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Ⅰ 調査の目的と概要

１．調査目的

本調査は、市民の景観及び緑に関する意識や市における景観及び緑の状況等を把握し、新た

に策定する倶知安町景観計画及び平成 20年 3月に策定した倶知安町緑の基本計画についての
点検・評価と、今後の倶知安町の景観・緑の方向性の検討等に活用すること目的に実施したも

のです。

２．調査方法・回収状況

景観に関する町民意識アンケート調査票は、倶知安町在住の 2,000名を、住民基本台帳から
無作為に抽出してお送りしました。また、緑に関する町民アンケート調査票は、倶知安町在住

の 1,500名を、住民基本台帳から無作為に抽出してお送りしました。
配布・回収状況は以下のとおりです。

項目
内容

景観に関する町民アンケート 緑に関する町民アンケート

対

象

対象者 倶知安町民

抽出方法

無作為に抽出した 2,000名
（抽出エリア：倶知安町全域）

無作為に抽出した 1,500名
（抽出エリア：駅周辺、駅周辺以外

の市街地「北西地区」、駅周辺以外

の市街地「南西地区」、市街地「北

東地区」、市街地「南東地区」）

調査期間 令和２年６月 12 日～６月 30日

配

布

配布数 2,000通 1,500通

配布方法 郵送による配布 郵送による配布

回

収

回収方法 郵送による回収 郵送による回収

回収数 697通 523通

回収率 34.8％ 34.8％

有効回答数 697通 523通
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３．設問構成

（１）景観に関する町民アンケート調査

アンケート調査の設問は、以下のとおりです。

項目 内容

１．

倶知安町の現状

について

1-1 あなたの居住地周辺について

(1) 自宅や道路からの自然の景色を望めるか

(1)-1 (1)の景色に魅力を感じるか

(1)-2 (1)の景色に魅力を感じる理由、魅力を感じない理由

(2) 居住地周辺に住宅地または商店街があるか

(2)-1 (2)のまちなみに魅力を感じるか

(2)-2 (2)のまちなみに魅力を感じる理由、感じない理由

1-2 倶知安町の特色ある景色について

(1) どこから山なみを眺めるのが好きか

(2) 倶知安町で良いと思う冬の景色

1-3 倶知安町全体について

(1) 倶知安町の魅力だと思うもの

(2) 倶知安町の誇れる場所

(3) 倶知安町の自然の景色やまちなみに違和感を覚えたことがあるか

(3)-1 違和感を覚えた状況について

(4) 倶知安町の自然の景色やまちなみの変化について

２．

倶知安町の将来

について

2-1 倶知安駅、ニセコひらふ地区について

(1) 倶知安駅周辺の今後のまちなみのイメージ

■どのような雰囲気になることを望むか

■新幹線駅の駅舎の外観はどのようなイメージになることを望むか

(2) 将来のニセコひらふ地区やその周辺はどのようになるべきか

■まちなみはどのような雰囲気になることを望むか

■今後の開発について

2-2 まちの取り組みについて

(1) 倶知安町のまちなみに関して必要だと思う取り組み

2-3 町民の取り組みについて

(1) 町民が取り組むべきこと

(2) 回答者自身の取り組みについて

３．

倶知安町の景観

について

3-1 倶知安町全体について

(1) “自然の景色”に魅力があるまちだと思うか

(2) “まちなみ”に魅力があるまちだと思うか

(3) これからも住み続けたいまちだと思うか

(4) 倶知安町の自然の景色やまちなみについての意見

４．

回答者の属性に

ついて

(1) 性別

(2) 年齢

(3) 居住年数

(4) 居住地区
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（２）緑に関する町民アンケート調査

アンケート調査の設問は、以下のとおりです。

※回答者の属性については、景観に関する町民アンケートと共通のため、設問なし

項目 内容

１．

倶知安町の現状に

ついて

1-1 身近な生活環境について

(1) 身近な生活環境への満足度

1-2 緑について

(1) 倶知安町の緑の量への印象

(2) 倶知安町の緑の量は増えているか

(3) 公園や施設などの緑の量への満足度

1-3 身近な空き地や広場について

(1) 居住地周辺の空地や広場について

(1)-1 (1)の空地や広場がどのように使われているか

(2) 空き地や広場は増えているか

(3) 空き地や広場についての考え

1-4 公園について

(1) 倶知安町内の公園の利用度

(1)-1 主に利用する公園

(2) 公園を利用する目的または利用しない理由について

(3) 倶知安町の公園の現状について

２．

倶知安町の今後の緑と

公園について

2-1 緑について

(1) 特に重要だと考える、緑の役割や機能について

(2) 倶知安町内で緑の量を積極的に増やすべきだと思う場所

2-2 公園について

(1) 特に重要だと考える、公園の役割や機能について

３．

倶知安町の緑や公園・

広場に関する取り組み

について

3-1 まちの取り組みについて

(1) 倶知安町の緑や公園・広場に関して必要だと思う取り組み

3-2 町民の取り組みについて

(1) 町民が取り組むべきこと、回答者自身の取り組みについて

４．

倶知安町の緑や公園・

広場についての意見

(1) 倶知安町の緑や公園・広場についての意見
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４．報告書の見方

（１）景観に関する町民アンケート調査

設問ごとに、次の４つの区分で集計しています。

（２）緑に関する町民アンケート調査

アンケート調査の設問は、以下のとおりです。

（３）景観に関する町民アンケート調査、緑に関する町民アンケート調査共通

Ø 設問ごとに＜全体＞の単純集計結果について○表示で概要を記載しています。また、グラ

フは＜全体＞の集計結果を表示しています。

Ø なお、アンケート調査で設問や選択肢の文章が長いものについて、コメントやグラフ、表

では、簡略化した表現をとっているものがあります。

Ø 必要な項目に関しては単純集計結果のほかに、性別、年齢別、居住年数、居住エリア別で

クロス集計した結果を、集計表に整理して記載しています。

Ø ●表示では、性別、年齢別、自治区別で特徴があるものに関し概要及び考察を記載してい

ます。

Ø 設問タイトル横に、「（SA）N＝数字」「（MA）N＝数字」と記載していますが、「SA」「MA」
「N=数字」の表記の意味は次のとおりです。
･ SA：回答は一つに限定された単数回答を表すもの

項目 集計内容

全体 全体の単純集計結果

性別 男性、女性別にみた集計結果

年齢別 10代~70代以上までの各年齢別にみた集計結果

居住年数
5年未満、5年~9年、10年~19年、20年~29年、30年以上の年数別に見た集
計結果

居住地区

別

駅周辺（国道５号から西側の南３条から北 3 条まで）、駅周辺以外の市街地「北
西地区」（北〇条西〇丁目と、国道５号以南の宇琴平）、駅周辺以外の市街地「南

西地区」（南〇条西〇丁目）、市街地「北東地区」（北〇条東〇丁目）、市街地「南

東地区」（南〇条東〇丁目）、山田・樺山、比羅夫・高砂、岩尾別・旭・花園・峠

下、富士見・巽・豊岡・寒別・八幡・瑞穂・大和・扶桑・出雲・末広・高見・琴

平の 9エリア別の集計結果

項目 集計内容

全体 全体の単純集計結果

性別 男性、女性別にみた集計結果

年齢別 10代~70代以上までの各年齢別にみた集計結果

居住年数
5年未満、5年~9年、10年~19年、20年~29年、30年以上の年数別に見た集
計結果

居住地区

別

駅周辺（国道５号から西側の南３条から北 3 条まで）、駅周辺以外の市街地「北
西地区」（北〇条西〇丁目と、国道５号以南の宇琴平）、駅周辺以外の市街地「南

西地区」（南〇条西〇丁目）、市街地「北東地区」（北〇条東〇丁目）、市街地「南

東地区」（南〇条東〇丁目）の 5エリア別の集計結果
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･ MA：複数回答が可能なもの（よって、合計が 100％を超えるものもある）
･ N=数字：回答者数

Ø 集計表は四捨五入のため「100.0％」にならないものがあります。
Ø 割合（％）は、単数回答・複数回答問わず、すべて回答者数で算出しています。

Ø 自由記述に関して

･ 同様の意見が挙げられている場合、ひとつに集約して記載しています。

･ 記述の内容は変えずに要約し、文体を調整しています。

Ø 自由記述で用いているグラフに関して

･ 自由記述から抽出した意見を分類しカウントした数値をグラフにしています。

･ 1つの記述の中に、内容の異なる複数の意見が含まれる場合は、それぞれ分けて分類し
カウントしました。
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Ⅱ 景観に関する町民アンケート調査結果

１．回答者の属性について

（１）性別

○「女性」の回答者の方が「男性」の回答者よりも約 10%多く回答しています。

（２）年代

○回答者を年代別にみると、「70代以上」が約 19％で最も多く、次いで「60代」と「50代」
が約 17％でした。

○最も少なかった年代は「10代・20代」で、10%を下回りました。

（SA）N＝697

（SA）N＝697
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（３）居住年数

○回答者の倶知安町での居住年数は、「30年以上」が約 45％で最も多く、次いで「5年未満」
が約 19％でした。

○最も少なかったのは「5~9年」で、約 8％でした。

（４）居住地区

○回答者の居住地区は、「市街地「北東地区」（北○条東○丁目）」が約 19％で最も多く、次いで
「「駅周辺（国道 5号から西側の南 3条から北 3条まで）」以外の市街地「北西地区」（北○条
西〇丁目と、国道 5号以南の字琴平）」が約 18％でした。

○最も少なかったのは「岩尾別・旭・花園・峠下」で、約 3%でした。

（SA）N＝697

（SA）N＝697
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２．倶知安町の現状について

（１）居住地周辺について

① 自宅や道路からの自然の景色を望めるか

○「できる」と回答した人は、約 94％で、「できない」と回答した人の約 5％を大幅に上回り
ました。

あなたのご自宅や近くの道路から、羊蹄山やニセコ連峰などの山なみや、身近な河川など

自然の風景を望むことができますか。いずれかに○をつけてください。

（SA）N＝697
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①－１ ①の景色に魅力を感じるか

○「魅力を感じる」、「少し魅力を感じる」と回答した人は約 92％で、「どちらともいえない」
と回答した人の約 4%を大幅に上回りました。

○「あまり魅力を感じない」、「魅力を感じない」と回答した人は約 3％で低い回答率でした。

（SA）N＝654

①で「できる」を選択した方のみお答えください。

その景色に魅力を感じますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。
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①－２ ①の景色に魅力を感じる理由、魅力を感じない理由

○魅力を感じる理由として、「自然そのものに魅力を感じる」と回答した人が約 78%で最も多
く、次いで「景色をさえぎるものが少ないから」と回答した人が約 47％でした。

○最も少なかったのは、「建物・工作物や屋外広告物の色やデザインが景色と調和しているか

ら」の約 1％でした。
○魅力を感じない理由として、「電線や電柱が気になるから」と回答した人が約 18%で最も多
く、次いで「景色に影響のある高い建物・工作物や屋外広告物があるから」と回答した人が

約 12％でした。
○最も少なかったのは、「自然の景色そのものに魅力を感じない」の約 1％でした。

【魅力を感じる理由】

【魅力を感じない理由】

①で「できる」を選択した方のみお答えください。

あなたのご自宅や近くの道路から、羊蹄山やニセコ連峰などの山なみや、身近な河川など

自然の風景を望むことができますか。いずれかに○をつけてください。魅力を感じる理由、

または魅力を感じない理由はありますか。

それぞれの項目で、あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝654
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【その他（自由記述）】

■魅力を感じる理由

■魅力を感じない理由
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② 居住地周辺に住宅地または商店街があるか

○「ある」と回答した人が約 78％で、「ない」と回答した人の約 21％を大きく上回りました。

お住まいの周辺には、住宅地または商店街がありますか。いずれかに○をつけてください。

（SA）N＝697
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②－１ ②のまちなみに魅力を感じるか

○「魅力を感じる」、「少し魅力を感じる」と回答した人と、「あまり魅力を感じない」、「魅力

を感じない」と回答した人は約 33％で、同程度の回答となりました。

②で「できる」を選択した方のみお答えください。

そのまちなみに魅力を感じますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝543
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②－２ ②のまちなみに魅力を感じる理由、感じない理由

○魅力を感じる理由として、「歩道や車道にごみなどがなく、清潔に感じるから」と回答した

人が約 26％で最も多く、次いで「道路の街路樹や花壇が手入れされているから」と回答し
た人が約 23％でした。

○最も少なかったのは、「建物・工作物や屋外広告物の色彩やデザインなどに統一性があるま

ちなみだから」で約 2％でした。
○魅力を感じない理由として、「建物・工作物や屋外広告物の色彩やデザインなどに統一性が

ないまちなみだから」と回答した人が約 29％で最も多く、次いで「歩道や車道のごみが目
立つから」と回答した人が 11％でした。

○最も少なかったのは、「建物・工作物や屋外広告物の高さが高すぎるまちなみだから」の約

5％でした。

【魅力を感じる理由】

【魅力を感じない理由】

②で「できる」を選択した方のみお答えください。

魅力を感じる理由、または魅力を感じない理由はありますか。

それぞれの項目で、あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝543
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【その他（自由記述）】

■魅力を感じる理由

■魅力を感じない理由
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（２）倶知安町の特色ある景色について

① どこから山なみを眺めるのが好きか

○「自宅」と回答した人が約 58％で最も多く、次いで「国道 5号」と回答した人が約 23％で
した。

○最も少なかったのは、「倶知安駅前」の約 5％でした。

町民のみなさんにとって、身近な存在である羊蹄山やニセコ連峰。あなたはどこからその

山なみを眺めるのが好きですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他の施設（自由記述）】

･ 中央広場

･ スキー場

･ 倶小

･ 清掃センター

･ 生協の屋上駐車場

･ 旭ヶ丘の頂上

【その他の道路（自由記述）】

･ 琴平地区

･ 58号線
･ 農道

･ ジョギングのコース上

･ 全て

･ コトヒラ坂の道の上から町をみる

･ 北 2線～北 4線
･ 町道北 3線西２号～西３号間
･ 道道 792号
･ 倶中や北陽小の道路

･ 南 3線
･ 230号線

【その他（自由記述）】
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② 倶知安町で良いと思う冬の景色

○「スキー場の夜景」が約 58％で最も多く、次いで「雪が被った山なみ」の約 50％でした。
○最も少なかったのは、「空き地に高く押された雪やま」の約 5％でした。

豪雪のまちである倶知安町で、良いと思う冬の景色はどこですか。

あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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（３）倶知安町全体について

① 倶知安町の魅力だと思うもの

○「羊蹄山やニセコ連峰の山なみ」が約 88％で最も多く、次いで「きれいな水（おいしい水道
水）」の約 74％でした。

○最も少なかったのは、「にぎわいを感じる商店街」の約 2％でした。

倶知安町の魅力だと思うもので、あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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② 倶知安町の誇れる場所

○「羊蹄山」と回答した人が約 90％で最も多く、次いで「ニセコ連峰」と回答した人が約 60％
でした。

○最も少なかったのは、「倶知安駅前」と回答した人の約 4％でした。

あなたが倶知安町に暮らしていて、誇れる場所はありますか。

あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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③ 倶知安町の自然の景色やまちなみに違和感を覚えたことがあるか

○「あった」と回答した人が 42％で最も多く、「なかった」と回答した人は約 29％でした。

あなたが倶知安町の自然の景色やまちなみを眺めたとき、違和感を覚えたり不満を感じる

ことはありましたか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝697
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③－１ 違和感を覚えた状況について

○目に留まったもの別にみると、「高さや色彩、デザインなどが周囲と調和していない建築物

や工作物」と回答した人が最も多く、次いで、「管理されていない空き家」でした。

○最も少なかったのは、「過剰なネオンサインや照明」でした。

○場面ごとにみると、「ニセコひらふ地区などリゾートエリアに行ったとき」が、「高さや色彩、

デザインなどが周囲と調和していない建築物や工作物」、「高さや色彩、デザインなどが周囲

と調和していない屋外広告物」、「自然の景色やまちなみへの配慮が欠けた道路、水路、橋な

どの土木工作物」、「農地や森林などの開発」、「過剰なネオンサインや照明」で最も多く回答

されており、他の場面と比較しても、最も多い回答数となっています。

③で「あった」を選択した方のみお答えください。

以下の場面で、どのようなものが目に留まったときに違和感を覚えましたか。該当する場

面㋐～㋖ごとに、あてはまるものすべてに○をつけてください。

㋐ 自宅の近所を歩いているとき ㋑ 駅前通りなどまちなかを歩いているとき

㋒ ニセコひらふ地区などリゾートエリアに行ったとき

㋓ 国道・道道などの幹線道路を移動中に、乗り物から外を眺めたとき

㋔ 市街地の住宅地を移動中に、乗物から外を眺めたとき

㋕ 郊外の農業・森林地域を移動中に、乗物から外を眺めたとき

㋖ 羊蹄山やニセコ連峰の景色を望める場所から眺めたとき

場

面

（MA）N＝293
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【その他（自由記述）】
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④ 倶知安町の自然の景色やまちなみの変化について

○「少し悪くなった」、「悪くなった」と回答した人が約 35％で最も多く、「良くなった」、「少
し良くなった」と回答した人の約 29％を上回りました。

あなたが倶知安町に住み始めてから、倶知安町の自然の景色やまちなみはどのように変わ

りましたか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝697



28

３．倶知安町の未来について

（１）倶知安駅、ニセコひらふ地区について

① 倶知安駅周辺の今後のまちなみのイメージ

■どのような雰囲気になることを望むか

○「倶知安町の自然を感じられる解放的な雰囲気」と回答した人が約 61％で最も多く、次い
で、「緑を多く配置し、落ち着きを感じる雰囲気」と回答した人が約 45％でした。

○最も少なかったのは、「近代的な都市を感じさせる雰囲気」の約 11％でした。

町民のみなさんにとっては商業や交流の中心であり、来訪者にとってはリゾート地の玄関

口となる駅周辺について、今後のまちなみのイメージをお伺いします。「アンケート調査の

お願い」裏面（カラー）の駅周辺の写真を参考に、ご回答ください。

どのような雰囲気になることを望みますか。あてはまるもの２つに○をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】

Ø バリアフリー（2名）
･ 高齢者やハンディキャップのある人にやさしい雰囲気

･ 広々として明るい、バリアフリー

Ø その他（18名）
･ 町の文化・歴史について学ぶことのできる雰囲気

･ 駐車場の確保

･ まちなみが、統一感のある、又は、冬国の優しさが感じられ、清潔感のある町の風景。

･ ⑥農業森林地域の自然を感じられる魅力はそのままに、①②の街並みをもっと新しくし

てほしい。

･ 羊蹄地域を感じさせる駅舎や雰囲気。

･ 土地の転売を規制し、商業地区には商業を起こし易い雰囲気、宅地には居住しやすい雰囲

気、不活性地が活性できる雰囲気を望む。

･ 特に必要ないと思う

･ グリーンシーズン時、花があふれる町

･ 静と動がバランス良く感じられる自然空間

･ 外国人価格にしない。住民のための街

･ 地球環境に配慮して町民や来訪者がみんな不自由を感じない、それでいて豊かな自然に

囲まれた雰囲気が良いかと思います。

･ 和と洋を感じられる異国情緒あふれるイメージ。日本人も外国人も非日常を感じられる

オシャレなリゾート地のイメージ。

･ 駅に降り立った途端、非日常を感じられるような洗練されたリゾートを思わせる雰囲気

･ 古くなっても魅力が増すような、エージングを楽しめる建物や雰囲気

･ "倶知安特有の気候や国際的な感覚を活かしつつ、全ての施設がバラバラでなく集約する
か、それが難しいのであれば、動線や駐車場をしっかり整え、人の流れを動きやすくして

いただきたい。

･ 使用していない学校などの有効利用、スケートボードパーク、トランポリン施設、バスを

走らせたり。"
･ 利便性重視

･ 旅行者と町民が穏やかに交流する雰囲気

･ Good,Close and free parking ,No power lines.
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■新幹線駅の駅舎の外観はどのようなイメージになることを望むか

○「羊蹄山」と回答した人が約 42％で最も多く、次いで「雪」と回答した人が約 21％でした。
○最も少なかったのは、「尻別川」と回答した人で約 3％でした。

新幹線駅の駅舎の外観について、どのようなイメージになることを望みますか。

下記のキーワードからあてはまるものを３つに○をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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② 将来のニセコひらふ地区やその周辺はどのようになるべきか

■まちなみはどのような雰囲気になることを望むか

○「自然と調和した落ち着いた雰囲気」と回答した人が約 70％で最も多く、次いで「多くの
人々が交流する賑わいのある雰囲気」と回答した人が約 32％でした。

○最も少なかったのは、「スキーやスノーボードの文化や、地域の歴史が感じられる雰囲気」

と回答した人で約 22％でした。

将来のニセコひらふ地区やその周辺は、今後どのようになるべきとお考えですか。「アンケ

ート調査のお願い」裏面（カラー）のリゾート地の中心の写真を参考に、あてはまるものす

べてに○をつけてください。

まちなみはどのような雰囲気になることを望みますか。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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■今後の開発について

○「自然環境に配慮した開発量にする必要はあるが、ある程度の開発は容認すべき」と回答し

た人が約 51％で最も多く、次いで「厳しいルールを定めるなど、可能な限り開発を抑える
べき」と回答した人が約 35％でした。

○最も少なかったのは、「経済的な利益を優先させて、開発を容認すべき」の約 6％でした。

森林や農地に恵まれたエリアなど、開発の拡大が見込まれますが、今後の開発についてど

のようにお考えですか。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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（２） まちの取り組みについて

① 倶知安町のまちなみに関して必要だと思う取り組み

○項目別にみると、「ゴミの不法投棄や廃材の野積みへの取り締まりやパトロールの強化」が

最も多く回答され、次いで「建物や工作物の高さ、色彩、デザインなどに関するルールを設

ける」でした。

○最も少なかったのは、「建物や町民の活動に対する“景観賞”などの表彰や、認定制度の実

施」でした。

○エリア別にみると、「リゾート地の中心（ニセコひらふ地区）」で、「建物や工作物の高さ、

色彩、デザインなどに関するルールを設ける」、「周辺環境を踏まえた開発の誘導」、「屋外広

告物の高さ、色彩、デザインなどに関するルールを設ける」、「道路標識やガードレールなど

の設置位置や色彩の配慮に関するルールを設ける」で最も多く回答されており、他のエリア

と比較しても最も多い回答数となっています。

倶知安町が、もっと魅力的でいつまでも住み続けたいと思えるまちになるには、どのよう

な取 みが必要だと思うエリアを「アンケート調査の

お願い」裏面（カラー）の地図を参考に、項目ごとにあてはまるものすべてに○をつけてく

ださい。

① 駅周辺 ② 市街地の住宅地周辺 ③ リゾート地の中心（ニセコひらふ地区）

④ リゾート地の周辺地域 ⑤ 字高砂・字比羅夫地域 ⑥ 農業・森林地域

⑦ 国道や道道などの幹線道路周辺

エ
リ
ア

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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（３） 町民の取り組みについて

① 町民が取り組むべきこと

○「花植えやごみ拾いなど、地域の緑化活動や清掃活動に参加する」と回答した人が約 55％
で最も多く、次いで「自然の保全活動など、良好な景色やまちなみに欠かせない要素を守る

ための活動に参加する」と回答した人が約 31％でした。
○最も少なかったのは、「わからない」と回答した人で、11％でした。

倶知安町の良好な自然の景色やまちなみづくりのために、町民が率先して取組むべき

は何だと思いますか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝697
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【その他（自由記述）】
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② 回答者自身の取り組みについて

○すでに「取組んでいる」もしくは、「ぜひ取り組みたい」や「機会があれば取り組みたい」と

いった、取り組みに対して意欲的な回答は、「地域の公園や道路などの手入れ」と、「まち歩

きなど身近な景観を知る活動」で 50％を超えており、「家の周りの緑化」と、「花植えやごみ
拾いなどの地域活動への参加」では 70％を超えています。

○「自然やまちなみを守るためのNPO活動などへの参加」、「シンポジウムや講演会などへの
参加」、「地域の建物の保存や活用の取組」は、30％を超えた人が「特に関心がない」と回答
しています。

あなたが自然の景色やまちなみをよくするために取組んでいることや、今後取組みたいこ

とを ○をつけてください

（SA）N＝697
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【その他（自由記述）】

■取り組んでいる

･ 地元ではないので参加しにくい

■ぜひ取り組みたい

･ 「⑨まち歩きなど身近な景観を知る活動」が定期的に月 1回とかあるといいですね。

■機会があれば取り組みたい

･ 都市計画を有能な（有名ではなく）建築家やランドスケープアーキテクトと話し合う。

■特に関心がない

･ 「④自然やまちなみを守るためのNPO活動などへの参加」に関しては年齢的に問題あり
（後期高齢者ゆえに）前述したが、全てが住民の感性・知性に関わることゆえにそれらを

磨く機会を多数持つこと。（年齢に制限なく）

■記述のみ（項目の選択なし）

Ø 年齢・身体上の理由で取組は難しい

･ 住民として最低限、自宅周辺のことは、自らできることは自分で、他のことは体が不自由

なので無理

･ 69才なので、参加は少ないです。
･ 年齢的にできません

･ 参加したくても足が悪くなってしまい、残念なことです。

･ "「特に関心がない」のではなく、「関心は強くある」が参加が無理。体力不足のため。道
路、散策路のゴミ拾いをしたいが、拾ったゴミの持って行き場がない。"

Ø その他

･ 町民一人一人の考え方だと思う。恵庭市のめぐみ野は各家庭のガーデニングが美しいと

聞いています。町内会の代表が一度見学にいっててはどうでしょうか。

･ 市街地のまちあるきに魅力なし。緑・花がない。道路や建物が汚い。カフェ等一般の人が

利用できる雰囲気の店がない。

･ 楽しく活動したくなる、参加したくなる取組にしてほしい
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４．倶知安町の景観について

（１）倶知安町全体について

① “自然の景色”に魅力があるまちだと思うか

○倶知安町の“自然の景色”に魅力を「感じる」、「少し感じる」と回答した人は約 82％で最も
多く、「どちらともいえない」と回答した人の約 8％、「あまり感じない」、「感じない」と回
答した人の約 6％を大幅に上回りました。

倶知安町は“自然の景色”に魅力のあるまちだと感じますか。

あてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝697
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② “まちなみ”に魅力があるまちだと思うか

○倶知安町は住宅地や店舗、道路などの“まちなみ”に「あまり魅力を感じない」、「魅力を感

じない」と回答した人は、約 50％で、「どちらともいえない」と回答した人の 25％、「魅力
を感じる」、「少し魅力を感じる」と回答した人の約 21％を上回りました。

倶知安町は住宅地や店舗、道路などの“まちなみ”に魅力があると感じますか。

あてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝697
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③ これからも住み続けたいまちだと思うか

○「住み続けたいまちだ」、「まあまあ住み続けたいまちだ」と回答した人は約 61％で、「どち
らともいえない」と回答した人の約 21％、「あまり住み続けたいまちではない」、「住み続け
たいまちではない」と回答した人の約 12％を上回りました。

倶知安町はこれからも住み続けたい町だと思いますか。

あてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝697
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④ 倶知安町の自然の景色やまちなみについての意見

○170名（約 24％）の方からご意見をいただきました。
○自然に関する意見が最も多く、次いでまちなみに関する意見、開発に関する意見、外国人・

外国資本に関する意見などが挙げられました。

【自由記述】

No 分類 件数

1

自然に関すること

・四季を感じられる（羊蹄山、ニセコ連峰、農地等）町として、自然や景観

を守ってほしいです。

・自然や子どもたちの安全・安心のためにも広大な農地を保有する倶知安町

として、減農薬・有機栽培の奨励をしてほしい。 など

42

2

まちなみについて

・自然があり、幹線道路、羊蹄山麓の中では大きい町で、お店もたくさんあ

る観光地だけど、景観がバラバラ。建物の色や、電柱１つ取っても、他の

町は揃ってる。

・国道沿い、商店街など花壇を設け、街行く人々の目を楽しませてくれてい

ます。豪雪のまちでありながら春になると花々が一斉に目を楽しませてく

れるうれしい町です。 など

25

3

開発に関すること

・これだけ恵まれた自然環境を守るべき計画・規制を求めます。特にひらふ

地区の乱開発が目に余ります。世界から注目されるエリアなのでもっと計

画的に開発をすすめるべきだと思います。

・ひらふ地区、花園地区の今以上の開発は望まない。ある日突然森林が切り

倒されて更地になっているのを見ると悲しくなる。 など

23

4

外国人・外国資本に関すること

・外国人へ土地を売却するとき、規則を設けて、将来のことを考えて、売却

を許可してほしい。

・自然というよりも、外資による開発により、倶知安町らしさが薄れている

気がする。外資の呼び込みで町が発展しているが、これから先、この状態

が続いていくのか、外国人にばかり配慮して、元々の町民に対する配慮に

欠けている。 など

16

5
商店街・店舗について

・駅前の店舗が閉まっている所が多く残念。
16

倶知安町の自然の景色やまちなみについてのご意見を、ご自由にご記入ください。

（SA）N＝697
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・町民が冬もたのしめ、温泉、お店、カーリングなど、喫茶店などが集まっ

た場所が町の中にほしいものです。 など

6

道路に関すること

・幹線道路以外は、雪国にしては道端が狭く、冬は少し汚い印象をもつ。

・横道が狭く、でこぼこが多い。子が通学するのに安全な道がない。など

16

7

建物に関すること

・最近アパート等の建物が大量に増え、景色が自然と調和していない。

・ニセコひらふ地区の開発やホテル・コンドミニアムなどの建設が多する。

近くを通る度に違う建物が建設されているので、倶知安じゃないみたいな

違和感がある。 など

10

8

空地・空家に関すること

・農村部の崩れるまで放置される農家の倉庫や空き家、町内市街地にも、が

れきになったまま撤去されない店舗もある。

・駅の駐車場が埋まっていて、利用できないことがあるので、周辺の空地を

駐車場にしてほしい。 など

9

9

除排雪に関すること

・元気で雪かきや、雪の中を歩くことができるうちは、住み続けたいのだ

が、高齢になり、車の運転や医療、雪かきなどできなくなったら、雪のな

い所への転居を考えている。

・除雪のことを考えないでアパートなどができてしまい、今までの住人が生

活しづらくなっていると思う。 など

8

10

町の活気について

・駅前通りの活気付け、勢い付け。

・ボーリングやゲームセンター、大型ショッピングセンターなど何か若者向

けの施設があれば活気につながると思う。 など

7

11

公園・広場について

・公園や憩いの広場のようなくつろげる場所が町内・郊外（町中心から離れた

地域）にたくさんあったら、町民が解放感を得られ、楽しいと思う。

・公園の遊具などが古くなっている公園が多い。雑草も割と長くなっている

ことがある。 など

7

12

ゴミに関すること

・冬季に外国人労働者や住民が増えた時に、ごみステーションの量が多く入

らないことがあるので、増設や大きいものにかえるなどしてほしい。

・ゴミの分別が難しいのか、ごみステーションも指定ゴミで出さない人がい

る。そんなルールも守れない人がいる中、景色や自然を守るという前に、

もう少し近い所でのまちなみ形成が必要かもしれない。 など

5

13
無電柱・電線化について

・電柱、電線をなくしてほしい
4
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・羊蹄山の写真を撮るにも、電線と町住宅が入ってしまうので、まちなみの

整理で電線を地中に入れば、魅力的と思います。 など

14

道の駅について

・道の駅を是非つくって欲しい。国道沿いに。空いている土地を生かしても

らいたい。

・町の経済を潤すように、「道の駅」は必要。そこで倶知安の歴史など知っ

てもらえるのもあり。 など

4

15

公共施設について

・公民館（福祉センター）の老朽化がとても気になる。

・欲しいのは図書館。文化センターみたいな施設。 など

4

16

町内会に関すること

・町内会という組織に解決をまかせている部分がどのくらいあるのか。

・町内会をなくし、もっと大きな地区で、参加したい人だけで活動できるよ

うにしないと、若い方が参加しにくいと思います。 など

3

17

災害対策に関すること

・災害への対策がされていないように思う。町の対策が遅い、観光への力は

いれるのは良いが、ルールを速やかに決めるようにしてほしい。

・景観も大事かもしれないが、自然災害等が起こった時に、河川があふれた

り、山が崩れたりしないようにすることが必要だと思う。予算がないから

と、後回しにしたら、人災だと思う。見た目よりも大事なことがあるので

は・・・？ など

2

18

マナー・モラルに関すること

・素敵な街並みを保つためには、住んでいる私たちのマナーも必要。

・外国の旅行者・外国籍の住民がすごく重視されているが、地元住民は若干

我慢している。脅かされている。ここは日本なのでマナーや節度が守られ

るといい。 など

2

19

その他

・新幹線開通を機に、昔のように旭ヶ丘の芝桜をもっと増やして倶知安の景

観を浴したらいいと思う。三島さんの芝桜だと倶知安のものとは言えない。

・どっちを向いて行政をしているのか考えてください。観光客だけではなく

現在の町民が中心ですよ。 など

33
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Ⅲ 緑に関する町民アンケート調査結果

１．倶知安町の現状について

（１）身近な生活環境について

① 身近な生活環境への満足度

○「公園や広場」に対する満足度は「満足」、「多少満足」を合せて約 42％で最も多く、次いで
「どちらともいえない」の約 29％でした。

○「スポーツやレクリエーション施設」に対する満足度は「どちらともいえない」が約 35％で
最も多く、次いで「満足」、「多少満足」を合せ約 27％でした。

○「自然の豊かさ」に対する満足度は最も高く、「満足」、「多少満足」を合せて約 75％で最も
多く、次いで「どちらともいえない」の約 10％でした。

あなたにとっての身近な生活環境について、あなたは満足していますか。

項目ごとにあてはまるもの１つに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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（２）緑について

① 倶知安町の緑の量への印象

○「あなたの居住地付近の緑」の印象は、「十分に多い」、「多い」合せて約 44％で最も多く、
次いで「どちらともいえない」の約 28％でした。

○「駅前通り周辺の緑」の印象は、「少ない」、「非常に少ない」合わせて約 48％で最も多く、
次いで「どちらともいえない」の約 30％でした。

○「町全体の緑」の印象は、「どちらともいえない」が約 38％で最も多く、次いで「十分に多
い」、「多い」合わせた約 35％でした。

現在の倶知安町の緑の量について、どのような印象をもっていますか。

項目ごとにあてはまるもの１つに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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② 倶知安町の緑の量は増えているか

○緑の量に対して、3つの項目共通で「変わらない」と回答した人が約 50％～60％で最も多
く、次いで「少し減った」、「かなり減った」と回答した人が約 25％～40％でした。

○「かなり増えた」、「少し増えた」と回答した人はどの項目においても最も少なく、5％を下
回りました。

あなたが倶知安町に住み始めてから、倶知安町の緑の量は変わりましたか。

項目ごとにあてはまるもの１つに○をつけてください。

（SA）N＝525
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③ 公園や施設などの緑の量への満足度

○「身近な公園の緑」と「尻別川などの川辺の緑」の満足度は「満足」、「多少満足」合せて約

50％～60％で、他の項目に比べて満足度が高いといえます。
○それ以外の項目では、「どちらともいえない」が約 40％を超えています。

公園や、施設などの緑の量について、あなたは満足していますか。

項目ごとにあてはまるもの１つに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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（３）身近な空き地や広場について

① 居住地周辺の空地や広場について

○「ある」と回答した人は約 70％で、「ない」と回答した人の約 23％を大幅に上回りました。

あなたのお住まいの近くに空き地や広場はありますか。

いずれかに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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①－１ ①の空地や広場がどのように使われているか

○「道路除雪や周辺受託の堆積場として利用されている」と回答した人が 60％で最も多く、
次いで「管理されていないようだ」と回答した人が約 24％でした。

○最も少なかったのは、「駐車場として利用されている」の約 15％でした。

①で「ある」を選択した方のみお答えください。

その空き地や広場は、どのように使われていますか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝365
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【その他（自由記述）】
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② 空き地や広場は増えているか

○「少し減っている」、「減っている」と回答した人が約 38％で最も多く、次いで「どちらとも
いえない」と回答した人が約 36％でした。

○最も少なかったのは、「増えている」、「少し増えている」の約 17％でした。

あなたが倶知安町に住み始めたころと比べて、空き地や広場は増えていますか。

あてはまるもの 1つに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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③ 空き地や広場についての考え

○「ポケットパークなどの身近に憩うことのできる場とすべき」と回答した人が約 33％で最
も多く、次いで「堆雪場として確保すべき」と回答した人の約 27％でした。

○最も少なかったのは、「駐車場などに利用された方が良い」と回答した人の約 3％でした。

倶知安町の空き地や広場について、どのようにお考えですか。

あなたの考えに最も近いもの２つに〇をつけてください。

（MA）N＝525
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【その他（自由記述）】
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（４）公園について

① 倶知安町内の公園の利用度

○「あまり利用しない」、「全く利用しない」合わせて約 54％で、「よく利用する」、「ときどき
利用する」合わせた約 38％を上回りました。

あなたは倶知安町内の公園を、どのくらい利用していますか。

あてはまるもの 1つに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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①－１ 主に利用する公園

○「旭ヶ丘公園」と回答した人が約 70％で最も多く、次いで「尻別川リバーパーク」と回答し
た人が約 38％でした。

○最も少なかったのは、「しらかば公園」と回答した人の 1％でした。

【その他（自由記述）】

･ 風土館周辺

･ 公園と名前がつかない緑地域

･ 公園に名前があったとは・・・後志振興局の玄関前の公園です。

･ 特になし

①で「よく利用する」、「ときどき利用する」を選択した方のみお答えください。

主に利用する公園はどこですか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝199
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② 公園を利用する目的または利用しない理由について

○利用する目的で最も多かったのは、「散歩や運動をするため」と回答した人の約 59％で、次
いで「休憩や、リフレッシュするため」と回答した人の約 40％でした。

○最も少なかったのは、「清掃などのボランティア活動をするため」と回答した人で 3％でし
た。

○利用しない理由で最も多かったのは、「ひと気がない、利用者がいないから」と回答した人

の約 41％で、次いで「公園や緑地が遠い、行きにくい」と回答した人の約 28％でした。

○最も少なかったのは、「遊具などの設備が十分にない」と回答した人の約 4％でした。

【利用する目的】

【利用しない理由】

利用する目的は、①で「よく利用する」、「ときどき利用する」を選択した方にお聞きします。

利用しない理由は、①で「あまり利用しない」、「利用しない」を選択した方にお聞きします。

あなたが公園を利用する目的、または利用しない理由は何ですか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。

(MA)N＝199

(MA)N＝279
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【その他（自由記述）】

■利用する目的

･ 羊蹄山、ニセコアンヌプリの観賞

･ 文化・歴史を学ぶため

･ 私が倶知安町で一番好きな場所は尻別川の所にある無料パークと花畑とあずまやが大好

きです。おにぎりとホットコーヒーをもって、のんびり体を動かしたり、羊蹄山をみなが

らと自然と触れ合える時間がスキ！！

･ 藤井のアイスクリームを食べています。

■利用しない理由

Ø 外出が困難だから（3名）
･ 年で、車もなく歩けない

･ 歩くことにトラブルを抱えているので。

･ 主人がなくなり、外出の楽しみがない

Ø その他（6名）
･ 夏になるとテントをはって寝ている人もいます。

･ 利用したい公園がないから

･ 時間がない

･ 花粉症なので近づきたくない

･ どこに有るか分からない

･ 子どもと行くのに近所にないから
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③ 倶知安町の公園の現状について

○「自宅から公園までの距離」、「公園の広さ」、「緑や芝生などの多さ」では、「満足」、「多少満

足」合せ 40％を超えており、満足度の高さが伺えます。
○「公園内の安全性」、「利用上のルール」では、40％以上が「どちらともいえない」と回答し
ています。

現在の倶知安町の公園の現状について、どのように感じますか。

項目ごとにあてはまるもの 1つに〇をつけてください。

（SA）N＝525
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２．倶知安町の今後の緑と公園について

（１）緑について

① 特に重要だと考える、緑の役割や機能について

○「心に安らぎを与える」と回答した人が約 70％で最も多く、次いで「空気をきれいにする」
と回答した人が約 60％でした。

○最も少なかったのは、「土砂の流出や崩壊を防止する」と回答した人で 27％でした。

【その他（自由記述）】

･ もともとそこにあるもの

･ 目に良い

･ 自然保護

･ 緑の対象がまちの公園のみなら「②まちなみの景色をよりよくする」と「④心に安らぎを

与える」のみで、森や山の緑も含むのなら「③さまざまな生物の生息の場となる」と「⑤

土砂の流出や崩壊を防止する」を追加

･ 公園は存在することで十分満足できる。問題は狭いこと。

･ 夏場は日かげになってくれる。

･ 一時避難場所

･ 子供の発育

･ 昆虫の住みやすさが大事だと思います。これが一つの基準であると私は考える。

･ 邪魔いらない。

･ givepeorple space to exercise.
･ Makes you happy/

身近な緑は、さまざまな役割や機能を担っています。緑の役割や機能について、あなたが特

に重要だと考える、もしくは期待しているものは何ですか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝525
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② 倶知安町内で緑の量を積極的に増やすべきだと思う場所

○「公民館や学校などの町の施設や、国・道の施設の緑」と回答した人が約 32％で最も多く、
次いで「街路樹などの道路沿道の緑」と回答した人が約 31％でした。

○最も少なかったのは、「尻別川などの水辺の緑」と回答した人で、約 15％でした。

倶知安町のなかで、緑の量を積極的に増やすべきだと思う場所はありますか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝525
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【その他（自由記述）】

Ø リゾートエリア（3名）
･ リゾート地の緑

･ ニセコひらふ地区

･ ひらふ地区の木々

Ø その他（7名）
･ ④街路樹などの道路沿道の緑←倒れたり、折れた木が撤去されたあと、再び植林されてい

ないところが多い

･ 緑を増やしても、雑草等の処理が必要となる。地域住民が参画し、街路樹の整備に関われ

る住民参画型景観維持活動に期待します。

･ 緑は既に十分多いと思っていた。増やすべきと思ったことがない。

･ 全体に良好

･ 緑はどこにあってもいい。

･ 公園等の柵や芝等の設備管理をもっとすすめるべき

･ 特になし
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（２）公園について

① 特に重要だと考える、公園の役割や機能について

○「子どもたちの遊び場」と回答した人が約 74％で最も多く、次いで「住民の憩いの場」と回
答した人が約 50％でした。

○最も少なかったのは、「地域のレクリエーション（町内会活動）の場」と回答した人で 21％
でした。

身近にある公園は、さまざまな役割や機能を担っています。公園の役割や機能について、あ

なたが特に重要だと考える、もしくは期待するものは何ですか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝525
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【その他（自由記述）】
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３．倶知安町の緑や公園・広場に関する取り組みについて

（１）まちの取り組みについて

① 倶知安町の緑や公園・広場に関して必要だと思う取り組み

○「既存の公園、緑地、街路樹の行き届いた維持管理」と回答した人が 51％で最も多く、次い
で、「街路樹などの緑をいかしたまちなみ整備」と回答した人が約 45％でした。

○最も少なかったのは、「町民農園の設置」と回答した人で約 14％でした。

倶知安町の緑や公園・広場が、もっと魅力的になるには、どのような が必要だと思

いますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

（MA）N＝525
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【その他（自由記述）】
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（２）町民の取り組みについて

① 町民が取り組むべきこと、回答者自身の取り組みについて

○町民が取組むべきこととして、最も多かったのは「公園、緑地、街路樹の管理（清掃）など

に参加する」と回答した人の 30％で、次いで「地域の子どもや身近な人に自然との楽しみ
方などの交流を図る」と回答した人の約 26％でした。

○最も少なかったのは、「緑に関するイベントに参加する」と回答した人で 13％でした。
○回答者自身がすでに取り組んでいること、今後取り組みたいとして、最も多かったのは「自

宅（庭やベランダの花植えなど）を緑化する」で、次いで「公園、緑地、街路樹の管理（清

掃）などに参加する」と回答した人でした。

○最も少なかったのは、「町民農園などを借りて草花を育てる」と回答した人でした。

○項目別にみると、すでに取り組んでいる項目として最も多かったのは「自宅（庭やベランダ

の花植えなど）を緑化する」と回答した人で約 40％で、次いで「町内会などでの花植え活動
など積極的に行う」と回答した人の約 16％でした。

○最も少なかったのは、「町民農園などを借りて草花を育てる」と回答した人で約 1％でした。
○今後取り組みたい項目として最も多かったのは「公園、緑地、街路樹の管理（清掃）などに

参加する」と回答した人で約 30％で、次いで「緑に関するイベントに参加する」と回答した
人の約 23％でした。

○最も少なかったのは、「町民農園などを借りて草花を育てる」と回答した人で約 18％でした。
【町民が取り組むべきこと】

【回答者自身がすでに取り組んでいること、今後取り組みたいこと】

倶知安町の豊かな緑や、良好な公園・広場のために、町民が率先して取組むべき は何だ

と思いますか。また、あなたがすでに取組んでいることや、今後取組みたいことは何です

か。項目ごとにあてはまるものすべてに〇をつけてください。

（MA）N＝525
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【その他（自由記述）】

■町民が取り組むべき取り組み

Ø 緑化

･ アパートが増加しているが、庭がない人達もガーデニングを楽しめると良いと思う。

■回答者が今後取り組みたい取り組み

Ø 緑化

･ アパートが増加しているが、庭がない人達もガーデニングを楽しめると良いと思う。

Ø その他

･ 緑の写真コンテスト

■記述のみ回答（項目の選択なし）

Ø 緑化

･ せっかく払っている町内会費を、緑化のために使ってほしい。

Ø その他

･ 「③公園、緑地、街路樹の管理（清掃）などに参加する」←これをリタイヤ後やコロナの

影響で職を探している人の雇用にするのは難しいのでしょうか？（日本人外国人問わず）

･ 助成金が出て、花や緑を購入するならやる人増えると思う。

･ 生ごみ堆肥を配るのは良いと思った。自分で作るなら枯れ葉が欲しい。持ち帰れる清掃活

動があるなら参加する。

･ 健康上できること、参加する

･ 知らん。

･ 街路樹は不要（除雪の妨げになるから）

･ そこに公園があるというだけで安らげる公園

･ 「取り組むべき」というほどの強制はしない方がいい。「取り組んだ方が良い」というな

ら賛成する。
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４．倶知安町の緑や公園・広場についての意見

（１） 倶知安町の緑や公園・広場についての意見

○114名（約 22%）の方からご意見を頂きました。
○公園・広場全体についての意見のほか、遊具やトイレなどの公園設備に関する意見や、公園

の維持管理に関する意見が多く挙げられました。

【自由記述】

（意見分類） （内訳）

倶知安町の緑や公園・広場についてのご意見を、ご自由にご記入ください。
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No 分類 件数

1 公園に関する意見 8

1

公園全般に対する意見

・子ども達が楽しく遊べる公園の充実に力を注いだ方がよい。

・ 町内の公園マップ等、パンフレットの作成にも期待したい。 など

16

2

公園の増設・新たな機能の公園の設置希望

♢大きな公園がほしい（4件）

･ メインとなるような有名な大きな公園がほしい。 など

♢公園の数を増やしてほしい（4件）

･ 公園や広場は圧倒的に数が足りない。もう少し地域ごとに町民が気軽に利

用できる距離にあった方がよい。 など

♢子どもが遊べる公園（3件）

･ 公園ではボール遊びができず、つまらないと子どもが言っている。小さい

子ばかりではなく小中高が遊べる公園があってもいい。 など

♢水遊びできる公園がほしい（3件）

･ 川の水を利用し遊べる公園があるとよい。 など

♢高齢者が利用できる公園がほしい（2件）

･ これから老齢化が進むので、車いすで草花を巡り、知人とお喋りできる場

が東西南北に一つずつあり、じゃがりん号で訪れることができたら。など

♢大人も子どもも楽しめる公園がほしい（1件）

･ 羊蹄山自然公園のような美しくて、遊具が充実している大人も子どもも楽

しめる公園があるとよいと思う。

16

3

公園の整備や維持管理が必要

･ 公園の数は多く、足りているが、整備が行き届いていない印象がある。

･ 主に利用している公園はしっかり整備されているが、公園によっては草が

のび放題になっていたりするので、整備されていれば利用すると思う。など

14

4

公園遊具の増設、整備や維持管理をしてほしい

・子供の遊具が本当に少ない。また、全体的に古く、小さな子供にとって危な

い物ばかり。

・公園の遊具の充実をしてほしい。どの公園も遊ぶものが決まっていて、バリ

エーションが少ないように感じる。 など

13

5

公園設備の増設、整備や維持管理をしてほしい

・身近に立ち寄れる公園やベンチ等が少ないと思う。年配・子どもの方以外に

若い方も気軽に利用できる広場がほしい。

・キャンプ施設の充実、オートキャンプ場、バンガローなどあるといい。など

14

6
公園トイレ、手洗いの整備が必要

・水洗化、洗浄便座など、トイレの整備が必要。
4
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・新型コロナウイルス対策等のため、小さい子供たちが手洗いでき、手洗い

しやすい場所を多く設けてほしい。 など

7

公園トイレがきれいでありがたい

・公園はもちろん、トイレ等もいつもキレイで助かっている。

･ わんぱく公園、旭ヶ丘、レルヒ公園など、トイレの清掃が行き届いてい

て、安心して使えるので助かる。ありがとうございます。 など

3

8

公園が寂しい

・時々足を運ぶが、人がいないので、少し寂しい雰囲気がある。

･ とても魅力的な公園とさびしい公園の差が大きい。さびしい公園をもっと

どうにかできそう。 など

3

9

公園の緑化が必要

･ 花や木は、目・心に安心・やすらぎを与えるので、豊かな緑・花のある公

園が多くあるとよい。

･ 公園にもう少し緑や花を。 など

3

2 緑化に関する意見 7

1

緑化の推進が必要

･ 空地を活用して緑化に取り組んでほしい。

･ 草花の苗をボランティアなどで育てて、町民に配布して各家庭で緑や花を

増やす活動ができるといい。 など

3

2

緑化活動の助成金の使い道を再考し、有効活用してほしい

･ 緑化活動や花づくりや春の苗木の配布に補助金を出しているが、町で助成

しないでもボランティアで活動・推進できる仕組みを考えては？

･ プランターで花を植えることにお金を使うよりも、根本的な部分を改善す

ることにお金を使うとよい。毎年植えるのももったいない。 など

2

3

緑化活動の支援や情報発信に不足がある

･ せめて道路の整備など、三島さんの芝桜の助成をしてあげてほしい。ま

た、旭ヶ丘のカタクリの群生など、季節ごとの素晴らしい景色の発信が足

りない気がする。

1

4
苗木の配布はよい

･ 年 1回どんぐり公園で無料の苗木配布があるのは、とてもよいと思う。
1

3 雪に関する意見 5

1

雪捨て場の維持や増設を希望

･ 冬の雪捨て場所としての公園や空き地を残してほしい。

･ 家と家が狭く建てられて、冬の雪が行き場のない町に見える。町の負担金を

少なくするには、雪置き場を各自持つくらいに家を建ててもらいたい。

3

2

除排雪全般に対する意見

2
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･ 倶知安町に住んで数十年だが、空気はきれいで、水もおいしい。若い時は

何の不自由もなく過ごしてきたが、年を重ねるごとに、とても住みづらく

なった。やはり雪が原因で、雪がもう少し少なければ、一生住みたい町。

･ 公園・広場はお金をかけないで、道路や除雪にお金をかけてほしい。緑や

自然は魅力的な町なので。 など

5 街路樹に関する意見 4

1

街路樹の整備が必要

･道路脇の緑の管理を行った後に公園・広場の緑が生きてくる。公園・広場

の緑だけの話ではないように思う。

･ 街路樹の管理・清掃をもっと積極的にしてほしい。 など

5

6 住宅地に関する意見 4

1

住宅地の緑化の推進や管理が必要

･ 公園などは充実しているが、住宅街の緑は少ないと思う。

･ 住宅地の庭先は芝生等がきれいに整えられており、感心している。住民同士

の交流の場を創出するためにも、ある程度の広さで美しく庭が整備されて

いる民家を、町が認定するなどし、自由に見学できる取組があるとよい。

など

4

7 まちなみに関する意見 4

1

駅前のまちなみや機能の整備が必要

･ 素晴らしい自然を活かす為に、駅周辺、駅前は建物の色などを統一し、自然

と近未来的な景観になるように、もっと変化があってもよい。倶知安町で下

車したくなるような町づくりをしてほしい。

･ 駅前の開発もいろいろあるだろうが、駅は学生が多く利用しているので、図

書館を併設すると利用しやすい。駅も、アプローチを多く取ると足の不自由

な人が駅にたどり着くまで歩くことになるので、工夫してほしい。 など

4

8 取り組みに関する意見 4

1

それぞれに取り組んだらいい

･ やりたい方だけでするのが良いと思う。

･ 各町内会でそれぞれ取り組んで、きれいな町にしたらいいと思う。

2

2

取り組みへの動機や参加の問題など取り組みに関する課題がある

･ 町民が「積極的に緑や公園・広場のために取り組んでいくことが必要であ

る」と思うような動機がほしい。

･ 町民の取組はわかるが、仕事があって時間がとれない人、また高齢の人等々

気持ちがあっても参加できないなど、これからは考えていかなければならない。

2

9 雑草に関する意見 2

1

雑草の管理をしてほしい

･ 駅前通り、体育館周辺など人の目につきやすい場所も、あまりきれいに草

刈り等の管理がされているように思えなかった。せめて、町の施設や駅周

2
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辺などは、町の事業として、きちんと委託したほうがよいのではないか。

店先の花も、花屋にお願いし定期的に変えるなど、街中をトータルコーデ

ィネートしてもらうのはどうか。

･ 特にリバーパークの道なりなど、雑草がたくさん茂っている場所があるの

で、スズメバチの巣など作られて危険になる前に刈ってほしい。

10 アンケートに関する意見 2

1

･ 対象者は無作為なのは良いが、せめて 2年目以降の冬を通して住んでいる

人にすべき。まだ住んで 2か月なので、まちのことがわからず回答できな

い設問が多かった。対象者の線引きをする必要があると思う。

･ 住んでいる期間の長い人に調査すべき。

2

11 特になし・わからない 4

1
・公園に行くことがないので、本当にわからない。

・特になし。
4

12 その他 15

1

・ 緑や自然が豊かなため、息子の体調が良くなった気がする。今後、新幹

線も開通し、札幌への通勤者も増えるかもしれないので、自然を守りなが

らアウトドアを楽しめるまち、それでいて住みやすいまちになればよい。

･ 十分な資質はあると思うが、さらに生活環境に適した改善があるとよい。

など

15


