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渡良瀬遊水地を活用した観光地化事業
20班 コミュニティデザイン学科 樋口春菜 渡辺美和子

建築都市デザイン学科 鈴木風馬 久米智
社会基盤デザイン学科 春原菜々子 緑川太智

背景

目的

方法

渡良瀬遊水地
・2012年 ラムサール条約湿地に登録
・栃木・茨城・群馬・埼玉の４県にまたがる
本州最大の湿地

・治水の要として首都圏を洪水から守る
・絶滅危惧種183種を含む貴重な動植物が生
息・生育する

渡良瀬遊水池の観光開発
・推進5カ年計画（H30～34年）

生井桜づつみ田んぼアート
冬水田んぼ米、
ヨシ焼、お魚わいわい大作戦

・交通網の整備
デマンドバスの利用
シェアサイクルの実施

現地の視察と調査から渡良瀬遊水地の課題
および住民の利用状況、興味のあるイベント、
必要な設備・サービスを明らかにし、新たな
観光地化事業を提案する。

〈本調査〉
調査方法：アンケート調査
対象：公民館のサークル・講座参加者及び渡
良瀬遊水地コウノトリ写真展参加者等
場所：生井公民館
対象人数：160人
（小山市在住 76％ 小山市外居住 24％）
期間：9月３日～９月18日

〈追加調査〉
調査方法：アンケート調査
対象：宇都宮大学学生等
対象人数：45人
(小山市在住 22%  小山市外居住 78%)

期間：11月13日～11月27日

サンプル

栃木県小山市
総合政策課 人と企業を呼び込む政策調整係

分析結果

提案

渡良瀬遊水地を訪れる目的を問う設問で
は、「イベントに参加する｣が圧倒的多数
であった。このことから、渡良瀬遊水地を
活用した観光地化事業にイベントが不可欠
であることが分かる。
興味のあるイベントを選択する設問では、

既存のイベント、特に「ヨシ焼き」「お魚
ワイワイ大作戦」「生井桜まつり」の人気
が高かった。新たなイベントでは「星空観
察会｣が人気であった。
「新たなニーズ」を取り入れたイベント

の提案をターゲットにあわせて情報発信す
ることで認知度アップ、及び魅力の発信で
観光地化を後押しすることを目指す。

シニア

回覧板・広報紙

公民館の掲示板

老人ホーム

家族

小学校・幼稚園

地域の事業所

若者

SNS

↳ツイッター

↳インスタグラム

夕焼けの部：16時～17時

星空の部：18時～20時

大人の部：20時～21時

小山市在住 小山市外居住

ベンチ トイレ 更衣室 飲食店 案内所 休憩室

小山市在住 小山市外居住

写真１ 渡良瀬遊水地第２調節池

写真２ 広大なヨシ原

図２ 渡良瀬遊水地を訪れる目的

図３ 興味のあるイベント（複数回答可）図１ 渡良瀬遊水地に欲しい施設

星

私たちは1年間の小山市の渡良瀬遊水地とその周辺の調査を経
て、星空観察会を提案します。
渡良瀬遊水地は周辺に建物が少なく、星空の観察できる場所

としては適した環境下にあると考えました。
トイレや休憩所など、長期に滞在できる施設の設置と、渡良

瀬遊水地と小山市中心地をつなぐ動線増やすためのデマンドバ
スを手配することが、渡良瀬遊水地に訪れる人々の増加につな
がると考えます。

渡良瀬遊水地に欲しい設備を問う設問では、
「トイレ」「ベンチ」「案内所」「休憩所」
の回答が多く、利用者のニーズに対応した設
備の補充が必要であると整理された。

渡良瀬遊水地周辺には、多くの
高齢者が在住しています。また、
地域住民の集うことのできる老人
ホームがあったり、現行で回覧板
が回っていたりするなど、地域性
を活かした情報の発信方法がある
のではないかと考えます。

小山市は現在、小学校や幼稚園
の数が減ってはいるものの、元気
な子供たちが過ごす場所があるこ
とがわかりました。

お魚わいわい大作戦などのイベ
ントにも多くの子供たちが参加し
ていることから、より多くの子供
たちが集まってくれるための取り
組みを考え、小山市を知ってもら
うことが渡良瀬遊水地の保全・発
展につながると考えます。

私たちの調査では、渡良瀬遊水
地周辺に若者が集う場所は見受け
られませんでした。しかし、若者
には若者なりの情報の広まり方が
あるのではないかと考えます。現
代はスマートフォンによるSNSの
普及が著しいので、現行の小山市
のインスタグラムも含めて、小山
市の特徴が周辺地域だけでなく遠
い地域の人々へも発信できたらよ
いのではないかと考えます。
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渡良瀬遊水地に関するアンケート（1~160）

		回答者番号 カイトウシャバンゴウ		問1 トイ		問2 トイ		問3 トイ		問4 トイ		問5 トイ		問6 トイ		問7 トイ		問8-1 トイ		問8-2 トイ		問8-3 トイ		問9 トイ		問9（記述） トイキジュツ		問1-1 トイ		問1-2 トイ		問1-2（記述） トイキジュツ		問11 トイ		問12 トイ		問13 トイ		問14 トイ												3		4										2		3		お魚ワイワイ大作戦 サカナダイサクセン		7										お魚ワイワイ大作戦 サカナダイサクセン

		1		1		1		3		2		*		5				2,3,7,1		1,5,9,11		4		9		星空を観察する ホシゾラカンサツ		2,3						1		4		1		4												5		2						4						7		ヨシ焼き ヤキ		30				2		5				ヨシ焼き ヤキ

		2		1		1		2		1		*		5																				2		4		1		2												5		4						4				2		1		ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦 ジョキョサクセン		5				1		7				ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦 ジョキョサクセン																								おしゃべり		散歩・ジョギング サンポ		サイクリング		イベント参加 サンカ		その他 タ

		3		1		1		2		2		3		2		サイクリング、ジョギング、ウォーキング等の拠点として、休憩所（シャワー、更衣室、軽食の取れるテーブル等）が欲しい トウキョテンキュウケイジョコウイシツケイショクトトウホ		2,4,5		3,6,7,9,1,12		8,11						6						1		3		1		4												2		4						4				2		4		ヨシ船づくり ブネ		3						9				ヨシ船づくり ブネ																						小山市在住 オヤマシザイジュウ		2		32		5		44		24

		4		1		1		2		1		*		2,3		駐車場が遠い チュウシャジョウトオ		2		3,4,5,6,7,8,9,1,11,12		1						2,5						2		4		1		3												2		1		おしゃべり		2		4				1		5		生井桜まつり ナマイサクラ		19						1				生井桜まつり ナマイサクラ																						小山市外居住 オヤマシガイキョジュウ		6		14		2		15		19

		5		1		1		3		1		4		4,5		日影がなく暑かった ヒカゲアツ		1		1,4,5,6,7,9,11		2,3,8,11,12		1				1,2,5						2		4		1		2												4		4		散歩、ジョギング サンポ		31		2						11		サイクリング		4				2		13				サイクリング

		6		1		1		3		3		4		2																				2		1		1		3												2		4		サイクリング		5		3				9		3		遊水地を歩いてみよう ユウスイチアル		7				3		4				遊水地を歩いてみよう ユウスイチアル

		7		1		1		2		1		4		4				9		5,11,12,13		1		9		季節ごとの星座を観察する キセツセイザカンサツ		3						2		1		1		4												4		5		イベントに参加する サンカ		44		4				13		7		健康体操教室 ケンコウタイソウキョウシツ		6				2		6				健康体操教室 ケンコウタイソウキョウシツ

		8		1		1		3		2		4		5		ベンチが少ない、トイレが少ない スクスク		13		5		11		12				6						2		1		1														5		4		その他 タ		24		5				12		8		星空観察会 ホシゾラカンサツカイ		8				11		5				星空観察会 ホシゾラカンサツカイ

		9		1		1		2		2		4		4				12		5		11		12		キッズフリーマーケット		6		6		急に天候が悪化した時に使いたい キュウテンコウアッカトキツカ		2		2		1		3												4								2				5		4		バードウォッチング		2				1		9				バードウォッチング

		1		1		1		2		2		3		2		日影がなく暑かった ヒカゲアツ		5		2,3,6,7		11						1,2,6		5		イベントの時にトイレが少なくて困る トキスクコマ		1		4		1		3												2		5						3				1		8		水彩画教室 スイサイガキョウシツ		1						7				水彩画教室 スイサイガキョウシツ

		11		1		1		3		2		3		2,4		ゴミが散乱していた サンラン		1		2,3,4,5,6,7,8,9,1,11		9,12						1,2,6						2		4		1		2												2		5						4				7		5		フリーマーケット		6				5		7				フリーマーケット

		12		1		1		2		2		4		4				7		2,6,8,1		9,12		7				2,6						2		4		1		3												4								4				6		9		その他 タ		2				5		9				その他 タ

		13		1		1		2		2		3		2		トイレが少ない、日影が少ない スクヒカゲスク		6,11		1,2,5,1,12								2,3						2		4		1		2												2		2						5				2		6								2		2

		14		1		1		2		2		1		2		ゴミが散乱している サンラン		2		3		8		2				2		4		食事の心配がなく手軽に行ける場所 ショクジシンパイテガルイバショ		1		4		1		2												2		2						2						3								9		4

		15		1		1		2		2		3		4		樹木が少ない ジュモクスク												2						1		4		1		2												4								4				2		5								1		5

		16		1		1		2		2		3		5		女性用トイレが少ない ジョセイヨウスク		2		3				3		自然保護活動 シゼンホゴカツドウ		2,6						1		1		1		2												5		4		おしゃべり		6						9		1								6		7

		17		1		1		2		2		4		2		トイレが不潔だった フケツ		9		1		11						1,2						2		4		1		2												2		4		散歩、ジョギング サンポ		14		1						3								2		9

		18		1		1		2		2		4		2		日影がなく暑かった ヒカゲアツ												2,4		5		自転車を持っていないので貸してほしい ジテンシャモカ		2		4		1		3												2		4		サイクリング		2		5				1		12		お魚ワイワイ大作戦 サカナダイサクセン		11

		19		1		1		2		2		*		5		日影がなく暑かった ヒカゲアツ		1		7		12		7		歩くのは健康にいい アルケンコウ		1,5,6						2		4		1		2												5		4		イベントに参加する サンカ		15		2								ヨシ焼き ヤキ		20				1

		2		1				3		3		*																1,2						2		4		1		3												4		2		その他 タ		19		1								ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦 ジョキョサクセン		1				1

		21		1		1		3		1		3		2		特になし トク				2,5,6,7		1,3		2		ヨシ焼を眺める ヤキナガ								2		4		1		2												2		2						1				2				ヨシ船づくり ブネ		4				2

		22		1		1		2		2		4		4		風を遮るものがない カゼサエギ		2		3,5,6,7,8,9,11		1,4,12		8		富士山を望みながらの笑いヨガ フジサンノゾワラ		1						2		4		1		2												4		4						5				1				生井桜まつり ナマイサクラ		9				13

		23		1		2		3		3		*		5		ベンチ、休憩場所がなかった キュウケイバショ		1		2,7,9,1		3,8,12		1		野鳥の知識を得られる ヤチョウチシキエ		1,2		1		バードウォッチング用の双眼鏡を貸してほしい ヨウソウガンキョウカ		2		4		1		3												5		1						2				2				サイクリング		5				6

		24		1		1		2		2		4		5				2										2,5,6						2		4		1		2												5		4						5				12				遊水地を歩いてみよう ユウスイチアル		7				1

		25		1		1		2		2		4		4		日影がない、水道が少ない ヒカゲスイドウスク		12		5,6,9								1,2,4						2		2		1		4												4		3						5				5				健康体操教室 ケンコウタイソウキョウシツ		0						4

		26		1		1		3		2		4		5		座れる場所が少ない スワバショスク		5		2		4		5		開催時間をもっと長くする、みんなが参加できる内容にする カイサイジカンナガサンカナイヨウ				3		なにをするにしても場所がなくて大変 バショタイヘン		1		4		1		3												5		2														星空観察会 ホシゾラカンサツカイ		7				7		5

		27		2				3		3																		2						1		4		1		1												5		3						4								バードウォッチング		0				2		6

		28		1				3		1		2		4														4						1		4		1		2												4								5								水彩画教室 スイサイガキョウシツ		2				2		7

		29		1		1		3		2		2		5																				1		4		1		2												5		4						4				2				フリーマーケット		2				2		11

		3		1		1		3		2		4		4				2		7		9						1,2						1		4		1		42												4		5						2				2				その他 タ		2				2		12

		61		1		1		2		2		3		2,4				2,3,7		1,4,5,6,9		8,1,11,12		7		新しくできたフィールドを案内付きで歩く アタラアンナイツアル		2,4						1		4		1		2												2		4						5																5

		62		1		2		3		2		4		4																				2		3		1		3												4		4						2				5

		63		1						2		4						5		2		4						1						1		3		1		2												4		4						5				2										1

		64		1		2		2		2		3		2,5				2		3,4,5,6		1,8,9,11,12						4,6						2		3		1		4												2		5						2				5										5

		65		1				2		2		4		2,4				5		2								1,6						2		4		1		4						1		1				2		2						5				5										2

		66		1				2		1		4		5				5,8										1,6						2		4		1		3						1		1				5								5				2										2

		67		1		2		3		2		3		2				2		5								1						2		3		1		3						1		1				2								4														4

		68		2				2		2										2,3,6,7,8,1		1,4,11,12		6		自然豊かな地区を風を切って走りたい シゼンユタチクカゼキハシ		2,4,6		6		自転車の貸し出しが欲しい（遊水地にて） ジテンシャカダホユウスイチ		2		4		1		2						1		1				4								5				2

		69		1				3		2		4		5				2,5										2,6						1		4		1		4						1		1				5								2				2										2

		7		1		1		2		2		3		2				2,4,8		6,7,12								3,6						2		4		1		4						1		1				2								4				3										12

		71		1				2		3		4		4				3		4,1														1		3		1		3						1		1				4								2				2										1

		72		1		1		3		2		3,4		2,4		雨天時の対応 ウテンジタイオウ		2		3,7,1				2		燃えていくアシを見ていくのが良い モミヨ		6						2		4		1		3						1		1				2								5				13										2

		73		1				2		2		4		5				13		2		4		13		以前のように近くで花火大会があるとよい イゼンチカハナビタイカイ		2,6						2		4		1		3						1		1				5								2				2										2

		74		1		1		2		2		3		5				2,5,9										2,4,5						2		4		1		5						1		1				5								5				2				4		11

		75		2		2		2		2								2,6		5,7,8,9		1,3,4,1,11,12				自転車の種類、高齢者用も ジテンシャシュルイコウレイシャヨウ		1,2,4,6						2		3		1		3						1		1				4								5				7						3				9

		76		1				3		3		4		4				7										2						1		4		1		3						1		1				4								1				2				8		8				6

		77		1		2		2		2		4		2				2																1		4		1		2						1		1				2								4				5				1		11				2

		78		1		2		3		1		4		4				5		1		3		5		出場するため シュツジョウ		1						2				1		3						1		1				4								1								2		12				5

		79		1		2		3		3		4		5								1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13												1		2		1		3						1		1				5								4				2						12

		8		1		2		3		2		4		2				2										6						1		2		1		4						1		1				2																1		12				9

		81		1		2		3		3		4		4						2		1,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13						2						1		3		1		1						1		1				4												2				11		3

		82		1				2		2		2		3,4				2,3,5,1		4,6,7		8,9,11,12		2				4						1		4		1		4						1		1		サイクリング		3								5				2				11		4

		83		1				1		2		2		2,3				2,3,12		4,6,7														1		4		1		4						1		1				2								1				12				11		12				2

		84		1		1		3		2		4		2,4		トイレがない		12		1,2,4,5,9		3,6,7,1,11						1,2,6						2		3		1		3						1		1				2								2				9				9		8				1

		85		1		1		3		2		4		4		トイレが汚い キタナ		9		2,4,5,7,		1,3,6,8,1,11,12		9		公民館でやっているものを遊水地でしたい コウミンカンユウスイチ		1,2						2		3		1		4						1		1				4								4								9		12

		86		1				3		2		4		2,4						2,5,6,7,9		1,3,4,8,1,11,12,		9										2		3		1		3						1		1				2								2										1				2

		87		1		2		3		3		4		4		入り口がわかりずらい イグチ						1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12						2						2		2		1		3						1		1				4								5				5				8		11				1

		88		1		1		2		2		2		5				5		2,3								1						1		4		1		3						1		1				5								5				2						12				7

		89		1				3		1		3		2				2										2,4						1		4		1		3						1		1				2								5				5						8

		9		1		2		2		2		4		4				5		4		2						2,3						1		2		1		3						1		1				4																11		9				2

		91		1		1		3		3		4		4														2						1		3		1		4						2		1				4								2				12						11

		92		1		1		3		3		4		4		日陰が少ない ヒカゲスク		12		1.5.6		11.3		12		出す側でも、買う側でもいいので参加してみたい ダガワカガワサンカ		2.4.6						2		2		1		4						1		1				4												5				12		12

		93		1				3		2		2		2.4				5		2.7								4						1		4		1		4						1		1				2												2						4

		94		1				2		3		4		5				2		6.9		1.3.4.5.7.8.1.11						4						1		3		1		4						1		1				5																1		11

		95		1				3		2		4		5														2						2		4		1		4						1		1				5												1				1		12

		96		1		1		2		2		2		2		スピードを出している自転車が危ない ダジテンシャアブ		1		5								2						2		4		1		4						1		1				2												12				3		3

		97		1				3		2		4		4				12		1.5.9								1.2.4.6						2		2		1		3						1		1				4																		4

		98		1		1		3																										2		4		1		5						1		1				5												5						11

		99		1		1		3		3																								1		4		2		2						1		1				4												5				4		12

		1		1		1		1		2		4		4				2				11												1		1		2		4						1		1				4												7		5				10

		11		1				2		3		4		4				1										1						1		1		2		4						1		1				4												8		9				2

		12		1				3		2		4		4		虫が多い ムシオオ																		2		4		2		2						2		1				4														8				3

		13		1				2		2		4		4																				2		4		2		2						1		1		サイクリング		3												2		5		9		4

		14		1				2		2		3		2				2		7														1		4		2		2						1		1																9		5		8		5

		15		2		1		2		2								3		2.5.9.1				1		早朝が多いので、午後からの会があれば参加者が増えると思う。 ソウチョウオオゴゴカイサンカシャフオモ		2.4.6		6		屋内に欲しい オクナイホ		1		4		2		4						1		1																7		9				6

		16		1		1		3		3		4		4				2.5.7										1						2		4		2		3						1		1																		9		4		7

		17		1		1		3		3						道に迷った。 ミチマヨ		11		2		12						1.2						1		4		2		2						1		1																8				1		8

		18		1		1		2		2		3		2				1		2				1		魚が好き サカナス		1						1		4		2		2						1		1																2						9

		19		1		1		3		2				3																				2		4		2		3						2		1																10						10

		11		1		2		3		2		4		4		道路が分からない。 ドウロワ		5		6								1						1		4		2		3						1		1																						11

		111		1		1		3		2		4		4		北エントランスから、生井方面に行くとき、道案内がなく心細かった キタナマイホウメンイミチアンナイココロボソ		5.13		7				5		歌うまキッズのパフォーマンス ウタ		1		5		水道 スイドウ		2		4		2		2						1		1																				1		12

		112		1		1		3		2		1		5		ゴミが目立つ。雑草が伸びている。 メダザッソウノ		2.9.1		7		8				野鳥撮影会 ヤチョウサツエイカイ		1						1		4		2		1						1		1																7						3

		113		2		1		3		2								9		1.2.3.1		4		9		説明があると良いと思う。 セツメイヨオモ								2		3		2		4						1		1																						4

		114		1		1		3		2		3		4.5		県道からの入り口が分からない。 ケンドウイグチワ		1		6.7.9		3.8.11						2.4						2		3		2		3						1		1																2						5

		115		2		1		3		2								6		1.2.3.4.5.7.9.1.11		8.12		5		小山のアーティストによる野外ライブをやる。 オヤマヤガイ		1.2.4.6		1		自動販売機をつくる ジドウハンバイキ		2		2		2		5						1		1																10						6				男性 ダンセイ		33		1		男性 ダンセイ		21		1				20歳以下 サイイカ		4		4

		116		1		1		3		2		1		1		日陰がない（雨天時に濡れてしまう） ヒカゲウテンジヌ		2.4.6		3.5.1		7.8.12		4		ヨシ舟づくりの体験 ブネタイケン		1.4				イベント行事一覧表が欲しい ギョウジイチランヒョウホ		1		4		2		5						1		1																2				4		7				女性 ジョセイ		65		2		女性 ジョセイ		28		1				21-40		10		4

		117		1		2		2		2				5																				2		4		2		1						1		1																						8								1		無回答 ムカイトウ		13		1				41-60		18		3

		118		1		1		3		3		3		2				1		2.5								1.2.5						1		4		2		3						1		1																2				1		9								2						2				61歳以上 サイイジョウ		65		4

		119		1		1		2		2		2		1		トイレが少ない スク		1										1						1		4		2		1						1		1																5						10								2						2				無回答 ムカイトウ		1		4

		12		1		1		3		3		3		1				2.5		7.9.1		12				時間があえば、行きたいです。 ジカンイ		1.2.4.6				自転車はあればいいと思う。 ジテンシャオモ		2		4		2		2						1		1																2						11								2						1								1

		121		1		1		2		3		3		5				13		1,2,3,4,9,1		5,6,7,8,11,12		13		人工的な整備が最小限でできるとよい、遊水地を望みながら食事ができるスペースが欲しい ジンコウテキセイビサイショウゲンユウスイチノゾショクジホ				13		間々田駅からのシャトルバスが欲しい ママダエキホ		2				2		1						1		1																2				3		12								2						1								1

		122		1		2		3		2		3		2,3		手洗い場、日陰が欲しい テアラバヒカゲホ		6		2,7,9		1		9		星空観察会 ホシゾラカンサツカイ		2,5,6		9		望遠鏡を借りたい ボウエンキョウカ		2		4		2		2						1		1																2				1		9								2						2								1

		123		1		1		3		3		4		5		遊水地が広すぎて、現在地が分からなくなった ユウスイチヒロゲンザイチワ		1		9		3		1		専門の人にガイドをお願いしたい センモンヒトネガ		5		5		現在地を示すサインを設置してほしい ゲンザイチシメセッチ		2		3		2		3						1		1																8						11								2						1								2

		124		1		1		3		3		3		5														2						1		4		2		1						1		1																4				1		12								1						1								4

		125		1				3		3								7										2,5,6						1		4		2		3						1		1																6				8		6								2						2								4

		126		1		1		3		2		4		4				2										4						1		3		2		3						1		1																6						7								2						1								4

		127		1		1		2		3		4		5		地図が少ない チズスク		2,9		1,5,6,7,1		3,8,11,12		9				1,4						2		3		2		3						1		1																5				3		10								2						2								4

		128		1				3		3		4		4				2		1		3		2				2		2				2		3		2		3						1		1																				1		11								1						1								4

		129		1		1		3		3		3		2				2,7		9														1		4		2		2						1		1																				1		3								1						2								4

		13		1				2		1				5																																1		1																				1		6								1						2								1

		131		1		1		3		3		4		2						2,7,9,1				7		音楽に合わせて体操ができたらいい オンガクアタイソウ		1,2,6																		1		1																						8								2						2								4

		132		1				2		1		3		5				1																2		4				1						1		1																						10								2						1		20歳以下 サイイカ		3		4		4

		133		1				3		2				2		トイレがなかったこと、日陰がなかったこと ヒカゲ		5		12								2,4						2		4				3						1		1																				2		11								2						2		21-40		2		1		4

		134		1				3		2		4		5				2		6						2,4								1		4				2						1		1																						12								2						1		41-60		7		1		4

		135		1				3		2		4		5				2		6								2,4						1		4				1						1		1																				11		3								2						1		61歳以上 サイイジョウ		35		4		4

		136		1		1		2		3		4		4				4										2						2		1				5						1		1																						4								2						2		無回答 ムカイトウ		15		4		4

		137		1		1		2		2		4		5														1,5,6																		1		1																				1		8								2						2						4		4

		138		1				2		2		4		2				2,7,9										5																		1		1																						10								2						2						4		4

		139		1		2		3		3		4		4				12										4,5						1		4				4						1		1																						11								2						2						4		2

		14		1		2		3		2		2		2				1,2,4,5		3,6														2		3				2						1		1						お魚ワイワイ大作戦 サカナダイサクセン		14														12								1						1						4		4

		141		1				3		2		4		5				2		11		12						5,6						2		4				3						1		1						ヨシ焼き ヤキ		6														2								1						1						4		4

		142		1				2		2		4		2				2		5		7						2						1		4				2						1		1						ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦 ジョキョサクセン		17												2		3								1						1						4		4

		143		1		1		3		2		4		5																																1		1						ヨシ船づくり ブネ		13														4								1						2						4		4

		144		1		1		3		2		4		5				9		12		1		9		星が綺麗そうだから ホシキレイ		4						2						3						1		1						生井桜まつり ナマイサクラ		4														5								1						2						4		4

		145		1		1		3		2		3		1,2				6,7,9		2,4,5,1		1,3,8,11,12		9		広々とした場所なので気持ちよさそう ヒロビロバショキモ		2,3																		2		1						サイクリング		6												11		6								1						1						4		4

		146		1		1		2		2		4		4		東屋が欲しい アズマヤホ		2,4,5,6,7,11		1,4,9,12		3,8		7		鳥や草木の観察 トリクサキカンサツ		1,2,3,4,5																		1		1						遊水地を歩いてみよう ユウスイチアル		5														7								2												3		3

		147		1				3		1		4		1				5		12								1,6						2		4				4						1		1						健康体操教室 ケンコウタイソウキョウシツ		15														8								1												3		3

		148		1				2		2		3																						2		4				3						1		1						星空観察会 ホシゾラカンサツカイ		9														9								2						2						2		3

		149		2				3		3								9		7								2,5,6																		1		1						バードウォッチング		9												3		10								2						2						4		4

		15		2				3		3																																				1		1						水彩画教室 スイサイガキョウシツ		23														3								2						1						4		4

		151		1				3		2		4		5																				2		4				5						1		1						フリーマーケット		19												3		3								2						1						4		3

		152		1		2		1		2		2		1，4				2		6.9		12		9		安全に観察できたら見てみたい		1.2.4				レンタサイクルがほしい		2		2				1						1		1																				6		4								2						2						4		4

		153		1				3		3		4		2				1.12		2.7.9.1.11		3.4.5.6.8						2.4																		1		1																						5								1												4		4

		154		1				2		2		4		4		ごみが多く汚いので掃除してほしい オオキタナソウジ				5								1						2		4				2						1		1																						7								2														4

		155		1		2		3		2		4		2				2.5																												1		1																						8								1						1						4		3

		156		1		1		3		3		3		5		トイレの電気が切れている デンキキ		1		2.4.7.9.12								4																		1		1																						10								2						2						3		4

		157		1		1		2		2		4		5				7										2																		1		1																						11								2						2						4		4

		158		1				2		1		4		5																				2		4				3						1		1																				10		3								2						1						4		4

		159				2										広くて中に入ると出口が分からない ヒロナカハイデグチワ		2																1		4				2						1		1																						8								2												3		3

		16		1				2		2				2						5.9														2		4				1						1		1																						11								1						2						3		4

		31		1		1		2		2		4		4.5				5		1.4.7.9.10		2.3.8.11.12						1.2.4.6						2		3		1		3						1		1																						12								1												3		4

		32		1				3		2		2		2.4				5		4.8.9.10								6						2		4		1		3						1		1																				12		12								2												4

		33		1		1		2		2		4		4		日影がない ヒカゲ		7		10				7		のんびり散策をしながら、自然観察 サンサクシゼンカンサツ		1.2.3.4.6						2		4		1		4																														8								1						2								2

		34		1				3		1		4		4		トイレが少ない スク		8		2.4		11		8		仲間がいた方が楽しい ナカマホウタノ		2						2		4		1		1																												9		11								1						2								2

		35		1		1		3		1		4		1		帰り道に迷った カエミチマヨ												6						2		4		1		1																														12								1												4		3

		36		1		2		3		2		4		4		地図がない、道が分かりづらい チズミチワ		2.5										5.6						2		4		1		1																														11								1												4		4

		37		1		1		2		2		4		4				9		2.4.5.6.10				9		夏は虫がいるので、冬は空気が澄んで良く見えると思う ナツムシフユクウキスヨミオモ		1.2						2		2		1		3																												2		3								1						2						4		4

		38		1		1		2		2		2		5		なまいふるさと公園の無料貸し自転車の撤去(野木駅、間々田駅のシェアサイクルでは遠い) コウエンムリョウカジテンシャテッキョノギエキママダエキトオ		7		2		3				季節によっての見所を随時紹介する キセツミドコロズイジショウカイ		2.5				ライブカメラで周知 シュウチ		1		3		1		1																														4								2						2						4		3

		39		1		2		2		2		3		4																		バイク、車のダートコースやサーキット場等、ディズニーランドの上を行くレジャー施設等 クルマジョウナドウエイシセツナド		1		3		1		2																												11										2												1		3

		40		1		1		2		1		3				トイレが少ない、自動販売機が欲しい、夏場は日よけの場所が欲しい スクジドウハンバイキホナツバヒバショホ		8.9		2.4.5.7		3.12		9		流星群等の観察会、朝日を浴びながらヨガ リュウセイグンナドカンサツカイアサヒア		1.2.3.4.5.6		1		芝生ではない状態のイベント広場及びステージ シバフジョウタイヒロバオヨ		2		3		1		3																																						2						2								3

		41		1		1		2		2		4		5		トイレが汚い、少ない キタナスク		2		1.3.4.5.7.9.10		6.8.11.12		1		お魚がいっぱいとれる サカナ		1.2.4.5.6						1		2		1		3																																						2														2

		42		1		2		2		1		1		5				10																1		4		1		2																																						1												4		4

		43		2		1		3		2										6.7.8.11.12				7		健康を兼ねてウォーキングと風景を観賞できたら良い ケンコウカフウケイカンショウヨ		2.4.6				レンタルサイクルはあっても良い ヨ		2		4		1		2																																						1												3		4

		44		1		1		2		2		1		2		ごみや空き缶が多く捨ててある アカンオオス												2.6						2		4		1		3																																						1						2						4		2

		45		1		1		3		2		3		2				7.8										1.4.5.6						2		4		1		2																																						1						1						4		3

		46		1		1		2		2		4																						2		4		1		2																																						2						2								2

		47		1		1		2		2		4		4		売店が少なく飲み物が買えなかった バイテンスクノモノカ		2.5		4		10.11						3.4						2		4		1		3																																						1														4

		48		1				3		2		4		4				10.5		6.7.8								3						2		4		1		1																																						1														3

		49		1				2		2		4		4				2										1.2.5						2		4		1		2																																						2														4

		50		1				3		2		4		4																				2		4		1		2																お魚ワイワイ大作戦 サカナダイサクセン				3																		2												4		4

		51		1		2		2		2				2				2		7		12		7		野菜や取りとか自然観察(解説)しながら歩く ヤサイトシゼンカンサツカイセツアル		1.4		4		広いところでイベントの時、屋台があると楽しい ヒロトキヤタイタノ		2		4		1		3																ヨシ焼き ヤキ				1								11		8								2												4		2

		52		1				2		2		4		2		冬期は風が強いが、ヨシの中に入ると大丈夫 トウキカゼツヨナカハイダイジョウブ		5										1.2						2		4		1		2																ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦 ジョキョサクセン				7										11								2														4

		53		1		1		3		2		4		4				2		5		9		9		きれいな星空をゆっくり見たい ホシゾラミ		1.2.6						2		4		1		3																ヨシ船づくり ブネ				2										12								2														3

		54		1		1		2		2		3		1.2				2		5.7								1.2						2		4		1		3																生井桜まつり ナマイサクラ				2										8								2												4		4

		55		1				2		2		4		4		目印がなく迷いそうだった(自分の現在いる場所が) メジルシマヨジブンゲンザイバショ		2.9		10.11.8.12				9		子どもと一緒に参加できるため コイッショサンカ				2.6		ないと不安、疲れた時に休める場所があると安心 フアンツカトキヤスバショアンシン		2		3		1		3																サイクリング				2										12								2												2		4

		56		1		2		3		2		2		3.4		ウォーキングの道に犬のフンが落ちている ミチイヌオ		8.9		10.11.12		2.3.4				自然の中でアコーディオンみたいので歌声喫茶、みんなで歌う シゼンナカウタゴエキッサウタ		2.4						2		4		1		2																遊水地を歩いてみよう ユウスイチアル				3										6								2														4

		57		1		1		2		2		1		2.4.5		真夏はとにかく暑い マナツアツ		4		1.2.5						渡良瀬遊水地の産物を使ったものを作る ワタラセユウスイチサンブツツカツク		2.4						1		4		1		2																健康体操教室 ケンコウタイソウキョウシツ				8										7								2												4		4

		58		1		2		2		2		3		3		日影がない、屋根があれば良い ヒカゲヤネヨ		6		2		11						4						2		4		1		3																星空観察会 ホシゾラカンサツカイ				0								12		8								2														4

		59		1				3		2		4						6		11								2.6						2		4		1		2																バードウォッチング				0										11								2														2

		60		1				2		1		4		4		トイレを作ってほしい ツク		5		12														2		4		1		3																水彩画教室 スイサイガキョウシツ				5										12								1														3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								9		5		3		9				4						1		2		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								9		5		1		9				5						2		2		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								5		12		3		5				4						2		2		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								5		2		1		5				5						2		2		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								9		2		11		9				5						1		2		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								12		2		11		12				4						1		2		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								12		9		2		12				4						1		1		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								5		10		1		5				4						1		1		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								9		10		2		9				5						2		1		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								12		10		3		12				5						2		1		3

		追加 ツイカ		2		1		3		3								2		10		1		2				4						1		2		3

																																																								フリーマーケット				9										8								1												4		3

																																																																						11								2												4		3

																																																																				8		12								1												4		2

																																																																				4		3								1														4

																ある		56																																																		3		8								2														4

										ある		94				ない		5																																																		8		11								2														4

										ない		4				無回答 ムカイトウ		1																																																		7		12								2														4

																																																																						4								2														4

										1		1				1		2																																																				5								2														4

										1		1				1		2																																																				6								2														4

										1		1				1		2																																																		12		8								2														4

										1		1				1		2																																																		5										2														4

										1		1				1		2																																																		1										2														4

										1		1				1		2																																																		3										2														4

										1		1				2		2																																																												2														4

										1		1				1		2																																																												2														4

										1		1				1		2																																																												2														3

										1		1				1		2																																																		3										2														4

										1		1				1		2																ベンチ		31		1		2				ベンチ		19																						3										1														4

										1		1				1		2																トイレ		52		6		4				トイレ		21																																2														4

										1		1				1		2																更衣室 コウイシツ		9		1		6				更衣室 コウイシツ		2				1		4																										2														4

										1		1				1		2																飲食店 インショクテン		25		2		2				飲食店 インショクテン		15						6																										2														4

										1		1				2		2																案内所 アンナイジョ		11		6		3				案内所 アンナイジョ		10						2

										1		1				1		2																休憩室 キュウケイシツ		34		5		4				休憩室 キュウケイシツ		9						4

										1		1				2		2																				1		6										2		2

										1		1				1		2																				2		6										1		4

										1		1				1		2																						2										1		4

										1		1				1		2																				1		5										1		2

										1		1				1		2																				1		2												5

										1		1				1		2																						3										1		2

										1		1				1		2																				2		4										1		4

										1		1				1		2																				2		5										1		6																12

										1		1				1		2																				1		6												5																7

										1		1				1		2																						2										2		6

										2		1				1		2																				3		4										1		5																1

										1		1				1		2																				3		5										1		6																1

										1		1				1		2																				1		6												4																3

										1		1				1		2																						4										1		2

										1		1				1		2																				1		6										1		6

										1		1				1																						1		6										1		4

										1		1				1																						1		4												4

										1		1				1																						1		5										2		5

										1		1				1																								6										5		6																12

										1		1				1																						2		4										2		5																3

										1		1				1																						2		2										2		6

										2		1				1																						4		5										4		3

										1		1				1																						2		4										1		2

										1		1				1																						2		2										2		3

										1		1				1																								2												4

										1		1				1																						6		6												5

										1		1				1																						2		2										1		6

										1		1				1																						1		4												5

										2		1				1																								4										2		6

										1		1				1																						3		6												2

										1		1				1																						6		3										2		4

										1		1				1																						6		5										2		4

										1		1				1																						1		2										1

										1		1				1																						1		5										5

										1		1				2																						2		2										4

										1		1				2																						2		6

										1		1				1																						2		2										5

										1		1				1																						2		6										2

										1		1				1																						2		6

										1		1				1																						1		3										4

										1		1				1																						2		6										2

										1		1				1																						1		2										1

										1		1				1																						1		4										1

										1		1				1																								5

										1		1																										1		6										2

										1		1				1																						1		2

										1		1																										2		2

										1		1																										1		5										1

										1		1																												6										2

										1		1																										2		2										1

										1		1																										4		4

										1		1																																						4

										1		1																										1												2

										1		1																										2

										1		1

										1		1																										1

										1		1																										4

										1		1																										1		2

										1		1																										1		4

										1		1																										1		6

										1		1																										2		6

										1		1																										2		6

										1		1																										3		4

										1		1																												6

										2		1																										6		6

										1		1																										2		6

										1		1																										2		6

										1		1																										1		4

										1		1																										2		5

										1		1																												2

										1		1																										1		4

										1		1																												6

										1		1																										6

										1		1																										2

										1		1																										4

										1		1

										1		1																										1

										1		1																										1		2

										1		1																												6

										1		1																										2

										1		1																										1		2

										1		1																										2

																																						2		4

																																						2		3

																																						2		4

																																						4		6

																																						4

																																						2

																																						2

																																						1

																																								2

																																								4

																																								6



【注意】
★入力が容易になるので（関数の置き換えが面倒なので）選択肢を数字に置き換えて入力してください。
　（ア）→１	（カ）→6	（サ）→11
　（イ）→2	（キ）→7	（シ）→12
　（ウ）→3	（ク）→8	（ス）→13
　（エ）→4	（ケ）→9
　（オ）→5	（コ）→10

★設問2　回答を分類します。
〔自然に関すること〕→1
〔それ以外〕→2

★設問8　設問内の回答を分けます。
〔一番興味がある〕→問8-1
〔興味がある〕→問8-2
〔興味がない〕→問8-3

★設問12　年代で分類します。
〔20歳以下〕→1
〔21～40歳以下〕→2
〔41～60歳以下〕→3
〔61歳以上〕→4

★設問13　市内外で分類します
〔小山市内〕→1
〔栃木県内〕→2
〔栃木県外〕→3

★自由記述を含む設問
設問9、10は選択肢番号と理由をそれぞれ記入してください。
（3rd Cycleで使えるかもしれないので、意味が分かるように入力してください。）



渡良瀬遊水地に関するアンケート（1~160）

		



小山市在住、いったことがあるorない



		



小山市在住、遊水地に何をしに行くか。



		



小山市在住外、遊水地に何をしに行くか。



		



小山市在住、興味のあるイベントタイトル



		



小山市在住外、興味のあるイベントタイトル



		



小山市在住、興味がないイベントタイトル



		



小山市在住外、興味がないイベントタイトル



		



小山市在住、必要な設備



		



小山市在住外、必要な設備



		



アンケート基本情報　小山市在住　性別割合



		



アンケート基本情報　小山市在住外　性別割合



		



小山市在住外、いったことがあるorない



		



アンケート基本情報　小山市在住、年齢



		



アンケート基本情報　小山市在住外、年齢



		



小山市在住

小山市外居住

渡良瀬遊水地を訪ねる目的






