
資料４

属　性 回答数
1 母親 55
2 父親 12
3 その他 3

合計 70

年　代 回答数
1 ３歳未満児 10
2 ３歳以上児（年少、年中、年長クラス） 19
3 小学１年生～３年生 22
4 小学４年生～６年生 34
5 中学生 27

合計 112（重複あり）

項　目 回答数 順位
1 子どもが遊べること 60 1
2 大人がくつろげること 13
3 高齢者が憩えること 5
4 人の目が行き届き安心安全であること 50 2
5 花や樹木など、緑豊かであること 17
6 暑さや寒さ、雨風などをしのげるスペースがある

こと
33 4

7 地域のイベントやマルシェなどが開催できる広
場として使えること

21

8 広い芝生広場があること 21
9 遊具があること 41 3

10 子どもの学びや学習の場となること 15
11 地域住民の運動スペースがあること 15
12 気軽に休憩やピクニックなどができること 22 5
13 オープンカフェやレストランがあること 18
14 多世代の人たちが集まる地域コミュニケーション

の場となること
9

15 地域の避難場所や防災機能として活用できるこ
と

17

16 地域の人が気軽に使える菜園場があること 1
17 住民参加による清掃や自主管理がされること 4
18 周辺の豊かな景色が眺められるテラススペース

などがあること
8

1

2
3
4

5
6

Ｑ４．整備予定の公園について、上記の各項目の他に重要と思われるイメージがあればご記入くだ
さい。

Ｑ２．あなたの中学生以下のお子様の年代を選択してください

Ｑ３．南花台地区に新たに整備予定の公園について、あなたが重視すること上位５つまで選択してく
ださい。

南花台みらいアンケート速報（南花台にお住いの方）

第10公園がなくなるため、
子どもたちが遊べる広い場所が必要だと思います。

幼稚園児や小学生対象の遊具に加えて、
未就園児も使える遊具が必要。
街に若い世代に来てほしいなら必須。

野球やサッカーなど、ボール遊びが可能なスペースが十分に確保されている。

第１０公園に代わる公園と聞いているので、
第１０公園のような野球、サッカー、バトミントン、自転車
が共存出来てお互いに危なくない距離で楽しめる、
あの広い広場は必要不可欠です。

今ある第10公園のように、野球やサッカーなどの球技ができる公園にしてほしいです。
安全に遊べる場所がいい。

Ｑ１．あなたはお子様とどのようなご関係ですか
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ドッグランやドッグカフェなど、わんちゃんも一緒に楽しめる公園がいいです。
また緑が多く、ヨガやピクニックなど気軽にできる芝生スペースがあると嬉しいです。
子供や大人、高齢者、障害のある方、わんちゃんもみんなが楽しめるウェルネスな公園がいいと
思います。
リトリート施設としてあると素敵だと思います。

どこかのパクりではなく、独自性のある公園。
緑豊かでのんびり過ごせる
南河内のの食材や木を使ったレストランや遊具などがあれば良いと思います

子供の遊び場としてはもちろんですが、
高齢者も多い土地ですのでどの世代もが憩いの場とできる公園が良いと思います。

時計がほしいです。
子供に17時になったら帰ってきなさいと言っても、時計が無いと時間が分からず不便なので必ず
欲しいです。

公衆トイレも欲しいが、公衆トイレ内で暴行や犯罪が受けにくい造りにして欲しい。
暗く、人目につきにくいトイレは犯罪が起きやすいので子供に利用させたく無いです。

大型の遊具があれば嬉しいです
子どもがボール遊びができる

子どもも大人も誰もが楽しめシンボル的な存在な公園。
有料科して、他市から遊びに来たいと思える公園。例えば、他市から遠足利用（有料で）
噴水といった季節ならではの遊びも出来る公園。憩いの場。
マラソン大会なども出来るトラック。

・放課後こどもたちが野球やサッカーをして遊べるスペースがある

様々な世代の人が集える空間になることが希望です。
それが常に人が集う公園につながると思うからです。
南花台以外にお住まいの方も集まりたいと思え、
たくさんの人が集まる場所になってほしいと思います。
子どもが遊んでいる様子を見ながらカフェでゆっくりと
親が過ごすようなイメージは、子育て世代へ好印象だと
思います。
住んでいる地域をおススメできることは、
住民として誇らしいことでもあるので、
より特色のある場所にしていただきたいと思っています。

・じゃぶじゃぶ広場のような水遊びか出来るスペースがあれば嬉しい。
・乳児向けの遊具と幼児、小人向けの遊具どちらも欲しい。
・ふわふわトランポリンもあると嬉しい。
・暑さ対策で屋根が欲しい。

駐車場スペースが十分にあること。
交通が整っていないと、人が集まることが難しいので、河内長野市以外からも人がたくさん来れる
ような駐車場やきれいなトイレ、
飲食ができるスペースがあればいいと思う

これからの次世代を担う子供達の意見を最優先に整備いただきたいです。
ランニングやウォーキングがしやすいような外周があれば良いと思います。

広々としていて、子供や地域の人も憩ある場所があると良いと思う。
第10公園が使用できなくなるので、その分新しい公園の需要が高まると思う。

駐車場が確保されていること。

運動する機会、場所が減っているので、
子どもたちが自然と集まれる居場所であれば嬉しいです。
居場所として、昔あったような小さな駄菓子屋や、みんなで遊べる空間や
植物や虫など季節の移り変わりを見つけられる場所など。
運動できるスペースとして強く希望したいことは、バスケットゴールの設置です。
サッカーはノガーナサッカー場、野球は第10公園でできるので、
バスケットゴールを設置してほしいと思います。

老人に配慮していては先細りするばかりで未来はないので、
若者呼び込みの案が重要。票の重みが必要。

ふわふわドームや、ボルダリングなど、子どもが楽しめる大きな遊具があって、一緒に行く大人が
座れる椅子があったりお弁当など食べられるスペースがあると嬉しいです。遊具も小学生だけで
はなく、１歳くらいから遊べるものがあったり、遊具の下は芝生など子どもが転んでも安心なもの
がいいです。

ボール遊び（野球など）が自由にできること
無料の駐車場
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錦織公園や杉村公園のように、大型遊具や石の滑り台など、幼児から小学生位まで楽しめる特
別感のある公園があればと願います

新、 第十公園として南花台の人達に歓迎されるように整備されるといいですね。こちらにご記入く
ださい。

今はほとんどの公園がボール遊び禁止なので、サッカーやキャッチボールなど、ボールを使用で
きるスペースがほしいです。安全管理されたバスケットゴールもあればいいなと常々思っていまし
た。また、ウォーキング・ランニングができる遊歩道コースがあれば、気軽に運動もできますし、ベ
ビーカーの親子やよちよち歩きのお子さん、高齢者、こども園の園児含め、様々な人が安全に散
歩したり季節を楽しんだりできると思います。

駐車場や駐輪スペースを設けてほしい。
できれば夏、ベンチや休憩スペースに噴水やミストシャワーが出る場所。
ボールを使って子どもたちが遊べる場所であって欲しい。
コノミヤと公園の間に歩道橋があったらいいな。

ボール遊びが出来る場所がないので、ボール遊び。野球やサッカー、バトミントンなど遊べる場
所。自転車の練習。

美加の台公園のように、小高い丘が欲しい。遊具は大型のものが欲しい。
ローラー滑り台とかではなく、4方向に滑り台があったり、何方向から登れる階段や、網があるよう
な遊具が欲しい。
後、ベンチは4箇所位、雨が完全にしのげる屋根付きのベンチも欲しい。

大型遊具があり南花台以外からでも来たくなるような公園。春や秋に桜や紅葉が楽しめる公園

桜の木やきれいな花が咲いて散歩に行きたくなる公園にしてほしいです。また大型遊具を充実さ
せてほしいです。

自転車置き場や駐車場の整備。ゴミの集中置き場。近隣に迷惑がかからないようにすべき。

第10公園のように、広くて野球、サッカーやバトミントン、凧揚げなどできる
広場を希望。

動物がお散歩できるスペースが欲しい

希望としては東京の日比谷公園のような公園が近くにあればとても素敵な町になると思います。
公園の中にカフェやイベントスペース、結婚式場や売店があり、噴水などがありました。

Ｑ５．新たに整備する公園でのご自身の理想の過ごし方があれば具体的にご記入ください。

キャンプ、バーベキュー、温泉施設など、車を使わない距離で気軽に楽しめる
のが理想です

身体を鍛える事や健康を意識した設備。
子どもを伸び伸び安心に遊ばせることが出来る事。

子どもと一緒に遊んだりピクニックができる。

蜻蛉池公園のような魅力のある遊具、
夏場だけ水を貯めて遊べる水場、

欲をいえば、船橋アンデルセン公園のような公園がいい。

バザーやお祭り、地域の文化祭などイベントができる公園になればいいとおもいます。
色々な世代の方が遊んで楽しめたら良いかなあ。

カフェやレストランを置いて集客を図る公園ではなく、
地域の一部として誰もが集まれる公園になる事が重要です。
また、河内長野の公園の殆どが夜怖い印象です。
アメリカにある様な、芝生がありくつろぐことの出来る公園に
してもらいたいです、

どんな世代でも利用できる手入れされた綺麗な公園であること。

第十公園が無くなると、ボール遊びが可能な広い公園が無くなってしまいます。
現状、南花台以外の地域から野球をしに来ている子供たちもいるようなので、
ボール遊び等が出来る広いスペースが必要だと思います。
友達同士で気軽にボール遊びが出来たり、いくつかのグループがいても同時に遊べるような
広いスペースを作って欲しいと思います。

自分達の公園であると思える公園であること。
防災の避難場所であり、お祭りなどの交流の場でもある事。
自分達で管理運営してる事。

第10公園がなくなるので、大きい子がサッカーや、野球などのボール遊びができる場所があれば
いいと思います。中学生の息子はいつも第10で遊んでいます。小さな子供だけでなく、体を動かし
たい思春期の子供達が周りを安全に配慮された所で思い切り遊べるようにして欲しいです。
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夏祭りやウォークラリーなとの地域イベントで活躍して、普段は散歩とかでのんびりと気軽に行け
るといいですね。こちらにご記入ください。

休日に何も考えずにボーッと過ごせる。
そこで過ごす時間が日常と切り離されたような感覚を
抱けるような過ごし方をしたいと思います。

天気の良い日は広場でお弁当を食べたり水遊びをしたりしたい。
お散歩がてら気軽に散策して虫探しや遊具で遊ぶなどしたい。

キャンプ場やアウトドア体験ができる場。
イベントブースを作り子どもたちや近隣の人たちが交流、発表できる場。

散歩やピクニックをしたいです。

子供とのびのび遊べたり、花火ができる場所があると嬉しいです。
若い世代の流出を抑え更に移住してもらえるようなイベントを開いてみたいです

子供がまだ小さいので、遊具で遊ばせられたら良いです。
また、少し大きい子が集まれるような場所もあれば良いなと思います。屋根のある外から見えるよ
うな大きな窓があるスペースだと閉塞感も無く、防犯面からも良いと思います。
多目的スペースのような、子供から高齢者まで自由に過ごせる開かれた集会所が理想です。

皆でくつろいで遊べる憩いの場になって欲しい。

とにかく子供の為の公園であってほしいので、
遊具で遊んでいる妹、サッカーをしている兄2人、
楽しそうな3人の子供を見ながら、ゆっくり日向ぼっこがしたいです

こどもたちは遊具やスポーツをして遊んで
大人は公園の外周を散歩ルートとして使える

わんこと過ごす癒しの場所で、ドッグカフェがある。
芝生広場で少人数のヨガができる。
子供が楽しく遊べる遊具がある。
わんこが自由に遊べるドッグランがある。
屋外で太陽や風、森林浴など緑のある空間で過ごし癒しのある空間で過ごす。

毎週末、くつろげる場所
お茶など出来るような環境

子供達と遊びに行き、のんびりできる場所で子供を見ながら寛ぎたい。

少しの空き時間に子供と立ち寄って休憩したい。
友達どおしで遊びに行かせたい。

お弁当を食べたり、子どもを遊ばれながらのんびりしたい。
芝生でピクニックができるといいですね。
子供の育成のためのイベントに参加する

休憩所もあり、トイレなどもあればよい。

平日は子供が集まって遊べ、休日は家族でのんびりお出かけできるような、トランポリンなどもあ
る最新の公園だと嬉しい。

休みの日に子供とピクニックや、平日はお散歩や気軽に行ける遊び場として活用したいです

子どもと気軽に遊びにいきたい。子どもが自由に走り回れて、安心して見守れる。道路に飛び出
す心配がない。

南花台の子どもたちはボール遊びができる公園が2ヶ所しかない。
せっかく田舎なのに思いっきりボール投げもできないのはかわい
そう。

休みの日は家族でピクニックを楽しんだり
公園で子供が友達を作れたらと思っています。普段の散歩の場所にもしたいです

ピクニックや散歩が気軽にできる公園。小さい子供と大人、お年寄りが集える公園にしてほしいで
す。

子どもを遊ばせておき、大人はゆったり座りながら眺めておく。
子どもが容易に危険な箇所に飛び出せないようなレイアウトになっており、親が常に気を張ってい
なくても大丈夫な空間で、多少読書などもしながら過ごすことができる。

南花台の子供は学区が南花台しかなく、駅前にすら行けません。遊ぶのも買い物も南花台でしか
できません。
福井県や泉南市などにあるような、雨でも遊べる室内遊具のある建物や、ワークショップができる
フリースペース、暑い時にも過ごせる日陰、自転車置き場、など、ここに行けば誰かと遊べる、ここ
なら雨でも過ごせる、という、施設を作ってほしい。
前記施設では、お年寄りがボランティア？で過ごしながら絵本の読み聞かせや作品作りなどにも
携わり、地域で活用されていると実感できます。
年寄りの言い分ばかり聞いていると、若者は集まってこないと、自治会の意見を聞いていて思い
ます。

4



35

36
37
38

39
40

41

42
43 1日のんびり本を読んだりご飯を食べたりしたいです。

岐阜市にある、畜産センターの芝生広場見たいな、
子供と一緒に走り回れるような環境が理想です。

家族でゆっくり過ごしたい。

育児、家事の合間に、ふらっと寄って、少し気分転換し、
さぁ…次も頑張ろう！と、ひと息つける場所が理想です。
何か特別なモノは要りません。

ただ…ゆっくり時間が過ぎていく時間が理想なので、
騒がしくない公園が理想です。安心安全な公園

子供と一緒に、遊びながら、奥さんはカフェで買ったコーヒーをベンチに座って飲んでる。
そんな風景がみたいなー。

時間がある時に散歩

南花台には色々な公園がありますが、最近はどこも子供が遊んでおらず寂れています。
比較的子供を見かける第七公園でも砂場が草だらけだったりしています。
とてもお弁当持ってピクニックしようという雰囲気ではありません。
子供たちが遊ぶ遊具も小型のものが多く、小学生には物足りなく感じています。
私がイメージするのはトンボ池公園のような大型遊具もあり芝生もある公園です。
少し遠いところからでも人が遊びに来るような魅力ある遊び場で、子供は年齢にあった遊具で思
い切り遊び、大人はシートをひいて木陰でそれを見守る。
放課後の子供たちを安心して遊びに行かせられる公園、休日にはたくさんの人が訪れる公園に
なって欲しいと望みます。

運動がてら散歩してくつろぎたいと思います。
ピクニック、散歩、デーキャンプ的なアウトドア遊び

大型遊具を囲んで、大人はベンチで会話を楽しめる、それが理想です。
子供に来て欲しいので、子供中心の公園にして下さい。
南花台は、いつも高齢者の声が大きく意見が通りやすいですが、
未来の南花台の為にも、子供目線の意見を大切にして欲しいです。
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項　目 回答数
1 とても満足 5
2 満足 9
3 やや満足 15
4 やや不満 18
5 不満 8
6 とても不満 4
7 該当なし 11

項　目 回答数
1 とても満足 27
2 満足 15
3 やや満足 17
4 やや不満 7
5 不満 4
6 とても不満 0
7 該当なし 0

項　目 回答数
1 とても満足 3
2 満足 6
3 やや満足 14
4 やや不満 25
5 不満 13
6 とても不満 9
7 該当なし 0

項　目 回答数
1 とても満足 2
2 満足 14
3 やや満足 28
4 やや不満 9
5 不満 7
6 とても不満 5
7 該当なし 5

項　目 回答数
1 とても満足 26
2 満足 17
3 やや満足 13
4 やや不満 6
5 不満 5
6 とても不満 2
7 該当なし 1

Ｑ９．行政の各種子育て支援の満足度を選択してください。

Ｑ６．南花台地区で子育てをする中で、塾など学校外の教育環境（習い事のさせやすさなど）の満足
度を選択してください。

Ｑ７．子育てをする中で、地域の方々の見守り・声掛け・子ども向けイベントなどの満足度を選択して
ください。

Ｑ８．子育てをする中で、子どもの遊び場の豊富さ（安心して遊ばせられる環境など）の満足度を選
択してください。

Ｑ１０．買い物のしやすさの満足度を選択してください。
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子供がボールなどを使って遊べる公園が少なかったり、遊具なども少ない

大阪府内の他市に比べると少し子育て支援の面では劣る部分があると思います。
具体的には保育園の利用の際、第三子以降は上の子の年齢問わず保育料無料にして貰いたい
です。
また、医療費も高校生まで500円にして頂きたいです。
高齢者が多いのでそちらの優遇はされるべきですが、子育て支援が厚く無いと新たな世代は流
入しないと思います。

お店がまとまってないので不便。
コノミヤも駐車場が狭く、入れにくいので不便。店内も老朽化で暗く感じて買い物しにくい。

習い事が少ない。
公園は遊具が無い公園が多い。
橋本の方へ足を伸ばしています。
子供の救急外来が遠いのが不便です。

習わせたい習い事がない。
公園の環境が整備されておらず、うっそうとしている。

青パトの交通ルール無視や地域の見守りたいの私語。子どもが危険にさらされている。
少子化対策をしようとしているようには感じない。どこが子育てしやすいのか分からない。

公園はボロボロの遊具しかなく、金属製で遊ばせにくい。
ベンチもボロボロで日よけもない。
習い事は選択肢が少ない。
中学生になると部活の選択肢がかなり少ないそうで、
この地域で子育てして良かったのだろうかと不安。

遊具は小学生以上が対象のものが多く、それでも安全面を考えるとすごく危なっかしい。
公園は中に入っているか、草などで囲まれており、見晴らしはよくないため安全ではない。小さい
子供を外で遊ばせるところがない。

公園は手入れがされておらず、草がボウボウで虫が多い。
また、狭くてボール遊びができない。

習い事が習字やそろばんなどしかなく、スイミングスクールなど運動系の習い事があまりない。

Ｑ１１．子育てに関する設問の中で、「やや不満」「不満」「とても不満」と答えた項目について、そのよ
うに思われる理由を具体的にご記入ください。

団地に住んでいるのですが、
せっかく目の前に公園があるのに、
公園で子供が遊んでいれば、うるさいと言われることです

昼間～夕方に遊ばせているのに、
高齢者の方々との意識のズレは感じます

あと、完全中学校給食にしてほしいと思います
南花台は、小学校と一貫校にするこだから、
初めての完全給食校にしてもいいと思います

まぁ払わない人がいたり、難しい問題もあるのかもしれませんが、、、

河内長野には３歳以下の小さい子どもを安心して遊ばせられる公園がないので、橋本市等他県
まで行くことが多いです。その近くで食事や買い物もするので、河内長野でそういった公園がある
と地域の活性化にも繋がると思います。

ボール遊びができる公園がない
全てにおいて、子供や子供をもつ若い世帯ではなく、老人目線の老人中心の施策・町づくりだか
ら。

・子どもが小さいときに遊べる遊具がある公園がなかった
・野球やサッカーができる公園が第十公園しかない

公園はたくさんあるが、子供の遊び場としては不十分で遊具が古い、また少ない。
雑草が多く、遊びにくい。
子育て支援はあいっくは無料でたくさん遊べて、子供や親の交流が図りやすかったです。
給食の充実を進めて欲しいです。特に中学校です。
学童保育が夏休みなど長期休みのみ利用を開始して欲しい。

我が家は年金生活者夫婦とシングルマザー、孫二人で生活しついます。
生活しています。
親と同居していると、シングルマザーであっても何一つ公的援助は受けられず不安な毎日です。

最低限欲を言わなければ揃ってはいるが、
やはり車が必要な場所ではある。

7



19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29
30

子供の数が少なく、住民の高齢化で子供の習い事教室が減っているのが困っています。子連れ
で気軽に行ける飲食店がないのが不満です。
河内長野は子育てに優しい市で、特に南花台は子どもに寛容な街だと思うのですが、その良さが
周りに伝わっていないのかなと思っています。

河内長野市には他の自治体に先んじて子育て支援に注力いただきたいです。

今まで第10公園で遊ばせていたのに、第10公園で遊ばせられないようになること。(小中学校の
第二グラウンドになるため)

Q8の項目について、小さな公園はたくさんあるが、
第10公園や第7公園など、
子どもが集う公園は限られています。
草が生い茂り、通行人からも見えにくい死角が多い公園は
子どもにあまり行ってほしくないと思います。
遊具の老朽化も気になります。
そして、もし叶うならバスケットゴールの設置を強く希望します！
魅力的な公園があれば、子どもをもつ世帯の移住先候補にも
あがりやすいと思います。

子供向けイベントが少ない。また買い物や遊び場、ショッピングモールがないのが不便です。また
小学校や中学校の人数が少なく、クラブ活動の選択が少ないので、近場でできる習い事が充実し
てほしいです。また放課後学習も充実してほしいです

公園が単調。

こちらにご記入ください。習い事でみてくれる教室は決まっていて、校区外に出すが、送迎バスが
あればいいけど、バスに乗せたりマイカーを出したりするしかない。
登下校の見守りはボランティアさんがやってくれているが、それ以外は接点がない。遊べる場所
は3つくらいしか公園がない（3つ以外の公園には行きたがらない）。
歩道のアスファルトやガードレールがないので、自転車で車道を走っている子が多いが、年寄り
の車も見てくれてないのでひやっとすることがある。

子供たちが遊べる場所が少ない。
あっても、整備がされてなくて草が生え、走り回れないなど
問題がある。

お年寄りがメインで色々考えられているように感じる。
子供向けのイベントも全然なく、おもしろくない。
習い事も近辺ではほとんど習えない。

子供の服を買えるお店が近くに少ない。
西松屋やイオンモールが近くにあれば、幼児づれでも買い物しやすい（今はネットでの買い物が
多い）

公園はいっぱいあるのに遊具が似たような物ばかり、数も少なく遊びこめない。
乳幼児期の保育園、幼稚園の費用が高い。他市は給食費や布団代の支援がある所も多い。

広々とした公園が少ない。放課後に自宅以外で子どもたちが
のびのびと過ごせる場所がない。
雑草がすごくてあまりあそべない。草刈りの頻度をあげてもらいたい。
看護学校の送迎、サッカー、野球の送迎で車の通行が増えてる。
住宅街を飛ばす車が多く、一時停止をしない危ない。バス通り以外にも横断歩道をつけてほし
い。心配。
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44

項　目 回答数 順位
1 子育て環境の充実 53 1
2 公園などの憩いの場の充実 28 3
3 お店がたくさんできる 27
4 街並みがきれいになる 17
5 人がたくさん訪れ賑わう 22
6 交通利便性の向上 36 2
7 地域イベントの充実 8
8 医療機関の充実 21

●中学校給食が、いつまでも実現しない。小中一貫で実現すると思っていたので、落胆した。
●これだけ暑いのに、中学生は帽子も被らず体育をしている。
温暖化に合わせた対策を、早急にして欲しい
●小学校の統合で、通学が遠くなったにも関わらず、教科書が重い。
パソコンがプラスされるなら、もっと薄い教材か、教材を分けるか出来ないか。
●南花台の公園の遊具に魅力的なものが無い。大型遊具は必須。
●遊具が少なく、外遊びが楽しく無い為、子供達は常に誰かの家で遊ぼうとしている。
●これは国全体ですが、子供の教育費に苦しんでいる家庭が多い。
公立が塾ありきの教育になっている。塾代や通信教育の補助制度があれば、
とてもありがたい。

放課後、習い事に通わなくとも安全に、色々な世代のかたと交流をもち過ごせる環境があればい
いなと思います。

地域に公園は多いけれど手入れが行き届いておらず、遊具も不潔で子どもを遊ばせることができ
ない。
他市町村に比べて、妊産婦・子育て世代への金銭的支援は十分とは言えない。

思い切り遊べる公園が少ない。

サッカー場より、大型の遊具と公園を作って欲しかったから。
小学生と小さな子供では遊び方が違うし危ないから。色んな年代の子供が安心して遊べる場所
は欲しい。

子供の衣料品やゆったりと過ごせる大型ショッピングモールがほしいです。また英会話やスイミン
グ、塾などの習い事が送迎なしでもいける場所にできてほしい

老人ばかりが住みやすい地域にするのではなく、子どもや動物も住みやすい地域にして欲しい
買い物も、コノミヤ以外も作って欲しい

公園が荒れていると不審者が出るのではないかと不安になります。
人がいない公園には行かせたくないです。
公園は近くにあっても誰もいません。

ボール遊びをできる場所がすくない。
公園周りが道路のため子どもが飛び出してしまう。
トイレがない（公衆トイレは薄暗いところが多く利用しにくい。）

中学給食、不登校サポートがない、教室以外の居場所が学校にない、親身ではないカウンセラー
設置

スーパーシティ計画にもある様に、コノミヤありきの計画になっている。
逆を言えば、コノミヤしかなく、街の魅力向上につながっていない。
高齢化の進行が進んでいる地域である為、子供の人数が少なく、やりたい
部活が人数の関係上ない等制限がある事で子供の学びの制限につながって
いると感じられる。

南花台の中で様々な事が揃える事ができない為、どうしても車を使い外部に
出る事になる。

塾以外の習い事はあまりないこと。公園などの遊具が古く数が少ないこと。

小学生高学年になると…途端に参加出来るイベントがガクンと減るし、
参加出来る人数も限られてしまい…参加したくも倍率が高くて出来ないのが
現状です。

高校生の医療費などの補助
南花台の中だけでは塾など限られていて、本気で勉強させようと思ったらやはり
河内長野まで出ないといけない。でも、それが親が働いていると
難しい

Ｑ１２．あなたが、南花台が住み続けられるまちになるために必要だと感じること上位３つを選択して
ください。
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看護学校ができたものの、
学生さんを南花台内であまり見かけず、すぐバスなので下校している様に思います。

これからサッカーのホームグラウンドにして、他の地域から観戦に来てもらうことを思えば、
ファーストフードや、チェーン店のコーヒー屋さんなど、
勉強をしたり、待ち時間をつぶせる、
少し長居できるようなカフェなとがあればいいのかなぁと思います。

そんなお店が出来たら、若い世代の家族や、ママ友同士利用しやすいし、
もちろん私も、わざわざ車で買いに行かなくていいので、
南花台内で全て揃えば文句なしです

飲食店や雑貨屋さんなどで、幼稚園や小学生をもつ年代の人をターゲットにしたお店。

オシャレなカフェ。小さい子供やママが集まれるカフェ。
地産地消のレストラン。家族で夜飲みにいけるオシャレな居酒屋。

飲食店。応援したくなるようなお店。

マクドとかファミレス、スイーツのお店などの飲食店がもっと増えたら嬉しい。

ユニクロやGU等の子供服が気軽に買える店があると助かる。今は富田林まで行かないとユニク
ロは無いので。

Ｑ１３．上の質問にて、「お店がたくさんできる」と回答した方にお聞きします。住み続けられるまちに
なるために、どのようなお店が必要だと思いますか。

家具屋さん、雑貨屋さん、ファーストフード店が無いので、あれば外環に出なくても大丈夫になる
ので、今後、運転ができなくなる年齢になった時、助かるかなあと思ったからです。

他の観光客はもちろん、地域の人も使いやすいようにクーポン等を配ったりする

小児科、皮膚科などの医療機関。歯医者や内科はおおいのですが専門医が揃っていると理想で
す。
スポーツクラブなどの施設。駅前まで通うには坂道があるので子供や高齢者にはしんどいので町
内で通える運動施設があると良いです。

歯医者、耳鼻科、皮膚科、内科、小児科なども入っている、ららぽーとの様な商業施設が欲しい。
南花台から商業施設へ行こうと思っても遠方の為車が無いと行けないのでとても不便。

カフェ
ファストフード
文房具屋
スポーツショップ

きれいなカフェ、子供服の店、洋服を買える店、おしゃれな雑貨店

パン屋
カフェ
ファストフード店

南花台地域内だけでいうと、ベビー衣料品が売っていない。
保育園が近くにあるのに。

コノミヤのテナントに、
西松屋とか入ったらいいのにと思っていた。

文房具も、細かい種類のものがない。
学校で支給されるボンドタッチの替えは、
いつも探しにいく。

せめて、南花台の学校で支給されるものの替えは、
近くですぐに補充できるようにしたい。

子供の買い物の練習にもなる。

近隣にないアミューズメント的な施設

文具や駄菓子を売ってる店。子供が自分で買いに行ける。
ご飯を食べるところ。どんどん潰れていくので、結局車で外に出ていく。

さっと寄れるカフェやレストランがあれば利用したいです。
例えば散歩した帰りや買い物帰りに休憩ができるちょっとおしゃれな場所があれば利用したいで
す。

飲食店が少ないように思う。ファーストフード店等もほしい。

今はコノミヤが中心になっていますが、ニトリ(10月に閉店と聞いて、困っています)や無印など、そ
のお店でしか買えない物が揃うお店があれば必然的に人が集まると思います。
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子育て世代が集えるカフェや、デリ等のお店

昔に比べ家族で食べられるお店が減っているのでテイクアウトを含めそういったお店が増えると
いいなと思います。

日常の生活に必要な物を売っている店がなくなれば、
加齢等で移動手段を失った際、住み続けることは難しくなると思います。

ショッピングモール
コノミヤがもう少しパワーアップしてららぽーとみたいになってほしい
コノミヤのような複合施設。一極集中が便利。

ショッピングモールなど。和泉市や富田林市、狭山市などに買い物に行くことが多い。特に子ども
用品の店が河内長野市内に無いことは不満。

おしゃれなカフェ、大人がゆっくりくつろげる
カラオケ、家族で楽しめる
フォトスポット（プリクラ）、子どもが望んでいる

Ｑ１４．住み続けられるまちになるために、他に必要だと思われることがあれば、具体的にご記入くだ
さい。

子育て世代を増やす。
習い事や医療機関、遊び場の充実。
土地の安さと環境の良さでブランディングを。
高齢になると不便な土地になるので、
河内長野駅付近などの住み替えの支援や
空いた家への若い世代の補助金を出すなど、
子育て世代に人気が出る土地になってほしい

子育て世代が入ってきやすくすること(家を建てやすくするなど)

高齢者の声ばかりでなく、子育て世代の声を反映させる事。

小児科、耳鼻科、眼科があればよいのにと何度も思った

既存の家は一軒あたりの土地が広いので、空きが出て売る時は、
既存の家一軒に対して、二軒新築戸建を建てて、
土地と建物セットで3000万円程度で売るなど、
若い世代が購入しやすい工夫が必要。
土地と家を別々に購入し、注文住宅を建てるのはお金がかかり
ハードルが高い。

コンビニATMに頼りすぎだと思う。

個人的に、りそなもUFJも欲しい。
年をとったら、バスに乗って長野に出るのは、しんどい。

交通の利便性は必須と思います。三日市町駅から遠く、坂も多いので徒歩での移動は高齢者に
は困難と思われます。クルクルのようなモビリティが駅まで行くなど、運用範囲が広がればと思い
ます。

坂の上の町なので移動手段が肝かなと思うので、南海バスの他にも時間を気にせず移動できる
交通があると良いです。

他の町に行かなくても、南花台だけで買い物や病院などが済ませられるならいつまでも住み続け
たいと思う。、

駅とのアクセスのしやすさ

住みやすいですが、子どもが少ないです。若い世代が引っ越して来られるような住宅街になれば
いいなと思います。

南花台には、こども園・小学校・中学校も揃っていて駅までのバスもあるのに、なぜ若い人があま
り引っ越して来ないか考えて欲しいです。住む所がないからです。空き家は沢山あるのに。たくさ
んある空き家を、中古で購入する場合に補助金を出すとか、若い夫婦が住みやすいハイツを建て
るとか、若い人達が住める環境を作ってほしいです。

高速道路のアクセスが良い。
クルクルのような高齢者になっても外出できるしくみは必要だと思います。

明るさ。人をワクワクさせるものが必要。
老人の町脱却。

南花台から上原（エディオンとかある所）まで行けるバス路線があると便利だと思います。

医療機関ももう少し充実してほしい。特に河内長野市は産科が少ないです。出産できる病院が少
ない地域に若い夫婦や子育て世帯が住みたいとは思わないのでは？

交通機関と人口流出を抑えるのが先決だと思います
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スマートエイジングシティとして
高齢者に優しいまちづくりも大切だと思いますが、
子育てしやすい、子育てイベントや特典が豊富なまちづくりも
とても大切だと思います。
子どもが増えることで町に活気が出て、
学校やワークショップなど子どもと住人とのふれあいが増えることで
地域意識が芽生え、安心なまちや防犯へも繋がるのではと思います。
これらのことから、明るい見通しが立つスマートエイジングシティと
なるのではないでしょうか。

子育て世帯なので、習い事教室やお店の充実を望みます。
また、空き家が増えると治安が悪くなるので、子育て世帯がより多く住めるような魅力的な街づくり
を望みます。人口減少を一番心配しています。
総合病院の多くが河内長野の北方面にあるので、南花台に誘致できれと思います。

子供の医療手当が18歳まで支給されている市が多い中、河内長野市は15歳までなので18歳まで
にあげてほしい。そこは住み続けるかどうか検討する上で引っかかる。転居者も減る原因だと思
います。また、東京都のように子供育成手当も検討してほしいです

子どもが減らないこと。
子育て世帯に魅力的な、住みやすいまちにすること。
意味のない自治体の集まりや役を減らす。新しい意見を取り入れてほしい。
若い人が参加しやすい地域のコミュニティ、
子どもと高齢者が繋がりやすいイベントを増やす。

やはりカフェやレストランが必要だと思います。
現状、南花台には少ないのでどうしても車移動が必要になります。
高齢者や子育て世帯が徒歩で集える場所があればより地域が活性化できるのではないかなと
思っています。

最寄りの駅までバスを使用しているので、南海バスの本数がもう少し増えると有難い。

とにかく子育て支援。
妊婦から子育て世代への手厚い支援が必要。

赤ちゃんも高齢者も暮らしやすいこと。
シングルでも高齢者のひとり暮らしでも安心の急病時の体制。
買い物施設の充実。
ごみの出しやすさ。

子供医療助成金の対象年齢の引き上げ、児童育成手当の支給、交通の利便性

堺市のように学校での放課後学習の充実や、子供医療の助成を18才まで引き上げないと住み続
けるかどうか迷います。また児童育成手当も出していただけたら、住みやすいです

こちらにご記入ください。防犯カメラ。自治会の負担軽減。子供からの意見として、給食の食器が、
ほかの市と違って銀色のペコペコで美味しそうに思わないので、プラスチックでもいいから食堂み
たいに色のある食器で食べたいとのこと。

子供を呼ぶために、近くの街から就学できるようにする。
スクールバスの整備など。

若い世代の意見を取り入れて、実行して頂く事。

●塾やお店、河内長野まで出ずに南花台で買い物がしたくなるような、
南花台の店を対象にした、補助券の発行。
●モックルバスが、有料でいいので三日市の駅まで行って欲しい

高齢化率の高い南花台地区で、高齢者の方も他世代と関わりをもち活動できるような環境が必
要かと思います。

交通の利便性が良くなって欲しい。
高速道路が近くにできて欲しい。
バスの本数が少ない。
駅までの道が限られていて、雨の日は渋滞になる。

住民以外の出入りがある事で、安全性は保たれているのか不安
交通が便利になって欲しい

最近、特に取り壊している公団の周りの歩道が雑草だらけだなと感じます。
この歩道を見たらこの町に住みたいなと思ってもらえないだろうなと思います。
住民も歳を取り、家の前の街路樹まわりの手入れも難しいお家もあるようです。
歩道や庭が荒れていると町全体が寂れた印象です。
新しい住民に住みたい町と思ってもらうために街並みを整えることが必要だと思います。

今でもだいぶ良いと思います。
情報発信、共有
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39

40

41
42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ｑ１５．その他、「サッカースタジアム・公園整備に関すること」「これからの南花台」などに関してご意
見があれば、ご記入ください。

場所が必要なニッチな遊びなどにターゲットを向けてみても
良いかもしれません。期間限定で流行りの遊びやスポーツ
が出来る場所をつくり、外から訪れる人を増やす。
外食は質が良いお店が少ないながら構えてくれていますので
売りにしたり、さらに充実する事を願います。

南花台小学校が移転するため、現在の南花台小学校の場所に住宅地ができれば良いと思う。

河内長野市は高齢者ばかりに目を向けていると思われている現状を変えないと話にならない。
本当に少子化対策をする気があるのか分からない。

治安が悪くならないでほしい
日本語ができない外国の方が増えるとかは怖い
公団の使い方をきちんとしてほしい

せっかく、西小跡地に学生さん達が来てくれているので、
何もないところだと思われながら、過ごしてほしくない。

図書館とカフェを併設する施設とか、
田舎やけど、イケてる田舎みたいなイメージがほしい。

バス停とかも、結構利用されているから、
屋根つけてあげるとか、
待つスペースの道幅を広く作ってあげるとか、

もっとしてあげたらいいのにと思う。

街のあちこちに、時計をもっとつけてほしい。

安全な環境。特に夜間については街灯が暗く、つけていないお家もあります。
コノミヤについても、改装をして、もっとより買い物しやすいお店づくりを
目指してほしいです。

若い世代がどんどん来てくれること。

人との関わりが少ない…高齢化が進み、高齢者ばかりの集いが多すぎる。
新参者は入れない雰囲気…出来上がってしまっているグループ感が強すぎて
新しく人が入るには…しんど過ぎる。

なので…もっと開かれた世界感が必要。

地域力を上げ続ける事。
次の世代も、その次の世代も、地域の活動に参加し主催していく事。
そして、やる為の意欲の根本にあるのが、楽しみである、そんな活動を繋げていく事が必要やと
思ってます。

現在の南花台小学校をそのままにするのはもってのほかなので例えば、千葉県の保田小学校の
跡地の道の駅のようにするべきだと思います。
大楠高計画もありますし国道371号線沿いにある道の駅として利用客を見込むこともできます。そ
して保田小学校は地産地消レストランや小学校という大人からすると懐かしい場所をホテルにす
ることによって周りから気になって訪れる人もいると思います。
サッカースタジアムもできて特徴のある道の駅（ホテル）ができれば河内長野に興味を持つ人も増
えると思います。そして経済が周り移住者や地元の店の利用客が更に増えるのではないでしょう
か？

夜の道がひと気が無く暗く、この先子供達が駅から夜遅くに帰ってくる事を考えると少し不安にな
ります。
安全面に関しての整備を期待します。

サッカースタジアムができる事により、まず騒音が気になります。
静かに過ごしたいが、音がうるさいのでは無いか。
また、サッカースタジアムに来る人達の車の渋滞が気になります。
車通りが増えると、その分事故のリスクも増えるので、渋滞を避けれる対策を練って欲しいです。
夜もナイターがあると、ライトによる虫の被害が気になります。

公園内にジェイボード(ブレイブボード)ができる場所を作ってもらいたいです。
グラウンドなどの土の上はやりにくく、アスファルトがやりやすいけど道路は危険な為。

今後の変化が楽しみです。
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12

13

14

15

16
17

18

19

20 人が今まで通り住んでもらえるかどうかが気になっている。
これから高齢者の方が住われている家が、空き家になって行くと思われる。
速やかに次の住人に住んでもらう為に、何か良い仕組みがあればと思う。
素敵な街作りをしても、それが周知されなければ寂れてしまうだろう。
今自分が住んでいて、安全安心な良い街だと感じているので、これからもたくさんの人に住んでい
てもらいたい。

サッカースタジアムは楽しみだが、高齢世帯も多いので、
音響のボリュームを周囲に配慮してもらえたら良いと思う。

公園は、遊具も少しは必要だと思うが、出来るだけ広々としていると子供も遊びやすいのではな
いかと思う。
南花台の他の公園の敷地が狭い為、高学年になると公園で野球やサッカーができる場所がなく
なり、
公園で体を動かさず、集まってゲームをするようになってしまうから。

結婚を機に南花台へ移り住みましたが、
とても住みやすく、親切な方が多く、大好きです。
住んでいる町について、このように意見を言える機会があることも
とても嬉しく思います。
少子化で子どもが減っていますが、
子育てもしやすい環境なので、これから子育て世帯が増えてほしいと思います。
子育て世帯が増えることで、高齢者世帯を支えていけると思うので、
子どもたちが増えることを期待しています。

人口減少による南花台の衰退が心配です。子育て世帯が多く引っ越してくることを望みます。
そのための政策があればと思います。

フットサル場のほうが人を誘致しやすい

とにかく、新しい公園にも今の第10公園の様な広場は絶対に必要です！！！

団地内の公園は全てボール使用禁止になっているし、ボールを使える所はそこしかないんです。
第10公園は広いから、
サッカーをする子、野球をする子、ドッチボールをする子、ダンスをしている子、
みんなが遊びたい同じ時間帯に、一気に叶えられるんです！！！
その外周をウォーキングしておられる高齢者の方もいたり、みんなが集まっているんです！！

南花台夏祭りも、子供たち・親がどれほど楽しみにしていることか！
今年も無くなって残念だったけど、来年はできるかなぁ？！と待っているんです！

小さい時は親と一緒に行って、
少し大きくなれば会場では親とたまに離れて友達とお祭りを楽しんで、
中学生になれば、友達とだけで行って楽しんで、
夏祭りは成長するためのイベントでもあるんです

せっかく小中一貫にして、さらに密になって過ごせる南花台なのに、
子供の楽しみを奪う地域再生ではいけないと思います

他所から遊びに来てもらう公園にしたいのか、
南花台の地域の方の公園にしたいのか、
それは分かりきったことだと思います

美加の台の公園の様に、住民の方が楽しい公園だと、
南花台からも連れて行って遊ばせたりしたくなるので、広場と遊具の共存お願いします！！！

サッカースタジアムが２つも南花台に必要ないと思う
それよりも子供達がボール遊びが出来る場所を増やして欲しい

サッカースタジアムや公園には、必ず駐車場を作って下さい。あと、アスファルトがボコボコしてい
たり雑草が多かったりするので、そういう環境を整えて欲しいです。

サッカースタジアムができることで、市外からもお客さんがたくさん来て
みんながくつろげるカフェやレストランがあると嬉しいです。
公園は緑豊かでウェルネスに溢れるところがいいです。
南花台の名前の中にある、花がたくさんある街になると嬉しいです。

サッカースタジアムは大賛成です。
我が町にサッカークラブがあることは町の誇りに繋がります。
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21

22

23

24
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26

27
28

29

30
31

32

33
34

35
36 サッカースタジアムは本当に必要でしょうか？

自由に使える多目的な広場がいいのではないでしょうか。
野球をしたい子、サッカーをしたい子、ドッヂボールをしたい子さまざまです。
少ない子供たちです。その中でサッカーをしたい子が何人いるでしょう。
サッカーしかできない場所は不要だと感じます。

南花台の方々は優しい人が多いです。
公園を通じてもっと世代間の交流が持てればいいと思います。

特色のあるまちにすることで人が集まるまちになると思いますので、
スタジアムや公園整備には期待しています。
一方で、それらの施設や場所をどう活かしていくかのアイデアが重要に
なると思いますので、コノミヤテラスで開催しておられる住民参加の
会議や特定の方だけではない無作為抽出の住民参加会議を新設するなど、
幅広い世代や立場の方の意見を実現に近づけられる取組みを進めて
いただきたいです。
また、施設一体型小中一貫校にも期待していますが、空き家対策も含め、
世代交代を上手に進めることで子育て世代が集まり、より充実した
教育につながると思いますし、まちのイメージを維持することにも
つながると思いますので、ぜひその点にも注力していただきたいです。
スタジアム建設や公園整備はゴールではなくスタートだと思います。
南花台を、ひいては河内長野をより魅力的なまちにするためにも、
重要な施策であり、地域住民として役立てることはないかとも考えています。

今後、開発に伴い外環状線にでる道が夕方から一気に増えて渋滞すると思う
スムーズに移動ができないと、ものすごく不便なまちになる。
渋滞にならないよう交通整備もセットで考えてほしい。

サッカースタジアムの活用によるスクールや試合の開催で、南花台に住んでいる以外の人達の
来るきっかけが多くなれば、活気がもっと出るのではないかとおもいます。

●自治会費が余ったら、返すのではなく防犯カメラの台数を増やすなど、
安心安全な街造りに活用して欲しい
●南花台で、子供を育てたいと思えるように、今あるお店、塾などが
潰れないようにして欲しい。
●小中一貫で、中学生給食無しは、魅力半減です。
何としてでも実現して欲しい
●若い人達は、ネットに慣れている為、地元で買い物をする意義に
気付いていないかもしれません。
地元で買い物をすることが、地元の発展につながるという、
啓蒙活動を、ポスターや放送などで行って欲しい
以上色々書きましたが、子育て世帯への、モックルコインやクオカード
本当に有り難かったです。

新しい施設が出来て発展することに期待しています。
ゴミのポイ捨てや、治安が悪くならないかが心配です。
イベントがあるときに渋滞にならないよう交通整備をしてほしいです。

サッカー開催日にゴミのポイ捨てとかされて町が汚れたら嫌。

南花台が以前のような活気ある町に戻るようわ
南花台に人が集まる学校や企業の誘致、寮や社宅の呼び寄せにも力をいれ開拓してほしい

利便性に欠けるところがあるので、バスの運行をこれ以上減らさないようにしてほしいです。また、
子供からお年寄りまで健康を維持するためのスポーツ施設を作ってほしいです。

応援しています！

こちらにご記入ください。サッカースタジアムになると聞いてガッカリでした。ママ友たちとも、トンボ
池公園みたいなのがきるのではと期待していたので。南花台は年寄りの主張がきつくて、若者の
自治会離れも進んでいるので、廃れていくだろうなと思っています。

サッカースクールなど、地域との交流ができるように

フォレストでのスイミングが民間に譲渡されましたが、子供にスイミングを習わせたいと思う親が多
い中、近くにいい施設がない。以前のように市が運営するスイミングスクールが欲しい。

とてもいいと思います。

交通の利便性は、重要な気がします。
無料の駐車場（平日無料とか）があれば少し遠い公園でも連れて行ってる方が居ますし、屋根（開
閉式の日除け）のある遊び場があると夏も遊ばせやすいかも。
どうしても夏場は気温も高く、遊具が熱くなって遊ばれられない。

サッカースタジアムは住民利用できますか？
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37
38

39

40

41
42 サッカースタジアムを作る事は悪い事ではないと思いますが、サッカー

だけではなく、河内長野には、スポーツをする体育館も少ないです。
個人的には、バスケットボールのゴールを設置して頂きたいです。

地域のみんながサッカー場に足を運べるきっかけ作りをお願いしたいです。

古参が多すぎる街…南花台！なので…脱！古参
新参者を受け入れる器の広さが必要！

新しい事に もっと誰もが前向きに参加出来るイベントが必要
南花台の住人1人1人が…もっと南花台を好きになれるような事をしたい。
一部の人達だけが盛り上がって頑張っている感が凄い出ている。

もっと、他の人達も巻き込んでいけたら…楽しくなるのに…とおもう。

子育ての街に、そして、カッコイイスタイルになれる街になって欲しい。
スタジアムがあるから、2週間に一回、試合やイベントがある。
そんな街、住んでみたい！！
そんな街にして行きます！！
僕もその一員。
いい街、住みやすい場所にして行きましょう！！

静かな住宅街を選んで家を建てたのにどんどん違う方向に向かっていってしまっている。
いまは、少し後悔している

サッカースタジアムは、必要ない
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属　性 回答数
1 母親 12
2 父親 5
3 その他 3
合計 20

年　代 回答数
1 ３歳未満児 12
2 ３歳以上児（年少、年中、年長クラス） 13
3 小学１年生～３年生 8
4 小学４年生～６年生 3
5 中学生 2
合計 38（重複あり）

項　目 回答数 順位
1 子どもが遊べること 19 1
2 大人がくつろげること 7 5
3 高齢者が憩えること 1
4 人の目が行き届き安心安全であること 12 2
5 花や樹木など、緑豊かであること 4
6 暑さや寒さ、雨風などをしのげるスペースがある
こと

12 2

7 地域のイベントやマルシェなどが開催できる広
場として使えること

5

8 広い芝生広場があること 6
9 遊具があること 12 2
10 子どもの学びや学習の場となること 6
11 地域住民の運動スペースがあること 3
12 気軽に休憩やピクニックなどができること 6
13 オープンカフェやレストランがあること 4
14 多世代の人たちが集まる地域コミュニケーション
の場となること

0

15 地域の避難場所や防災機能として活用できるこ
と

4

16 地域の人が気軽に使える菜園場があること 0
17 住民参加による清掃や自主管理がされること 0
18 周辺の豊かな景色が眺められるテラススペース
などがあること

2

Ｑ１．あなたはお子様とどのようなご関係ですか

Ｑ２．あなたの中学生以下のお子様の年代を選択してください

Ｑ３．南花台地区に新たに整備予定の公園について、あなたが重視すること上位５つまで選択してく
ださい。

南花台みらいアンケート速報（南花台以外にお住いの方）

17



1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

春や秋はピクニック。夏は水遊び。冬は雪遊びなど
季節に応じて通年楽しめる公園が理想。

保護者同士はベンチに座り交流する場も持ちながら（保護者は子供を見守りながらも育児から息
抜きする場）
安心して子供を見渡せ、いつでも子供の元へ駆けつけられるような環境。

公園近隣に無料で利用できる駐車場があり、南花台地区以外の人も利用しやすい公園。（幼稚園
が一緒で校区が違う友達と遊ぶ等）

Ｑ４．上記の各項目の他に重要と思われるイメージがあればご記入ください。

田舎過ぎます！
駐車場がある。

駐車場が広いこと。
河内長野にある公園はどこも駐車台数が少なく利用しづらいと感じる。

河内長野市に若いファミリーを呼び寄せるためには充実した遊具がある公園がマストです。

駐車場が広くあること

子供たちがおもいっきり走り回ったりできて、
親の目が行き届くように死角がないのがいい。
駐車場完備であってくれたら助かります！
五條のトランポリン公園みたいに水遊びできるのも楽しそう。

幅広い年代で遊べるスペースがいいです
水遊びなどができるスペースがあると嬉しい

遊具のある公園が少ないので、欲しい。子どもが安全に遊べる場所が欲しい。

年齢に応じた遊具がある事。
兄弟の年齢差が離れていたりしても使用できる。
2歳差でも幼児の時は大きい。出来ること出来ない事がある。
年齢差が大きれば大きい程お出掛け場所を選ぶので兄弟姉妹でも
遊べる公園が良い。

小学生がボール遊びやキャッチボール、鬼ごっこ等体を動かした遊びをのびのび楽しめるスペー
スと、
その遊びで未就学児が危なくないように気にせず安全に遊べる位置関係に遊具がある公園。
（例えばはぐくみ公園だと砂場とブランコが離れていて小さい子がその間のボール遊びの中を気
にせず行き来するので小学生や大人が気を使い安心して遊ばせられない）

Ｑ５．新たに整備する公園でのご自身の理想の過ごし方があれば具体的にご記入ください。

駐車場が無料で満車など気にせず止められて、ベビーカーなどの
出し入れがしやすい幅があること。

芝生など子どもが安心してのびのびと遊べること。

週末や保育園の帰りに、子供たちと一緒に遊べたらいいなと思います。
少しの時間や、お昼ご飯を持って1日過ごせたりといろいろな使い方したいです。

全世代が柔らかな雰囲気で、交流をもてる場所になって欲しい。

■サッカースタジアムが多いので、建設を進める必要があるか疑問
■サッカー、野球はどこの市でもできる。河内長野市の利点を活かした街づくりが活性化につなが
ると思う。
■河内長野市外からの人は、ちょっとした自然も新鮮に感じるし、子育ても自然豊かな土地で育
てたい人が河内長野市を選択できる環境にしていくのがいいと思う

南花台は特に泊まるところや魅力的な場所が少ないと思います。なので何か他の街にないような
ものが必要です。小学校がなくなると聞きましたがその跡地をグランピングリゾートにするのはどう
でしょうか。

遊具中心というより、広々した芝生がメインだと嬉しい。
シートを敷いてくつろいだり、子供とボール遊びなどができるようなイメージ。
子育て世代に配慮したトイレ等があれば尚いい。

子供が遊んでいるのを見ながら、美味しいコーヒーが飲めたら最高だなぁと思います。
遊具が少ない！
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