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アンケート 自由記述欄

【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／設備が整っている

1. すべて良い。（３）

2. すべていいと思う、充分。

3. 何もない。維持してください。

4. 満足している。

5. 明るい、清潔、便利

6. 利用しやすい施設だと思います。

7. とても綺麗で、箕面の素晴らしい施設です。

8. きれいな施設だと思います。

9. いつも期待を裏切らないです。施設について、とても満足して

います。

10. 施設はとてもきれいで居心地が良い。
11. 施設が綺麗に整理整頓されていて、初めて訪問した際イメージ
が良かった。

12. すごく利用しやすいです。
13. 来館しやすい雰囲気でいいと思います。
14. 使いやすい、親しみやすい、近隣に親しまれるようになってき
ている。

15. 最初は敷居が高かったが入ってみると利用しやすく感じた。
16. 部屋がきれいで明るい。空調設備が良い。トイレがきれい

今後とも施設の美観を維持し、当施設ご

利用の皆様に気持ちよくご利用していた

だけるよう施設の維持管理に努めます。
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17. 教室はきれいで整っている。空調が整っていて、夏は涼しく、
冬は暖かく過ごせる。

18. 教室はきれい、使いやすい。
19. 快適な環境で授業することができていい。
20. 子どもほっとで施設を利用しています。日本語の教材などの備
品が充実していて満足しています。

21. 子ども活動室、本日初めて利用してみましたが、きれいでおも
ちゃもたくさんあってとても良いところだなと思いました。ま

た利用したいです。

22. 日本人と外国人が気軽にコミュニケーションできる場。
23. 日本語を学ぶ環境
24. MAFGAの活動には満足しています。妻はMAFGAにとても
助けられています。夜間の日本語教室は、専門的な職業に就い

ている人、日中の日本語教室に行けない人に役立つでしょう。

25. 駐車場はとても便利で、ここで日本語を勉強するのが面白くて
楽しいです。

26. いつもお世話になっております。これからもよろしくお願いし
ます。

27. きれい、友好的、多文化なたくさんの人がいて、友好的。
28. イベント楽しみにしています。
29. 英語講座、ありがとうございます。楽しく通っています。
30. ありがとう。
31. 何もかもありがとう！感謝します。
32. MAFGAと関わって 7年（2009年以来）ですが、施設、設備
が良くなったのを感じます。スタッフはとても親切で、真面目
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で、外国人に対しても親身です。MAFGAと関われるのはとて
も素晴らしく、将来働きたいと思う。

33. MAFGAは日本、特に箕面に住む外国人にとってとても良い施
設です。感謝します。

（2）イベントが充実している（多彩／
内容が良い／オープンなど）

1. 語学教室や国際交流のイベントに参加できてよかった。

2. 去年参加できずにいましたが、今回英語初級クラスに参加し、

すべて英語の授業ですが、厳しい中に自分を追い込んでの状況

ですが今期で少しレベルアップを期待しております。

今後とも異文化を背景とする人たちの

交流を軸としながら、地域の文化を豊かに

するようなイベントの充実を図ってまい

ります。

2

（3）スタッフの対応が良い 1. スタッフのみなさんの努力

2. 特にないです。これからもやさしく接してください。

3. 質問した時の対応が期待以上だった

4. 的確な答えをいただいている

5. 職員が多様で、思った以上にお役所的でなく親切でいろいろな

知識がある。

6. スタッフが親切で、毎回この施設に来るのを楽しんでいる。

様々な催しに参加できる。

7. 先生はとても親切。スタッフはとても熱心。環境はとても綺麗

です。

8. 想像より更にまじめと感じました。

9. きれいで親切です。

10. 日本に来たばかりの頃はMAFGAに来るのが怖かった。日本
語が全くわからず、読めないとすべてが日本語なので混乱す

る。今は何人かのスタッフが英語を話せることを知っている

が、最初は怖かった。

11. 証明書発行もよく利用するが、案内が親切。土日もやっている

職員一同、より一層の接遇力の向上に努

めてまいります。

14



4

のが良いと思う。

12. MAFGAに 2016年 3月から来て、火・木曜日の日本語コース
に参加している。教師陣は素晴らしく、皆親切でとても感謝し

ている。

13. 私は以前吹田に住んでいてSIFAの日本語のクラスに行ってい
ましたが、箕面に引っ越してMAFGAのクラスに通うように
なりました。MAFGAの方が日本語のクラスもいいし、外国人
の質問に答えてくれたり、子どもたちが公園に行くなどのアク

ティビティもあり、新しいことも習えます。また、いろいろな

国の食物が味わえるカフェもあってとても良いです。

14. 交流センター内のカフェの雰囲気や職員の方々の対応が優し
く穏やかだと感じています。

（4）地域貢献している。 1. 多文化の取り組みを多方面にわたって行われていて地域に開

かれていることがいい。これからももっと発展していったらと

思う。

2. 箕面には外国にルーツをもつ人が多いので、ここの施設の意味

は大きい。これからも地域に根づいて共生ができていったらい

いと思う。

3. 特定の国籍、言語のみに対応するのではなく、可能な限り多く

の外国の方々を対象にしているところ。現状に満足することな

く、外国の方々の立場に立って、さらにその取り組みを広げよ

うとしているところがこの回答の理由です。

今後も交流から相互理解、地域参加へと

つながるような事業展開に努めてまいり

ます。

3
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（図書館）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）館内の雰囲気・居心地が良い／利
用しやすい／清潔

1. 箕面の小野原らしいアットホームな図書館だと感じていま

す。

2. 主に図書館利用できますが老人にとって室内照明の明るさ

は助かります。因みに粟生団地の図書館は我々老人にとっ

て眼の負担が大。

3. 図書館をよく利用するのですが、イスも多くゆっくりでき

る雰囲気がよいと思う。

4. 図書館の設備は完璧です。小さいけど、よく備えています。

本の数は少ないが、予約して受け取ることができて小野原

住民としては便利になった。

5. 赤ちゃんの本とかたくさん無料で借りられてよかった。

6. ０歳未満の絵本、どれが良いかわかりやすくて良いと思っ

た。

7. たくさんの本の中で自分に合う本を見つけ出す時間がもっ

たいないような気がします。それもひとつの楽しみですが。

今後とも施設利用をご利用者の目線か

ら考え、皆様に気持ちよくご利用していた

だけるよう図書館施設の維持管理に努め

ます。（小野原図書館）

7

（2）蔵書が充実している 1. 図書館に絵本や雑誌がそろっていて満足しています。いつ

も明るい雰囲気なので通いやすいです。

2. 冊数のわりに興味深い本が充実している。

今後も引き続き充実に努めます。

（小野原図書館）

2
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（コムカフェ）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）雰囲気が良い／居心地が良い／き
れい

1. いい雰囲気。
2. 美観の維持ができている。
3. コムカフェがとてもいいと思います。
4. コムカフェしか利用したことありません。いろんな国籍の
方と交流ができるのでいいと思います。

5. コムカフェが楽しみ。いろいろな料理が食べられるし、ゆ
っくりできてうれしい。

6. コムカフェ いろいろな国の料理に挑戦できてたのしい。

7. ランチを時々利用する。インターナショナルでおもしろい。
8. コムカフェ～ナイトなどとても楽しんでいます

今後とも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てまいります。

8

（2）新しい可能性が見つかる／出会い
の場になっている

1. コムカフェのコンセプトが面白い
2. 他の国際交流協会と違う最も大きな長所は comm cafeでい
ろんな国の料理を食べながら、多くの人々と出会い対話の

機会を設けることができるところ。

今後も引き続き、カフェを利用したイベ

ント等を開催し、新たな情報や出会いの場

を提供していきます。

2

（3）料理が美味しい 1. コムカフェはとても美味しいし、いろいろな国の料理が味
わえて素晴らしいです。

2. コムカフェの外国人シェフによる各国料理がある。
3. comm cafeでいろいろな国の料理を食べることができてう
れしいです。

4. コムカフェ いろいろな国の料理が食べられておいしい。

5. 食べ物が美味しい。食事ができることを知らなかった。

ご意見をシェフやスタッフによるカフ

ェ会議で報告し、さらに満足いただけるカ

フェになるよう努めます。

10
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改善すべきこと・今後取り組んでほしいこと】

（センター）

6. コムカフェの料理がいつもおいしい。
7. おいしい料理をいつもありがとうございます。
8. カフェを時々利用しています。珍しいランチが食べられて
楽しくおしゃべりしています。

9. 一回コムカフェで中華料理を食べたことがあって、すごい
本場的でおいしかった。ごちそうさまでした。

10. スウェーデン料理、おいしかったです。違う日にも是非来
てみたいです。

（4）スタッフの対応が良い 1. カフェがとても過ごしやすかったため。ゆっくり本を読んだ
り、勉強をしていてもご丁寧に対応していただけました。

外国人シェフやスタッフとともに、より

一層接遇力の向上に努めてまいります。

1

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）多様な利用者がいることに配慮し
てほしい

1. 照明、もっとエコ化したほうが良いと思います。一か所だけ
つけることができるような…。

2. 館内の照明が、無駄が多い。エコ化してほしい。
3. 冷房温度の設定が低く寒い。長時間いると外部との温度差が
著しく体調に支障をきたす。

4. 入口のモニターの音声が大きい。
5. 案内表示がわかりにくい。あるけれど目立たない。
6. 英語の表記もあると良い。
7. もっと英語を増やしてほしい。箕面に初めて来た人に対する

今回のアンケートでいただいた外国人

市民の声を、いままで以上に施設の運営・

管理や事業展開に活かすことができるよ

う、本年実施した「多言語でのアンケート」

の実施結果などを分析し、その対応を検討

してまいります。

12
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オリエンテーションプログラムを作ってほしい。

8. 外国人市民がMAFGAでできることをもっと説明してほし
い。文化についてプレゼンテーションをするなど。

9. 夜間の日本語教室。(2)
10. 一人になりがちな外国人が友人仲間、自国語でしゃべれる人
に会えるのはロビーしかない。ロビーのテーブル等もう少し

広くなりませんか。

11. 冷房温度は 28度でよい。電気料金の節約。
（2）もっと設備を充実させてほしい 1. 毎日の施設管理。

2. 講座室のイスでがたつきのあるもの、表面のシートが汚れ

ているもの（しみがついて）机のサイズの違うもの等、備

品に不備があるが対処がなされていない。

3. 机・椅子などの物と空間が狭くて他のグループの声が聞こ

えて集中するのが困難。

4. ボランティア活動室の空調がきいたりきかなかったり。

5. トイレの便座を温かくして(冬場)。２F講座室の表示 ABC
がドアを開けておいてもわかるように

6. ミネラルウォーターを買えるようにしてほしい。忘れたと

きに困る。

設備の充実については、利用者のニーズ

に応えられるよう、まずは既存機器の機能

を最大限活用できるよう職員のスキルア

ップを行い、利用方法の案内を行ってまい

ります。また、修繕の必要な設備（椅子等）

につきましては、早急に点検を実施し、修

繕いたします。

6

（3）もっと広く利用されるような仕組
みが必要

1. この施設を必要としている人がもっといると思うので、今以
上に知らせる活動をしてほしい。

2. 外国人以外の様々なマイノリティの人々との関係を持つ、増
やす。障がい者、シングルマザー、シングルファーザー、シ

ングル、高齢者（一人暮らしのひと）。福祉会との連携、ま

た違う視点の地域のかかわり方が見えてくる。もっとコムカ

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

架の方法についてさらに検討してまいり

4
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フェを音楽が楽しめる場として提供する。アマチュアの人、

路上ライブをやっている人に場所を使ってもらうとか

3. カルチャースクール etc ここの施設を利用している講座を

もっとわかりやすくしてもらえるといい。

4. 自習室を増やしてほしい。

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とり取り組み

ます。自習室については、昨年から、夏季

期間中の開放を実施しています。

(4) もっとイベントや講座を充実させ

てほしい

1. 語学講座の言語の種類を増やしていただけないかと思いま
した。フランス語、韓国語、中国語、ポルトガル語など。

2. 日本語教室に映像教材を使用する。
3. 交流活動を増やす。
4. 教室、イベントをもっと増やす。(3)
5. 親しみのあるイベント、講座を増やしてほしい。
6. 語学、その他簡単な活動（興味があれば参加できるもの）
7. 語学交流のさまざまなコース
8. 語学講座の充実
9. 日本語教室のためにここに来ている。もっと教室があれば良
い。語学ではなく、文化など。（例えば、日本料理教室、英

語通訳付き、とか日本芸術など。）

10. 日本の生活を体験できる活動を増やしてほしい。例えば、も
ちつきなど。

11. 小野原の外国人の数がだんだん増えているのを感じる。外国
人の講座、パーティを増やしませんか。

12. もっと多くの文化活動を提供できませんか？
13. 以前もされていましたが、フェアトレードの物品店のような
ものを企画してほしい。また、FB等で情報発信してくれた
らシェアします。

語学講座については、地域の外国人市民

の力を活かしていただく形で実施してい

る「朝の語学カフェ」の経験をもとに、実

現可能な形を検討してまいります。

日本文化の教室や講座については、本施

設で開講されている団体の紹介等を行う

とともに、国際理解・多文化理解の事業展

開の中で当センター主催の日本文化イベ

ント等の開催を検討します。

15
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（コムカフェ）

(5) アクセスが不便 1. 交通の便利さを改善してほしいです。 お住まいの地域によっては、現状のアク

セスの状況が良くないことは理解してい

ます。今後北大阪急行の延伸（2020年度
予定）にあわせて改善されるようセンター

からも要望いたします。

1

(6) スタッフの対応 1. 最初訪問者を案内したり、施設の利用案内とか情報を気楽に
聞ける職員さんがいれば良いと思う。例えば、玄関の前に案

内職員が常にいるとか。

2. MAFGAのスタッフの情報共有

現状の職員の中で、より一層の接遇研修等

を実施しつつ、特に窓口でのより良い対応

ができるよう努めます。

2

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）メニューの改善 1. Caféが高いイメージがある
2. シェフさんの都合もあるかと思いますが（火・木の利用が
多いのです）同じ国の料理が多いように思う。

3. コムカフェのメニューをもう少し増やしてください。
4. カフェがもっと充実するとうれしい。メニュー、時間。

メニューの内容等につきましては、利用

者のご意見を参考にするとともに、外国人

シェフとの定例ミーティング等の場で改

善策を検討いたします。

4

（2）サービスの向上 1. 食事が出るまでに長く待った。
2. コムカフェのローマ字メニュー。日本語のメニューが読め
ないと、頼みづらい。

3. コムカフェのメニューと月ごとのカレンダーが英語で欲し
い。

4. 日・祝日の食事が出来るといいですね。
5. カフェが少し入りにくい。コーヒーをのむだけでも１人で
フラリと入れる雰囲気にしてほしい

6. コムカフェの無料スペースを昼間団体が長時間占領してい

利用者のご意見を参考にするとともに、

外国人シェフとの定例ミーティング等の

場で改善策を検討し、実践いたします。

6
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（図書館）

るときがあるので、その辺を改善してほしいです。

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）レイアウトの改善 1. 図書館が狭すぎる。
2. 図書室の充実。
3. 図書館の中に専用自習室があればもっといいですね。自習
したいときもありますが、そういうところがなくて！

4. 図書館について 書棚の背がたかくて地震の時などに危な

いのではないかと思う。対策は。

指定管理者として、ご意見を図書館に伝

えております。

4

（2）蔵書の充実 1. 図書の本の充実。利用についての広報。
2. 図書館にもうちょっと多様な言語の童話の本を置いてほし
い。

3. 本の内容、検索を充実したものとしていただきたい。
4. 本棚の閲覧の本は非常に少ない。最近はほとんどの人が PC
で検索予約で取り寄せるので、本棚は必要ないのでしょう

ね。

5. もっと多くの人にたくさん本を読んでもらうための本の販
売のあんないがあれば。（充実すれば）よりよい図書館を活

用できると思います。私自身はすごく利用させて頂きあり

がたいと思っていますが…。

同上

5

（3）開館時間の延長 1. 図書館の利用時間の延長
2. 普段は 7時頃に帰るため図書館を利用できないのがちょっ
と残念です。平日に利用できる館もありますが、何か方法

があればよいと思います。予算があるので難しいと思いま

すが。読者層が広がると思います。勝手な思いですが期待

同上

4
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（駐車場）

しています。

3. 週に 1回は 19:00まで開けるべき。仕事をしている人は
17:00には来れません。

4. 図書館の閉館時間は 20時まで延長できるかどうか。
（4）手続きの簡素化 1. 本は手にとってざあっと見て良い本であるとの思いが持て

ますがネットで検索するのですが到着しないのが残念。 同上

1

（5）その他 1. 雑誌につく付録はどうしているのですか。図書館の人が持
って帰るのか。どうしているのか知らせるべき。 同上

1

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）駐車できる台数が少なすぎる／無
料時間の延長

1. 駐車場がせまい(2)
2. 駐車場が少ない。
3. 駐車場の無料時間の延長
4. 無料 30分では時間が足りない。

駐車台数には限りがあります。また、図

書館利用者、証明書発行、貸し部屋料金支

払いでの来館の場合は、30分間無料のサ
ービスを実施しており、適当な時間と考え

ております。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。

5

（2）その他 1. 駐車場が「空」表示でも軽自動車専用しかないことがあり
困る。

駐車スペースの大・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。

1

（3）駐輪場をもっと充実させてほしい 1. 玄関前の駐輪場の自転車をのせるレールに電動自転車がの
せにくく、重くて倒れそうになる。

ご利用にあたりましては、地階にも駐輪

場を設けておりますのでご利用をお願い

いたします。また、両駐輪場には、それぞ

れ２か所の駐輪場の案内掲示をしており

ます。ご利用につきましては、ご理解とご

1
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（その他）

協力をお願いいたします。

ご意見 詳細 考え方 件数

その他各種ご意見 1. 以前の事務所が悪すぎた
2. 収益性が心配なのでその点
3. このアンケートがおかしい。（目的がわかりません）主婦は
職業ではないと思います。

4. 日本語のクラスが始まるとき、通訳がいてくれたらいいと
思う。15～20分間、何が話されているのか全くわからず、
ただ座っていただけで、最初の 2回の授業は辞めたいと思
った。

5. 日本語のクラスは 2つのクラスが同じ部屋で教えられてい
て分けたほうが良い

6. 保育所の充実が一番大切。ロビーからもよく見えてすばら
しいと思うが、もう少し広ければなおよい。

7. 半町住みのためやや遠い→似た施設を西にもつくってほし
い。

8. 今度朝カフェにも一度来てみたいと思います。
9. 地下からの階段がほしい
10. MAFGAは大阪府内でより大きいコミュニティになれる。
11. 新しい情報が得られた。

実施可能なご意見につきましては、今後

早急に対応を検討いたします。

11


