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１．施設の印象について

項 ご意見（要約） 考え 件数

1
スタッフが親切で、利用料金も安

い。
１

2

スタッフの方々の対応。いつもす

ごくご親切にして下さり、すごく

使用しやすい。又、子どもたちが

ケガなどをした際にもアイシング

の道具をかりられるので、安心し

て使用できる。

１

3
清掃をもっと綺麗にしてほしい

（多目的室利用者）。

清掃員による清掃を徹底すると

ともに、全利用者が気持ちよく

利用できるよう、利用者各位に

も使用についての配慮をお願い

する。

１

4

古い建物だが、いつも清掃されて

いてきれいだと聞いていたとお

り、その通りだった。駐車場も少

なくていつも満車だときいていた

ので、使用してみてその通りだと

感じた。

１

5 駐車場をなんとかしてほしい。

駐車場のスペースに限りがある

ため、乗り合わせる、譲り合う

などのご協力をお願いしたい。

立地条件を考えると拡張は困難

であるため、市営駐車場のご利

用をお願いしたい。

１

6

（多目的室）床で、鏡付の部屋で

安いし言う事なし（広さも十分）。

こんな部屋が他の所にももっとあ

ればうれしい。

１

7

夜間学校（らいとぴあ主催事業）

しか利用しないが、広いしきれい

なので良いと思う。

１

8 気軽に公共施設を利用できる。 １

９

設備の安全面について指摘して

も、なかなか改善してくれない（体

育館利用者）。

団体から直接受付に申し出があ

り、その場で確認はした。その

後、体育館の天井の金具につい

ては固定されているために落ち

てくることはない旨を説明し

た。

１



２．改善すべきと思われたことについて

項 ご意見（要約） 考え 件数

10

（以下、おひさまルーム利用者）

図書館が併設していることを知ら

なかった。おひさまルームなどの

帰りに寄れるので便利。

１

11 おひさまルームのおもちゃの種類

が多くて、子どもが楽しく遊べる。
3

12 図書館と併設されていることがと

てもいいと思う。
１

13
スタッフが親切で、いつも楽しく

利用させてもらっている。
2

14

スタッフの対応も良く、いろいろ

な催し物（オープンスペース等、

０歳児が遊ぶこと）がある。

１

15

子どもが生まれてから利用するこ

とが増え、今まで来たことなかっ

たが、とても良い場所だと思った。

１

16 いろんな方と知り合いになれた。 １

17
車で来た時に、停める所がなくて

こまる。
１

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

ネット予約ができるようになり、

コンピューターの自動抽選の結

果、体育館が、毎週取れたり、月

によっては全く取れなかったりす

るようになった。事前説明で、年

間通して平等になるようになって

いると聞いたが、実際はどうなの

か。

また、たとえば毎週火曜日の午前

中の体育館に、ひと月の間に３グ

ループの予約が入っているなら、

１回は使えるようにするといった

臨機応変の対応をお願いしたい。

確率の平等については、該当年

度において各団体が平等になる

というわけではなく、長い期間

ずっと使い続けていくと平等な

割合に収束していく、という意

味である。

臨機応変な対応については、現

状の自動抽選のシステムでは実

施が難しい。

１



項 ご意見（要約） 考え 件数

2

駐車場。人は乗っているのに３０

分待っても動かないなど、らいと

ぴあの利用者なのかを疑いたくな

る時がある。

こどものお迎え等で駐車してい

ると推測されるが、現状どうな

のかの判断を下すのは難しい。

駐車場のスペースに限りがある

のため、譲り合っての利用をお

願いしていきたい。

１

3

天井の金具がはずれていることを

訴えても修理してくれない。

休憩室（体育館）のクーラーの掃

除をして欲しい。

自動販売機の飲料水が売り切れる

ことが多い。１日の終わりには補

充して欲しい。

天井の金具については、固定さ

れているために落ちてくること

はない旨を説明した。

休憩室のクーラーの掃除につい

ては善処する。

自動販売機の補充の頻度をあげ

るよう検討する。

１

4
（多目的室）スリッパがボロボロ

で、数が不足していると思う。
確認した後、対応を考える。 １

5

（料理実習室）夏場になると少し

クーラーのききが弱いように感じ

た。包丁、なべ類の調理器具を整

えてほしいと思います。

調理器具については当館の設置

目的と照らし合わせて不足であ

ると判断した場合、購入する予

定である。

１

6

部屋を利用した後、そうじ等チェ

ックしていらっしゃるのかと思い

ます。多目的室は土足禁止にされ

た方が良いのでは。よく砂があっ

て使用する前にそうじしていま

す。

検討する。 １

7
駐車場に停められないことがあ

る。

駐車場に停められる台数には限

りがあり、停められない場合は

随時、市営駐車場へご案内して

いる。

１

8
いすや楽器等のこわれているもの

の整備

いすについては必要な数を整備

していく。楽器は高額なために、

早急な対応が難しいのが現状で

ある。

１

9
体育館の２F 通路のそうじをお願

いします。
対応を考える。 １

10
夜、自転車置き場がいっぱいで困

った。

当館の立地条件からすると、拡

張は困難である。利用者がとも

に気持ちよく使えるよう促して

いきたい。

１

11

和室の押入れの机の収納につい

て。半分を奥に入れるなどして、

机の積立の高さを低くしてほし

い。重くて困っている。

対応済みである。 １



項 ご意見（要約） 考え 件数

12

講座室を利用しているが、前面に

ある黒板やホワイトボードを気軽

に使用できない。常に備品として

置いておくことはできないのか。

黒板部分については、チョーク

を用意していないため、ホワイ

トボードの使用をお願いしてい

る。また、ホワイトボードマー

カーについては、都度、受付で

のやりとりをお願いしている。

１

13

駐車場の問題がどうにかなればあ

りがたい。夜間、ぴあぴあルーム

のグラウンドに停められるように

するのは難しいのか。

３階ホールなどで使用できる移動

可能の鏡があると嬉しい。

ぴあぴあルーム前のスペース

は、こどもたちのための遊び場

であり、車の駐車の結果、地面

が固くなってしまうために開放

することは難しい。

３階用に移動可能な鏡について

は、現在、対応の予定はない。

１

14

（以下、おひさまルーム利用者）

初めてだと、目的の部屋にたどり

着くまで不安。館全体の地図の掲

示を増やしたり、「～ルームはこち

ら→」のような表示を増やしてほ

しい。

駐車場を増やして欲しい。停めら

れないこともあるので、あきらめ

て帰ることもある。

当館入ってすぐの柱に館全体の

地図を掲示してある。全体の地

図を増やすことは館の掲示場所

に限りがあるため難しい。

１

15
駐車できるスペースを増やしてほ

しい。

駐車場のスペースに限りがある

ため、乗り合わせる、譲り合う

などのご協力をお願いしたい。

立地条件を考えると拡張は困難

であるため、市営駐車場のご利

用をお願いしたい。

９

16
エレベーターが古くてゆれてこわ

い。

築年数の関係上、古く見えるの

はある程度仕方ない。運転につ

いては、定期的な点検を実施し

ている。

１

17 建物内外がやや古く感じる。
築年数の関係上、古く見えるの

はある程度仕方ない。
１

18
ホームページの案内が少しわかり

にくかった。

現在、ホームページの更新準備

中である。
１

19
１階のトイレにこども用の便器か

補助便座をおいてほしい。
対応を考える。 １



３．今後、取り組んだ方が良いと思われたことについて

（※）図書コーナーとおひさまルームは市の直営管理であり、指定管理者の業務の範囲外

です。

項 ご意見（要約） 考え 件数

1
駐車スペースの拡張をしてほし

い。

駐車場のスペースに限りがある

ため、乗り合わせる、譲り合う

などのご協力をお願いしたい。

立地条件を考えると拡張は困難

であるため、市営駐車場のご利

用をお願いしたい。

２

2

玄関ホールやホール横スペースを

利用した音楽イベントがあれば楽

しいと思う。

前年度はほぼ毎月、今年度は奇

数月に「よりみちコンサート」

という音楽イベントをらいとぴ

あ１階展示コーナーにて実施し

ている。

１

3
部屋の申し込み予約が１度で済む

とありがたい。
１

4

(以下、おひさまルーム利用者)

不要になったこどものおもちゃを

この施設で使ってもらえたらと思

う（自動車、ブランコ、すべり台、

トランポリン等）。

（※） １

5

初めての子育てで、わからないこ

とが多いのでイベントがあれば参

加していきたい。０才児だけじゃ

なく、１才からのイベントも充実

してほしい。

（※） １

6
週末もおひさまルームが開いてい

れば嬉しい。
（※） １



４．その他、自由意見について

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

体育館の２階がすごく汚いのでき

れいにしてほしい。

点数ボードの足がこわれてもう何

年にもなる。新しいものに変えて

ほしい。

2017 年からの体育館の値上げを

考え直してほしい。

体育館の清掃については対応を

考える。

得点板については修繕を予定し

ている。

2017 年度からの値上がりにつ

いては、消費税増税、電気料金

の値上がりを考慮して実施する

ものであり、ご協力をお願いし

たい。

１

2

夜間、３階の廊下の電気が消され

ているのが怖い。利用がある間は

節電程度にとどめて電気を付けて

ほしい。

対応を検討する。 １

3 駐車スペースの拡張。

駐車場のスペースに限りがある

ため、乗り合わせる、譲り合う

などのご協力をお願いしたい。

立地条件を考えると拡張は困難

であるため、市営駐車場のご利

用をお願いしたい。

８

4
エレベーターの開閉速度がおそ

い。

障害のある方や乳幼児をお連れ

の来館者のために現在の速度に

している。

１

5
著名人が講師の講座をやってほし

い。
今後の参考にさせていただく。 １


