
平成２６年度 第１回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「公園トイレに関する市民意識調査」について 

公園トイレの便器については、これまで、身体に直接触れない和式を中心に

設置してきました。しかしながら、高齢者においては洋式トイレの方が身体へ

の負担が少ない、また、年少者にとっては和式が利用しづらい、等の意見も見

受けられます。 

このため、今後公園にトイレを設置する際、和式、洋式どちらが望ましいの

かを検討するための参考資料とさせていただきます。 

（所管課：みどり整備室） 

 

 

◆ 調査期間 

     平成２６年７月１０日（木）～ ７月２４日（木） 

 

◆ 調査方法 

対象・人数 市政モニター １００人 

調査方法 書面・インターネットを通じてアンケートに回答 

回収率 
調査対象１００人に対して 

有効回収数 ９６人 有効回収率 ９６．０％  

質問数 ８問 

 



(件数） （％）

1 86 89.6%

2 10 10.4%

96

 

(件数） （％）

1 7 8.1%

2 40 46.5%

3 28 32.6%

4 5 5.8%

5 6 7.0%

86

 

6

(件数） （％）

1 47 50.0%

2 47 50.0%

94

※無回答　２件
 

　5「その他」の内容 綺麗なところとそうでないところがある。

見たことがある

不潔だが我慢できる程度だった

特に不満はなかった

清潔で気持よく利用できた

その他

見たことはない

計

計

計

選択肢

問３　市では身障者対応の公園トイレの設置を進めていますが、見かけたことがありますか。    （単数回答　９４件）

問１　公園のトイレを利用されたことがありますか。    （単数回答　９６件）

選択肢

ある

不潔で２度と利用したくない

問２　【問１で「１　ある」と答えた方にお聞きします。】
　　　 利用された印象はどうでしたか。   （単数回答　８６件）

ない

選択肢
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(件数） （％）

1 12 12.6%

2 83 87.4%

95

※無回答　１件

(件数） （％）

1 61 64.2%

2 22 23.2%

3 12 12.6%

95

※無回答　１件

(件数） （％）

1 31 32.3%

2 1 1.0%

3 60 62.5%

4 4 4.2%

96

洋式と和式両方

どちらでもよい

問５　公園トイレの個室が１つの場合、便座は洋式と和式どちらが望ましいと思われますか。　　　　　    （単数回答　９５件）

問６　公園トイレの個室が複数の場合、便座は洋式と和式どちらが望ましいと思われますか。    （単数回答　９６件）

選択肢

和式

計

知らない

選択肢

選択肢

どちらでもよい

洋式

全て和式

計

計

問４　市のホームページで公園トイレの設置状況が確認できることをご存知ですか。　　   （単数回答　９５件）

知っている

全て洋式
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(件数） （％）

1 40 41.7%

2 56 58.3%

96

利用する

利用しない

問８　公園のトイレについて、ご意見等がありましたらご記入ください。　（内容を一部要約）

計

業者による手入れがなされているが、通り一遍の作業の場合が多い様に見受けられる。

問７　有料の公衆トイレがあれば利用しますか。    （単数回答　９６件）

選択肢

有料であっても利用したいと思える清潔な公衆トイレを作ってもらいたい。

大手前公園にあるトイレはよく清掃されていると思うが、小さな公園のトイレは入りたくない場合がある。

利用度の高いところは人の目もあり、それなりに汚れがあってもいたずら等々での汚れは少ないと思う。市民からの連絡に対しての対
応が明確になっていないと思う。

掃除などで経費等が掛かるとは思うが、これらの公衆トイレは災害時には必ず必要となる物の一つであるため、保守修繕は必要なも
のであると思う。

常に清潔にし、夜は周囲を明るくしてほしい。

外国では有料トイレが多数あり、また日本でも登山では有料トイレがある。管理が行き届かない地域にあるトイレは有料でもやむを得
ない。

公園のトイレを清潔に管理するには少なくない経費がかかるが、観光立国を掲げている国の方針に沿うには必要な経費だと思う。
和式より洋式のほうが清潔に保ちやすい気がする。

明るく開放的なトイレにしてほしい。

観光客が多く来るところはまずまず綺麗だが、一般の公園では利用したくないと感じる場所が多い。

住む所がない人たちがお風呂代わりにしているような場所もあるため、有料で綺麗なトイレを作ることも必要だと思う。

公園等の公共施設のトイレは「暗い」「汚い」「気持ち悪い」というイメージが先行していて、緊急時以外は使用したくない。
日本一の美しさと徹底した衛生を売り物にできるようなトイレを目指してほしい。

シロトピア公園西隅にあるトイレは有名デザイナーの設計で多額の費用が掛かっていると聞いている。来園者（特に観光客）の殆どな
い所でしかもトイレという話題性の全くない施設を設置するとは何を考えているのかと思う。税金の無駄遣い。

全体的に汚いイメージがあるし、不審者が入ってきたり、隠しカメラがあるかもしれない不安がある。そのため公園のトイレは使わず、
どこかの施設に入ってトイレを使用する。女性はほとんどそうだと思う。子供にも使用させたくない。

公園のトイレは汚くて危ないイメージがある。明るく綺麗なトイレにするためなら有料化も仕方ないと思う。

シロトピア公園入口のトイレは使用可能時間が８時から１８時となっているが、時間延長等、夏と冬の差を設けるような検討をしてほし
い。

安全・安心・使いやすいトイレを設置してほしい。

不特定の人が利用する場所に設置する便器は和式に限る。

トイレの管理や清掃は、いつ誰が実施しているのかわからない。小便では利用しているが、大便では利用したくない。
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清潔にすることと手洗い場の漏水のチェックをお願いしたい。

和式は肌が触れなくてよいが、まわりが汚れていることが多い。

無料の公衆トイレは利用者のモラルが全てである。管理者が不在のトイレは有料として衛生的に保つべきだし、自治会等が管理して
いるなら自治会で集金したものを清掃業者に渡すシステムを作ってもよいと思う。

公園のトイレはとにかくきれいであってほしい。清掃員の人がある程度の頻度で巡回・清掃していただければ防犯にもなると思う。

明るく清潔で女性が安心して使えるようにしてほしい。

国際観光都市姫路と胸を張るためにはトイレを美しくしてほしい。清潔で快適なら有料でもよいという人は多いと思う。

公衆トイレは利用する側のマナーもなっていない。清掃業者の意見も聞いてみてはどうか。姫路城のグランドオープンにより観光客の
増加が見込まれるが、もてなしはトイレから始まると思う。

特別豪華なものでなくてもよいので、清潔感と温かみのあるものを希望する。便座はできれば全て洋式がよい。

海外での公衆トイレは、有料のものが多いと聞きます。清潔な空間で使用できるならば、ある程度のお金を払っても使用するのではな
いでしょうか。

女性は公園のトイレを良く思っておらず、ほとんど利用しないのではないか。有料トイレは試験的に市内数カ所に設置しても良いと思
う。また利用者のマナーが悪いので貼紙でマナー向上を啓発してはどうか。

清掃がもっと行き届いていればよいと思う。

三左衛門堀川公園の赤い色の橋の西側に古い便所がある。水洗でもなく、近くに別の便所が有るから撤去されたら良い。
各公園の便所は定期的に業者にて掃除されるが、だだ水をかけているといった感じであり、便器の汚れ、壁の汚れ、照明の汚れな
ど、掃除の回数を減らしても、もっと綺麗にしてほしい。

子供が小さい時、和式しかなく困った時があった。洋式を設置する場合、便座拭き（アルコール消毒）等も併せて設置する方が望まし
い。

障碍者トイレは鍵がかかっているところが多い。何のためのトイレなのか。トイレを清潔に保つためには、地域の組織、取り分け使うこ
とが多い団体と協力して、使いやすいものにしてほしい。

清潔感があり、不審者をよせつけないような安心して使えるトイレを整備してほしい。トイレットペーパーも完備してほしい。

洋式にした場合、他の都市でも便座が壊されているのが時々見受けられる、壊れにくい便座にするか、トイレ清掃時見つけたら手続き
簡単ですぐに修理できる体制を取るべき。姫路城に来た国内外の人にトイレも綺麗だったとの印象は、レピーターを増やす一翼を担う
と思う。
外人さんも結構、和式を喜んでいるので、2つ以上併設の時は和式も必要と考える。

照明が暗いところが多いように思う。

汚いイメージがあり、そばに寄りたくない。

トイレが汚いのは利用者の意識の問題である。

無料で自分にとって都合のよいもの、少し虫が良すぎる。市民が望む清潔かつ環境が良いトイレの維持管理なら、欧州並みに少額有
料化を推進すべきだと思う。

いつも清潔な状態にして貰いたいし、見かけ上も綺麗な外観にしてほしい。

会館やセンターの様な所と違って、あまり豪華な外観・内装・設備は不要だと思う。　特に設備は低価格でデザイン性は無視してもらい
たい。
公園がある地域に一日一回の清掃員を一人か二人（シルバー人材センター）または入札で依頼してはどうか。
洋式トイレは高齢者や年少者には利用しやすい利点はあるが、いろんな方が利用するので、便座などの清潔さがすぐになくなりそうで
ある。
いかにも公園のトイレ！ではなく、お店の中にあるような清潔感のあるトイレにしてほしい。

設置場所を目立つ位置にし、道徳心を引き出すようにしてはどうか。悲しい事だが市民個々人が未熟であると思う。物的管理も必要だ
が市民のレベル前提で公園を見直すべきでは。町内会と連携される事を期待したい。

どこかの市の公園にはベンチが下水と直接つながっていて、震災等で避難する人が多くなるとテントで囲いをして個室トイレになってい
た。姫路市も取り入れてほしい。

便座の消毒できる設備を設置してほしい。

姫路城周辺や新しい公園以外は全体に清潔感に欠ける。パトロールや点検されているところを見たことが無く点検強化で安心を。また
非常ボタンがあると安心。特に夏場の防虫対策を。照明は人感センサー付きがベスト。身障者用トイレは大きな公園以外は見たことは
無く拡充を。



※各項目の割合の合計は端数処理をしているため、必ずしも１００％になりません。

公園のトイレは使う気にならないほど臭く汚い。

昼間に利用したが、薄暗く利用しにくい雰囲気だった。もう少し光を取り入れる設計にすればよいと思う。

公園のトイレしかなければ有料でも使う。また公園で若者が薬物等の悪事を働かないよう監視カメラを取り付けてはどうか。

どこのトイレも美しいので利用している。

夜間の防犯体制が気になり、あまり利用しない。

幼児から高齢者、障害者に至るまで和式のメリットはないのではないか。

清潔にしてほしい。

高齢者が和式を利用し立ち上がれなくなる場面に遭遇したため、公衆トイレは全て洋式にすべきだ。便座が汚い等は枝葉の問題であ
る。

公園のトイレは市民ひとりひとりが自宅のトイレだと思って清潔に使うことが重要である。

清潔面だけではなく、防犯上の面が心配である。私自身、若い頃に公衆トイレ使用中に上から不審者にのぞかれたことがあり（神戸市
にて）常に不審者が侵入していないか気になる。よって上からのぞくことができないような構造のトイレが望ましい。

市役所の部長や課長が地域の高齢者に頭を下げれば喜んで掃除してくれると思う。

トイレの場所を人目につく所にして、植栽もなくしたほうが安全に利用できると思う。

清潔を求めるなら洋式より和式の方が理に適ってると思うが、膝の悪い方にとって洋式は必須なので、最低一つずつの設置が良い。

洋式の場合は、使用前に便座を拭く紙を設置してほしい。観光客に多く来て頂き、好印象を残すためには、「おもてなし」の心を公園の
トイレにも。

夜間の使用は、犯罪の防止策が必要であると考える。防犯ブザーの設置等。

室内が暗く、ペーパーが無い場合が多い。悪臭がする。

公園内のトイレの内、特にクモの巣や虫の死骸が気になる。

大きい店舗（スーパー、ホームセンター、百貨店）等にトイレの使用協力をお願いすればよいのではないか。

清潔感と見通しのよい立地条件が利用しやすくなるポイントではないか。

使用する人々のモラル向上が大切ではないか。

トイレは意外と利用者が多い（特に輸送業の方たち）が多いようです。市の予算で清掃作業を増やすべきだ。
トイレといえば姫路城北側にある1億円トイレですが、なぜあんなものが作られたのか理解できません。

清掃日時の明記と清潔に利用する旨の啓発ポスターがあればよいと思う。

昔と比べ、とても利用しやすくなったと感じている。近所の公園のトイレも、外からみて汚いと感じることもないし、昔は気になっていた
においもなくなった。ただ、誰でも24時間利用できる環境なので、衛生面だけでなく盗撮等、心配なこともある。

有料のトイレは常時清潔で掃除が行き届いていないと利用者が納得しないと思う。デパートやコンビニ、スーパーのトイレが無料で利
用出来るのだから。

公園のトイレは駅周辺ほど汚い。全体的にもう少し綺麗にしてほしい。

姫路城内のトイレはよく掃除が行き届いているが、シロトピア公園の１億円トイレは場所、使い勝手等全く利用価値がない。

子供が小さい頃に利用したことがあるだけで、最近は公園を訪れることがない。子供と一緒に利用できる広さがあったほうがいいと思
う。
あと公園のトイレというと卑猥ないたずら書きなどが多かったので、そういうものをなくしてほしい。

城の公園トイレはとても不衛生で２度と行く気にならない。トイレ建設の際にはメンテナンスや監視をする人を決めておかないと建設費
が無駄になる。



  

◆調査結果のまとめ 

 

〈調査テーマ〉 

「公園トイレに関する市民意識調査」について 

 

１ 公園のトイレ利用者に対する印象について 

 公園のトイレは、96人中 86人（89.6％）とほとんどの方が利用されたことがありますが、利用

された方のうち公園のトイレの印象については、「不潔で２度と利用したくない」が 7件（8.1％）、

「不潔だが我慢できる程度だった」が 40 件（46.5％）との結果であり、清潔さや快適さへの意識

が高いことが分かりました。また姫路城周辺の公園のトイレは利用者も多く、市民の方々のもてな

しの気持ちから、綺麗なトイレを望まれていることも分かります。 

 

２ 身障者対応のトイレの設置について 

 市の公園の身障者対応のトイレを見たことがある方が 94 人中 47 人（50.0％）、見たことがない

方が 47 人（50.0％）と半々の割合でした。意見内容は、身障者対応のトイレは大きな公園でしか

見たことがない、など地域の方々にとって利用しやすい小さな公園にも身障者対応のトイレの拡充

の必要性が伺えます。 

 

３ 個室便所が一つの場合、便座の洋式と和式の選択について 

 公園のトイレ個室の便座については、「洋式の方が望ましい」が 95 人中 61 人（64.2％）、「和式

の方が望ましい」が 22人（23.2％）、「どちらでもよい」が 12人（12.6％）と洋式が過半数を超え

ており、洋式便座が利用しやすい傾向にあることが分かります。また、高齢な方や脚が不自由な利

用者の立場から洋式の便座が望ましいという意見もありました。しかし、洋式の場合、便座を拭く

紙を設置してほしいなどの衛生面の意識が顕著に現れた結果になりました。 

 

４ 個室便所が複数の場合、便座の洋式と和式の選択について 

公園のトイレの個室が複数の場合、便座が洋式と和式のどちらが望ましいか、という質問には、

「すべて洋式」が 31 人（32.3％）、「すべて和式」が 1 人（1.0％）、「洋式と和式の両方」が 60人

（62.5％）、「どちらでもよい」が 4 人（4.2％）でした。個室便所が複数であれば、洋式と和式の

両方が望まれており、不特定多数の利用者の立場から洋式と和式の両方があれば良いという意見も

ありました。 

 



  

５ 有料トイレの利用について 

 有料トイレがあれば利用するか、という質問については、「利用する」が 40人（41.7％）、「利用

しない」が 56 人（58.3％）と有料であっても利用したい方が４割以上という内容でした。意見内

容では、管理が行き届かない地域の必要経費として、また国際観光都市である姫路を目指し、より

美しく環境の良いトイレづくりをするためには有料化が必要であるという意見もありました。 

 

６ その他の意見 

安全・安心で使いやすいトイレの設置を多くの方が望んでおり、夜間使用時における防犯ブザー

の活用や建物周辺への監視カメラの設置により、子供たちが安心して利用できるトイレづくりを目

指してほしいとの意見がありました。また、ホームページで公園トイレの設置状況が確認できるこ

とについては、87.4％の方がご存知ではなく、低い認知度でした。 

今後は、これらのアンケート調査結果に配慮した安全で安心できるトイレづくりを目指してまい

ります。 

 

（みどり整備室） 


