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2017年度（平成２９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／設備が整っている

1. 小綺麗で整頓された施設がキチンと運営されている印象だっ

た。

2. きれいな施設（７）

3. 使いやすいです。（２）

4. 施設はとてもきれいで便利。

5. 清潔（２）

6. 良いので、このまま維持してほしい。

7. 満足しているので、今の段階では特にない。

8. このままで維持していってほしい。とてもきれいで開かれた素

敵なところ。

9. このままの良い状態を保ってください。

10. とてもよかったです
11. このセンターはとても役立つ。ありがとう。
12. 全体的に清掃が行き届いていて清潔感があるので、子どもと一
緒に利用しやすいです。

13. 環境良いです。とても綺麗です。
14. きれいで活発な印象。
15. 活発で人が集まりやすい。
16. 地域の人が利用しやすい施設だと思うので。

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良くご利用していた

だけるよう施設の維持管理に努めます。
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17. イベント実施に適している。
18. 集まりのために場所を借りることができる。
19. 図書館も同じ建物にあるので便利。
20. プレイルームがきれいで、スタッフもみんなよくしてくれま
す。

21. スタッフ、施設全体に満足しています。ありがとう。
22. 子どもたちが使える施設があっていい。
23. 子どもと利用できるので。
24. いつも気持ちよく利用させてもらっています。子連れで利用し
やすく、きれいなので安心です。

25. 施設は私の期待以上にとてもいい。星５つ。
26. お店も多い。
27. 週に何回か来ますので、とても気持ち良く見れますので、大変
うれしく思っています。

28. 久しぶりに来たが、ほとんど施設のきれいさとかが変わってな
かった。

29. 交通機関にアクセスしやすい。
30. アクセス至便
31. 近所なので気軽に利用させていただいてます。娘が幼少の頃に
あったらよかったなと。

32. このような施設があることを初めて知った時、地域的にいろん
な国の方が多く出入りする地域なのでぴったりだなあと思い

ました。

33. こういう施設があることを知らなったので（箕面市の西南の端
に住んでいるため、小野原地区には全くの stranger）存在自体
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が素晴らしいと感じた。

34. 以前は図書館のみを利用していましたが、多文化交流センター
を利用し始めてから、その施設の充実を感じました。これから

も、この居心地の良い場所を維持、またさらに良くしてもらえ

るといいと思います。

35. 施設は大きくも小さくもなくちょうど良い大きさで使いやす
くて、アットホームなように感じます。

（2）雰囲気がいい／人や文化に出合え
る

1. 明るく落ち着いた印象を持てる環境であるから。

2. ほど良いスペースで利用しやすそう。

3. 外国人にとてもいいです。

4. 案内 etcの表示が日本語はもちろん英語だけでなく多国語があ
ふれているから。

5. フリーペーパー（和文・英文他）などがあって良かったです。

6. 豊中市に住んでいます。今回で４回目ですが、いつ来ても良い

雰囲気です。また来ます。

7. 包容性があること。

8. 雰囲気がいいから。

9. 自由な感じがする空間。

10. 居心地がよい。
11. ４年７か月日本に住んでいて、箕面に３年住んでいる。

MAFGAの施設とスタッフは、以前住んでいたところと比べて
とてもいいです。

12. 色んな国の人と出合う場である。
13. ボランティアの人たちと仲良くなれる。
14. 多国籍で楽しい。

今後とも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て参ります。

15
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15. 何かへのきっかけによく出会う場所だと思います。
（3）スタッフの対応が良い 1. スタッフが親切。（３）

2. 応対がとても丁寧でよい。（２）

3. 職員さんの雰囲気が良い。

4. スタッフ、施設全体に満足しています。ありがとう。

5. 先生たちはフレンドリーで教え方もとても良い。

6. スタッフは親しみやすく、フレンドリーで、日本語のクラスも

外国人の日常生活にとって本当に助けになっています。

7. ここの人たちはとても親切で、配慮してくれる。ここでの生活

を快適で簡単にしてくれています。特に私たちの先生はとても

辛抱強く寛大です。

研修等を実施し、今後ともさらなる接遇

力の向上に努めて参ります。

10

（4）イベント・事業が充実/役に立つ 1. 文化を大切にすること。

2. 国際的なサポートが先進的で良い

3. 活発な異文化交流・理解の姿勢がよいこと。

4. 催し物の充実。

5. 催し物がよかった。

6. 活動、選択肢が豊富。

7. 他の施設には見られない珍しくて興味深いイベントがあるか

ら。

8. 阪大のほんま先生とチームモイの語り合いカフェも行ってみ

て良かった。

9. スタッフは親しみやすく、フレンドリーで、日本語のクラスも

外国人の日常生活にとって本当に助けになっています。

10. コースが外国人にとても良いです。
11. 週一回の日本語教室はたくさん勉強でき、継続できます。

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参りま

す。

13
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（図書館）

（コムカフェ）

12. 素晴らしい日本語のクラスです。
13. 親切なサービスで、外国人にとって非常に役に立つ。

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）利用しやすい 1. 図書館は多く利用させてもらっている。

2. 図書館も思ってたより利用しやすいです。

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て参

ります。（小野原図書館）

2

（2）蔵書が充実 1. 図書館の本が充実している。 今後も引き続き充実に努めて参ります。

（小野原図書館）

1

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. カフェはとても良かった。

2. コムカフェがこんなに充実してくるとは思わなった。TVにも
出たので、ますます「コム（混む）カフェ」になると思う。

3. カフェが利用しやすい。（２）

4. 翌月のランチカレンダーも入手できて良かったです。

5. 香港ランチ、とても美味しかったです。ほっとする味で、ま

た食べたいです。

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参ります。

10
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6. ランチにコムカフェを利用しています。いろいろな文化のお

いしい料理が楽しめてうれしいです。

7. （英）カフェで毎日異なる国の食べ物が出されていて感動し

ました。素晴らしいアイディアです。

8. いつもごちそうさまです！

9. comm cafe続けてください。
（料理が美味しい 1. 盛り付けも美しく、美味であったし、接客もエクセレント！！

2. ランチ美味しかったです。（３）

3. いろんな国のランチが楽しめるということで、４月に続いて

２回目の訪問です。前回同様おいしくいただきました。ごち

そうさまでした。次回はぜひ中国の餃子を食べてみたいです。

またお邪魔させていただきます。

4. 各国のランチを楽しませてもらっています。長く続けてくだ

さい。

5. コムカフェではいつもおいしく食事をさせていただいてます

6. 各国のランチはとても好きです。

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

ェになるよう努めて参ります。

8
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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）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）設備の美化向上 1. 講座室のいすで汚いものがあります。
2. ホワイトボードのインクが出にくいのでチェックをして頂
けたら嬉しいです。

3. 特に保育ルームの清掃。マット下など特に念入りに。
4. 会議室の床の清掃
5. 絨毯を裸足で歩くと真っ黒になったので、掃除をもう少しし
ていただけるとうれしいです。

6. 清掃の精度向上。
7. トイレがもう少しきれいであったらと思います。
8. 駐車場から一階への階段が必要。

今回のアンケートでいただいたご意見

等を、今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、その対

応を検討して参ります。

また、特に清掃・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、清掃・修繕いたします。

8

（2）もっと設備を充実させてほしい 1. 利用時間をもう少し延長してほしい。（２）

2. ゴミ箱がないのが不便なので、すこしでいいので設置して

ほしい。

3. 講座室にゴミ箱を。

4. 自販機（３）

5. 一階の多目的トイレにおむつの交換台がないので、不便。

２階にあることに先日気が付いたが、それならせめて案内

表示をしてほしい。

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参り

ます。

また、ごみ箱の設置については検討し、

２階ロビーに設置いたしました。

8

（3）日本語教室運営への要望 1. 日本語教室で、集中できないことがあるのでグループの間に
仕切りがほしい。

2. １つの教室に２つのクラスがあるのは、各クラスが先生と学

講座の内容・種類については、今後受講

者の方々のご意見を聴取・精査し改善でき

る部分については速やかに対応して参り

12
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習者がやりとりするのに集中できず、理想的ではない

3. もっといろいろな時間帯の日本語コース（また、日本語の教
科書）が用意されていると良い。

4. 他のクラスを邪魔しないように、声の大きさを小さくするよ
う学習者にお願いしたほうが良いかも。

5. パーテーションがあれば良いかも。
6. 日本語テストがあれば、日本語の能力が高まる。
7. 実用会話の授業がもっと多くできれば良いな。
8. 週１回の勉強では少ないので、平日の午後とかもっと授業を
増やしてほしい。会話、交流、日常実用、アルバイト時の会

話実用語など。

9. 宿題をたくさんお願いします。（２）
10. 活動の前にメールで知らせてくれるとさらに良いと思いま
す。

11. 日本語教室を増やしてほしい。

ます。

(4) もっとイベントや講座を充実させ

てほしい

1. 講座、催し物の充実。（３）

2. 地域在住外国人が気軽に参加できるイベント開催。

3. ブラジル、ポルトガルのイベントを増やしてほしい。

4. 多い交流。

5. 初心者のための語学学習のレッスン時間帯をもっと増やし

てほしい。

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参ります。

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いたします。

7
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（コムカフェ）

(5) アクセスが不便 1. 箕面西部にもこのような施設があれば良いと思う。

2. アクセス

3. 家が比較的近いのでよく利用しますが、遠かったら分から

ない。

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) 協会の事業の取り組み方 1. 外国にルーツを持つ子どものサポートは必要であり、役割を
果たしていると思うが、もっと多くの子どもが来れる方向に

行けると良いと思う。

2. 国際交流に直接関係ないことも幅広く取り組んだほうが良
いと思います。

3. もう少し多くの人たちに開かれた場所になれば良いと思う。
4. 子どもの進路を大切にしてほしい。
5. 奨学金は貧困ビジネスになりつつあるので、手に職をつける
ことも考えてほしい。

6. 日本語に困っていない外国ルーツの子も集まれる会がある
とうれしいです。

7. 外国人の方がもっと自由に気軽に集えるような工夫があれ
ばと思います。

協会としましては、将来の社会の担い手

であるすべての子どもを対象とした事業

展開を考えております。また、社会の様々

なマイノリティの方々が共生できる地域

づくりをめざし、今後も様々な工夫を続け

て参ります。

また、自習室（空室等を利用、対象：小

学生から大学生）については、一昨年前か

ら、夏季期間中の開放を実施しています。

7

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）メニューの改善 1. 男性の料理人の育成。
2. 短い時間にたくさんの料理を作るのは大変そう。野菜の値
段が高いときは補助とか、よく使う食材はまとめて仕入れ

るなど、シェフの負担を軽くして、たくさんの人がかかわ

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

シェフの思いや文化背景を尊重し、改善策

を検討いたします。

3
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（図書館）

ったほうがいいのでは。

3. ベジタリアンフード。
（2）サービスの向上 1. その日によってカフェランチの量がぜんぜん違う。当たり

はずれみたいなので、毎回ドキドキしてます。

2. お客さんにもっと親切にしてほしい。
3. カフェは入りにくい雰囲気なので利用しにくい。

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、

早急にできることから改善策を検討し、実

践いたします。

3

（3）その他 1. 前回、カフェのカウンター席に座りました。目の前のガラ

ス瓶の植物、水が濁っていたのでせっかくのおいしいラン

チがちょっとがっかり。水かえてくださいね。

今後は、こまめにチェックし、居心地の

良い空間づくりに努めて参ります。

1

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）施設の改善 1. お客さんにもっと親切にしてほしい。
2. 図書館が小さすぎる。
3. 図書館をもう少し広くしてほしい
4. 自習しやすい席や部屋があればいいなと思います。せっか
く興味深い冊子や（本も）施設の雰囲気なのにな…と。

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. 図書館の本を増やしてほしい。 同上 1
（3）開館時間の延長 1. 開館時間を延ばしてほしい。 同上 1
（4）その他 1. 吹田市民にも本を貸してくださいませんか。よろしくお願

いします。

2. 古い新聞を無料で持ち帰れるときに、英字新聞を一人の方
がすべて持って帰られます。私は時間の都合で昼から来た

らもうありません。申し訳ありませんが、私は読めないの

２０１７年７月１日より、北摂７市３町

に広域利用が拡大され、吹田市民の方にも

お借りいただけるようになりました。

（小野原図書館）

2



11

（駐車場）

で一部でも良いからほしい。希望として、10日分とか一週
間分とか決めて、多くの人に分けてほしいです。それで残

った時、いつも持って帰る人に与えてください。一度考え

てください。お願いします。

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）駐車料金 1. 駐車場の料金が高い。
2. 駐車料金の見直し。
3. 駐車料金が高い。図書館以外でもイベント、講座を利用し
たらもう少し割引があってもよいのでは。

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、もれなく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。

3

（2）駐車スペースの問題 1. 駐車場の一台の幅が狭い。
2. 駐車場が少ない。もっとあれば…。バスで来るととても時
間がかかる。

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。

2

（3）その他 1. 駐車場の精算機に英語表記がほしい。 ご利用にあたりましては、ご不便をおか

けしないよう、駐車場管理者に要望して参

りましたが、早急な対応が見込めないため

当協会で設置いたしました。

1
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（その他）

ご意見 詳細 考え方 件数

その他各種ご意見 1. 月２回の映画の上映などはいかがでしょうか。

2. 日本の子どもと外国の子どもがふれあい遊べる場がもっと

あれば良いなと思います。

3. この施設は、ヒメボタルの生息地（春日神社）に隣接して

おり、看板にもヒメボタルの発光の様子がデザインされて

います。今も（５月末）ヒメボタルが「光の波」を見せて

くれています。ぜひ、鑑賞イベントを企画してみてくださ

い。

4. 幅広い年齢層に利用できる場所であってほしいと思いま

す。

5. めちゃくちゃありがとう。

6. このまま良いところを維持してください。

7. がんばってください！！

今回は、その他、各種ご意見をいただき

ました。今後は、実施可能なご意見につき

ましては、早急に対応を検討いたします。

4

宣伝活動 1. イベントのお知らせは見られやすい場所で示したほうが良
いです。

2. このことを知らない方もたくさんいるので、一般市民向け
のイベントがいろいろあると参加も増えるかなあと思いま

す。北千里在住なので、こちらに来ないと何が行われてい

るか分からないので吹田市北部にも宣伝してほしいです。

3. より多くの人にMAFGAを伝えること。
4. どのようなイベントがいつ行われているのかあまり理解し
ていないのですが、これはサイトや広報誌を見ていない僕

のせいかもしれないので問題なしです。

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

で行っております。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参り

ります。その他、HPや SNS等、広報の
充実にも努めて参ります。

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。
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