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1．調査概要 
 1−1 調査の目的 

枚方市では、枚方市駅周辺の再整備の具体化を図るため、令和 3 年 3 月に「枚方市駅周辺再整備基本
計画」(以下「再整備基本計画」という。)を策定し、「再整備基本計画」に掲げるまちの実現に向けて取
組を進めています。 

今回、再整備の具体化を図るにあたり、④街区の⺠間活⼒導⼊エリアにどのような都市機能や施設を導
⼊していくのかをお聞きするとともに、ニッペパーク岡東中央の利用状況などについて調査しました。 

 
 1−2 調査の実施要領 
 ・調査期間：令和 3 年 7 月 9 日（金）〜28 日（水）の 20 日間 
 ・調査方法：インターネットアンケートへの⼊⼒および調査票による記⼊方式 
 ・調査内容： 

1）基本事項（年齢・居住地・枚方市駅周辺の利用目的・利用頻度、枚方市駅周辺までの主な交通
手段） 

   2）④街区の⺠間活⼒導⼊エリアについて（導⼊すべき都市機能、施設） 
   3）ニッペパーク岡東中央について（利用状況、今後のあり方） 
 

1−3 調査票回収結果 
  回収数：35 件（回収箱への投函（33 件）、メールによる回答）（2 件）） 
 
 
 
2．主な結果概要 ※比率の合計は四捨五⼊の関係で 100％にならない場合があります。 
 2−1 個人属性【Q１】 

設問 主な回答 
年齢（N=35） (1)70 代         45.7% 

(2)60 代         25.7% 
(3)80 代以上       14.3% 
(4)50 代以下       11.5％ 

お住まい（N=35） (1)枚方市内に在住     88.6% 
(2)枚方市外に在住     2.9% 
(3)不明          8.6% 
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 2−2 枚方市駅周辺の利用状況【Q2】 
設問 主な回答 

市駅周辺の利用目的（N=66） 
※複数回答 

(1)買物・飲食      40.9% 
(2)趣味・娯楽      25.8% 
(3)通院          13.6% 

市駅周辺の利用頻度（N=35） (1)月に数回程度      42.9% 
(2)週に数回程度      40.0% 
(3)ほぼ毎日        14.3% 

市駅周辺までの主な交通手段（N=35） (1)バス            34.3% 
(2)鉄道            17.1% 
(3)自転車・二輪車    14.3% 

 
 

2−3 ④街区⺠間活⼒導⼊エリアに導⼊すべき都市機能や施設について【Q3−1】 
設問 主な回答 

④街区⺠間活⼒導⼊エリアにあったらいい
なと思う機能（選択式）（N=92） 
※複数回答 

(1)教育機能        22.8% 
(2)文化芸術機能     19.6% 
(3)子育て機能      15.2% 

 
 

2−4 導⼊する都市機能や施設のイメージ（自由記述）【Q3−2】 
設問 主な回答 

④街区⺠間活⼒導⼊エリアに導⼊すべき都
市機能や施設の具体的なイメージ（自由記
述） 

・行政機能（図書館機能、市役所） 
・教育機能（科学博物館、生涯学習施設 等） 
・商業機能（デパートや百貨店 等） 
・文化芸術機能（映画等の鑑賞、文化活動の拠点 等） 

など 
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2−5 ニッペパーク岡東中央の利用状況【Q4】 
設問 主な回答 

ニッペパーク岡東中央の現在の利用や訪れ
る目的（N=101） 
※複数回答 

(1)散歩・飲食・休憩・談笑などのリフレッシュのため 
17.8% 
(2) 地域行事やイベントへの参加のため 16.8% 
(3) 子供や孫に遊ばせるため 14.9% 

現在の利用や訪れる目的ごとにあったらい
いなと思う設備や施設（項目ごとに自由記
述） 

■散歩・飲食・休憩・談笑などのリフレッシュのため 
の設備・施設 
・オープンカフェ、テーブル・イス、ベンチ、木陰、植
栽 
■地域行事やイベントへの参加のための設備・施設 
・舞台、階段ベンチ 
■子供や孫に遊ばせるための設備・施設 
・遊具、ブランコ、鉄棒、アスレチック、簡易な遊具、
ベンチ、揺れるイス、子供用トイレ  

など 
 
 
 2−6 ニッペパーク岡東中央の今後の利用について（自由記述）【Q5】 

設問 主な回答 
今後のニッペパーク岡東中央の再整備を行
う際に期待することやどのような公園であ
れば利用したいか。（自由記述） 
 
 
 

 

■空間の考え方（全体イメージ） 
・世代を問わず利用できるイメージ 
・開放的な空間のイメージ 
・緑が多いイメージ 

■活動の考え方 
 ・イベント・交流ができる場所 
 ・くつろげる場所 
 ・家族で過ごせる場所 
■設備の考え方 
 ・自然 
 ・休憩設備 
 ・イベントや交流ができる設備 
 ・遊具 

など 
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３．集計結果 
 3−1 回答者の基本属性について【Q１】 
  ■年齢 

 
 
・不明の方以外は 30 代以上の方からの回答。 
・「70 代」の回答者が 45.7％と最も多く、次いで「60 代」（25.7％）、「80 代以上」（14.3％）となってい
る。 
・60 代以上の回答者であれば、85.7％と回答者の大半を占めている。 
 

■居住地 

 
・「枚方市内に在住」が 88.6％と回答者の大半を占めている。 
  

件数 ％
枚方市内に在住 31 88.6
枚方市外に在住 1 2.9
不明 3 8.6
計 35 100.0

件数 ％
10代 0 0.0
20代 0 0.0
30代 2 5.7
40代 1 2.9
50代 1 2.9
60代 9 25.7
70代 16 45.7
80代以上 5 14.3
不明 1 2.9
計 35 100.0
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3−2 枚方市駅周辺の利用状況について【Q２】 
■市駅周辺の利用目的（複数回答） 

 
・市駅周辺の利用目的として、「買物・飲食」が 40.9％と最も多く、次いで「趣味・娯楽」が 25.8％、 
「通院」が 13.6％となっている。 
・その他の記述内容では、「市役所」や「ボランティア活動」といった回答がみられた。 
 

■市駅周辺の利用頻度 

 
・市駅周辺の利用頻度として、「月に数回程度」が 42.9％と最も多く、次いで「週に数回程度」が 40.0％、

「ほぼ毎日」が 14.3％となっている。 
 

件数 ％
通勤 3 4.5%
通学 0 0.0%
通院 9 13.6%
買物・飲食 27 40.9%
趣味・娯楽 17 25.8%
その他 9 13.6%
不明 1 1.5%
計 66 100.0%

件数 ％
ほぼ毎日 5 14.3
週に数回程度 14 40.0
⽉に数回程度 15 42.9
年に数回程度 0 0.0
ほとんど利⽤しない 0 0.0
不明 1 2.9
計 35 100.0
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■市駅周辺までの主な交通手段 

 
 

・市駅周辺までの主な交通手段として、「バス」が 34.3％と最も多く、次いで「鉄道」が 17.1％、 
「自転車・二輪車」が 14.3％となっている。 
・公共交通機関（バス+鉄道）の利用は、51.4％と約半数を占めている。 
 
 3−3 ④街区⺠間活⼒導⼊エリアに導⼊する都市機能や施設について 
  ■あったらいいなと思う機能（複数回答）【Q3−1】 

 
 
・導⼊すべき都市機能や施設として、「教育機能」や「文化芸術機能」、「子育て機能」の回答が 
多くみられた。 
 

件数 ％
鉄道 6 17.1
バス 12 34.3
⾃家⽤⾞ 3 8.6
タクシー 0 0.0
⾃転⾞・⼆輪⾞ 5 14.3
徒歩 4 11.4
不明 5 14.3
計 35 100.0

件数 ％
商業機能 9 9.8%
業務機能 3 3.3%
子育て機能 14 15.2%
教育機能 21 22.8%
健康・医療機能 7 7.6%
文化芸術機能 18 19.6%
スポーツ・レクリエーション機能 7 7.6%
居住機能 2 2.2%
その他 5 5.4%
不明 6 6.5%

92 100.0%
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■あったらいいなと思う機能（自由記述）【Q3−2】 

都市機能 項目の合計 件数 ⾃由意⾒ 

商業機能 5 

1 枚方市出⾝の若⼿の方の店 
2 デパートや百貨店 
1 カフェ/レストラン（複合施設 1 階部分） 
1 ホームセンター／家電量販店 

業務機能 2 
1 オフィス系（複合施設低層） 
1 レンタルキッチン・レンタル店舗（起業家支援） 

子育て機能 1 1 子育てに必要な施設や⺟親が集える場 

教育機能 5 
2 科学博物館 
3 生涯学習施設 

健康機能 2 
1 太極拳、ラジオ体操などできる場 
1 フィットネス（複合施設低層） 

文化芸術機能 5 

2 映画、音楽、芝居、絵画などの鑑賞 
1 能楽堂施設 
1 文化活動の拠点 
1 枚方市出⾝の若⼿による芸術活動の場 

スポーツ・レクリエーション
機能 1 1 ボルタリング施設 

居住機能 2 2 住居 

⾏政機能 23 
14 図書館機能 
9 市役所 

市⺠活動機能 6 
3 市⺠会館 
2 サークル活動ができる場(朗読、英語、歌など) 
1 会議室機能 

その他 1 1 駐⾞場（複合施設 1 階部分） 
 

意⾒数︓ 53  

 
・図書館機能や市役所機能を求める声が多くみられた。次いで商業や教育、市⺠活動機能の意⾒も多く、
文化芸術機能では、能動的・受動的ともに意⾒があった。 
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3−4 ニッペパーク岡東中央の利用状況【Q４】 
■現在の利用や訪れる目的（複数回答可） 

 
・現在の利用目的として、「散歩・飲食・休憩・談笑などのリフレッシュのため」や「地域行事やイベン
トへの参加のため」、「子どもや孫に遊ばせるため」とする回答が多くみられた。また、「特に目的はない
が、立ち寄ることがある」や「ボランティアや地域活動への参加のため」との回答も比較的多くみられた。 
 

■訪れる目的ごとにあったらいいなと思う設備や施設（自由記述） 

 
・子供が遊べる遊具関係やテーブルやベンチなど滞在するための設備の意⾒が多くみられた。ベンチや
イスなどの設備は、訪れる目的に問わず意⾒があった。 
 
 

件数 ％
子どもや孫に遊ばせるため 15 14.9%
ウォーキングや健康づくりのため 9 8.9%
散歩・飲食・休憩・談笑などのリフレッシュのため 18 17.8%
地域⾏事やイベントへの参加のため 17 16.8%
ボランティアや地域活動への参加のため 12 11.9%
ダンス・歌唱・サークル活動のため 8 7.9%
特に目的はないが、⽴ち寄ることがある 13 12.9%
利⽤したことがない 1 1.0%
その他 0 0.0%
不明 8 7.9%
計 101 100.0%

訪れる目的や利⽤の例 ニッペパーク岡東中央にあったらいいなと思う設備・施設

特に目的はないが、⽴ち寄ることがある 回答無し
利⽤したことがない 回答無し

その他 清潔なトイレ

ダンス・歌唱・サークル活動のため

遊具、ブランコ、鉄棒、アスレチック、簡易な遊具、ベンチ、
揺れるイス、子供⽤トイレ
懸垂ができるもの、階段、樹木、花壇

オープンカフェ、テーブル・イス、ベンチ、木陰、植栽

舞台、階段ベンチ

交流や学習会の拠点として利⽤できる施設

交流や学習会の拠点として利⽤できる施設、現状よりも広いス
テージ

子供や孫に遊ばせるため

ウォーキングや健康づくりのため

散歩・飲食・休憩・談笑などのリフレッシュのため

地域⾏事やイベントへの参加のため

ボランティアや地域活動への参加のため
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3−5 ニッペパーク岡東中央の今後の利用について【Q5】 
■今後のニッペパーク岡東中央の再整備を行う際に期待することやどのような公園であれば利用した

いか。（自由記述） 
公園の 
考え方 項目 件数 主な意⾒ 

空間の考
え方 

（全体イ
メージ） 

開放的な空間のイメ
ージ 4 ・明るく、開放的で⾒通しが良い空間 

・市⺠が集える広い空間 

世代を問わず利⽤で
きるイメージ 7 

・全世代が楽しめる空間・公園 
・無料でみんなが楽しめる空間 
・市役所への⾏き帰りにほっとできる憩いの場のような公園 

緑が多いイメージ 4 ・⾃然を活かした空間・公園 

誇れる公園のイメー
ジ 1 ・住んで良かった市と⾃分でも他⼈からでも⾔ってもらえる

ような公園 
  

活動の 
考え方 

運動できる場所 2 ・ラジオ体操や太極拳など体を動かすことができる場所 

イベント・交流がで
きる場所 9 

・地域⾏事やイベントが開催できる場所 
・若者が集い、ダンスなどのサークル活動や発表ができる場
所 
・全世代が交流できる場所 

家族で過ごせる場所 4 
・子どもを遊ばせることができる場所 
・子育て世代の家族や高齢者が憩える場所 
・子どもと一緒に活動できる場所 

くつろげる場所 5 ・ベンチなどでくつろぐことができたり、ゆったりと歩ける
場所 

  

設備の 
考え方 

イベントや交流がで
きる設備 5 ・イベントなどで活⽤できる屋根付きステージや設備、広場 

遊具 5 
・ボルタリング・アスレチック施設 
・屋根のあるエリアや屋内施設 
・砂場など子供の遊び場 

シンボル 1 ・カラクリ時計やアート・モニュメント、桜並木などのシンボ
ルとなるのもの 

休憩設備 5 ・テーブルやベンチ 
・カフェなどの飲食施設や憩いの施設 

⾃然 7 
・植栽・花壇 
・緑の散策道 
・水場(噴水、小川) 

その他 2 ・防災施設 
・トイレ 

 
意⾒数︓ 61  

・空間の考え方では、世代を問わず利用しやすいことや開放的な空間、緑が多い空間をイメージされてい
る意⾒が多くみられた。 
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・活動の考え方では、イベントや交流ができる場所を挙げる意⾒が最も多く、くつろげる場所や家族で過
ごせる場所を挙げる意⾒も多くみられた。 
・設備の考え方では、自然を挙げる意⾒が最も多く、次いでイベントや交流ができる設備や遊具、休憩施
設を挙げる意⾒が多くみられた。 
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枚方市では、枚方市駅周辺の再整備の具体化を図るため、昨年度に「枚方市駅周辺再整
備基本計画」を策定し、再整備の実現に向けて検討を進めています。 

今回、再整備基本計画の実現に向けて《④街区⺠間活⼒導⼊エリア》及び《ニッペパー
ク岡東中央》についてアンケ―トへのご協⼒をお願いします。 

アンケートにあたりましては、以下の【枚方市駅周辺再整備基本計画の概略】及び別紙
【枚方市駅周辺再整備基本計画 概要版】、下記 QR コードより、YouTube で説明動画をご
覧ください。 

■目指すまちの将来像 
「再発進 ひらかた ⼈が主役のゆとりと賑わいのまち」 

 
■サブテーマ 

「全ての世代が様々なライフスタイルを実現し、交流できるまち」 

【枚方市駅周辺再整備基本計画の概略】 

アンケートはネット
からも回答できます。 
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■アンケートでお聞きしたいこと 

 
Ｑ１．あなた自身のことについておたずねします。 

 

年齢 

10 代 20 代 30 代 40 代 

50 代 60 代 70 代 80 代以上 

お住まい 1．枚方市内に在住 
2．枚方市外に在住 

⇒市町村名（         ） 

 

Ｑ２．枚方市駅周辺の利用状況についておたずねします。 

  （枚方市駅周辺…1 ページの図で示した赤点線内（都市再生緊急整備地域）のエリア） 

市駅周辺の 

利用目的 

※当てはまるもの 

全てに○ 

1．通勤 2．通学 3．通院 

4．買物・飲食 5．趣味・娯楽 
6．その他

（      ） 

市駅周辺の 

利用頻度 

※最も近いもの 

1 つに○ 

1．ほぼ毎日 2．週に数回程度 3．月に数回程度 

4．年に数回程度 
5．ほとんど 

利用しない 
 

市駅周辺までの 

主な交通手段 

※最も多いもの 

1 つに○ 

1．鉄道 2．バス 3．自家用車 

4．タクシー 
5．自転車 

 ・二輪車 
6．徒歩 
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Ｑ３－1．④街区民間活力導入エリアに導入する都市機能や施設についておたずねします。 

 ④街区では、公園・広場・民間活力導入エリアが一体となり、賑わいや活気が生まれる空間を目

指します。そこで、④街区の民間活力導入エリアに導入すべき都市機能や施設について、あったら

いいなと思う機能を選択（複数回答可）してください。 

当てはまるものすべてに〇 導入すべき都市機能（施設）の例 

 商業機能（商業施設、時間消費型施設、飲食店など） 

 業務機能（レンタルオフィス、シェアオフィス、起業支援施設など） 

 子育て機能（保育園、子育て広場、幼児教室など） 

 教育機能（大学サテライトキャンパス、図書館、生涯学習施設など） 

 健康・医療機能（医療モール、ウォーキングコース、ヘルス・ラボ拠点など） 

 文化芸術機能（文化創造拠点、活動の練習・発表の場など） 

 スポーツ・レクリエーション機能（スポーツ施設・アリーナ・運動広場など） 

 居住機能（賃貸住宅、分譲住宅、高齢者向け住宅など） 

 その他（            ） 

 

Ｑ３－2．上記でお答えいただいた内容について、詳細をおたずねします。 

導入すべき都市機能について、具体的な施設のイメージや内容、希望する理由などご意見をご記

入ください。実在する施設の名称でもかまいません。 

   

※この枠に書ききれない場合は、ページの追加や別紙にご記入ください。 
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Ｑ４．ニッペパーク岡東中央の利用状況についておたずねします。 

 ニッペパーク岡東中央の現在の利用や訪れる目的、さらに利用したくなったり、あったらいい

なと思う設備や施設をご回答ください。 

当てはまるもの

全てに○ 
訪れる目的や利用の例 

あったらいいなと思う 

設備・施設 

 ① 子どもや孫を遊ばせるため  

 ② ウォーキングや健康づくりのため  

 ③ 散歩、飲食・休憩・談笑などのリフレッシュのため  

 ④ 地域行事やイベントへの参加のため  

 ⑤ ボランティアや地域活動への参加ため  

 ⑥ ダンス・歌唱・サークル活動のため  

 ⑦ 特に目的はないが、立ち寄ることがある  

 ⑧ 利用したことがない  

 ⑨ その他（           ）  

 

Ｑ５．ニッペパーク岡東中央の今後の利用についておたずねします。 

 今後、ニッペパーク岡東中央の再整備を行う際には、どのような公園になることを期待します

か。またどのような公園であれば利用したいと思いますか。ご意見をご記入ください。

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

※この枠に書ききれない場合は、ページの追加や別紙にご記入ください。 
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