
プレイポートワンダーインクルーシブ

富山県空港スポーツ緑地インクルーシブ遊具設置試行

意向調査結果報告書

障がいの有無や年齢にかかわらず、全ての子どもが一緒に楽しめるインクルーシブな遊び場が、全国
的に注目されています。富山県でも富山県空港スポーツ緑地（富山市秋ケ島）に、令和３年９月１日から
１０月３１日まで試験的に遊具を設置しました。そして導入に向けた検証を行うため、アンケート調査を
実施しました。

設置遊具

オムニスピナー ３連サポート付ブランコ 複合ネット遊具 ※10月のみ設置

ゲートボール広場に４種類の遊具を設置しました。

調査概要

対象者 調査方法 調査期間

公園利用者

調査員が渡す調査票に記入 遊具設置期間内の延べ15日間

会場内掲示のQRコードを読
み取り、回答フォームに記入

遊具設置期間内常時

※裏面無記入の調査票は無効としました。

調査内容 回収状況

全13問
属性（住まい、来園目的、子どもの年齢、障がいの有無）
遊具（楽しかった遊具、要望、困ったことなど）
賛否（本公園の導入、他公園の導入）
その他意見

調査票 538票
687票

（有効回答 683票※）
回答フォーム 149票

令和３年12月

ご来園の方にアンケート調査を行いました。



調査結果

お住まいはどちらですか？

お子様は障がいや発達に特性をお持ちですか？
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その他／脳性麻痺、医療的ケア、心臓疾患、肢体不自由、高次脳機能など

どの遊具で楽く遊んでいましたか？（複数可）
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複合ネット遊具（10月のみ設置）

オムニスピナー

３連サポート付ブランコ

プレイポートワンダーインクルーシブ 421
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321
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遊具のどこが楽しかったか教えてください。

プレイポートワンダーインクルーシブ

滑り台が広くて滑りやすい

いろんな遊びができる

大人も一緒に滑れた

手すりがあり、幅が広いので安全

どの年齢でも楽しめる

大人の目が届きやすい

３連サポート付ブランコ

自分一人で座れて嬉しそう

安心、安全で恐怖なく乗れた

どの年齢でも楽しめる

兄弟で一緒にできた

障がい児が乗れ、大喜びだった

ニュースを見て楽しみにしていた

オムニスピナー

安定していて安心感がある

0歳と3歳が一緒に乗れた

知らない子同士で遊んでいた

小さい子でも回せた

寝たままでも遊べる

適度なスピードがつくところ

複合ネット遊具 ※10月のみ設置

達成感が味わえて良かった

自分の力で登り降りできる

チャレンジ精神を刺激される

トンネルをくぐるところ

自分なりに考えて遊べるところ

遊具の高さが高すぎず安心

遊具全体として、年齢や障がいの有無に関係なく一緒に遊べた、危険なところが少なく安心して遊べたとの
ご感想をいただきました。

障がい種別は知的、発達の割合が高いです。

15％

富山市内
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83％

富山県外2％

（N=682）

遊具で遊ばれたお子様の年齢は？（複数可）
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幼児のお子様が
多く遊ばれています。

（N=615）

（N=607）

（N=610）

来園の理由は？

90％

遊具で遊ぶ

遊具の視察5％
その他3％

散策1％運動1％

（N=683）



どんなインクルーシブ遊具があればよいですか？

0歳～3歳でも安全に乗れるブランコ

親子で乗れるベンチ型ブランコ

みんなが逆上がりできる鉄棒

支えなしでも乗れるシーソー

５人で乗れるシーソー

インクルーシブ遊具設置時に、注意してほしいことは？（複数可）
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その他

プレイサポーターの常駐

エリアを区切る柵の設置

周辺施設のバリアフリー化

遊具への理解を促す説明看板の充実

遊具周りの緩衝マット設置

木陰を増やす

手洗いの設置

年齢や障がいに応じた多様な遊具設置

見守りのためのベンチ・休憩所の充実
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（N=584）

遊具設置時には休養施設の充実や多様な遊具設置を
求める声が多いです。

その他／遊具までの舗装、遊具間の距離、コミュニケーションのしやすさなど

はい

遊び場で何か困ったことはありましたか？（複数可）
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その他

他の子どもと楽しく遊べなかった

子どもの介助がしにくい

子どもを見守りにくい

子どもが多くて順番待ちがある

遊べる遊具が少ない

日陰がなく暑い

特にない 318
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半数以上の方が、困ったことは特にない

との回答ですが、日陰がなく暑い、遊
べる遊具が少ないとのご意見もありま
した。

（N=591）
その他／場所が分かりにくい、近くに自動販売機がほしいなど

手足、体感を鍛える遊具

素足で遊べる遊具

複数の遊びができる遊具

順番を気にしなくても良い遊具

登りやすい階段の遊具

車椅子のまま思いきり遊べる遊具

車椅子でも遊べる高さの砂場や水場

車椅子で入れるところが広い遊具

抱っこしたまま楽しめる遊具

寝た姿勢でも楽しめる遊具

介助を必要としない遊具、車椅子に乗ったまま遊べる遊具などのご意見をいただきました。

調査結果



インクルーシブ遊具を導入してほしい公園はどのような公園ですか？（複数可）
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その他

来園者が多く賑やかである

公共交通機関の利便性が良い

施設のバリアフリー化が進んでいる

インクルーシブ社会を目指した活動やイベントを実施している

面積が大きく様々な施設がある

遊具だけでなく他にも芝生広場等の遊ぶ場所がある

気軽にいつでも行ける

遊び場から駐車場やトイレが近い
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その他／駐車スペースが広い、トイレがきれい、歩いて行けるなど

その他ご意見ご感想

導入してほしい公園の特性として、

駐車場やトイレが近い
気軽にいつでも行ける
他にも芝生などの遊ぶ場所がある
の３つが求められています。

（N=664）

試行事業やインクルーシブ遊具について、高評価をいただました

試験的導入は多くの人が興味を持ち、周知に繋がるので良い。

遊びながら障がいのある子とふれあえるのは子どもにとっても貴重な経験になる。

他の公園では、理解されず冷たい言葉を言われたが、優しい人が多く、障がいがあっても楽しめた。

他の公園でも進めてほしい、県内のみならず全国的な展開を。

遊具に子どもがいろいろな子と接するうえで気をつけることや守りたいことなどの説明があってよかった。

ゲートボール広場を改修して、インクルーシブ遊具
を導入することにどう思いますか？

他の公園にもインクルーシブ遊具を導入して
ほしいですか？

本公園の他エリア／芝生、既存遊具の近く
本公園以外の公園／家の近く、知名度の高い公園

88％

良い

7％

全面ではなく
一部なら良い

どちらでもない3％ 設置してほしくない0％

本公園の他エリアが良い1％

本公園以外の公園で設置すべき1％

ゲートボール広場への導入に95％の方が賛成です。

（N=675）

92％

設置してほしい

7％

分からない 設置しなくてもよい1％

他の公園にも92％の方が導入を希望しています。

（N=676）

調査結果

安全面や付帯施設に関するご意見ご要望がありました

遊具から落下して頭などを打たないか心配なので、遊具の周り全体を緩衝床にしてほしい。

大きな子と小さな子が一緒の遊具で遊ぶのは危ないので、年齢別で分けてほしい。

子ども用のトイレ、便器があれば良い。大きい子用の大きなベッドも設置してほしい。

もう少し休憩できるところや日陰や風よけになるところがほしい。

駐車場を整備してほしい。駐車場が広いと良い。

車のトランク部分から車椅子を出し入れしやすい駐車場が必要。


