
タイトル

概要

対象者数：253人　　　回答者数：229人　　　回答率：90.5%

回答 選択人数 ％

男性 70人 30.57  女性 69.4%

女性 159人 69.43  男性 30.6%

回答 選択人数 ％

20代 15人 6.55  40代 27.9%

30代 61人 26.64  30代 26.6%

40代 64人 27.95  50代 21.8%

50代 50人 21.83  60代 10.5%

60代 24人 10.48  20代　6.6%

グリーンガーデンひらおかのあり方に関するアンケート

グリーンガーデンひらおか(旧ひらおか山荘)は、地域の憩いの場として活用されて
いますが、一方で建物の老朽化が進んでいます。今後、施設をどのように活用し
ていくかを検討するためのアンケートです

1. 会員番号を入力してください。
(会員番号はメール本文に記載しています) （必須。3文字。半角英数(記号)）

2. 性別を教えてください。 （必須）

3. 年齢を教えてください。 （必須）

70代以上 15人 6.55  70代以上 6.6%

回答 選択人数 ％

知っている 112人 48.91  知らない 51.1%

知らない 117人 51.09  知っている 48.9%

回答 選択人数 ％

市政だより 54人 35.29  市政だより 35.3%

市ホームページ 12人 7.84  現地にて 35.3%

リーフレット 4人 2.61  知人に聞いて 12.4%

現地にて 54人 35.29  市ホームページ 7.8%

知人に聞いて 19人 12.42  その他 6.5%

その他 10人 6.54 リーフレット 2.6%

(複数回答可) （6個以内）

4. グリーンガーデンひらおか(旧ひらおか山荘)を知っていますか。 （必須）

5. 問4で「知っている」と回答された方に質問です。

どこで知りましたか。

グリーンガーデンひらおかを「知っている」と回答した方は48.9%で、「知らない」と回答した方は51.1%とな
り、認知度の低さが表れました。



回答 選択人数 ％

利用したことがある 55人 24.02  利用したことがない 76.0%

利用したことがない 174人 75.98  利用したことがある 24.0%

回答 選択人数 ％

会議 6人 7.69  食事 32.1%

グリーンガーデンひらおかを「利用したことがある」と回答した方は24%で、「利用したことがない」と回答し
た方は76%となり、利用率の低さが表れました。

利用した目的を教えてください。

8. 問7で「利用したことがある」と回答された方に質問です。

(複数回答可) （6個以内）

Facebookでの投稿を見て。

6. 問5で「その他」と回答された方に質問です。具体的な内容を教えてください。 （40文字以内）

回答（一部要約・抜粋）

7. グリーンガーデンひらおか(旧ひらおか山荘)を利用したことがありますか。 （必須）

以前に利用したことがあるので。

子供の頃から知っている。

グリーンガーデンひらおかを知り得たきっかけとして、「市政だより　35.3%」と「現地にて　35.3%」と回答し
た方が多く、市政だよりや現地でのPRが有効であることがわかりました。

食事 25人 32.05  ハイキング時の休息やトイレ利用 19.2%

館主催のイベント 12人 15.38  その他 17.9%

風呂 6人 7.69  館主催のイベント 15.4%

ハイキング時の休息
やトイレ利用

15人 19.23 会議 7.7%

その他 14人 17.95  風呂 7.7%

利用した方の目的として、最も多かったのが　「食事　32.1%」、次いで　「ハイキング時の休息やトイレ利
用　19.2%」、「館主催のイベント　15.4%」となり、主に市民の方の憩いの場として活用されていると推測さ
れます。

9. 問8で「その他」と回答された方に質問です。具体的な内容を教えてください。 （40文字以内）

クラブ等の集まり

回答（一部要約・抜粋）

会社研修やサークル行事等の合宿で　（現在は宿泊施設はありません）

卓球

サークルでのイベント

家族での懇親のため

カラオケ発表会



回答 選択人数 ％

施設の存在を知らな
かった

100人 45.66  施設の存在を知らなかった 45.7%

場所が不便 31人 14.16   どのような施設かよくわからない 26.5%

利用料金が高い 5人 2.28  場所が不便 14.2%

施設が古い 3人 1.37 未回答　6.8%

どのような施設かよ
くわからない

58人 26.48
 その他 3.7%
（利用料金が高い　2.3%　施設が古い　1.4%）

その他 7人 3.2  その他 3.2%

未回答 15人 6.85

利用したことがない理由として、一番多かったのが「施設の存在を知らなかった　45.7%」、次いで「どのよ
うな施設かよくわからない　26.5%」となり、認知度の低さが利用率低下の原因となっていることが推測さ
れます。

回答（一部要約・抜粋）

12. グリーンガーデンひらおか(旧ひらおか山荘)は、築40年以上の建物のために老朽化が進んでおり、

予約の仕方がわからない

10. 問7で「利用したことがない」と回答された方に質問です。

利用したことがない理由を教えてください。

興味のあるものがないので

(複数回答可) （6個以内）

11. 問10で「その他」と回答された方に質問です。具体的な内容を教えてください。 （40文字以内）

回答 選択人数 ％

改修するべきである 86人 37.55  改修するべきでない 62.4%

改修するべきでない 143人 62.45  改修するべきである 37.6%

グリーンガーデンひらおかの改修についての質問では、「改修するべきでない　62.4%」と回答した方は、
「改修するべきである　37.6%」と回答した方の数を上回りました。

12. グリーンガーデンひらおか(旧ひらおか山荘)は、築40年以上の建物のために老朽化が進んでおり、
改修には多額の費用がかかります。

改修工事についてどのように考えますか。 （必須）



利用者が多くいるのなら改修するべきかと思いますが、私達の税金で改修を行うのであれば、少ない利
用者の為に改修するというのは賛成できません。ただ、どの程度の利用者がいるかわからないのでなん
とも言えません。

存在自体が知らないのに、それに税金を使用するのはもったいない気がするから。

13. 問12で回答された理由を教えてください。

老朽化しているのならば、改修工事は必要だと思います。もし、地震などの際、倒壊の危険性も考えられ
るからです。

費用をかけて宿泊出来るように改修してほしい。桜の季節など毎年利用している。

この施設自体が黒字経営で、地域に貢献しているのであれば改修する価値はあると思う。

例：費用をかけるべきではない、費用をかけてでも改修するべき　など （1000文字以内）

＜改修するべきである＞　　有効回答数：86　　回答者：79人(91.86％)　　未回答：7人(8.14％)

回答者：210人(91.7％)　 未回答：19人(8.3％) 

回答（一部要約・抜粋）

＜改修するべきでない＞　　有効回答数：143　　回答者：131人(91.61％)　 未回答：12人(8.39％)

存在自体知らないので、どのような場所・施設なのかわからないので答えようがないが、利用者数が多く
需要があるなら改修すべきだが、限られた人たちしか使用しない施設なのであれば膨大な費用を使って
まで改修する必要はない。

市民の憩いの場として必要で、費用をかけても改修すべき。生駒山麓のため、若干アクセスが悪いが、
現地からの展望、桜並木の眺望は見逃せない。

自然に囲まれた立地は他にないので魅力があると思います。ぜひ活かすべきです。

利用者が多い(又は利用者増が見込める)のであれば、改修して安全に使えるようにするべき。

改修するべきであると回答しましたが、改修費用に見合う利用者数があるならという、条件付きです。自
然が満喫できる施設として非常に魅力的ですが、誰も利用しないなら意味がないと思います。

ハイキングをされる方も利用されています。健康の為のウォーキングコースの休憩場所にもなると思い
ます。枚岡公園に飲食できるお店がないので、ぜひ改修して老若男女が集える施設にして欲しい。

環境にも恵まれ、公共施設としての役割も担うグリーンガーデンひらおかを、費用をかけてでも改修し、
存続させて欲しいという意見もある一方、利用状況を鑑み、あまり認知度の高くない当施設に税金を使っ
てまで改修するより、優先するべき事業にお金を費やすべきという意見が多くみられました。また、グリー
ンガーデンひらおかの立地を不便と感じる意見も多数ありました。

費用をかけて改善する前に、もう少し皆に知ってもらえるようにするべきあると感じる。

費用対効果を考えるべきだと思います。利用者は極めて限定され、市民全体で費用を負担するのは不
公平感がある。更地化して売却し、他の施設に費用をかける方が良いと思います。

改修は収益金でされるべきだと思います。　車が無い、運転出来ない人、足腰に自信の無い人は一人で
は行けないようですし、公共性を感じません。

「改修すべきでない」と回答したが、その判断は利用状況にもよると思われる。しかし市政だよりでもあま
り見かけない施設なので、存廃を含めて今後を考えるべきと思われる。

民間の充実した施設が有るので、改修してまで必要はないと思われる。

存在自体が知らないのに、それに税金を使用するのはもったいない気がするから。

多額な費用が必要ならば、もっと他に予算を使うべき。中学校の給食や、学校のクーラー設置など。

どれだけの方が利用しているのか、多額の税金を使い改修してもその後どれだけの方が利用する見込
みがあるのか、今の現状では税金の無駄遣いとしか思えないです。

改修となると、市の税金問題が持ち上がるため、厳しいと思います。利用度が見込める建物として改修
を考えているなら、建て直しもありではないかと思います。



ご自由にご記入ください。 （1000文字以内）

時折開催されるヨガに参加していました。市政だよりを拝見しても色々とイベントの企画・開催をされてお
りとても良いことだと思いますが、多額の税金を使ってまで改修すべきではないと思います。無くなると想
像すると残念ではありますが、代替施設はあるはずです。

もっと分かりやすく、誰もが利用しやすい存在にしてもらいたい。山の公園には子どもとよく行きますが、
グリーンガーデンは登録した利用者やレストランのお客でしか立ち入れないと思っていました。

利用者の数を正確に判定して多額の費用をかけるに値するか吟味して欲しい

市の施設として 自然のなかにあり とてもいい環境にあると思いますもっと 身近に 気軽に利用される機
会が 増えるよう 整備し アピールしていくといいと思います

無料のイベント、企業のイベントなどをして欲しい。もっと東大阪市の企業の研修、会議に施設を利用し
てもらうべきだと思います。

そもそもグリーンガーデンの存在を知りませんでした。修繕するのであればまずは認知度を上げる必要
があると思います。修繕する際には市民の意見を取り入れた施設にすることを望みます。駅からのアク
セスがいい場所への移転も検討するべき。

もっと宣伝しないとどのような施設かわからない。

少し立地が不便だと思う。

改修に多額費用がかかるのであれば、もっと、皆に活用してもらえる新しい施設をつくった方がいいと思
います。

回答（一部要約・抜粋）

回答者：130人(56.77％)　 未回答：99人(43.23％)  

14. 「グリーンガーデンひらおか」についてご意見・ご要望等がございましたら、

とてもとても良い施設だと思っていますが、とにかく宣伝されていない為現状では金銭的にお荷物となる
施設だと思います。もっと広報して利用を募る事が必要だと思います。小さい子供が要る家庭には利用
の仕方次第でとても有意義な施設です。

【総括】

※「％」は小数点第3位を切り捨てしているので、合計値に+-0.1％の誤差が生じる場合があります。

認知度が低いため、もっとPRするべきだという意見が多くみられました。また、誰もが利用しやすくするた
めに、移転や建て替えを望む意見もありました。

今回のアンケートを通して、当施設の認知度や利用状況が把握できました。今後は、市民の方からいた
だいた様々な意見を踏まえながら、必要性、利用率、収益を十分に考慮し、当施設の今後のあり方につ
いて考えていきたいと思います。

どれだけの人が利用しているのか分からない。これを機に、必要性を検討してほしい。

人工温泉でも構わないので、お風呂と足湯、食事を充実させた施設にして欲しい。


