
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面市立多文化交流センター 

利用者アンケート 
～自由記述ご意見に対する 

指定管理者の考え・対応～ 

令和元年 8 月 

指定管理者  

公益財団法人箕面市国際交流協会  

項番 4 



1

2019年度（令和元年度）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／雰囲気が良い／設備が整って

いる

1. きれいな空間、雰囲気が良い。

2. 子どものコーナーが良い雰囲気でした。ちゃぶ台とざぶとんが

自宅のようで落ち着く。子どもも気に入っている様子。

3. 小規模だが清潔で来館し易い。

4. トイレなどが清潔で素晴らしい。

5. 場所も知らなかったので、実際に来てみて図書館もあり、楽し

かった。

6. 大変、居心地が良い施設です。

7. 期待していたとおり、小さくてあたたかくてコミュニティだっ

た。

8. 期待していたとおり、居心地が良く素敵な施設です。

9. 便利です。

10. 施設がきれい。
11. 証明書が発行してもらえるのでうれしい。
12. 証明書の発行ができる。
13. comm cafeがあるので、昼食をとることができる。
14. いつきても清潔で使い易い。
15. 海外の公共施設とスカイプつないで気軽に交流ができる点が
面白いです。茨木市にもこういった施設があればいいなと思い

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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ます。

16. ランチ、図書くらいしか利用したことないのですが、いろいろ
な国の料理が食べられること参考になります。本も見つけやす

く借りやすさ。

17. 外観と内側もシンプルな建物ですきだから。
18. いままで証明書の発行に時間をかけていっていましたが、こち
らでできて助かっています。図書館も気軽に来れるのでうれし

いです。

19. とてもふんいきが良きだなと思った。
20. とってもきれいな施設で、つやいやすく利用した友達にも喜ん
でいただけました。

21. 街に合ったきれいな施設です。
22. 使い易い・清潔。
23. 明るくて清潔で職員の方々の感じもよいので。
24. 誰でも立ち寄りやすいオープンさがよい。
25. 何度も利用しているので。
26. いつも利用している通りの印象だったので。
27. 清潔、ランチが充実、空間がいい。
28. トイレも奇麗だし、各部屋も広くて良い。
29. きれいで親切です。
30. 利用するのが便利、奇麗で、温かい心を感じます。
31. 若者（子ども）よりは高齢者ｏｒ大人の施設のイメージ。
32. 特になにもありませんがカフェが利用しやすくてありがたい。
33. 私が住んでいるところから遠くて、交通の便がよくないので、
評価３としましたが、それでもここまでくる価値はあると思い



3

ます。

34. すべてうまく運営されているのでこのままでＯＫだと思いま
す。

35. まだおもいつきませんが、今後も楽しい時間を過ごせたら良い
なあとおもっています。

36. 私は桜ヶ丘に住んでいて何十年にもなるのに、この小野原図書
館は利用したことがありませんでした。去年の地震後の留学生

や外国籍の人達の避難所での生活報告のセミナーがあった時

に初めて利用しました。おいしいカフェにも初めて味わいまし

た。そのからは週に１，２度通わせてもらっています。駐車場

があるので、便利だし、Ipadも利用できるので大変重宝して
います。

37. ゆっくりできる空間が良いです。考え事やタブレットで調べも
のができるWi-Fiのフリーでつながると助かります。

38. とても居心地の良い場所を提供してくださってありがとうご
ざいます。

（2）スタッフの対応が良い 1. 職員たちがみんな親しい、清潔。

2. スタッフの皆さんも施設もすべてｇｏｏｄ！

3. スタッフの方々は親切だし、ボランティアの方たちも良い人ば

かりで、雰囲気もとても良いです。

4. 対応がていねいでした。

5. 楽器の音がご迷惑にならないかと気にしておりましたが、いつ

も気持ちよく対応していただき、感謝しております。これから

もお世話になりますがよろしくお願いいたします。

6. 施設利用者もスタッフの方々も、皆さん親切で、あたたかく居

研修等を実施し、さらなる接遇力の向上

に努めます。

8



4

心地が良い場所で、感謝しています。

7. ＭＡＦＧＡは地域と結びついたすてきで楽しい場所です。スタ

ッフの皆さんもとても親切です。

8. ＭＡＦＧＡはとてもありがたい、居心地がいい。

（3）イベント・事業が充実/役に立つ 1. 日本語学習だけでなく、何か困った時にもＭＡＦＧＡに相談で

きるのでとてもありがたいです。

2. 日本語クラスがお気に入りです、毎回出席できなくても来れ

ば、いつもスタッフや先生たちが歓迎してくれます。

3. 私はここで図書館と日本語クラスを利用しています。ＭＡＦＧ

Ａのおかげで自分の勉強もできて、日本での生活が成り立って

きたと言っても過言ではありません。先生方もとても親切に指

導してくださいます。

4. 学習者に希望を与えてくださる。だから楽しい時間のように感

じています。

5. イベント・講座等が或る程度充実している。

6. 様々なイベントも積極的にされていて、頼もしい。カフェもよ

く利用させていただいています。今後も期待しています。

7. （タイ語の絵本をよもうの会）初めましての人たちとどう会話

できるか、ドキドキしていました。ですが思ったよりもリラッ

クスしてお話や質問ができたのは参加された方々のあたたか

さ、優しさのおかげだととてもありがたく、感謝しています。

また伺いたいです。

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。

7
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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. 図書館があってうれしいです。

2. 主に図書館を利用しています。ウェブで予約後の借出しです

ので不便はありません。

3. 資料が新しく美しい。

4. 大きな図書館も魅力的ですが、こじんまりしているのも落ち

着けて、目的なく何か読みたい本をさがすのに、ちょうど良

い感じです。

5. 本の項目別の分類が分かり易い、着実に置かれている点

6. 本の数が充実です。

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）

6

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. コムカフェ（スタッフの方）で外国の方とお話しできること。

2. 清潔で皆さんが親切、お店も入りやすくて美味！

3. いろな国のランチが食べれてｇｏｏｄ！

4. コムカフェのランチのみの利用ですが、楽しみに毎回来てい

ます。

5. コムカフェが利用しやすい。安くてめずらしい、美味しい、

異国の料理を食べれる。

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。

5

（2） 料理がおいしい 1. コムカフェでの食事は美味し、コーヒーもオイシイ。

2. カフェのごはんも美味しく、ボリュームもあって食べたこと

のない料理に出会えてとても良いです

3. 食べ物がおいしいです。

同上 8
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（駐車場）

4. 食べ物がおいしいです。

5. コムカフェのランチがとてもおいしい

6. カフェのごはんがおいしい

7. ランチは毎週楽しみです。どれもすごくおいしいです。

8. ロシアのナタリヤさんのランチ、とてもおいしかったです。

私はそばの実を食べたことがなかったので、おどろいて、ド

キドキしました。（とてもいい意味で）ハリネズミがなぜハリ

ネズミというネーミングになったのか？などミルクゼリーの

おいしさにキュンとしたことや、スープの温かい味のこと、

サラダのどこかしたしみのある味やみたかんじのことや、最

初に出していただいたアイスコーヒーとクッキーもすごくお

いしかったこと。伝えたいことだらけど、とてもうれしい時

間でした。ありがとうございました。そして、ごちそうさま

でした。

（3）雰囲気 1. カフェが多文化交流を兼ねていて、講座の内容、食事内容や

くつろぎやすさなど気に入りました。

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。

1

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）便利/使いやすい 1. 車以外では不便なところに住んでいるため、駐車券はありが
たい制度です。

利用し易い駐車場の維持・管理に努めま

す。

1
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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）設備の向上/修繕 1. 白板マーカーがかすれていることがたびたびあります。
2. 図書館入り口にドアがないため、外部（レストランや事務所
での対応声）の音（音楽など）と声（会話・大声での笑い声）

が洩れ、読書に集中できない。・子どものコーナー（読み聞か

せの声や子供達のハシャギ声）にも、シャッター等で、消音

の工夫が欲しい。

3. ホワイトボード用のマーカーがかすれていることが多い。
4. 箕面市で実施している暑さ指数 厳しすぎます。熱中症対策

は理解できますが、せめてほかの市町村（豊中、茨木、大阪

市内に合わせてください）

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、

マーカー等）については、早急に点検を実施

し、改善に努めます。

4

（2）トイレのウォッシュレット化 1. 既に前述しましたが、トイレの便座はあたたかい便座にして
ほしい。冬場、腰かけると心臓に悪いです。

2. トイレットの便器、冬場は冷たすぎる、ウオシュレットにし
てほしいです。

3. 特にありませんが、あえて言うと冬のトイレ寒いかな

1F、2Fとも多目的トイレはウォシュレッ
ト化をしているので、そちらをご利用くださ

い。

3

(3) もっとイベントや講座を充実さ

せてほしい

1. もっとイベント・講座を充実させてほしい。

2. レストランや会議室で、月一回程、演奏会等を開催してほし

い（図書館の防音対策と合わせて）

3. 会議室で月 1回程、映画会（ワンコイン＠500）が開催でき
ないでしょうか。

4. 会議室で、月 1回程、教養講座（健康、文化等をテーマに）

多文化交流センターでは開館以来、地域の

なかでの国際交流を促進するため、さまざま

なイベントを通しているところです。

今後は特に、子どもたちにこうした機会を

提供できるように事業の検討を行っていると

ころです。

11
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の開催を希望します（無料ｏｒワンコイン＠500）
5. 国際交流イベントを増やしてほしい。

6. 講座の充実。

7. 上級者向けの英会話教室があればうれしいです。

8. 語学講座（トルコ）イスラム文化への理解の啓もう。

9. もっと日本の文化関連イベントをしてほしい。

10. 語学講座をいろいろやっていただければと思います。
11. 韓国語や中国語の入門コース（初級コース）があればいいな
と思います。

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。

(4) 協会の事業の取り組み方 1. 国際交流をもっと見る身近にできないかと。。。
2. 子どもが多い地域なので、子ども向けイベントなど
3. コムカフェについて、当初外国人の方たちの便宜を考慮して
きめられたのだと思いますが、いろいろルールが多くて使い

づらい。

・防災の取り組みについては、昨年 6月の大
阪府北部地震の経験もあり、地域・行政・外

国人市民と連携した防災体制づくりに向け

て、具体的な検討を進めていきたいと思いま

す。

・市内の学校との連携としては、外国にルー

ツを持つ子どもへの日本語教育、進路保障等

での連携、また、小学校を中心に外国人市民

をゲスト講師として派遣し、異文化理解の授

業を行うプログラムなどでの連携を行ってい

ます。地域づくりの一環として、今後も各学

校との連携を深めていきたいと考えていま

す。

・非日本語母語話者の子どもたちが母語に触

れ、学習する機会を提供することは地域の多

言語を操る人材の育成及び多様性を促進する

3
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（コムカフェ）

観点からも大変重要だと考えています。多文

化交流センターとしては、保護者や各言語コ

ミュニティによる母語教育活動をサポートす

る仕組みづくりを進めたいと考えています。

(5) その他 1. 職員の人達もうちょっと休憩した方がいい。

2. イフタール（断食月ラマダンの日没後に取る食事）を食べら

れる場所があると良い。

3. 長期休暇時の学習室があると便利です。

4. 箕面市立多文化交流センターでは住民票の交付など役所的

な仕事を行っているのですが、できたら（近畿 2府 4県でも
いいので）他市の住民票などの交付をしていただけたらいい

ですけど。

5. 図書館をもう少しおおきくしていただきたい。ネットで利用

しているので、小さくてもいいが、もう少しゆっくりできる

スペースがほしい。

・長期休暇中には「自習室」を設けています。

・利用方法を工夫しながらより多くの方のニ

ーズに応えたいと思いますが、センターの面

積には限りがありますので、すべての方に満

足いただくことは難しい状況もあります。

5

ご意見 詳細 考え方 件数

（1）メニューの改善 1. カフェを利用させて頂き、カフェを愛し、カフェによって生か
されています。メニューはワンパターン化されていて、〇〇さ

んの日は、この料理と決まっているので、日々、人気があった

り、なかったり、バランスがとれてない気が致します。例えば、

いずみさんは炭水化物ばかり、〇〇さんはスープでお腹がたぽ

たぽになる料理、全く変化がないです。もう少しバランスを考

えてほしいです。

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。

また、売り切れ時には定番メニューを提供

するようにするなど、工夫を重ねてまいりま

す。

5
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2. ランチの売り切れが時にあり、残念
3. カフェにもっとデザートが欲しい
4. アジア中心のメニューですが、ヨーロッパやアフリカ等、いろ
んな国を入れてほしいです。モロッコもメニューからなくなっ

てしまったし、残念です。

5. コムカフェの各国の料理の種類を多くしてほしい（国の数も含
めて）バイキングやイベントと催しも希望。

（2）サービスの向上 1. カフェに充電可能なコンセントがあればうれしいです。
2. 私は comm cafeを利用しますが、カフェのテーブルにケータ
イとか充電するためおコンセント（プラグでしょうか）（電源

かな？）をつけてください。スターバックスみたいに。

3. ベビーチェアを少し用意されたらいかがですか？子育て中の
ママ達のいこいの場となります。

4. カフェを利用した時、水のお代わりを頼んだ時に、ご自分でと
言われて、いやな気分になりました。最初に水をくれるとき「お

かわりはご自分でいれてください」と言ってくれるとありがた

いと思います。

・ベビーチェアは 4脚ご用意しております。
必要な場合はスタッフまでお声かけくださ

い。

・接遇には気をつけるよう、スタッフで共有

いたします。

4

（3）広報 1. カフェがあることは以前から認識していました。どんな方が

利用できるか広報を読まない限り入りづらい。

2. メニューの表示。

3. もう少しカフェに入りやすいと良いのかと。

カフェ内のレイアウトを工夫したいと思

います。

3
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（図書館）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1） 蔵書の充実 1. 図書館のみの利用（本の数量は不満）
2. 貸出可能書物の充実度が期待はずれでした。希望の書物がほと
んど予約せねばならないし、待ち時間も想像以上に長期間なこ

とが多い。（近くに図書館ができると知ってすごくきたいして

いました。スペースが狭いので、仕方ないのかもしれません

が。。。）

3. 人が多くなくて過ごしやすいが、本の種類がもう少し多ければ
良いと思います。

4. 図書館の書籍の充実。
5. 図書の数をさらに充実させていただきたいです。
6. 冊子の種類を増やしてほしい。
7. 本の数がもう少し増えればうれしいです。
8. 毎月の新刊について、昨年の 12月に依頼した本がいまだに読
めないのこまったものです。希望者が多い場合は書籍を増やす

ような事はできないのですか？（5ヶ月～6ヶ月かかる場合も
有）

9. 購入する図書が現代の売れている作家に手厚いのは一長一短
であろうと思われます。

10. 本の種類がもっとあると嬉しいです。

市内在住・在勤の方は、インターネットで

の貸出予約をおすすめします（図書館）。

10

（2） サービス向上 1. 図書館の利用時間の延長
2. 箕面市在住だが、住民票が市外のため図書館の本の貸し出しが
できないと言われ残念だった。郵便物などの証明があれば利用

できるようにしてほしいです。よろしくお願いします

開館時間の変更等については、市立図書館

全館での運営方針の整合が必要と考えます

ので、ご理解とご協力をお願いします。

2
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（駐車場）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1） 駐車料金 1. 駐車場が 30分なので、少し焦りながら本を探してしまうの
で、できれば１時間くらい頂きたいです。

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. 駐車場が時々停めれないことがあるので、もう少し台数が停

めれたらと思います。

2. 駐車場が狭い

3. 駐車スペースがせまい。

4. 駐車場がもっと広ければ。

5. 駐車場と駐輪場の拡充を期待します。

6. 周辺に parkingがない為、満車になりやすいため、利用者の
みにするが、駐車場を別スペースであればうれしいです。

7. 駐車スペースをもう少しあればと思います。

駐車台数には限りがあり、また、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。

7

（3） その他 1. ランチを予約したが、駐車できずにランチを食べれなかっ
た。昼時の駐車場を増やす。

同上。 1
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（その他）

ご意見 詳細 考え方 件数

（1） その他各種ご意見 1. 他施設（他市の図書館や大学の図書館など）との連繋がよく
目に見えるようにして、相談の窓口も設けてほしい。

2. 月曜日も利用できるようにしてほしい。自習室の時間の延
長。

3. 図書館からいつもエレベーターを使っていますが、階段の位
置が分かりにくいと思います。

・祝日の月曜日は開館しています。

・センター内の表示を工夫するよう心がけま

す。わからないことがあれば、気軽にスタッ

フまでお問い合わせください。

3

（2） 広報 1. とても良いイベントが多いので、告知、申込方法が今まで以
上にわかりやすいと嬉しいです。

2. すこし、施設広報が必要だと思う。
3. 地域への周知、存在感のアピール（もっと知ってほしい）。
4. 安全対策の広報

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、
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。

4


