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１．調査の目的 

都市公園は、都市の防災性・安全性の確保、良好な都市環境の形成、都市住民の多様な余暇活動を支える場の提供、特色ある地域づくり等の多様な役

割を果たしています。その一方で、少子高齢化の進展、国や地方公共団体の財政的な制約、インフラの老朽化等わが国の社会情勢は変化しており、これ

に伴う、都市公園に期待される役割や抱えている課題の変化等を的確に捉える必要があります。 

本調査は、都市公園の利用実態を利用者数調査およびアンケート調査により把握するとともに、過年度調査の結果と比較することにより、都市公園に

期待される役割や抱えている課題の変化等を的確に把握し、今後の都市公園の整備・維持管理等のあり方を検討するための基礎資料を整理することを目

的として実施するものです。 

 

２．調査の概要 

調査は、調査対象公園を管理する地方公共団体等（国営公園においては各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局）が行うものとします。 

なお、調査に協力いただいた各地方公共団体等には調査結果を集計したデータ（エクセル）及び全対象公園の調査結果を集計・解析してとりまとめた

報告書（ＰＤＦ）を情報提供します。 

 

 

（１）調査全体の流れ 
① 調査実施の協力依頼、調査要領および調査票の送付【国土交通本省】（今回依頼） 

② 調査の実施および調書の記入、提出【地方公共団体等】 

③ 調査結果集計・解析【国土交通本省】 

④ 集計データ・報告書のとりまとめ、情報提供【国土交通本省】 

 

（２）調査対象都市 
別表１のとおり 

 

（３）調査対象公園 
① 国営公園 

全ての国営公園 

 

② 国営公園以外の都市公園 

「都市公園利用実態調査について（協力依頼）」（令和３年７月１日付け事務連絡）に対して回答された調査対象候補の都市公園（別表－２参照） 

 

（４）調査期間 
令和３年１０月５日（火）～１０月３１日（日） 

 



 

 

 

（５）調査内容・実施日 

 

調  査 調査内容 実施日※ 

利用者数調査 年齢層・性別ごとの公園の入園者数・退園者数の調査 調査期間中の平日・休日の各１日ずつの計２日 

アンケート 公園利用者の属性、利用内容、満足度等のアンケート調査 利用者数調査実施日のうち休日１日のみ 

 

※平日は火曜日～金曜日、休日は日曜日を指します。具体的に日にちは以下のとおり。 

平日：５～８日、１２～１５日、１９～２２日、２６～２９日 

休日：１０日、１７日、２４日、３１日 

調査は雨天の日を避け、できるだけ平常の公園利用が可能な天候状況の日に行うようお願いします。 

 

 

３．調査の方法 

（１）利用者数調査の実施 
７時～１９時までの１２時間（ただし、開園時間を定めている公園はその開園時間内）を対象として、当該公園の入園者数・退園者数について、以下

の年齢層別および性別にカウントをし、様式（１）に記入して下さい。年齢層の判定は調査員の判断によるものとして下さい。 

カウントは、当該公園のすべての出入口において行うことを原則としますが、やむを得ない場合には主要出入口箇所で行い、その他の出入口について

は、過去の調査結果等をもとに入園者数・退園者数を推計するなど、調査の正確さを高められるように配慮して下さい。 

 

〔年齢層別〕 

・学齢前            ・中学・高校生等（１２〜１８歳） 

・小学校下級生（１〜３年生）  ・大人（１９歳〜６４歳） 

・小学校上級生（４〜６年生）  ・高齢者（６５歳以上） 

 

＜様式（１）の記入上の注意＞ 

（ⅰ）入園者数 .......................................... ７時から 19 時の間、１時間ごとに入園者および退園者数をカウントし、年齢層別、性別について記入して下さ

い。また、開園時間を定めている公園については、開園時から閉園時までを調査して下さい。（開園時間及び閉

園時間を右下の欄外に記入して下さい。） 

（ⅱ）退園者数 .......................................... 記入方法は入園者数と同様です。 

（ⅲ）７時以前、19 時以降の在園者数 .... ７時以前および１９時以降の在園者がいる場合は、７時および１９時の時点で在園している利用者数を可能な限

り把握し、※印の付いた欄に記入して下さい。（概数でしかつかめない場合は（ ）書きにして下さい） 

 

  



 

 

 

（２）アンケート調査の実施 
利用者数調査を行う調査日のうち、休日に併せて行うものとし、公園の主要な出入口に調査員を配置して実施するものとします。アンケート回答者

は、小学生以上を対象として、退園者の中から一定間隔で選んでください。また、統計的有意性を確保するため、公園種別毎に下表の回答件数以上の

アンケート票を回収できるようお願いいたします。 

 

■アンケート調査の回収目標数（国営公園など複数の地区に分かれている公園は、公園全体の目標数です。） 

 街区 近隣 地区 運動 総合 広域 国営 

回収目標数 ２０ ８０ １４０ ３６０ ３６０ ３６０ ３８０ 

 

調査は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、①アンケート用紙を配付し、回答者自らが書き込んで回答する方式（紙方式）、②

回答者が所有するスマートフォンを活用して、インターネットにより回答する方式（web方式）、の２通りの方式を併用するものとし、回答者の希望を

もとにどちらの方式で回答するかを決めて下さい。ただし、小学校低学年や高齢者など自ら回答することが困難な回答者の場合は、調査員による聴き

取りによる方法にて行っても構いません。 

①（紙方式）については、本要領の別紙のアンケート用紙を、Ａ４両面に印刷したものを各公園でご準備ください。また、記入の済んだアンケート

用   紙は、回答が所定の欄に記入されているか、記入漏れがないか、特に単一回答は単一回答、複数回答は複数回答になっているか必ず確認して

下さい。 

②（web方式）については、後日詳細な調査方法をお知らせいたします。 

 

＜紙方式で実施する場合のアンケート票（－別紙－）記入上の注意＞ 

（ⅰ）アンケート票はＡ４で両面ありますので、裏面も忘れずに回答をお願いするようにして下さい。 

（ⅱ）都市名、公園名、公園種別                の枠内には、【別表】から該当するコード No.を記入して下さい。 

コード番号は、Ｐ１２～１４の別表－２～４をご参照ください。 

（ⅲ）シート番号の枠内には、公園種別ごとに記入済みアンケート用紙の１枚目から順に、       、       …と記入して下さい。 

（ⅳ）問１～問 16 に対し、選択肢の中から該当する番号に○印で囲んで記入して下さい。 

（ⅴ）問７の⑮（施設名          ）には動植物園、図書館、博物館、運動施設等を利用した場合にその施設名を記入して下さい。 

 
      

 

  

※コード番号記入例 ・・・（例）青森市、合浦公園（総合公園）、１枚目 の場合  都 市 名 

公 園 名 

公園種別 

シート番号 

0 0 3 

0 0 5 

5 

0 0 1 

1 0 0 ２ 0 0 



 

 

 

（３）調査対象公園に関する調書、調査日誌の作成 
① 調査対象公園に関する調書 

様式（２）により作成して下さい。記入要領は以下のとおりとします。 

・地方公共団体名……. 調査対象公園の公園管理者である地方整備局・都道府県・市町村名を記入し、また、公園管理者が地方整備局・都道府県の

場合は、調査対象公園の存する市町村名を記入してください。 

・Ⅰ−２．交通手段…… 最寄りのＪＲ、私鉄等の路線名・駅名を記入して下さい。複数ある場合は、代表的な路線名・駅名を１つ記入して下さい。 

・Ⅳ−１．用途地域…… 公園が立地する周辺の用途地域で面積が大きいものを一つ選択して下さい。 

 

② 調査日誌 

調査日誌は、調査各日、各公園について、様式（３）により作成して下さい。 

・直接管理部局は、「○○部公園課」あるいは「○○公園管理事務所」等、実際に管理に当たっている部局を記入して下さい。 

・「特筆すべき事項」は、天候の急変や公園周辺における特異的事象等、当該公園の利用状況に大きな影響を与えたと思われる事項についてご記入

ください。微細な事項に関しては詳しく記載する必要はありません。 

 
 

４．提出物・提出期限・提出先および提出方法 

（１）提出物 
・利用者数調査集計表 ........... 様式（１）－１、様式（１）－２ 【エクセルファイル】 

・調査対象公園に関する調書 ..... 様式（２）【エクセルファイル】 

・調査日誌 ..................... 様式（３）【エクセルファイル】 

・アンケート用紙 ............... 別紙 【紙方式で実施したものをスキャンしたＰＤＦファイル】 

 

（２）提出期限 
令和３年１１月１５日（月）まで 

 

（３）提出先および提出方法 
下記の提出先に、メールもしくはファイル転送サービスでお送りください。データ送付が困難な場合は、恐れ入りますがご郵送ください。 

＜提出先＞ 

一般財団法人公園財団 開発研究部 

メール ............................. toshikoen-riyojittai@prfj.or.jp  

ファイル転送サービス ... https://asp.gigacc.com/user/~sa/6b7sa7v2dj5a13ki5ukae3ms4o 

郵 送 ............................. 〒112-0014 東京都文京区関口１−４７−１２ 江戸川橋ビル２階 一般財団法人公園財団 開発研究部 宛 

電 話 ............................. ０３－６６７４－１１８８ 



 

 

 

（４）様式、アンケート調査票 

 
↓10/10のように入力する 選択肢から選ぶ↓

実施日 公園名 公園種別

男

学齢前 女

男

女

男

小学生 女

下級生 男

（１～３年生） 女

男

小学生 女

上級生 男

（４～６年生） 女

男

中学・高校生等 女

（12～18歳） 男

女

男

大人 女

（19～64歳） 男

女

男

高齢者 女

（65歳以上） 男

女

開閉時間を定めている公園

調査を開始する午前７時の時点において、すでに入園している利用者をカウントし、所定の欄（※印の欄）に数字を記入してください。

また、調査終了19時の時点での在園者についても数え、所定欄（※印の欄）に記入してください。

時　　　　　　　　　　　　　　　　　間

      ７     8     9      10     11    12     13     14     15     16    17     18    19

入園者数

退園者数

開園時間 閉園時間

入園者数

退園者数

入園者数

退園者数

退園者数

入園者数

退園者数

入園者数

退園者数

年齢層別 項　　目

利用者数調査集計表（休日用）

都道府県市区名

入園者数

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

様式（１）－１ 



 

 

 

様式（１）－２ 

 
 

↓10/10のように入力する 選択肢から選ぶ↓

実施日 公園名 公園種別

男

学齢前 女

男

女

男

小学生 女

下級生 男

（１～３年生） 女

男

小学生 女

上級生 男

（４～６年生） 女

男

中学・高校生等 女

（12～18歳） 男

女

男

大人 女

（19～64歳） 男

女

男

高齢者 女

（65歳以上） 男

女

開閉時間を定めている公園

調査を開始する午前７時の時点において、すでに入園している利用者をカウントし、所定の欄（※印の欄）に数字を記入してください。

また、調査終了19時の時点での在園者についても数え、所定欄（※印の欄）に記入してください。

開園時間 閉園時間

入園者数

退園者数

入園者数

退園者数

入園者数

退園者数

退園者数

利用者数調査集計表（平日用）

都道府県市区名

年齢層別 項　　目
時　　　　　　　　　　　　　　　　　間

      ７     8     9      10     11    12     13     14     15     16    17     18    19

入園者数

退園者数

入園者数

退園者数

入園者数

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※



 

 

 

様式（２） 

 

調査対象公園に関する調書（Ｒ３）
は該当する箇所に〇を選ぶ は数字や文字を記述する

地方公共団体名

公園名

Ⅰ．所在地
１．所在地（住所）

２．公園までの交通手段 線 駅下車 分

Ⅱ．面積
１．計画決定面積 ha 年 月決定

２．開設面積 ha

３．利用可能面積* ha

Ⅲ．再整備
　 １．再整備の現状 a.実施済 a.実施予定 c.予定無し

　実施（予定）の年度 年度 年度

Ⅳ．地況

１．周辺の主たる用途地域
a.住居専用系
用途地域

b.住居系用途
地域

c.商業系用途
地域（準工業
含む）

d.工業系用途
地域

e.用途地域外

　e.用途地域外の内訳 e1.山林 e2.農耕地 e３.その他

Ⅴ．維持・運営管理
１．年間維持管理費 千円

２．管理状況 a.管理員常在 b.定期巡回 c.不定期巡回

　管理頻度 回／月 回／月

３．清掃状況 a.毎日実施 b.定期清掃 c.不定期清掃

　清掃頻度 回／月 回／月

Ⅵ．指定管理者制度（国営除く）
１．導入の有無 a.有り b.無し

２．指定管理者のタイプ a.民間企業 b.外郭団体 c.ＮＰＯ法人 d.その他 d.の具体例→

３．清掃状況 a.毎日実施 b.定期清掃 c.不定期清掃

　清掃頻度 回／月 回／月

４．公園愛護会 c.結成無し

５．指導員等 c.いない

Ⅵ．その他民間活力の導入事例
１．民間活力の導入 a.実施済 b.実施予定 c.無し a5.の具体例↓

　a.実施済の内訳
a1.ネーミング
ライツ

a2.公園施設の
寄付

a3.ＣＳＲ活動
a4.アドプト活
動

a5.その他

２．官民連携 a.実施済 b.実施予定 c.無し

　a.実施済の内訳 a1.PFIの導入
a2.Park-PFIの
導入

a3.設置・管理
許可制度の活
用

a4.その他 a4の具体例→

*水面、植栽地等、直接利用できない区域を除いた面積

調査対象広域公園の存する都市名

公園種別（選択肢から選ぶ）

a.結成済み・定期的に活動 b.結成済み・活動はあまり行われていない

a.指導員常駐・定期的 b.指導員（不定期）



 

 

 

様式（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査日誌（Ｒ３）
↓選択肢から選ぶ

公園名

実施日１（休日：利用者数調査、アンケートによる調査） 実施日２（平日：利用者数調査）

↓10/10のように入力する ↓10/10のように入力する

年月日 年月日

天候 天候

直接管理担当部局名 直接管理担当部局名

調査担当部局名 調査担当部局名

調査責任者名 調査責任者名

調査員数 人 調査員数 人

特記すべき事項（利用状況に大きな影響を与えたと思われる事項） 特記すべき事項（利用状況に大きな影響を与えたと思われる事項）

公園種別



 

284 

 

 

 

  



 

285 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

286 

 

 

【別表－１】都市公園利用実態調査 調査対象 

 

 

都道府県 

北海道地方 北海道 九州地方 福岡県 

東北地方 青森県  佐賀県 

 秋田県  長崎県 

 岩手県  熊本県 

 山形県  大分県 

 宮城県  宮崎県 

 福島県  鹿児島県 

関東地方 茨城県 沖縄地方 沖縄県 

 栃木県   

 群馬県 

 埼玉県 

 千葉県 

 東京都 

 神奈川県 

 山梨県 

 長野県 

北陸地方 新潟県 

 富山県 

 石川県 

福井県 

中部地方 岐阜県 

 静岡県 

 愛知県 

三重県 

近畿地方 滋賀県 

 京都府 

 大阪府 

 兵庫県 

奈良県 

 和歌山県 

中国地方・ 島根県 

四国地方 岡山県 

 広島県 

 山口県 

 徳島県 

香川県 

 愛媛県 

  

 

市区町村 

北海道地方 北海道旭川市 北陸地方 富山県富山市 九州地方・ 福岡県飯塚市 政令市 札幌市 

東北地方 青森県青森市  石川県金沢市 沖縄 佐賀県鳥栖市  仙台市 

 秋田県秋田市  福井県福井市  佐賀県唐津市  さいたま市 

 秋田県横手市 中部地方 岐阜県岐阜市  長崎県長崎市  千葉市 

 岩手県盛岡市  静岡県掛川市  長崎県佐世保市  横浜市 

 山形県寒河江市  静岡県藤枝市  長崎県対馬市  川崎市 

 山形県天童市  静岡県御殿場市  熊本県宇城市  相模原市 

 山形県東根市  静岡県三島市  熊本県菊池市  新潟市 

 山形県尾花沢市  三重県四日市市  熊本県宇土市  静岡市 

 山形県南陽市  三重県桑名市  熊本県益城町  浜松市 

 宮城県石巻市  三重県鈴鹿市  大分県大分市  名古屋市 

 宮城県栗原市  三重県松坂市  宮崎県宮崎市  堺市 

 宮城県蔵王町 近畿地方 滋賀県草津市  宮崎県えびの市  神戸市 

 宮城県柴田町  滋賀県近江八幡
市 

 宮崎県日向市  岡山市 

 宮城県丸森町   滋賀県野洲市  宮崎県小林市  広島市 

 福島県いわき市  滋賀県甲賀市  宮崎県西都市  北九州市 

関東地方 茨城県水戸市  滋賀県高島市  宮崎県串間市  福岡市 

 栃木県宇都宮市  滋賀県多賀町  宮崎県日南市  熊本市 

 栃木県栃木市  滋賀県日野町  宮崎県都農町 

 

 栃木県佐野市  京都府福知山市  宮崎県高原町 

 栃木県小山市  京都府宇治市  宮崎県高鍋町 

 栃木県矢板市  大阪府大阪狭山

市 
 宮崎県高千穂町 

 栃木県茂木町  奈良県葛城市  宮崎県国富町 

 群馬県高崎市  和歌山県橋本市  宮崎県新富町 

 埼玉県川口市  和歌山県田辺市  宮崎県川南町 

 千葉県松戸市 中 国 地
方・ 

鳥取県米子市  宮崎県門川町 

 千葉県市川市 四国地方 鳥取県倉吉市  鹿児島県鹿児島市 

 千葉県柏市  島根県松江市  沖縄県浦添市 

 千葉県浦安市  島根県出雲市 

 

 千葉県八街市  山口県山陽小野
田市  東京都世田谷区  徳島県鳴門市 

 東京都中野区  徳島県小松島市 

 神奈川県伊勢原市  徳島県吉野川市 

 山梨県甲斐市  徳島県美波町 

 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市  香川県高松市 

 長野県長野市  愛媛県松山市 

   愛媛県鬼北町 

   高知県高知市 

 

国営公園 

滝野すずらん丘陵公園 

国営みちのく杜の湖畔公園 

国営常陸海浜公園 

国営武蔵丘陵森林公園 

国営昭和記念公園 

国営東京臨海広域防災公園 

国営アルプスあづみの公園 

国営越後丘陵公園 

国営木曽三川公園 

淀川河川公園 

国営飛鳥歴史公園 

国営平城宮跡歴史公園 

国営明石海峡公園 

国営備北丘陵公園 

国営讃岐まんのう公園 

海の中道海浜公園 

国営吉野ヶ里歴史公園 

国営沖縄記念公園 
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【別表－２】調査対象公園一覧（その１） 

 都市名 都市コード 公園名 公園コード 種別 種別コード 都市名 都市コード 公園名 公園コード 種別 種別コード
旭川市 001 大成公園 001 街区 1 八街市 037 八街中央公園 062 近隣 2
旭川市 001 西御料公園 002 近隣 2 世田谷区 038 希望丘東公園 063 街区 1
旭川市 001 常磐公園 003 総合 5 世田谷区 038 葭根公園 064 街区 1
北海道 002 宗谷ふれあい公園 004 広域 6 世田谷区 038 希望丘公園 065 近隣 2
青森市 003 合浦公園 005 総合 5 中野区 039 新井薬師公園 066 街区 1
秋田市 004 千秋公園 006 総合 5 中野区 039 平和の森公園 067 地区 3
横手市 005 西原児童公園 007 街区 1 伊勢原市 040 総合運動公園 068 運動 4
盛岡市 006 浅岸せせらぎ公園 008 街区 1 甲斐市 041 名取公園 069 街区 1
寒河江市 007 東寒河江1号公園 009 街区 1 甲斐市 041 中下条公園 070 近隣 2
寒河江市 007 西根公園 010 近隣 2 甲斐市 041 玉幡公園 071 地区 3
天童市 008 芳賀タウン東公園 011 街区 1 甲斐市 041 赤坂台総合公園 072 総合 5
天童市 008 芳賀タウン中央公園 012 近隣 2 南アルプス市 042 櫛形総合公園 073 総合 5
天童市 008 天童公園 013 総合 5 長野市 043 篠ノ井中央公園 074 地区 3
東根市 009 大森山公園 014 総合 5 茨城県 044 堀原運動公園 075 運動 4
尾花沢市 010 大道寺児童公園 015 地区 3 茨城県 044 千波公園 076 総合 5
尾花沢市 010 尾花沢運動公園 016 運動 4 茨城県 044 偕楽園 077 広域 6
南陽市 011 中央花公園 017 総合 5 栃木県 045 栃木県中央公園 078 総合 5
石巻市 012 恵み野中央公園 018 街区 1 群馬県 046 敷島公園 079 運動 4
石巻市 012 北上公園 019 近隣 2 群馬県 046 群馬の森 080 総合 5
石巻市 012 河南中央公園 020 地区 3 埼玉県 047 所沢航空記念公園 081 広域 6
石巻市 012 曽波神公園 021 運動 4 千葉県 048 富津公園（富津市） 082 広域 6
栗原市 013 若柳堤通１号公園 022 街区 1 東京都 049 駒沢オリンピック公園 083 運動 4
栗原市 013 若柳川南河川公園 023 近隣 2 神奈川県 050 調整中 084
栗原市 013 築館総合運動公園 024 総合 5 山梨県 051 小瀬スポーツ公園 085 運動 4
蔵王町 014 蔵王町総合運動公園 025 総合 5 長野県 052 飯田運動公園 086 運動 4
柴田町 015 槻木駅西３号公園 026 街区 1 長野県 052 松本平広域公園 087 広域 6
丸森町 016 舘山公園　 027 街区 1 富山市 053 安田公園 088 街区 1
丸森町 016 玉川公園 028 街区 1 富山市 053 馬場記念公園 089 地区 3
丸森町 016 松崎公園 029 街区 1 富山市 053 富山南総合公園 090 総合 5
いわき市 017 三倉公園 030 街区 1 金沢市 054 駅西第２児童公園 091 街区 1
いわき市 017 白土公園 031 近隣 2 金沢市 054 駅西中央公園 092 近隣 2
いわき市 017 松ヶ岡公園 032 地区 3 金沢市 054 金沢城北市民運動公園 093 運動 4
いわき市 017 上荒川公園 033 運動 4 金沢市 054 卯辰山公園 094 総合 5
青森県 018 新青森県総合運動公園 034 広域 6 福井市 055 経田公園 095 街区 1
秋田県 019 県立小泉潟公園 035 広域 6 福井市 055 中央公園 096 近隣 2
岩手県 020 花巻広域公園 036 広域 6 福井市 055 足羽山公園 097 総合 5
山形県 021 最上川ふるさと総合公園 037 総合 5 新潟県 056 紫雲寺記念公園（新発田市） 098 広域 6
宮城県 022 加瀬沼公園 038 広域 6 富山県 057 県庁前公園 099 近隣 2
福島県 023 いわき公園 039 広域 6 富山県 057 富山県岩瀬スポーツ公園 100 運動 4
水戸市 024 城南三丁目児童公園 040 街区 1 富山県 057 富山県富岩運河環水公園 101 総合 5
水戸市 024 駅南平和公園 041 近隣 2 富山県 057 県民公園太閤山ランド 102 広域 6
宇都宮市 025 八幡山公園 042 総合 5 石川県 058 いしかわ四高記念公園 103 地区 3
栃木市 026 えきまえ公園 043 街区 1 石川県 058 木場潟公園 104 広域 6
佐野市 027 城山公園 044 地区 3 福井県 059 丹南総合公園 105 総合 5
佐野市 027 佐野市運動公園 045 運動 4 岐阜市 060 美江寺公園 106 街区 1
小山市 028 小山総合公園 046 総合 5 岐阜市 060 梅林公園 107 近隣 2
矢板市 029 長峰公園 047 総合 5 岐阜市 060 野一色公園 108 地区 3
茂木町 030 並松運動公園 048 運動 4 岐阜市 060 岐阜公園 109 総合 5
高崎市 031 しいのみ児童公園 049 街区 1 掛川市 061 中央公園 110 街区 1
高崎市 031 北三公園 050 近隣 2 掛川市 061 駅南公園 111 近隣 2
高崎市 031 城址公園 051 地区 3 掛川市 061 大池公園 112 総合 5
高崎市 031 浜川運動公園 052 運動 4 藤枝市 062 蓮華寺池公園 113 総合 5
川口市 032 青木2丁目第3公園 053 街区 1 御殿場市 063 秩父宮記念公園 114 総合 5
川口市 032 朝日中央公園 054 近隣 2 三島市 064 上岩崎公園 115 近隣 2
川口市 032 青木町公園 055 運動 4 四日市市 065 諏訪公園 116 近隣 2
川口市 032 川口グリーンセンター 056 総合 5 桑名市 066 新矢田公園 117 街区 1
市川市 033 里見公園 057 地区 3 鈴鹿市 067 桜の森公園 118 地区 3
松戸市 034 21世紀の森と広場 058 総合 5 松阪市 068 松阪市総合運動公園 119 運動 4
柏市 035 手賀の丘公園 059 総合 5 岐阜県 069 岐阜県百年公園 120 広域 6
柏市 035 増尾城址総合公園 060 総合 5 静岡県 070 静岡県草薙総合運動場 121 運動 4
浦安市 036 浦安公園 061 近隣 2 静岡県 070 浜名湖ガーデンパーク 122 広域 6
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【別表－２】調査対象公園一覧（その２） 

 都市名 都市コード 公園名 公園番号 種別 種別番号 都市名 都市コード 公園名 公園番号 種別 種別番号
愛知県 071 あいち健康の森公園 123 広域 6 飯塚市 112 高宮公園 183 近隣 2
三重県 072 大仏山公園 124 総合 5 飯塚市 112 勝盛公園 184 地区 3
三重県 072 北勢中央公園 125 広域 6 飯塚市 112 市民公園 185 運動 4
草津市 073 込田公園 126 街区 1 飯塚市 112 笠城ダム公園 186 総合 5
近江八幡市 074 近江八幡運動公園 127 運動 4 鳥栖市 113 蔵上西公園 187 街区 1
野洲市 075 中央児童公園 128 街区 1 鳥栖市 113 中央公園 188 近隣 2
甲賀市 076 甲賀市ひのきが丘公園 129 地区 3 鳥栖市 113 市民公園 189 総合 5
高島市 077 健康の森梅ノ子運動公園 130 運動 4 唐津市 114 松浦河畔公園 190 総合 5
多賀町 078 多賀公園 131 近隣 2 長崎市 115 稲佐児童公園 191 街区 1
日野町 079 松尾公園 132 近隣 2 長崎市 115 矢上団地近隣公園 192 近隣 2
福知山市 080 長田野公園 133 運動 4 長崎市 115 立山公園 193 地区 3
福知山市 080 三段池公園 134 総合 5 長崎市 115 稲佐山公園 194 総合 5
宇治市 081 西宇治公園 135 地区 3 佐世保市 116 烏帽子ｽﾎﾟｰﾂの里 195 運動 4
大阪狭山市 082 狭山池公園 136 総合 5 対馬市 117 厳原総合公園 196 総合 5
葛城市 083 屋敷山公園 137 地区 3 宇城市 118 岡岳公園 197 総合 5
橋本市 084 橋本市運動公園 138 運動 4 菊池市 119 菊池ふれあい清流公園 198 地区 3
橋本市 084 杉村公園 139 総合 5 菊池市 119 菊池公園 199 総合 5
田辺市 085 明洋第２公園 140 街区 1 宇土市 120 宇土市運動公園 200 運動 4
田辺市 085 天神公園 141 近隣 2 益城町 121 益城町総合運動公園 201 総合 5
田辺市 085 目良公園 142 地区 3 大分市 122 北下郡公園 202 街区 1
滋賀県 086 びわこ文化公園（文化ゾーン） 143 総合 5 大分市 122 高江中央公園 203 近隣 2
京都府 087 木津川運動公園（城陽市） 144 運動 4 大分市 122 天然塚公園 204 地区 3
大阪府 088 久宝寺緑地 145 広域 6 大分市 122 駄原総合運動公園 205 運動 4
兵庫県 089 明石公園 146 広域 6 大分市 122 七瀬川自然公園 206 総合 5
奈良県 090 馬見丘陵公園（河合町・広陵町） 147 広域 6 宮崎市 123 栄町街区公園 207 街区 1
和歌山県 091 紀三井寺公園 148 広域 6 宮崎市 123 小松台公園 208 近隣 2
米子市 092 湊山公園 149 総合 5 宮崎市 123 宮崎中央公園 209 地区 3
倉吉市 093 河北中央公園 150 近隣 2 えびの市 124 永山運動公園 210 運動 4
松江市 094 菅田公園 151 近隣 2 日向市 125 お倉ヶ浜総合公園 211 総合 5
出雲市 095 高西公園 152 街区 1 小林市 126 小林総合運動公園 212 運動 4
山陽小野田市 096 松浜１号公園 153 街区 1 西都市 127 白馬街区公園 213 街区 1
山陽小野田市 096 本山岬公園 154 近隣 2 串間市 128 串間第８児童公園 214 街区 1
山陽小野田市 096 小野田中央公園 155 地区 3 日南市 129 中央街区公園 215 街区 1
鳴門市 097 撫養第一公園 156 近隣 2 都農町 130 藤見公園 216 総合 5
小松島市 098 小松島市ステーションパーク 157 近隣 2 高原町 131 上町児童公園 217 地区 3
吉野川市 099 向麻山公園 158 総合 5 高原町 131 総合運動公園 218 運動 4
美波町 100 竜宮公園 159 街区 1 高鍋町 132 小丸河畔運動公園 219 運動 4
高松市 101 多肥西公園 160 街区 1 高千穂町 133 高千穂町総合公園 220 総合 5
高松市 101 長池中央公園 161 近隣 2 国富町 134 国富町運動公園 221 運動 4
高松市 101 中央公園 162 地区 3 新富町 135 富田浜公園 222 総合 5
高松市 101 仏生山公園 163 総合 5 川南町 136 新茶屋児童公園 223 街区 1
松山市 102 新玉公園 164 街区 1 門川町 137 門川海浜総合運動公園 224 総合 5
松山市 102 南江戸公園 165 近隣 2 鹿児島市 138 荒田公園 225 街区 1
松山市 102 河野別府公園 166 地区 3 鹿児島市 138 天文館公園 226 近隣 2
松山市 102 松山中央公園 167 運動 4 鹿児島市 138 小野公園 227 地区 3
松山市 102 松山総合公園 168 総合 5 浦添市 139 大宮公園 228 街区 1
鬼北町 103 鬼北総合公園 169 総合 5 浦添市 139 伊祖公園 229 近隣 2
高知市 104 潮公園 170 街区 1 浦添市 139 浦添運動公園 230 運動 4
高知市 104 萩公園 171 近隣 2 福岡県 140 大濠公園 231 総合 5
高知市 104 城西公園 172 地区 3 佐賀県 141 吉野ヶ里歴史公園 232 広域 6
高知市 104 筆山公園 173 総合 5 長崎県 142 田平公園 233 総合 5
島根県 105 石見海浜公園 174 広域 6 熊本県 143 熊本県民総合運動公園 234 運動 4
岡山県 106 岡山県総合グラウンド 175 運動 4 大分県 144 高尾山自然公園 235 広域 6
広島県 107 みよし公園（三次市） 176 広域 6 宮崎県 145 宮崎県総合運動公園（宮崎市） 236 広域 6
山口県 108 維新百年記念公園 177 広域 6 鹿児島県 146 鴨池公園 237 運動 4
徳島県 109 月見が丘海浜公園 178 総合 5 鹿児島県 146 吉野公園 238 総合 5
香川県 110 香川県総合運動公園 179 運動 4 沖縄県 147 浦添大公園（浦添市） 239 総合 5
愛媛県 111 道後公園 180 総合 5 札幌市 148 前田あざみ公園 240 街区 1
愛媛県 111 愛媛県総合運動公園 181 広域 6 札幌市 148 前田西公園 241 近隣 2
飯塚市 112 花瀬公園 182 街区 1 札幌市 148 前田公園 242 地区 3
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【別表－２】調査対象公園一覧（その３） 

 都市名 都市コード 公園名 公園番号 種別 種別番号 都市名 都市コード 公園名 公園番号 種別 種別番号
札幌市 148 農試公園 243 運動 4 岡山市 161 高島公園 303 近隣 2
札幌市 148 前田森林公園 244 総合 5 岡山市 161 東山公園 304 地区 3
仙台市 149 鶴ヶ谷六丁目公園 245 街区 1 岡山市 161 浦安総合公園 305 総合 5
仙台市 149 鶴ヶ谷四丁目東公園 246 近隣 2 広島市 162 西部埋立第一公園 306 街区 1
仙台市 149 鶴ヶ谷中央公園 247 地区 3 広島市 162 西部埋立第二公園 307 近隣 2
仙台市 149 榴岡公園 248 総合 5 広島市 162 西部埋立第五公園 308 地区 3
さいたま市 150 上落合北公園 249 街区 1 広島市 162 可部運動公園 309 運動 4
さいたま市 150 八王子公園 250 近隣 2 広島市 162 竜王公園 310 総合 5
さいたま市 150 与野公園 251 地区 3 北九州市 163 東門司二丁目公園 311 街区 1
さいたま市 150 荒川総合運動公園 252 運動 4 北九州市 163 萩ヶ丘公園 312 近隣 2
さいたま市 150 別所沼公園 253 総合 5 北九州市 163 老松公園 313 地区 3
千葉市 151 真砂２丁目第３公園 254 街区 1 北九州市 163 桃園公園 314 運動 4
千葉市 151 真砂第２公園 255 近隣 2 北九州市 163 夜宮公園 315 総合 5
千葉市 151 真砂中央公園 256 地区 3 福岡市 164 百道浜東公園 316 街区 1
千葉市 151 稲毛海浜公園 257 総合 5 福岡市 164 地行中央公園 317 近隣 2
横浜市 152 霧が池公園 258 街区 1 福岡市 164 百道中央公園 318 地区 3
横浜市 152 睦町公園 259 街区 1 福岡市 164 今津運動公園 319 運動 4
横浜市 152 萱場公園 260 近隣 2 福岡市 164 舞鶴公園 320 総合 5
横浜市 152 蒔田公園　 261 近隣 2 熊本市 165 戸井の外公園 321 街区 1
横浜市 152 霧が丘公園 262 地区 3 熊本市 165 錦ヶ丘公園 322 近隣 2
横浜市 152 三ツ沢公園 263 運動 4 熊本市 165 八景水谷公園 323 地区 3
横浜市 152 根岸森林公園 264 総合 5 熊本市 165 熊本城公園 324 総合 5
川崎市 153 梶ヶ谷第３公園 265 街区 1 166 滝野すずらん丘陵公園 325 国営 7
川崎市 153 梶ヶ谷第１公園 266 近隣 2 167 国営みちのく杜の湖畔公園 326 国営 7
川崎市 153 稲田公園 267 地区 3 168 国営常陸海浜公園 327 国営 7
川崎市 153 多摩川緑地（一部） 268 運動 4 169 国営武蔵丘陵森林公園 328 国営 7
川崎市 153 生田緑地 269 総合 5 170 国営昭和記念公園 329 国営 7
相模原市 154 相模原７丁目公園 270 街区 1 171 国営東京臨海広域防災公園 330 国営 7
相模原市 154 小山公園 271 近隣 2 172 国営アルプスあづみの公園・堀金穂高地区 331 国営 7
相模原市 154 鹿沼公園 272 地区 3 172 国営アルプスあづみの公園・大町松川地区 332 国営 7
相模原市 154 淵野辺公園 273 運動 4 173 国営越後丘陵公園 333 国営 7
相模原市 154 相模原麻溝公園 274 総合 5 174 国営木曽三川公園・河川環境楽園地区 334 国営 7
新潟市 155 寺尾あけぼの公園 275 街区 1 174 国営木曽三川公園・138タワーパーク 335 国営 7
新潟市 155 青山水道遊園 276 近隣 2 174 国営木曽三川公園・木曽三川公園ｾﾝﾀｰ 336 国営 7
新潟市 155 寺尾中央公園 277 地区 3 175 淀川河川公園・西中島地区 337 国営 7
新潟市 155 鳥屋野運動公園 278 運動 4 175 淀川河川公園・枚方地区 338 国営 7
新潟市 155 阿賀野川河川公園 279 総合 5 175 淀川河川公園・背割堤地区 339 国営 7
静岡市 156 鷹匠公園 280 街区 1 176 国営飛鳥歴史公園・石舞台地区 340 国営 7
静岡市 156 森下公園 281 近隣 2 176 国営飛鳥歴史公園・高松塚周辺地区 341 国営 7
静岡市 156 城北公園 282 地区 3 176 国営飛鳥歴史公園・祝戸地区 342 国営 7
静岡市 156 清水日本平運動公園 283 運動 4 176 国営飛鳥歴史公園・キトラ古墳周辺地区 343 国営 7
静岡市 156 駿府城公園 284 総合 5 176 国営飛鳥歴史公園・甘樫丘地区 344 国営 7
浜松市 157 高丘どんぐり公園 285 街区 1 177 国営平城宮跡歴史公園 345 国営 7
浜松市 157 葵ヶ丘公園 286 近隣 2 178 国営明石海峡公園・淡路地区 346 国営 7
浜松市 157 高丘公園 287 地区 3 178 国営明石海峡公園・神戸地区 347 国営 7
浜松市 157 四ツ池公園 288 運動 4 179 国営備北丘陵公園 348 国営 7
浜松市 157 浜松城公園 289 総合 5 180 国営讃岐まんのう公園 349 国営 7
名古屋市 158 越前公園 290 街区 1 181 海の中道海浜公園 350 国営 7
名古屋市 158 西一社中央公園 291 近隣 2 182 国営吉野ヶ里歴史公園 351 国営 7
名古屋市 158 千種公園 292 地区 3 183 国営沖縄記念公園・首里地区 352 国営 7
名古屋市 158 瑞穂公園 293 運動 4 183 国営沖縄記念公園・海洋博地区 353 国営 7
名古屋市 158 鶴舞公園 294 総合 5
堺市 159 中之町公園 295 街区 1
堺市 159 ザビエル公園 296 近隣 2
堺市 159 三宝公園 297 地区 3
堺市 159 金岡公園 298 運動 4
堺市 159 大仙公園 299 総合 5
神戸市 160 御影山手公園 300 街区 1
神戸市 160 湊川公園 301 近隣 2
岡山市 161 東中山下公園 302 街区 1


