計結果

３－１クロス集計概要

クロス集計は以下の項目について行った

※太字部分はクロス集計用に複数の選択肢をまとめたものを示す。

クロス集計項目

① 1.1

問２：各年齢（12）

問１１－１：あそび（12）

―
1.2 問１１－２：プール（6）

1.3 問１１－３：健康（7）

1.4 問１１－４：その他（12）

② 2.1 問６：住んでいる地区(2)

周辺(中央、西大和団地、広沢、本町、

丸山台)

その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪

原団地、新倉、南）

問１１－１：あそび（12）

―
2.2 問１１－２：プール（6）

2.3 問１１－３：健康（7）

2.4 問１１－４：その他（12）

③ 3.1 問８：勤務地・通学場所（3）

市内、

市外（県内（市外）県外）、

通勤していない

問１１－１：あそび（12）

―
3.2 問１１－２：プール（6）

3.3 問１１－３：健康（7）

3.4 問１１－４：その他（12）

④ 4.1 問１０－１：児童センター利用経験

（3）

問１１－１：あそび（12）
―

4.2 問１１－４：民間（12）

⑤ 5.1

問１０－２：プール利用経験（3）

問１１－２：プール（6）

―5.2 問１１－３：健康（7）

5.3 問１１－４：その他（12）

⑥ 6.1 問１０－４：保健センター利用経験

（3）

問１１－３：健康（7）
―

6.2 問１１－４：その他（12）

⑦ 7.1
問１２：施設参加（3）

イベント（イベントの企画・運営を

行う、イベントのボランティア、イ

ベントで出店・運営を行う）

子ども（子どもが中心となる活動の

支援をする、託児ボランティア）

その他（教室を主催する、花壇作り、

お手入れのボランティア、その他）

問１１－１：あそび（12）

―

7.2

問１１－２：プール（6）

7.3

問１１－３：健康（7）

⑧ 8.1

問２：年齢（3）

20 歳未満

20 歳以上 65 歳未満

65 歳以上

問６：住んでいる地区(2)

周辺、

その他

問１０－１：児童セ

ンター利用経験(2)

利用あり（過去 3年

より前に利用、過去

3年以内に利用）

利用なし

8.2 問２：年齢（3）

20 歳未満

20 歳以上 65 歳未満

65 歳以上

問６：住んでいる地区(2)

周辺、

その他

問１０－２：プール

利用経験(2)
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３－２クロス集計結果・分析

クロス集計結果は以下のとおりである。

①年齢×施設に求める機能

年齢層別に施設に求める機能を明らかにするため、以下のとおりクロス集計を行った。

1.1 問２：年齢×問１１－１：あそび

・10代及び 40代は「屋内スポーツ」・「屋外スポーツ」を希望する意見の割合が大きく、10代では合計
34％、40代では合計 36％であった。
・年齢が高いほど、「交流」を希望する意見の割合が大きい傾向にある。

・10代は「学習」を希望する意見の数及び割合が、他の年代に比べて大きい。自由回答でも自習室を求
める意見もあった。
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1.2 問２：年齢×問１１－２：プール

・年齢が低い人の方がプールで「プールで遊ぶ」ことを希望している傾向がある。

・年齢が高い人の方がプールで「プールで習う」ことを希望している傾向がある。

・プールで「プールで練習する」ことを希望する人や「温浴」を希望する人は年代によって大きな傾向

はない。
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1.3 問２：年齢×問１１－３：健康

・年齢が高い人の方が「健康相談」を希望している人の割合が高い

・年齢が低い人のほうが「静かに過ごす」ことを希望している人の割合が高い。

・「スポーツ教室」を希望する人の割合は 50代が最も高い。
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1.4 問２：年齢×問１１－４：その他

・年齢が高い人の方が「レストラン」を希望している人の割合が高い

・年齢が低い人のほうが「カフェ」を希望している人の割合が高い。

・30代～40代の子育て世代が「ベーカリー」を希望する人の割合や数が大きい。
・10代はスポーツショップを希望する意見の割合が他の年代に比べて最も大きい。
・40代以上でショップ（オーガニック）を希望する意見の割合が大きい。



18

◆まとめ（年齢×施設に求める機能）

・年齢によって、各分野で希望する機能の傾向が異なる。

・あそびについては、10代、40代はスポーツを希望する人の割合が大きく、10代は学習を希望する人
の割合も大きかった。

・プールについては、年齢の高い人ほど「プールで習う」ことを求める人が多く、年齢の低い人ほど「プ

ールで遊ぶ」ことを求める傾向があった。

・健康づくり分野では、年齢が低い人のほうが「静かに過ごす」ことを希望している人の割合が高く、

年齢が高い人の方が「健康相談」を希望する人の割合が大きい。

・その他施設については、年齢が高い人の方が「レストラン」を希望する人の割合が多く、年齢が低い

人の方が「カフェ」を希望する人の割合が大きい。

②地区×施設に求める機能

計画地周辺の住民とそれ以外の地域の場所の住民の施設に求める機能を明らかにするため、以下のと

おりクロス集計を行った。

2.1 問５：周辺（中央、西大和団地、広沢、本町、丸山台）・その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪原団

地、新倉、南）×問１１－１：あそび

・周辺地域に住む人とその他地域に住み人の間で遊びに対する希望に大きな違いはみられない
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2.2 問５：周辺（中央、西大和団地、広沢、本町、丸山台）・その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪原団

地、新倉、南）×問１１－２：プール

・周辺地域に住む人とその他地域に住む人の間でプールに対する希望に大きな違いはみられない

2.3 問５：周辺（中央、西大和団地、広沢、本町、丸山台）・その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪原団

地、新倉、南）×問１１－３：健康

・周辺地域に住む人のほうが、「リラックスする」ことを求める意見の割合は大きい。

・その他地域に住む人との間で顕著な差はみられない。
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2.4問５：周辺（中央、西大和団地、広沢、本町、丸山台）・その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪原団地、
新倉、南）×問１１－４：その他

・その他地域に住む人のほうが、「ショップ（オーガニック）」を求める意見の割合は大きい。

・全体的に周辺地域に住む人とその他地域に住む人との間で顕著な差はみられない。

◆まとめ（地区×施設に求める機能）

・基本的に、複合施設に求める機能の、住む場所による顕著な差はどの分野においてもみられない。

・差がみられる部分として、健康づくり分野では、周辺地域に住む人のほうが、「リラックスする」こ

とを求める意見の割合は大きく、その他施設分野では、その他地域に住む人の方がショップ（オー

ガニック・健康系・地元産品）を希望する意見の割合は大きい。



21

③勤務地×施設に求める機能

勤務地や通学する場所によって平日の日中の行動が異なることが想定される。

市内に通勤する人や通勤していない人等の平日日中に和光市内にいる人と、平日日中に和光市外にい

る人の求める機能を明らかにするため、以下のとおりクロス集計を行った。

3.1 問８：市内・市外・通勤していない×問１１－１：あそび

・全体的に通勤する場所による遊びに対する希望で顕著な傾向はみられない。

3.2 問８：市内・市外・通勤していない×問１１－２：プール

・全体的に通勤する場所によるプールに対する希望で顕著な傾向はみられない。
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3.3 問８：市内・市外・通勤していない×問１１－３：健康

・市内で勤務している人は「静かに過ごす」ことを希望する人の割合が最も多い。

・通勤していない人は「健康相談」を希望する人の割合が大きい。

3.4問８：市内・市外・通勤していない×問１１－４：その他

・通勤していない人は「レストラン」を希望する人の割合が大きい。
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◆まとめ（勤務地×施設に求める機能）

・あそび・プール分野では、複合施設に求める機能の、勤務地・通学場所による顕著な差はみられない。

・差がみられる部分として、健康づくり分野では、市内で勤務している人は「静かに過ごす」ことを希

望する人の割合が最も多く、通勤していない人は「健康相談」を希望する割合が大きい。

・その他施設については、通勤していない人は「レストラン」を希望する人の割合が大きい。

④児童センターの利用経験×施設に求める機能

近年利用したことがある人、昔利用したことがある人、利用したことがない人が求めるあそびやその他施設

に求める機能を明らかにするため、以下のとおりクロス集計を行った。

4.1 問１０－１：児童センター利用経験×問１１－１：あそび

・3年以内に児童センターを利用している人は「室内でのあそび」、「屋内スポーツ」を希望する人の割
合が他のグループに比べて多い。

・児童センターを利用したことない人は「ものづくり」を希望する人の割合、人数が多い。
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4.2 問１０－１：児童センター利用経験×問１１－４：その他

・3年以内に児童センターを利用している人は「ベーカリー」を希望する人の割合が他のグループに比
べて多い。

・児童センターを利用したことない人は「ショップ（オーガニック）」を希望する人の割合・人数が多

い。

・「カフェ」・「レストラン」を希望する人は児童センターの利用経験に関わらず一定数いる。

◆まとめ（施設の利用経験×施設に求める機能）

・児童センターを 3年以内に利用している人は、あそびでは「室内でのあそび」、「屋内スポーツ」、そ
の他施設では「ベーカリー」を希望する人の割合が大きい。

・児童センターを 3年以内に利用していない人は、あそびでは「ものづくり」、その他施設では、「ショ
ップ（オーガニック）」を希望する人の割合が大きい。
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⑤プールの利用経験×施設に求める機能

児童プール開館時にプールを利用していた人と、利用していなかった人の施設にプールや健康づくり、

その他施設に求める機能を明らかにするため、以下のとおりクロス集計を行った。

5.1 問１０－２：プール利用経験×問１１－２：プール

・プールの利用経験のない人は「温浴」、「いろいろな人が使えるプール」を希望する人の割合が利用し

たことがある人に比べて多い。

・プールの利用経験がある人は「プールで練習する」ことを希望する人の割合・数が多い。

5.2 問１０－２：プール利用経験×問１１－３：健康

・プールの利用経験の有無で健康分野での希望することにあまり大きな差はない。
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5.3 問１０－２：プール利用経験×問１１－４：その他

・プールの利用経験のない人は「レストラン」を希望する人の割合が利用したことがある人に比べて多

い。

・プールの利用経験がある人は「障がい者のお店」を希望する人の割合・数が多い。

◆まとめ（プールの利用経験×施設に求める機能）

・プールの利用経験によって、プールでやりたいことについて差がみられた。利用したことがある人は

今までどおり練習に使うことを希望する割合が大きい。

・プールの利用経験と健康分野でのやりたいことについては顕著な差はみられなかった。
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⑥保健センター利用経験×施設に求める機能

保健センターを利用する人が施設に求める機能を明らかにするために、以下のとおりクロス集計を行

った。

6.1 問１０－４：保健センター利用経験×問１１－３：健康

・保健センターを 3年以内に利用している人は「教室」を希望する人の割合が大きい。
・保健センターを 3年以内に利用していない人は「静かに過ごす」を希望する人の割合が大きい。
6.2 問１０－４：保健センター利用経験×問１１－４：その他

・保健センターを 3年以内に利用している人は「ベーカリー」を希望する人の割合が大きい。
・全体的に希望するその他施設は保健センターの利用経験によって顕著な差はない。
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◆まとめ（保健センターの利用経験×施設に求める機能）

・保健センターを 3年以内に利用している人は健康づくり分野では「教室」、その他施設では「ベーカ
リー」を希望する人の割合が大きい。

・保健センターを 3年以内に利用していない人は「静かに過ごす」を希望する人の割合が大きい。

⑦施設運営への参加×施設に求める機能

施設運営への参加形態別の施設に求める機能を明らかにするために、以下のとおりクロス集計を行っ

た。

7.1 問１２：施設参加×問１１－１：あそび

・子ども関係のボランティアを希望する人は「室内でのあそび」を希望する人の割合が大きい。
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7.2 問１２：施設参加×問１１－２：プール

・イベントに関するボランティア等や、子どもに関するボランティア等を希望する人は、「プールで遊

ぶ」ことを希望する人の割合が、その他ボランティアを選ぶ人に比べて多い。
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7.3 問１２：施設参加×問１１－３：健康

・イベントに関するボランティア等を希望する人は、「屋内スポーツ」・「屋外スポーツ」を希望する人

の割合が大きい。

◆まとめ◆

・施設運営への関わり方の希望によって、施設に希望する機能に一部、差が見られた。

・子どもに関するボランティアを希望する人は、あそび分野で「室内でのあそび」を希望する割合が大

きく、イベントに関するボランティアを希望する人は健康づくり分野でスポーツを希望する割合が大

きい。
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⑧年齢×地区×施設の利用経験

利用経験は、地区及び年齢によって影響を受けるのかについて明らかにするため、以下のとおりクロ

ス集計を行った。

8.1 問２：年齢（20歳未満、20歳以上～65歳未満、65歳以上）×問６：周辺（中央、西大和団地、
広沢、本町、丸山台）、その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪原団地、新倉、南）×問１０－１：児

童センター利用経験

・周辺地域とその他地域で各年代の児童センター利用経験における割合には大きな差はない。

8.2 問２：年齢（20歳未満、20歳以上～65歳未満、65歳以上）×問６：周辺（中央、西大和団地、
広沢、本町、丸山台）、その他（下新倉、白子、諏訪、諏訪原団地、新倉、南）×問１０－２：プ

ール利用経験

・周辺地域とその他地域で各年代のプールの利用経験における割合には大きな差はない。

◆まとめ◆

・周辺地域とその他地域で年代ごとにプールや児童センターの利用経験に顕著な差は見られなかった。
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４．自由回答結果

問１３での自由回答結果を以下に記載する。

コンセプトに関する意見・要望

・どんな人でも気楽に気軽に利用できる場所で、楽しくすごせる施設にしてほしいです。元気になれる

場所。リラックスできる空間。

・和光市民として誇れる子供の育成に力を入れて欲しい。

・和光市内だけでなく、他の地域からも遊びに来てもらえるような魅力のある市を作っていただけると

幸いです。

・本事業を民間に委託するのも一理ありますが、和光市の企業、社協、市民の雇用が促されるのも大切

かと思います。限られた予算内で、事業を継続された社協の経験なり実績は今後にも十分に生きる物

と思います。

・ボランティアやマンパワーの登録・派遣などのコーディネートを行う拠点の設置。元気な高齢者が子

供と交流しながら活躍できるイベントや活動の企画運営を行う拠点。

・子ども達のために、良い施設が出来ればと思っています。

・子がいない世帯や単身世帯も、恩恵が受けられるような施設になってほしいです。

・認定子ども園や防災の為の施設など住む人にとって嬉しい施設が出来るようで良かったです。プール

は毎年楽しみにしている人も多いと思います。ぜひ子供から大人までいろんな方々が楽しめる施設を

期待しています。また、問 12にあるように、関われる機会があるのなら、企画・運営やボランティア
等やってみたいです。

・子どもたちが安心・安全に生活できる居場所作りに期待します。

・せっかく新しいものを作るならアイディアあふれる他にないものがよい。足立区のギラクシーは地区

外からの人でいっぱい。他と同じものを作るなら今さら大きな予算を組む必要もないし、感動もない。

和光は交通の便がいいというだけで地価があがっているが、教育レベルは低いし、駅前に塾もなく大

和中のように今どき大規模中で評判はよろしくないし、教育環境を整えるとより若い世代にアピール

できると思う。特に 23区しか受験資格のない国立小は、和光市だけは特別に受験できたりするすばら
しい立地なので、その辺もアピールできるので、子供をとりまく環境をもっと整えてほしい。

・和光市の魅力となる施設とするべき。市民が利用したいと思うもの-住みたい市になるお得感(価格)充
実感(規模)利便性(アクセス)簡単(手続きが容易)等お願いしたい。住みやすい市、市民が喜ぶことに税
金を利用してほしい。

・子供を中心に、市民が利用しやすい施設ができますことを、お祈りいたします。

・子供のために有効活用できる事業をお願いします。近隣の民間施設と重複しない、するのであればよ

り安価に利用できる施設、利用形態を希望します。

・①図書館、福祉センター、公民館、等々とダブる活動はムダが多くなり、管理に要する(人件費等を含
めて)経費も余計にかかり、結局維持してゆく為に市民が経済的痛みを負わなければならないのは、困る。
いわゆる「遊び」のためでなく、児童の「能力と体力の発達」の促進のためという点に絞って、集中し

た施設と活動にすべきと思う。②もう１つは、１日中スマホばかり見ていると言う、そういう風習(いま
やそれが習慣化してしまっている)のマイナス面が今後長期にわたり児童を次々と蝕んでゆき、いずれ表
面化するだろう。その危険性から、遠ざけ守り健常な人々と成長してゆくための一方法という役割から

も充分、練る事が必要と思う。→目映りと目移りのする楽しい施設では意味もなし。“楽しむ事”は悪

い事ではないが、“鍛える”事に目的を持たせる方がよいと思う。
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・誰でも気軽に利用できる施設であればと思います

・親戚の子供が来ても、遊具の有る遊びが無く、体をもてあましてる。勝手な言い分ですが、子供が沢

山来て賑やかな場所になって欲しいです。子供達の声は嬉しいものです。

・和光市の友好都市との交流を活発し、高齢者が自然の中で老後、地方友好都市で暮し、若者世代が和

光市で生活する仕組みを本事業で交流を活発にしてほしい。

・子育て世代がとても増えています。子供の事はもちろんですが、その人数分将来高齢の方も増えるこ

とでしょう。幅広い世代が住みやすい市になるよう、各施設運営を行って欲しいと思います。沢山の

意見を取り入れ、頑張って下さい。期待しております。

・大変良い施設かと思いますが、大人も利用できる空間もあればと思います。

・こどもがいきいき遊べる場所になると良いですね。

・赤ちゃんから高齢者まで、全ての年代の人が交流できる場と催事を計画する組織が必要と思います。

・子供中心の施設で結構ですが、子供と大人の交流の場という要素も一部、盛り込んではいかがでしょ

うか。地域全体で楽しめる、交流の場というイメージです。

・これだけ子育て支援(子育てしやすいまちづくり)を市長選でも掲げられていたのだし、地下鉄、東横線
などのアクセスが便利になった和光市だけに、より早く実行されるべきかと思います。とくに、自然

がまだ多くある事を活かして、子供たちが安心して子供だけで遊べる原っぱ(遊具は遊んでも 20分で
飽きます)と、虫や鳥のすめる森。いろんな世代の人が集う場がある(共存)ことが、子供にとって生き
やすい=大人も生きやすいかと思います。何度もいきたくなる、当り前に集う場になったらいいですね。
わこうっちとさつきちゃんをもっと活かして下さい。プールはとくに早くつくって下さい。

・和光市の中枢となる市役所、会館に併設する施設なので、集約効果の見込める体系を望みます。人口

増加の著しい和光市ですので、地域住民だけが集うものではなく、予算を費やして他に発進できる施

設計画を進めて頂きたい。夫婦共々和光育ちなので、何にしても素敵な計画を考えて頂けたら嬉しく

思います。

・(大人)老人も寄りやすい施設。子と老人の交流。
・再生可能エネルギーの利用等、環境に優しい施設でもあって貰いたい。

・多世代が利用できるけど、区切りも設けて流行り病のまん延防止、プライバシー(煩わしさ)も守れれば
私は、利用したいです。楽しみにしています。

・スタートは良いと思うが、人の流れ、ニーズも変化していくので、３年タームで今後の運営を継続し

て考え続けていくことが大切だと思う。いろいろ組み替えが可能な施設である必要を感じます。

・幅広い年齢層が楽しめる場所にしてほしいです。

・赤ちゃんから、高校生まで子供たちがみな気がねなく生き生きと遊べるようにしてほしい。

・人の集まる(きちんと運用されている)施設にしてほしい。
・子供と大人が供に楽しめる場所になる事を期待しております。

・先月に届いたこの封筒により市の複合施設の計画を知りました。私はこの春に和光市に引っ越してき

ましたが、これまでに感じた事として、子供連れの家族をよく見かけてきたのが一番印象に残ってお

り、「子供が多い町」というイメージを持っています。一方で首都圏を含め全国的な高齢化が進んでお

り、そのくい止めが早急な課題という声をよく耳にしてきました。少子化対策として、この複合施設

では「両親が安心して子育て出来る」また「子供が体を動かし、自然と触れ合う中で活き活きとした

活動の出来る。」環境作りを目指していただきたいです。よろしくお願い致します。
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アクセスについて

○バスについて

・白子からだと交通手段的に、成増や光ヶ丘方面の方が行きやすく、総合児童センターや和光市駅方面

には、自転車じゃないと徒歩では時間がかかり過ぎるし、バスや電車だと両方乗らなくてはならず、

かなり交通費がかかってしまう為、雨の日など予定していても行けなくなってしまうので、もっと気

軽に行けるようコミュニティバスの本数をもう少し増やして欲しいと思います。

・子供たちにもっとこのような事業があることを伝えてほしい。あと、そこに行くまでの道のりが、小

さい子どもだととても不安。行かせたくても、子供達だけで行かせることに消極的になるので利用し

にくくなると思う。そこに行くまでのルートを確立してほしい。(無理言うとバス等ほしい)中学生は、
時間が無いのでがんばって長期休みしか行けないと思う。

・本事業とは直接のかかわりはないが、交通機関の充実があれば利用する。(自宅が白子１丁目で、子ど
もが市バス等を利用して、この地域に向うにも便数が少なく、自転車でも遠いため、広沢地区周辺の

住民・子供だけがサービスを享受することとなるのが不満である。)
・白子からのバスの便が悪い。

・バス便などアクセスを良くして欲しい。(車を利用しなくても良いように)定期的に地場特産品(野菜等
含む)販売が行われると良い。
・交通の便をもっとわかりやすく、来ることができるようになってほしい。例えばバスなどの時間帯の

工夫など。

・総合児童センター等が整備されるのはとても良いことだと思うし、期待していますが、白子に住んで

いると、どうしても和光市の中心に行きにくく、和光市民なのに、成増を利用してしまいます。この

施設が完成したら、和光市民が皆利用しやすいように、もっとバスの本数を増やしたり、バスの運賃

を安くしていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

・白子一丁目はこの複合施設まで遠いため、なかなか利用したくてもできないと思います。循環バスの

本数も少なく、利用できません。近くに住む方や、車の運転ができる方はいいと思いますが、市民全

ての方が楽しんで気軽に利用できるよう考えてほしいです。

○駐車場について

・複合施設はとても人気になりそうですので、遠方からも来館者があるかと思います。現在の(P）は足
りないので、(P)の増設を希望します。市役所（P)を使用できますが、以前プールの教室があった頃は
(P)が時間的に閉まっていたのか、(？)児セン前にプールのおむかえの車がズラッと並んでいて、通り
にくかったのを覚えています。(個人的意見ですが、広沢周辺以外にも開発に力を入れて欲しいです。
『南』は住宅が増えつつありますが、周囲に医院もスーパーもなく車がないと不便かなと思います。

ご検討の程、宜しくお願い致します。)
・雨天等での児童センター利用機会も相応にあると思いますので、駐車場の確保を考慮して頂けると有

難いです。

・駅から遠く不便な所なため、十分な駐車スペースが絶対に必要。市役所の駐車場が３時間以降に課金

されるのもどうかと思う。子供を遊ばせてご飯を食べさせたりすると、３時間以上経ってしまうこと

がほとんど。

・利用するには少々交通が不便なので、駐車場のスペースを拡大してほしいかと思います。(料金の安い
有料でも可)
○その他
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・豪華な施設をシビックコアなどの一か所に集中するのはやめてほしい(近くの公園の子供用遊具は貧弱
になっている)シビックコアから遠い住民には恩恵が少ない。図書館のように隣接市区の同様施設を利
用できるようにしてほしい。利用するため交通費、時間がかかる住民のための補助制度を考えてほし

い。(市役所へ行くのは半日仕事)・学校の施設は有効に利用されていないのか？利用時間を長くしてほ
しい。(役所の職員のための仕事施設ではない)
・白子３丁目から広沢へは、車が無いと不便です。「プールに行かせたい」「体育館に行きたい」等行く

のに悩み結局、近接の板橋区練馬区へ足を運ぶ事が多いです。せっかく、和光に住んでるのに、ハッ

キリ言ってセンターへの利用はできません。

・利用の為の交通機関の拡充、利便性。

・小学校に入学以前はよく利用しましたが、入学後はパッタリと利用しなくなりました。南地域(特には
じっこ)からは、子供だけで行くには少し心配な距離です。きっと広沢小学校の子供の為の施設になっ
てしまうでしょう…。
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児童センターについて

○幼児・児童の利用について

・未就学児を連れて遊ばせる場所、喜びそうな遊具のある施設があればと思います。プールもその様な

目的に適ったものであれば有難いです。

・幼児がいるので、児童センターが更に充実したものになるのは、大変ありがたいです。未就園児が体

を使って遊べるようなコーナーができたらよいなと思います。和光市全体をみても、子どもたちが自

然の中で自主性をのばしてのびのび遊べる場所がほとんどないので、そういった場所になれば素敵だ

なと思います。常設のプレイパークのような。また、建替で児童センターが使えない期間、他の施設

の遊具を充実させるなど、児童センター難民が出ないよう対策をとってもらえたらありがたいです。

年齢別サークルも、建替期間中は他の施設での受け入れ人数を増やしてもらえたら、と思います。

・９月に出産予定の妊婦です。マタニティ用のスペース(手作りグッズ体験など)や、子どもが動き回れる
庭園、赤ちゃん用スペース(遊び場)があると良いなと思いました。また、楽器体験など、家ではできな
い事があると楽しいなと思います。

・小さな子供は、広く自由に遊べる空間が欲しい。あまりくぎらないで、広く自由に遊べるようにして

ほしい。安全性はもちろん大事です。(おもちゃを自由に使用できるようにしてほしい)
・外遊びのできることを充実できたらいいと思います。秘密基地のようなツリーハウスがあったり、木

登りできるか、子どもも大人もワクワクするようなアスレチックなどあったらいいなと思います。

・屋内で体を動かす遊びがしたい時、現状では市外に子どもと出かけています(例、戸田市の児童センタ
ーや朝霞のプール)が車が必ず要ります。市内に対象の遊び場が増えるとありがたいです。(男児がおり
ますが、花粉症がひどく屋外の公園では苦しむことになるので)
・大人の健康づくりは体育館でできるので子どものためのものをやってほしい。今の児童センターは、

指導員が単なる監視の役割なので、もっと積極的に子どもの遊びにかかわって、向上するような事を

してほしい。おいてあるおもちゃに魅力的なものがない。

・意見が適切かどうかわかりませんが、市内の幼稚園・保育園小学生の子供達に対して美しい物・音楽

やコンサート等情操教育をして頂きたい。ピアノ・オーケストラ・バレー・フラメンコやそういうも

のを目にして目標にする子供が生まれてくる事もあると思います。(自分がそういう環境にありません
でしたので、子供達には美しいものを見せてあげたい)
・和光市の幼稚園・保育園には自前の遊戯施設を持たないところが多い。シーアイハイツなどでは近隣

の園児が訪れて利用(団地内応援)しているのを見かける。新センターでは、屋内・屋外共にこうした園
児にも気兼ねなく利用できる設備を用意しては如何か。箱物(ハード)は企画部、遊戯アイテム（ソフト）
は保育施設課も参画し、有意義な他市にも劣らないセンターであることを望みます。

・赤ちゃん、幼児が一緒でも使いやすい様にしてもらいたいです。オムツの交換、授乳室、託児等。

・和光市民としての感想です。人口増えて、税金も多いのではないかと思うのですが、子供達がスポー

ツをする環境がなく大変不満です。是非様々な環境整備に期待しています。

○学生の利用について

・子供が小さい頃は、児童館もプールもよくお世話になりました。いろいろな企画にも参加させて頂き

ました。私は専業主婦だったので時間には余裕があったのですが、働いているお母さんも利用できる

場、リラックスできる場になるといいと思います。中・高生の学校が終わってからの居場所(スポーツ・
勉強・バンドなどの趣味)ができるといいと思います。５時６時に閉館ではなく、夜間オープンも考え
てほしいです。
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・学生が勉強できる自習スペースが欲しいです。和光市の施設には勉強できるスペースがありますが、

一人ひとりの個室に分けられていないので、中学生などでの複数人で利用する人がいると、とても騒

がしくなり大学入試に向けての勉強が邪魔されてしまいます。また、塾や予備校へ通っていても、日

曜日になるとたいていの塾や予備校が休校になってしまうので、学生には必要であると考えます。

・子供がまだ小さいので、幅広い年代に合ったサークル・イベント等があれば長く利用していけるので、

ありがたいと思う。平日だけでなく、土日も親子で参加できる催しがあると良いと思う。

・特に中学生は勉強する場所を必要としています。

○大人（子育て世代）の利用について

・自分が子育て中に一番したかったことは「眠りたい」でした。幼い子を育てている母親は「立ったま

までも眠れる」と言われるほど、睡眠不足が慢性化していると思われます。それが虐待につながった

りもするのではないでしょうか。児童センターに母親の「仮眠室」を設け、疲れた母親は子供を連れ

てきて、いつでも休める。それをサポートするのは子育てを終えた地域の女性ボランティア(60代～)
歳をとると幼い子が本当にかわいいと思えます。夜泣きや反抗期で余裕のなかった頃を思うと、なん

とか手助けしてあげたいと思います。支援するというよう自分が喜びをもらえます。双方にとってよ

いのではと思います。特に保育園も幼稚園もいかず、家で二人きりのような人には、いいのではない

でしょうか。

・交通量が多い場所なので、子供だけで通ったりするのは危ないと感じる。図書館や、屋内で遊べるの

が良いと思う。家族で過ごせるような安心できる場所に。プールは利用してました。子供が遊んでる

間に、本を読めたり時間をつぶせる場所があればいいなと考えていました。子育て世帯も増えてるよ

うなので、子供が伸び伸びできる施設ができればと願います。

○施設機能について

・住んでいる所が新倉なので、なかなか足を運ぶ事が少ないのですが、魅力のある施設が出来るのを楽

しみにしています。今の総合児童センターの記憶だと、薄暗かった気がするので、遊ぶ所は明るく、

リラックスするところは暗めなど場所によって変えられたらうれしいなぁと思いました。

・冷房完備の体育館は残して欲しい。

・現施設(児童館)はあまりに管理がされておらず、不衛生な感じがして、乳幼児を連れて行きたいと思え
なかったので、長期的に利用者が気持ちよく使えるよう、管理をきちんとしてほしい。・流行病の感染

防止の為に定期的な遊具の清掃をしてほしい→室内施設は、乳幼児のいる親にとってありがたいもの

だが、管理されていなければ病気の感染等を考えて、結局利用しなくなってしまうので、お願いした

い。

・開設たのしみしています。駐車スペースがあると、雨の日や、吹上観音など遠い方も利用しやすいと

思う。貸し切り出来るお部屋があると、子供サークルなど集まりやすい。

○その他

・ハイハイする子供を持つ親子さんが子供を遊ばせ、かつ友人等と話せる(お茶飲みながら)白子子育セン
ターのスペースのようなものが少ないので、レストランなども市内にないので(たたみなど)なかなか外
へ出て食事するのに、苦労したことから児童館含む施設であるなら、そういったことも加味してほし

いと思います。もし子供だけでなく、小さい子からお年寄りまで使用できることをコンセプトにする

なら、スポーツ施設にするのもいいのでは？と思います。児童館センターはたくさんある方だと思う
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ので(逆に今までと同じものを作るなら他施設を利用すればよいので)ボーリング場やアスレチック・プ
ール・ヨガ・サバイバル等おもしろいのがよいです。

・和光市で育った子どもたちが、将来このセンターでの思いでを語りあえるようなイベント・活動がで

きると良いと思います。普段、学校では出来ない体験をすると、視野が広がり新しいことに興味を持

てたり、子どものストレスも解消できると思うので、たくさんの子どもたちが行ってみたいと思える

施設が出来ると良いです。

・①施設の名前はかた苦しくないものが良いと思う。②ワークショップなどあれば参加したい③予算も

あると思いますが、和光らしさの出る建物や、オブジェなどあると良い。たとえばイチョウの葉の像

など。待ち合わせできるスポット、写真の撮れるスポットなど。④子どもと大人、親子や親や孫など、

子ども同士だけでなく、大人と子どもがコミュニケーション取れるような施設であってほしいし、イ

ベントなども開いてほしい。⑤一定のスペース(たとえば座敷など)以外は土足だとありがたい。靴をぬ
ぐとめんどうだし(冬はブーツなど)子どもがまちがえたりするので。⑥気軽に教室など開けるスペース
や、フリマなどできるコーナーがあると良い。売ります、買います、コーナーなど。⑦地域の情報な

ど、自由に書きこめる掲示板などあると、利用者にもメリットがあると思う。←いろいろありますが

書き切れないので。

・スマホなどが普及している今、子どもたちの遊びがゲームなどに偏りがちです。この施設でしかでき

ない安全で体力づくりもできる場所を作ってください。10年後、20年後私の子どもが産まれた時、
楽しく過ごせる施設であることを願います。頑張ってください。

・総合児童センターを時々利用するため、工事を最優先で行って欲しいです。(利用できない期間を短く
して頂きたい)施設全体の完成を待たずに、一部でも完成している場合は、開館できるように工事計画
を立てて下さい。利用している子供達も多いと思うので、宜しくお願いします。

・早く総合児童センターの建替をしてほしい。
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プールについて

○建替えの希望

・プールのない市町村は、ちょっとはずかしいので早く計画を立案して下さい。

・プールを早く直して下さい。

・プール棟が利用出来たらなって思う事が多々あります。

・早くプールを使いたいです。

・早く市民プールが利用できるようになることを願ってます。子どもと利用したいです。

・早くプール棟が使えるようにして欲しい。

・プールの閉館期間が長すぎる。早急な整備、再開が望まれる。児童センターでの、水泳教室は費用も

安く、子育て支援の目玉事業になりうるので…。

・可能な限り早期にプールを再開して欲しい。→健康作りに役立つプールの再開を最優先にすべき。

・小学生の時よくプールに行っていて、それがずっと休館で行けていないので、プール棟の早期建替え

をお願いします。

・ドンキホーテからガストまでの間、公園(子供が遊ぶ等)がないので、公園を作ってもらいたい。早くプ
ールを改修して、みんなが使えるようにしてほしい。今、空きになっているプール施設がもったいな

い。

・プールの施設がないので、出来たら良いと思います。健全な体力づくりの出来る所が望ましいです。

・子供たちにとっても大人にとっても、安心で安全な施設となりますようお願いいたします。プールの

利用ができなくなってから、何年も経ってしまいました。健康に気をつける年齢となった今、市民が

気軽に利用できるプールを心待ちにしています。

・休館から５年、取組みが遅すぎる。子供をプールに通わせるのに、民間は高額の為負担が大きい。・少

しでも早く利用出来る様に進めて頂きたい。

・プールはとても利用し易かったので、休館となり大変に残念でした。是非再開して欲しいです。

・ぜひプールの再生をして下さい。

・児童センターのプールが使えなくなって、もうかなり長い時間が経過しました。プールでは水泳教室

に参加しておりましたので、再開をずっと楽しみにしておりました。代替措置として、朝霞のわくわ

くドーム使用を提示されましたが、アクセスがとても不便。駅からのバス便もとても利用出来る便数

がありません。一日も早いプール建設を切に希望しております。体育館建設の時に、なぜプールが組

みこまれなかったのか、改めて不思議に思い、理解出来ません。年齢的にも、児童センターにプール

が出来る頃には、私自身はもう水泳不可能になっているのでは？と思います。(笑)
・プールが利用できなくなり大変不便を感じている。体育館建設の時に、プールも作る事を希望した者

にとっては、もっと計画的に動いて欲しかった。1日も早いプールの利用を希望する。
・市内にプールがないので是非お願いしたいです。

・市内にプール施設がないのは致命的なので、とにかく早くオープンしてほしい。

・プールはどんな形でもよいので利用できるようしてほしい。

○コンセプト・機能について

・室内の温水プールがあったほうが良い。

・朝霞のわくわくドームの様なプールを望みます。

・シャワーで石けんを使えるようにして下さい。

・朝霞市の「わくわくど～む」の様な大きなプールが要望。子供、大人、高齢者、障害者がそれぞれ楽
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しめるスペースがあるプールを要望。市内にないのでわくわくど～むまで行っている人が多い。

・使用していないプール等は、即撤去してスパリゾート等にして大人～子供迄楽しめる施設が望ましい

と思う！

・プールは温水にしてほしいです。あと、更衣室に水着や水泳帽用の乾燥機を設置してほしい。

・児童センターは、息子たちが小さかった頃、活用させて頂きました。思い出もたくさんある施設です。

プールは、いつも朝霞のわくわくドームに行っていました。和光市の小中学生が、子供たちだけで行

ける安心の施設を希望します。

・子供が小さい時に利用していました。小さい子供が楽しめ自由に制約なく遊べる空間が、子供達も親

もとても良かったです。子供が小学生になってからは、プール位しか利用していませんでしたが、身

体全体を使って楽しめる施設を継続することは、とても良いことだと思います。プールは、大人もた

くさん利用しますので、又、使用できれば喜ばしいことです。プール利用や小さい子供のイメージが

あるので、今度は、もう少し、年齢の幅があると嬉しいです。

・小学生の頃、総合児童センターのプールでよく練習していました。大人になった今も、運動の為に通

いたいです。子どもに限らず、成人や高齢者も通えるプールができると嬉しいです。閉じこもり防止

や世代間交流に繋がったら、なお良いなと思います。

・子どもたちが自由に、入りたい時に行ける環境、施設を希望します。(プールが遠い。水になかなか慣
れることが難しい為)

○利用時間について

・大人の利用にも耐えることの出来る施設作り及び運営。プールの運用について～運営を民間に委託し

仕事帰りのサラリーマンにも利用できるよう営業時間を総合体育館と同じ位にする。昼間は子ども、

夜は大人とすみ分けができる。

・夜間プールがあるとうれしい。

・本プールを整備するのであれば、子どもが遠慮せずに使えるようにしてほしい。老人と子どもで利用

時間を分けるなど、あるいは大人と子どもで利用料金に大きな差をつけるなどできないか。

・仕事を 60才で終えた人や、子育て中の主婦等、時間を自由に使える人の施設だと思う。24時間活動
できるとか、パートの人にも使える時間があるとプールであっても良いかと思う。生活のために働い

ているのか、税金を払うために働いているのかわからない。住民税も高いと思う。施設等はいらない。

・プールの再開を強く希望します。できれば運営時間を長くして下さい。

○水泳教室について

・子供のプール教室はスポーツクラブより安価でとても良かったです。新施設でもプール教室を行って

欲しいです。

・朝霞のわくわくドームの様な施設があったら良い。以前のプールの時、子供が安くプール教室に通え

てとても助かった。若い子育て世代が多いと思うので、安く通えるスクールは必要。和光市内の幼保

の子供たちがお泊り保育に使える設備があっても良いかも。ちびっこふれあい動物園など板橋にあり、

何度も利用したので、和光にもあれば良いな。

○その他

・現在プールの助成を受けて朝霞のわくわくドームを利用しています。助成に限度があるので、気にせ

ず利用できるプールが出来ると有難いです。水質管理をしっかりしてくれる、プールの完成を楽しみ
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にしております。

・プールが使えない事は残念に思うが、助成金でわくわくドームを使用できるのでまだいいかなと思う。

できれば市内にプールがあると良い。今後のスケジュールで事業者選定が予定されているが、良い事

業者を見つけ、より良い街づくりが出来る事を期待しています。
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導入機能について

○民間収益施設について

・豊島区役所みたいな複合した事業にし、費用を考えた運営をして欲しい。コンビニや郵便局、銀行 ATM
など。

・我家から複合施設に行くには、旧川越と川越街道を渡らないと行く事が出来ません。７０才代の人々

も、安全に行ける方法を考える必要があります。よろしくお願い致します。「極楽湯」の温泉施設も和

光市にありますが、交通が不便で行く事が出来ません。是非、温泉施設を作って下さいませ。

・子育て関連施設、保健センターが併設されるので、それらと連動するような民間収益施設を整備する

のがよいのではないかと思います。

・就園前の子どもや長期休暇中の母と子の食事に困ることが多々ある。近場の飲食店やテイクアウトで

済ませたいと思う事もあるが、安全・安心、落ち着ける場は少なく、多少騒いでも許される場、安心

して与えられる食べ物を提供してくれる場があれば使用したいと思う。

・物造り／食を通じて全ての（子供だけでなく）住民が楽しめる施設が欲しい。和光市は住民数の割に、

ベーカリー等の個人店が他市より少なく、交流買い物は他市(朝霞、成増等)で済ます事が多い。駅から
も遠い事から地元住民がいこえる、カフェベーカリー等含めた手造り・物造り施設が欲しいですね。

・いろいろな年齢の方に使える施設がいいと思います。また、格安で使用できる運動プログラムや、和

光市ならではの食材を使った、カフェ・レストラン・ベーカリーなどが出来たら、とても魅力的だと

思います。子供がいる人はもちろん、いない人でも楽しんで使用出来る施設を作ってもらえると、和

光市の魅力が上がるのではないでしょうか？

・その他に、複合型巨大ショッピングモールが欲しいです。地域住民が便利になるだけでなく、和光市の認知

度や経済効果も大きな見込みがあると思います。

・ジムを作ってほしい。大人も利用できる場所にしてほしい。

○障がい者向けの施設について

・市のスポーツセンターでもスポーツプログラムを提供しているので、そこと重複しない内容がいいと

思う。保健センター内に発達障がい児支援センターが併設されるのは嬉しい。現状、横の連携(部署間)
や保護者への情報の周知がよくされているとは言いがたいので、健診・相談からできれば療育まで行

ってほしい。言語聴覚士、作業療法士を配置し、安全面・衛生面で難しいかもしれないが、プールを

利用した療育も取り入れてほしい。

・子供達が利用したいと思える施設をつくってもらいたい。また、障害のある子供達も利用しやすくし

てもらいたい。

・やるからには長期利用、運営ができる様に工夫、努力をしてもらいたい。施設内のトイレ等、無駄に

自動化する事は、子供や高齢者に対して良くない事。特に高齢者、障害者に対しては、残存能力を奪

う事につながると思う税金の無駄使い防止にもなるのでは？

・和光市の市の中にまだまだ障害者が利用する施設が少ないと思います。新しい施設を作るにあたって、

ぜひ障害者にも利用できるものを作っていただきたいです。

・私の息子は発達障害が有るので、ディーサービスやグループホーム作ってほしいです。住める所も作

ってほしいです。例えばひかりのさと(和光市丸山台)になりますが、学童と児童館は残して欲しいです。

○その他公共施設について
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・新しく複合施設を作るのでしたら、近くに総合体育館もあり同じような内容の物は作ってほしくあり

ません。

・体育館としては、樹林公園があるので、広沢ならではの体験、経験ができる施設を望みます。・また寿

命がのび、元気な高齢者が沢山出てくる中で年齢問わず幅広い世代の交流ができる、イベント、アク

ティビティーがしやすい施設を望みます。単にハードだけが整っているのでなく、コミュニケーショ

ンがうまれる施設になってほしいです。

・体育館も近くにあるので、余計な物はいらいないと思う！前のように、子供のプール教室くらいで、

良いと思う！

・下新倉に住んでおります。図書館が遠いです。移動図書館があると便利だと思います。乳幼児から高

齢者まで利用出来る施設になれば良いと思います。

・駅からも離れているので、中途半端に複合的施設を作るよりも、健康・医療などに焦点をあてて開設

した方が良いと思う。

・和光市に保育園・託児所が不足していると思います。仕事復帰できません。

・高齢者が無理なく健康維持が出来る施設があれば思います。

・公民館、総合体育館、図書館と勉強できる場所がありますが、もう少ししずかに勉強できる場所がほ

しいです。(子供と大人別々に)
・高齢化に伴い、市役所に近いこの地に老人向けの健康施設も併設してもらいたい。

・乳幼児、小中高生、大学・社会人、高齢者、どの世代も利用できる場所が入っていること。料金が手

頃で使いやすい施設がよい。プールも夜、仕事終わりに利用できる手頃な施設があると利用しに行く

と思います。

・広沢は遠すぎ、子供が行くには 246を越えての場所は望ましくない。プールは今の小学校のプールを
整備し、休みや夜に開放する方が望ましい。広沢は老人ホームや介護施設が良い。又、総合病院のあ

り方を見直し、まともな総合病院を考えてほしい。又和光発展の為には、駅の整備も考えてほしい。

・この事業を知りませんでした。我が家ではこの施設ができあがる頃は、子どもは高校生・大学生など

であまり利用しないかも、と思いますが、小さい子がいて保育園に行っていない地域のお母さん達が

気軽に安全で楽しめる場を作って欲しいです。自分の経験からも。そしてできれば、私のようにフル

タイムで働きはじめると、なかなか市の○○教室など通えないので、夜間や土・日の大人のプログラ

ムも充実していたら嬉しいです。市の財政をあまり圧迫しないよう、そこそこの利用料はとってよい

のではと思います。プールは駐車場があって夜もやっていたら利用したいです！
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本事業に関するその他意見・要望

・出来るだけはやく建設してほしい！

・ハコモノに金をかけるのでなく、市内の、駅等から遠い地域の歩道を含む道路整備等しっかりしてほ

しい。(自宅前のバス通り沿いの歩道が狭くて危険)
・建設費を低くするように。

・南地域センターを広沢複合施設に全て移転させ、現在の南地域センターは取りこわし、緑地(畑等)に戻
す。

・和光の緑化運動をしているので、住みやすくおちつきます。

・問 12で出た「ボランティア」とは無償ボランティアのことでしょうか？有償ならば申し訳ありません
が、公共の場で人の労働力を無償で得ようというのは虫が良すぎる気がします。行政ならなおのこと、

対価はきちんと払うべきです。

・立派な施設すぎて気軽に利用できなくならない様にしていただきたい。

・高齢なので実際に関わる事は出来ませんが、「和光市広沢複合施設」が早く出来る事はとても良い事だ

と思います。特にプールは必要だと思います。

・本事業も大事だろうが、白子３丁目吹上交差点の道路を安全な道路にしてほしいです。公明党議員さ

んに引越してきた当初、板橋区と和光の道路の境目がわかりやすいと嫌味を言ってもわかってもらえ

なかった。昔からの地域の方々は、なんにも感じないのだろうか？役所の方々、こっちに住んでいる

のか？建て直ししたところで、参加される人々は増えるのか働く人々はいるのか？和光市だけの問題

ではないのでしょうけど。

・メンテナンスが楽なものを作って欲しい

・園芸、ごみ拾い等、裏で支える仕事があればお手伝いしてみたい。

・先ず、金があるのか？利用者の需要見通しが解らない等、背景が解らないのに、答えられない。残念

である。

・調査内容が我我のような高齢者には、余り関係が無いように思いましたが。

・和光市には自慢出来る物が無い。大きなショッピングモールも無いし、美味しいレストランや喫茶店

も無い。あるのはただ家だけ。そんな環境ではただ寝に帰るだけの場所なので、子供が学校終了後は、

和光市に住んでいるかは分かりません。もっともっと繁栄して欲しいです。北口にも無駄なスペース

があるし、もっと早くに活用して欲しいです。期待しています。

・子供以外は利用しづらいのかな、と。(子供と一緒とかでないと)誰が、どういう部分を利用出来るのか、
告知等お願いしたいです。

・和光市市民、老若男女だれでも参加出来る大盆踊大会。出来れば「和光音頭」など作り、各町内会、

地区代表が広沢複合施設広場、市役所広場なので夏の大盆踊り大会を開催して和光市ならではの祭り

を盛り上げて行ってほしいです。

・早期に事業計画を策定頂きまして、市民が期待する環境整備の実現の目途をたてて下さい。

・和光市駅前、役所近辺ばかりにお金をかけず、その他の周りの地域にも目を向けてほしい。この児童

センターに離れた地域に住む子供達には、全くもって意味のない計画であり、建て替えたところで、

市街地近辺の住民にしか恩恵は無い。

・今回の事業は和光市在住の普通の男子高校生からしても良い事業だと思います。ぜひ、成功していた

だきたく願っております。

・国有地が絡むことにより、霞が関の官僚達等の天下りの温床にならぬよう取組まれたい。税金の無駄

使いを無くし、市民が納得できるような使途を望む。
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・保育クラブは必要か？広沢小学校は各学年１クラスと聞いたが、既存の保育クラブでは足りないのか？

もっと広く活用できる施設の方が良いのでは？

・基本方針(概要版)に、普段耳にすることのない語句がありました。文脈から内容は理解できましたが、
アンケート対象者の中には様々な年齢の方がいらっしゃると思うので、もう少しわかりやすい表現で

あれば、理解が深まり、アンケートに協力しやすいと感じました。これからも和光市の発展に期待し

ています！

・よく問われてる事が分かりません。児童センターの定義は？何歳～何歳が使うのか？使えるのか？名

称だけ書いてあっても使ったことがない人間には内容がわからない。

・市在住のほんの何人かの方々と、１～２度、当総合児童センター、本館についての話を(噂程度)した事
があります。和光市の発展の為にはさあー！！今から“この様な建替をします！！”という第一歩の

挨拶と、或る程度の方針を提示したパンフ or冊子を全市民に示して、やるぞという気概を見せて欲し
い。私などでも「夢と希望」がありますが、実現には予算という壁を乗り越えるのが一番大変です。

誰がどう使ったか解らない「お金」が問題にならぬ様お願いしたい。当アンケートもあまりに細い事

が多く大きな夢に少し程遠いです。尚、アンケートは 2000人は少ない。市民の５％～７％の人に実
行して下さい。ヨロシク。

・建物が新しくなる事は、いろいろな面で活性化につながると思います。大変よい事と思います。

・老朽化の建替に賛成ですが、広沢保育クラブが計画に入っていますが、広沢小学校の学童保育が優遇

されてしまうのではないでしょうか？平等には行かないと思いますが、北口側の舗道はベビーカーも

通れずです。

本事業以外に関する意見・要望

・野球場を早く作って下さい。

・児童センターを建替えする前に、北口駅前の工事を早くやれ！！税金の無駄使いするな！

・白子３丁目には子供たちのために公園を作って下さい。

・下新倉小のプールを地域の方にも利用できるようしてほしい。

・白子周辺の歩道がガタガタで(10年以上前から変わらず)狭く生活しずらい。和光市駅周辺ばかり整備
されて不満に思う。はっきり言って、広沢施設が出来ても車以外だと子どもが遊びに来れる距離では

ない。安心して自転車が走行できる道にして欲しいです。子どもがガタガタ道の為に自転車でこけて

る姿を何度も見かけています。
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５．総括

あそびに求める機能について

・ものづくりや屋外スポーツ、アウトドア・自然を要望する意見が多い。

・10代、40代はスポーツを希望する傾向がある。
・10代は他の年代に比べ、学習を希望する傾向がある。
・3年以内の利用経験がある人は、屋内スポーツや室内でのあそびを希望する割合が大きい。

プールに求める機能について

・「習う」機能、温浴を希望する意見が多い。

・年齢が高い層ほど、「習う」機能を希望する傾向がある。

・年齢が低い層ほど、「遊ぶ」機能を希望する傾向がある。

・閉館前のプールの利用経験がある人は、「練習」機能を希望する割合が大きい。

健康づくり機能について

・「リラックス」やスポーツ教室を希望する意見が多い。

・年齢が低い層ほど「リラックス」を希望する傾向にある。

その他施設について

・カフェ、レストラン、ベーカリーを希望する意見が多い。

・65歳以上はレストランを希望する傾向がある。
・10～30代はカフェを希望する傾向がある。

施設への関わり方について

・「子どもが中心となる活動の支援をする」、「イベントのボランティア」を希望する意見が多い。

主な自由回答（一部抜粋）

分類 主な自由回答まとめ

児童センターについて ・和光市で育った子どもたちが、将来このセンターでの想い出を語りあえ

るようなイベント・活動ができると良いと思う。

・中・高生の学校が終わってからの居場所（スポーツ・勉強・バンドなど

の趣味）ができるといい。

・楽器体験など、家ではできない事があると楽しいなと思う。

プールについて ・プールの再開を強く希望する。できれば運営時間を長くして欲しい。

アクセスについて ・バス便などアクセスを良くして欲しい。

・駐車場の確保を考慮してほしい。

その他施設について ・体育館としては樹林公園があるので、広沢ならではの体験、経験ができ

る施設を望む。

・定期的に地場特産品（野菜等含む）販売が行われると良い。

・ものづくり／食を通じて全ての（子供だけでなく）住民が楽しめる施設

が欲しい。

・子育て関連施設、保健センターが併設されるので、それらと連動するよ

うな民間収益施設を整備するのがよいのではないかと思う。

・障害者にも利用できるものを作っていただきたい。


