
実施期間：７月１日（金）～10日（日） 回答者数：159人

よく行く（年4回以上） 2
たまに行く（年１～３回） 18
行くこともある（年によって行ったり行かなかった 16
興味はあるが行けていない 77
行かない、行きたくない 46

志賀高原・戸隠・蓼科・荘川村・津具高原・富士山・売木
村・もみじ平・木曾駒高原・ 朝明渓谷

弓の矢キャンプ　水遊びできる
岐阜県のキャンバスは毎年行きます。河川公園の中にあるの
で利用しやすいです。
茶臼山：星がきれいだった 神越渓谷：緑がきれいだった
吉川野営場：キャンプファイヤーが楽しかった もみじ平：
緑が良かった
多摩川
鞍ヶ池の住箱
うるぎ星の森キャンプ場
旭高原

第１回　アウトドア活動の興味・関心に関するアンケート

【1】余暇活動としてキャンプに行きますか？

【2】行ってよかった、または行ってみたいキャンプ場とその理由を教えてくださ
い。
岩倉ダムキャンプ場
無印良品 南乗鞍キャンプ場
つぐ高原グリーンパーク

和知野川キャンプ場
青川峡キャンプ場。キレイでお風呂も入れる。川が近く川遊
びもできる。
刈谷市　須原公園デイキャンプ場

能登島オートキャンプ場
茶臼山 学生の時に行ったから
ふもとっぱら
南知多
自然の豊かさ
板取川



ノウハウがないから 38
キャンプ用品を持っていないから 13
子どもが小さいから 16
家族が行きたがらないから 15
準備が面倒だから 41
他に優先してやりたい事があるから 18
新型コロナウイルス感染症が気になるから 4

その他

外で過ごすことが好きではないから 9
面倒だから 30
虫が嫌いだから 36
良い思い出がないから 3
ただ関心がないから 14
他に優先してやりたい事があるから 18
新型コロナウイルス感染症が気になるから 3
わからない 1

その他

高齢のため

PICA富士グリンパ トイレやお風呂などの施設がきれい。
売木の森
茶臼山のキャンプ場が、施設の大浴場も使えるし、 リフト
に乗ったり遊ぶ所もあるので良かったです。
総合野外センター
西湖もみじ台キャンプ場
沖縄の海  学生の頃よくキャンプして過ごしたから。
最近はやりのグランピング
鞍ケ池　最近リニューアルされたから

どういうとこがいいのかわからない
虫が嫌いだから
障害児がいて行けるか不安
ペットを連れていけるところが少ないから

【３】キャンプに興味はあるが行けていない理由は次のうちどれですか？（複数選択
可）

仕事が忙しくて行けない

【４】キャンプに行かない、行きたくない理由は次のうちどれですか？（複数選択
可）



ソロキャンプ 15
家族や親戚 135
友人 45
カップル 3
わからない 4

その他

キャンプ場の立地・景観 36
自宅からの距離 9
サービスの充実（レンタル充実、食事提供があるな
ど）

15

施設機能の充実（トイレやシャワーがある、炊事場
が広いなど）

66

施設の清潔さ 25
わからない 3

その他

防犯対策がしっかりされているか

施設自体の機能の充実もさることながら、当キャンプ場のよ
うに星空が楽しめたり、スポーツができたり、テントではな
く泊まれるところもあるなど複合的な機能を備えていて楽し
みが多いところを選ぶ
こどもがいても過ごしやすい所
料金

外では寝られないから

ペットも家族

犬がOKなところ

【５】キャンプに行くとしたら誰と行きますか（行きたいですか）？ （複数選択
可）

【６】キャンプ場を選ぶとしたら最も重視するのは次のうちどれですか？

【７】施設の中で最も重視するのは次のうちどれですか？

トイレやシャワーが衛生的ではないイメージがある
夜はお風呂に入りたい



テントサイト（広さ、間隔、立地条件など） 43
売店等の充実 59
トイレの清潔さ 36
炊事場の清潔さ 13
シャワーや入浴施設の有無 3
わからない 3

その他

一通り揃っている 27
少しある 38
これから揃えたい 10
持っていない 83
わからない 0

その他

キャンプ用品を持参してのテント泊 27
レンタルを活用したテント泊 5
バンガロー泊 55
手ぶらで行けるグランピング 61
車中泊（キャンピングカー含む） 4
宿泊はしたくない 7

星空観察、撮影ができるところ
犬がOKなところ

【９】キャンプで宿泊するとしたらどのスタイルを最も好みますか？

【10】キャンプ場でしてみたいことがあれば教えてください

花火
焚火
バーベキュー
早朝の散策
星空観賞、撮影
キャンプファイヤー

【８】キャンプ用品を持っていますか？

一緒に行く家族が持っているので、常に借りて使う



３回以上したことがある 1
１、２回したことがある 8
日帰りならしたことがある 12
したことはないがしてみたい 90
したことはなくしようとも思わない 48

雪そりゲレンデ 12
天体観測施設 32
キャンプ場などの宿泊施設 32
ウォーキングコース 12
バーベキュー施設 17
遊具 6
ふれあい動物園 7
レストラン 10
 体験教室など日帰りで楽しめるプログラム 22

その他

マシュマロを焼いて食べる
ピザ作り
ドローンで空から自分たちを見てみたい
飯盒炊飯

野外での料理
ハングライダー教室

熱気球
のんびりする

川遊び
釣り
自然の中でのリフレッシュ
パン作り
犬と過ごす

自然の中でコーヒーを飲み、くつろいだ時間を過ごす

【11】旭高原元気村で宿泊を伴うキャンプをしたことがありますか？

【12】旭高原元気村の中で最も充実させてほしいと思うものは次のうちどれです
か？

入浴施設
オートキャンプ場としての設備 車中泊とかもできる設備
展望台



雪そりゲレンデ

天体観測施設

毎年行きます。
近場で思い切り雪遊びをする場所がない。子どもも安全に遊
べて安心。
手軽に雪で遊べる為

孫と一緒に楽しみたいから

自分で星景写真を撮りたいから
星がキレイに見える場所なので天体観測施設が充実するとい
いなと思います。

近場で観測会ができると良いと思うから
星がきれいに見えそうなのでそれをアピールしたほうがよい
と思うから

明かりが少なく天体観測に条件が良いから
普段できない非日常を体験してみたい
普段体験できない星空を体験したいため
星空がよく見えるかな～と
普段見ることのできない満天の星をぜひ見たい。
天体観測に興味があるから

のんびりしたから
きれいな夜空をながめたい
綺麗な星空を見てみたいから
以前見に行ったので。流れ星1個だけだった。
豊田市の自然観察を近場で味わいたい
星を眺めたい
宿泊となれば、夜に楽しむものが必要で、天体観測はそれに
該当する。ただ、天候に左右されるのが難点だが。

今年初めて行きましたが更衣室(狭く)がなくビックリしまし
た。子供が小さいので頑張って車で着替えました。
毎年雪そりに行くから
子供が小さい頃行って、楽しく人にも教えてあげたこともあ
ゲレンデをもう少し大きくして欲しいので。
愛知県で雪遊びができるのはよい
雪そりはほぼ毎年行ってます
孫と遊びに行きたい

【13】問１２で選んだ理由を教えてください

日帰り温泉



キャンプ場などの宿泊施設

きれいな星が見られそうだから。
山奥ならではだから
旭高原元気村そのものは行った事が有ります。自然に囲まれ
た高台に有り、天体観測にはもってこいの場所であると思い
ます。観測施設も有ったのを覚えています。
星空を見ることが好きだから

県内に天体観測できる施設が少ないから
何度か行った。行ける機会があれば行きたい。遠方なのでバ
スの送迎があればなお良い。お値打ちな料金だと利用した
星が好きだから

街では夜でも明るくて星が見えないから
子供や孫に宇宙の神秘さを教えたい。
満天の星空を見てみたいため
街中では見られない星が見られると期待して
きれいだから
子供が天文学に興味があり、以前天体観測に行ったが天候が
悪く観測できず残念な思いをした。その際、天体望遠鏡の施
設がかなり古く感じたので、充実させてもらえたらもう一度
行きたい。
都会では体験できない星の数を体験したい
ゆっくり天体観測をしてみたいから

利用してみたい
夏は涼しくて快適そうだから。
グランピングならやってみたいから

バーベキュー場があるのは知られているが、宿泊施設に関し
ては知名度が低く感じられるから。
清潔さ
快適に過ごせるかが重要だと考えるため
近場で施設が綺麗なキャンプ場があれば泊まってみたいから

ゆっくりと寝れる
近場で利用したいから！
キャンプしてみたい
犬と泊まれる施設を提供してほしい
子供と気軽にキャンプしたいから
キャンプ利用できるから
清潔で快適な設備があれば、利用してみたいので。
充実していたら利用してみたいから
宿泊施設がない事には観光客が来ません



ウォーキングコース

バーベキュー施設

涼しそう
四季折々　いろいろと楽しむことができるので
楽しい
ウォーキングが楽しめそう
健康維持のためにウォーキングを続けており、いろんな場所
を歩いてみたいから。
時間、難易度の異なるコースのメニューがそろっていると、
うれしい。
個人的にはもうキャンプには行かないと思うのでウオーキン
グコースの充実等を望みます。
歩くことが趣味だから

日帰りでも自然を堪能できるプランがあると楽しめると思
毎日家事料理をしているので、たまにはゆっくりしたい。
宿泊は考えていない。歩く事を日々心掛けている為
ハイキングコースとして利用するので

ゆっくり自然を楽しみたい
宿泊施設の充実がやはり最優先だと思う
今後行くなら、キャンプで利用する可能性が高いので
泊まってみたいが施設が古そう
情報が少なくキャンプできることを知らなかった
近場に広くて過ごしやすいとこがいいから
グランピング施設

外見でしか見ておりませんが、いまいち色々と不便そ
う・・・炊事場が道路脇にあることを見ておりますが、狭そ
うな印象。
宿泊しやすいキャンプ場を作ってほしいから
おちついて宿泊をしたいから
体験したことがないから。
グランピングするのならこれが重要だと思うから。
障害者でも行けるのか不安なので、バリアフリー設備も充実
していただけると嬉しいです。

美味しい空気の中で、食べたい
バーベキューであれば手軽に行けそうに思うので
美味しいお肉や魚介類が食べれると嬉しい

近場でたのしみたいから。
売り物にする



遊具

ふれあい動物園

レストラン

他のキャンプ場にはないから、しっかり動物とふれあえると
子どもが喜ぶと思うから。
動物が好きだから
子どもが楽しめるから
あまり宿泊はしようとは思わないけれど、ふれあい動物園な
ど子どもが遊べる場所があったら行くと思うから。
小さな子どもがいるので。

孫が動物好きであるから
そういうものがあれば、お子様連れの方が出向く機会が増え
ると思うので。

バーベキューしか目的がないから
キャンプをしたらバーベキューをやる可能性が高いと思って
いるから

子供を遊ばせるところがあればいいと思うから。
森で行う無料アスレチックが欲しい
子どもがメインなので、楽しめる場所がありがたい。
幼児が遊べる遊具があると一日楽しめるから

バーベキューをしてみたい

荷物の運搬が不便だと感じたことがあったから（ファミリー
バーベキュー場はキャリーで運搬できなかった気がする）

あのような場所でのバーベキューは、きっとおいしいと思う
気軽にBBQしたいから
食べ物の準備は大変なので、バーベキューの施設で食材も用
意してあれば嬉しいです
古くてちょっと使いづらい(汚い)イメージがある
気軽にバーベキューをしたいので
これなら行ってもいいかなと思ったから

手ぶらでやりたい

孫を連れていきたいから
キャンプで行った時、もっと子供が遊べる遊具があるといい
なと感じたため。

BBQは基本なので。準備する時間も含めて全部が楽しみなの
パンフレットの記載内容が少ない為、よくわからない。



体験教室など日帰りで楽しめるプログラム

日頃行うことが難しいことを体験を通じて自分を磨きたい。
思い出を持ち帰りたいから
子供も楽しめそうだし、喜びそう。
キャンプの火起こし体験もやってみたいです。
他の施設では体験できないようなイベントがあれば、いい思
い出になりそうだから。
孫が喜ぶかな

近いので、まずは行くきっかけが欲しい

自炊以外にも食べに行きたい時もあるから。
子供が小さい頃は利用したが今は中々行く機会がないので素
敵な美味しい食事が食べられるレストランがあれば是非利用
したいです。
コスパが良く美味しいレストランがあれば、とりあえず一度
行ってみようと思える
自然の中で美味しいものを食べたいから
自然豊かな場所で地産地消の美味しいものを食べたいから
食事が一番大事
日帰りで、一日中遊んで、ランチが楽しめたら、子供は遊
び、母はランチを、とそれぞれに楽しめそうだから。

イベントがあると楽しいとおもいます
栗拾いがすごく楽しかったので、更なる果物狩りなどの体験
教室を沢山開催してほしい

食事作りをしなくていいならキャンプをしてみたい。
美味しい物があると、行きたくなるので。

宿泊のキャンプに行ってみたいですが、ペットがいるためな
かなか泊まりが難しいです。なので、日帰りで楽しめる事が
出来たら嬉しいですし、行ってみたいと思うので選びまし
た。昼だけではなく、夜の天体観測プログラムなども嬉しい

子どもとやってみたいから。
魅力的な企画が必要だと思うため
気軽に参加出来るから
やってみたいから
自分はあまりキャンプには行きたくはないのですが、子ども
は行きたいみたいなので、とりあえず日帰りで体験できると
ころからが参加しやすいのかなと思ったので。
泊まると準備が大変だから



その他

オートキャンプ場／キャンプ場に求めるニーズは様々、利便
性があることは必須だと思う。例えば、簡単に車中泊が可
能、電源を確保して寒くなっても暖をとれる等
展望台／天の川も含めた星空写真を撮りたいので

入浴施設／温泉があるとよい

日帰り温泉／毎年雪そりをしに行くが帰りにお風呂に入って
帰りたいと思うから。
特に無い／今のままでよいから

初心者でも楽しめるように。
近いので手軽に利用したい
行こうというきっかけになるから
鞍ケ池公園で見たアクティビティがすごく楽しそうだったか
ら、こちらにもあれば良いと思った。
思い出作り

子どもが小さい頃は雪そりやBBQで旭高原元気村を利用しま
したが、子どもが大きくなると利用する機会がなくなってし
まったので、天体観測やものづくりで大人でも参加したい
な。と思っています。
息子に障がいがあるけど、いろいろ体験させてあげたいなぁ
と思ったのと、宿泊となると少し大変かなぁと思ったので、
日帰りでも楽しめるプログラムにしました。


