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2018年度（平成 30年度）多文化交流センター利用者アンケート自由記述欄まとめ

【施設の総合的な印象について】

（センター）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）施設が明るい／きれい／使いやす
い／清潔／良い／設備が整ってい

る

1. 美観がとてもきれい

2. デッキが気持ちよい

3. 清潔 (2)
4. きれいなので気持ちよく使えます。

5. はじめて来ました。きれいな所ですね。

6. 掃除も行き届いていて、綺麗でとても使い易い。

7. 本施設は清潔で快く使用している。通常、公共施設のトイレは

汚い、古いというイメージがあるが、それを払拭させてくれる。

8. 清潔で広々としている。

9. とてもきれい

10. きれいな施設 (3)
11. きれいで整頓されており親切
12. 部屋がきれい
13. きれいで整頓されており親切
14. いつもきれいにして下さり、ありがとうございます。
15. すべて良いです
16. 私の期待以上のサービスです。
17. 満足している
18. すべて問題ないです。ありがとうございます。

今後も施設の美観を維持し、施設利用の

皆様に気持ち良く利用していただけるよ

う施設の維持管理にさらに努めます。
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19. 定住外国人にとってセンターはとても良いです。
20. 施設はとても良いです。
21. カフェしか行ったことはありませんが、施設を利用している人
の多さに感激しています

22. このままずっとここにあってほしいと思う。
23. 図書館もあり、多文化のカフェもあり、イベントもあるからよ
い。

24. 2階のロビーの壁の絵画写真ポスターの飾り方がとてもよく楽
しめる。意心地が良いロビーです。

25. 豊中市から転入してきたが、いろんな活動をされている施設で
驚いた。明るく、きれいなところで気持ち良く過ごせている。

26. 図書館だけでなく、カフェや子供のプレイスペースはとても使
い易い。

27. 近くてきれいで使いやすい。
28. 近くて便利
29. 利用しやすいと思います。
30. 図書館もあり、多文化のカフェもあり、イベントもあるからよ
い。

31. 広くて子連れでも OKな感じ。
32. 子連れで来やすく良かった。
33. 受付も見て分かりやすい。

（2）雰囲気がいい／人や文化に出合え
る

1. 国際色豊かでありました。Good です。
2. 他国の方とふれあえる

3. たくさんの国の方がいらっしゃるとすごく自由な空気感があ

り、落ち着いた時間を過ごせました。

センターのニーズに合った良い雰囲気

づくりに尽力し、気軽に多様性に触れられ

る場づくりを工夫します。

9
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4. 外国の文化に触れられる機会、言語に触れられ、とても貴重な

場所です。

5. インターナショナルで明るい。

6. とても自然な形で海外の方々や文化と触れ合う良い施設だと

思う。

7. オープンな感じがとても良い。

8. 安定の居心地良い

9. ＭＡＦＧＡをすごく楽しんでいます。それに関わることができ

て感謝しています。ありがとうございます。

（3）スタッフの対応が良い 1. このセンターへ初訪問です。たくさんの多文化交流活動を見た

かったためです。ほかの施設は利用していませんが、人が親切

で素敵で、私を温かく迎えてくれました。

2. 親切

3. 先生もとても親切でたくさんの日本語を学びました。

4. 先生は親切です。一緒に学んでいる人も好いです。

5. 職員たちはみな親切です。

6. いつも楽しく利用している。スタッフの皆さんご苦労様。

研修等を実施し、さらなる接遇力の向上

に努めます。

6

（4）イベント・事業が充実/役に立つ １. いろいろなイベントをやっているのはいいと思う。
２．色々な講座がある。

３．日本に来たばかりなので、このような日本語クラスがあると期

待していませんでした。とても満足しています。

４．楽しかったです。また、参加したいです。

様々な文化や人の交流から相互理解、地

域参加へとつながるような事業展開に努

めます。

4
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（図書館）

（コムカフェ）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）利用しやすい 1. 図書館が便利です。

2. 図書館に近いので利用しやすい

3. 図書館のプレイスペースはとても使い易い

利用者の目線から考え、皆様が気持ちよ

く利用していただけるような図書館施設の

維持管理を行います。（図書館）

3

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）良い／楽しい／色々な国の料理が
食べれる

1. 他で味わうことが出来ないランチがあるのは楽しい。

2. カフェがよい。

3. コムカフェのランチが楽しい。

4. ランチが楽しい。色々な国の料理を食べられる。

5. いろんな国の家庭料理が楽しめるのでとても嬉しい。

6. いろんな国の料理を楽しむから面白い。

7. いろんな国の料理を食べられてとても良かった。

8. コムカフェはいつも楽しみ

利用者のご意見をカフェ会議でシェフや

スタッフにも報告し、より満足いただける

カフェをめざします。

8

（2） 料理がおいしい/ボリューム満点 1. 食事がおいしい

2. コムカフェをよく利用するが、いつも美味しく、楽しく食事

をしている。

3. コムカフェおいしい

4. コムカフェのメニューが美味しい

5. いつも通り美味しかった。

同上 7
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（駐車場）

改善すべきこと・今後取り組んでほしいこと】

（センター）

6. カフェランチはボリュームがあってよい

7. コムカフェのメニューの豊富。

（3）雰囲気 1. カフェの雰囲気が良い。

2. アットホームな感じが良いと思う。

3. 最初はあまり期待していませんでしたが、コムカフェはとて

も暖かくリラックスして食べられる場所です。

4. アットホームな雰囲気でとてもよかったです。

5. カフェも入店しやすい

世代や文化の異なる様々な方々が、居心

地よく感じていただけるようなカフェの運

営に努めます。

5

（4）料金設定 1. 値段設定もよい

2. 多様な料理を低価格で味わうことができるのが良いです。

引き続き楽しんでいただけるように努力

します。

2

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）便利/使いやすい 1. 駐車場も使い易い
2. 初めて来ました。駐車場が広く助かります。

利用しやすい駐車場の維持・管理に努めま

す。

2

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）設備の美化向上／修繕 1. 保育室の掃除。おもちゃ、備品の管理（安全面）
2. 講座室の床の清掃はされているか。ストレッチなどで使用す
るため、特に気になる点です。

施設の清掃については、日々のチェックを

欠かさず行い、修繕の必要な備品（机や椅子、

等）にいては、早急に点検を実施し、修繕し

5
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3. 壊れている机や椅子、ホワイトボードを直してください。
4. 講座室の椅子と机は、片づけてある状態で、使用する人が使
用する分だけ出すようにした方が良いのではないか。

5. まわりに草がはえている。

ます。

（2）もっと設備を充実させてほしい 1. 運動設備があるといいです。 現状の施設規模での運動施設の整備は、困

難と考えています。

1

（3）トイレのウォシュレット化 1. トイレのウォシュレット化してほしい
2. トイレを洗浄温水便座にしてほしい
3. ウォシュレットでいいけれど便器がつめたい
4. トイレの便座がつめたい（4）
5. 冬場、トイレの便座が冷たくて残念でした
6. トイレにゴミ箱がほしい。

トイレのウォシュレット化については、便

座等の更新時に整備を検討します。

6

(4) スタッフの対応 1. タクシーを呼んでくれない。道で待てと子連れ、年寄り連れ

のグループに雨の夜に言われた。

2. たくさんの笑顔をお願いいたします。ここに来る外国人はす

べて心が弱くなっているので温かい雰囲気を、、、

センター電話の個人利用については、市内

通話なら 1回 10円程度でお使いいただける
ようにしていますが、夜間対応のスタッフへ

対応マニュアルの周知・徹底をいたします。

笑顔での対応を心がけるよう努力します。

2

(5) 障がい者の施設利用の配慮／改

善

1. 小野原東に住んでいるため、歩く距離が長いので利用したく

ても高齢者（足が不自由な方）には、利用しにくい。

2. 他の市の施設では障がい者割引があるが、ここの施設でも考

えてほしい。

1. 公共交通機関の便数が少なくご不便をお
かけしています。ゆずるタクシーの利用

などをご検討ください。

2. 当施設は、生涯学習施設とは異なり、国
際交流を目的とした多文化交流施設なの

で、障がい者個人の利用の割引はありま

せん。（豊川南小学校校区など、近隣地域

に事務所がある障がい者団体の減免制度

2
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はあります。）

(6) もっとイベントや講座を充実さ

せてほしい

1. ハット市とのスカイプ中継はもっとイベント毎に使ったり

しないともったいないと思う。

2. 日曜日に音楽会や講演会などのイベントをしてほしい

3. 是非たくさん国際交流催しをして下さい。

4. 会社員でも参加できるイベントを知りたいです。平日夜や休

日に飛び入りでも参加させてもらえたら嬉しいです。

5. 色々な国の言葉を総合的に学べる講座。

6. 色々な国の映画の上映会。

7. 海外の文化、特に食文化を知るイベントをさらに増やして欲

しい。

8. 日本に住む外国人の方々のための日本の文化や食を知るイ

ベントはあるか？（料理教室の茶道体験など）

9. もっとイベントなどを増やしてほしいです。

10. もっと活用しないと勿体無いですね。

市民の方々の多様なニーズを勘案しなが

ら、センター事業の充実をめざしてまいりま

す。

また、多文化交流センターが主催する企画

だけでなく、箕面市を中心に国際交流の活動

をしている個人や市民団体、多彩な経験を持

った外国人市民の方々などの活躍を応援する

仕組みをつくりながら、地域の国際化に資す

る機会の充実を図っていきたいと思います。

10

(7) 協会の事業の取り組み方 1. 外国人市民対象の防災訓練など
2. 地域交流のため、外に向けていってください。
3. 学校と一緒にやっていくことを希望します。学校でお手伝い
をしていきたいです。

4. 日本語が母語ではない子供たちのための特定言語クラス
5. 単に、サービスを提供するのではなく参加型、体験型多民族
料理カフェみたいにしていけばもっと面白いと思います。そ

の時に、せっかく大阪大学外国語学部も箕面市にあることだ

から大学生の協力も求めたら良いのではないかと思います。

市民の方々の多様なアイデアやご意見を頂

戴しながら、より一層事業内容を充実させて

まいります。

5



8

（コムカフェ）

例えば、その国の料理を参加者は一緒にやってみて食べると

いうことも面白いかもしれません。その国の代表的な料理の

由来やなぜその料理を食べるようになってきたのか？とか料

理を通してその国の社会や歴史を見ていくような内容でワー

クショップしてもいいかもしれません。大阪大学の外国語学

部の学生さんたちともこの点において協力していったら楽し

いと思います。

(8) その他 1. 電話予約の対応

2. 何でも井戸端会議できるスペースであってほしい。

3. ボランティアをしたいと思ったときに、直ぐ出来る活動があ

れば参加しやすい。

4. 証明書の用紙の書き方がわかりにくい。

市民の皆様に利用しやすい環境づくりに努

めてまいります。

4

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）メニューの改善 1. カフェメニューに幼児でも食べやすいメニューがあればもっ
と利用します。

2. コムカフェのお味を上げて下さい。
3. コムカフェをもっとおいしくしてほしいです。生春きのおいし
いものが食べたいです。

4. 月のメニューが大体決まっているので、もう少し変えてもらえ
るとなお楽しみが増えると思う。

5. メニュー他の国のランチを増やす。
6. コムカフェでは、ONE DAYシェフというシステムをとって、

メニューの内容等については、利用者のご

意見を参考にするとともに、外国人シェフの

思いや文化背景を尊重し、改善策を検討しま

す。

7
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（図書館）

日替わりで外国人が外国のメニューを作っています。今の時点

（5／22）200か国の国と地域がありますので、できれば全世
界の国の料理（日本でもいいでしょう）を食べたいので、それ

ぞれの国のシェフの方が登録して料理を作っていただいて、是

非ご馳走になりたいです。個人的にギョズレメが食べたい。

7. カフェでのランチを楽しみにしています。作る方によって炭水
化物ばかりのメニューもあります。できればバランスよくメニ

ューを考えてもらえればありがたい。

（2）サービスの向上 1. 店員さんたちがもう少し笑顔でいてくれると嬉しい。 笑顔での接客を心がけるよう接遇研修も

行う中で指導をします。

1

（3）その他 1. カフェメニューが雑なつくりで残念。

2. コムカフェのランチカレンダーが多言語だとありがたい。

3. 料理を出している国の文化を紹介する何かを企画の中に取り

入れたらもっと面白いと思います。

4. カフェ、せっかくの多国籍なのにメニューやそれにまつわる

事など、口頭若しくは小さなパンフレットがランチに添えら

れていると良いと思った。多文化カフェ、出てきたものを食

べるだけでは他店とあまり変わりがないように思う。

5. カフェで語学教室をしているときは、BGMの音量を下げてほ
しい。頼みます。

ご来店いただいた皆さまとのコミュニケ

ーションを密に図りながら、よりよいカフェ

運営をめざします。

5

ご意見 詳細 考え方 件数

（1） 蔵書の充実 1. 蔵書の充実を考えてほしい 小野原図書館は、市内図書館 7館の中では 3



10

（駐車場）

2. 意外と読みたい本が置かれていないようです。（娘から聞いた）
3. せっかく外国人の方が出入りするので、外国の施設なのだか
ら、外国の本とか語学書を置いてほしい。

6番目の蔵書数の小規模館です。中央図書館
などと比べると、残念ながら選択肢が限られ

ていますが、市内他館の蔵書の取り寄せやリ

クエストなどのサービスも行っております

ので、ぜひご利用ください。

（2） 開館時間の延長 1. 図書館の閉める時間をもっと長くしてほしい
2. 図書館を（週末だけでも）9時に開館してほしい。

平成 23年に策定した「箕面市知の拠点づ
くりアクションプラン」に基づき、経常経費

を増やさずに平成 25年に新たに小野原図書
館を開館しました。

各館の開館時間は、利用状況と経費をふまえ

定めています。開館時間を延長している市内

他館を併用していただくなど、ご理解・ご協

力をいただきますようお願いいたします。

2

ご意見 詳細 考え方 件数

（1） 駐車料金 1. 自宅から遠いので自動車で利用しているが、駐車料金が安く

なれば嬉しい。

図書館利用者、証明書発行、貸し部屋料金

の支払い手続きの方には 30分間の無料のサ
ービスを実施しており、適当な利用料金だと

考えています。ご理解とご協力をお願いしま

す。

1

（2） 駐車スペースの問題 1. 駐車場がとめにくい 駐車台数には限りがあり、また、スペース 7
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（その他）

2. 日によっては、駐車場に車を止めれない時がある。
3. 駐車場の台数が少ないので増やしてほしい。
4. 駐車場が空いていない。
5. 駐車増が満車になっていて入りにくい時がある。特に軽自動
車が広いスペースに留めている。軽自動車スペースへの案内

をもっとわかり易くしてほしい。

6. 駐車場が「空」であっても「軽」の場所しか空いていない場
合がある。入庫前に分かれば嬉しい。

7. 駐車スペースが少なく、以前 2回車で来た時、満車で入館を
あきらめた。（今回は歩いてきた。）

の大・小で普通車・軽自動車の区別がありま

す。ご利用につきましては、ご理解とご協力

をお願いいたします。

（3） その他 1. 路上駐車が時々ある。 発見した場合は、迷惑駐車の張り紙などで

不法駐車の防止対策を行うようにします。

1

ご意見 詳細 考え方 件数

（1） その他各種ご意見 1. あまり多くのことは言えませんが、コミュニティのためにさ

らに多くの学習活動があればよいです。私が知らないだけか

もしれませんが。

いつでも窓口の職員に尋ねてください。 1

（2） 宣伝活動 1. もっとたくさんＰＲをお願いします。
2. 市民への告知方法の多様化
3. 中学、高校生があまり利用していないようなので、もっと施
設を知ってほしいと思う。

4. 情報は送られてくるのですが、英語で書かれていないので。

イベント・講座の告知に関しては、現在 1
階受付前の掲示ボードとチラシ配架、カフェ

内のチラシ置き場、2階の掲示板などで行っ
ています。より多くの皆様に情報が行き届く

ように館内での掲示、チラシ配架の方法につ

いて更に検討します。その他、HPや SNS等、

4
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広報の充実に努めます。

また、地域の皆さんとのつながりをさらに

強化できる事業等に取り組みます。


