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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 明るい感じがします。 あいさつを基本に、利用者の皆さ

んとコミュニケーションを大事に

引き続き努めていきます。

1

2
施設の市民への姿勢を感じありがた

いです。
1

3 親切に対応して下さっています。 1

4 親しみやすいです。 1

5 内容充実、スタッフが親切。 1

6 スタッフの接客対応が良い。 1

7

スタッフ方のお世話が行き届いてい

る。相談など話しやすくて助かって

います。

あいさつを基本に、利用者の皆さ

んとコミュニケーションを大事に

引き続き努めていきます。相談が

あればお気軽にお声かけくださ

い。

1

8

こちらのお願い事など気持ち良く受

けて頂けるので安心して頼め有難い

です。（印刷・コピーなど）

1

9
以前から利用し、皆が満足していま

す。

引き続きご利用しやすい環境づく

りに努めていきます。
1

10
利用させていただいて助かっていま

す。
1

11
駐車場が無料で利用できるのが良

い。
1

12 安い料金で陶芸ができる。 1

13
3 時間程の講座ですが自由に施設を

使っております。
1

14 使いやすいです。 1

15 普通より良い。 1

16 陶芸窯があるところ。 1

17

数年前の要望に対応してくださって

感謝しています。

ご意見をいただきありがとうござ

います。皆さまからいただきまし

たご意見は、サービス向上と今後

の施設運営に活用させていただき

ます。

1

18 地域住民や高齢者が利用する施設。 笑顔と交流の拠点施設として、貸

館や生活上のさまざまな相談、各

種イベントや講座を行っていま

す。近隣住民の福祉と文化の向上

に寄与し、子どもから高齢者まで、

安全・安心して利用出来るサービ

スの提供に引き続き努めていきま

す。

1

19

今まで仕事をしており、地域の事に

は関わっていませんでした。友人の

誘いで月 2～3 回使用するようにな

り、色々な活動をされていることを

知りました。又、5～6 年前には相続

問題で法律相談を利用させていただ

き解決のきっかけを作っていただい

たのは大変良かったことだと思って

おります。

1

20

地域にふさわしい活動が伝わるの

と、活気のある事を感じるので今の

ままでＯＫですが、年齢を越えたコ

ミュニケーションが実現するかは楽

しみ。

1

21
利用する事は殆どありませんが月一

度、来館する時にいつか利用したい
1



２．改善すべきと思われたことについて

と思う事が多々あります。

22

いつも掃除がいきとどいていて、と

ても気持ち良く使わせていただいて

います。

毎朝、全館を清掃してから、皆さ

んにご利用いただいています。利

用者みなさま方のご協力のおかげ

と考えます。

1

23
多目的室が清潔で利用しやすいで

す。
1

24
工芸室の備品が充実していて作業し

やすい。清潔である等良い点が多い。
1

25
和室が清潔で気持ち良く使用させて

頂いています。
1

26 駐車場があり綺麗。 1

27

地域住民や高齢者が利用する施設。 地域住民の福祉と文化の向上に寄

与し、子どもから高齢者まで、安

全・安心して利用出来るサービス

の提供に引き続き努めていきま

す。

1

28 余り良い印象はありません。 安全で快適な、より一層の満足に

ご利用いただけるセンターづくり

に努めていきます。

1

29
月 1 回の利用ですのでそんなに印象

はありません。
1

30 特になし 2

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

相談室の電気が少し暗いように思い

ますので、もう少し明るくして下さ

い。

照明器具が故障しています。

相談室にふさわしい部屋づくりを

検討します。

1

2
分室の照明器具が旧式である。ＬＥ

Ｄ照明に切り替えを要望します。

本館を含む全体のＬＥＤ化を担当

課と相談します。
1

3 陶芸窯の改善。 5 月に業者による点検・修理して

いただきました。今後も安全に利

用いただけるように、点検・修理

をしていきます。

また、利用者の皆さんで話し合っ

ていただいてガス窯の導入を決め

たので、電気窯の導入は検討して

いません。

1

4

陶芸の窯は、現在ガス窯ですが電気

窯だと自動で焼きあがり、火もでな

いので、一日中、火の番をしなくて

安全だと思います。 1

5

全体的に満足ですが、工芸室の椅子

をせめてパイプ椅子にして下さい。

工芸室ですので作業性がよい丸イ

スを設置しています。背もたれが

ついた椅子が必要な場合は窓口に

お声掛け下さい。2 階倉庫にある

椅子をお貸しします。

1

6

高齢者が多く使用する為、トイレを

洋式に変えてほしい。

洋式トイレは各階に設置していま

す。洋式・和式トイレの表示をし

ており一番奥が洋式トイレです。

1

7

大会議室と和室の壁一面又は移動式

鏡面の設置を希望します。（フラダン

ス利用者）

安全性等から改修を要する箇所が

あれば早急に対応いたします。そ

れ以外の改修や備品購入につきま

しては費用面等から出来ない場合

もありますのでご理解をお願いし

1

8
ビデオを見るのにテレビを置いて欲

しい。（工芸室利用者）
1



9
ピンマイクがあれば良いと思いま

す。

ます。
1

10
会議室にアップライトのピアノを設

置して欲しい。
1

11

調理室の冷蔵庫のスイッチは前日に

は入れておいて欲しい。当日では間

に合わない。

料理実習室の稼働率の関係から電

源を切らしていただいておりま

す。前日から電源を入れて対応し

ます。

1

12

人権文化センターの「文化」は多く

のサークル・団体の活動がやられて

いる印象。「人権」はどんな活動か見

えにくい。就活の助力・講演会・人

生相談・見える広報等もっとＰＲが

必要。

住民相互間の交流の拠点施設とし

て、貸館や生活上のさまざまな相

談、各種イベントや講座を行って

います。

住民ニーズも取り入れ、持込企画

等、様々な講座を企画・検討して

いきます。

1

13
利用者を増やす取組みとして、文化

講座を増やす。
1

14

利用者を増やす取組みとして、利用

しているサークル・団体による説明

会や内容紹介、講座を開催。

6 月には桜ヶ丘文化展（グループ

作品展・発表会）を行っています。

グループ活動の発表の場として、

一つでも多くのグループが参加出

来るよう参加方法を検討します。

1

15
利用者を増やす取組みとして、文化

展に一般参加を認め、対象者を拡大。
1

16

利用者を増やす取組みとして、館内

にレンタル観葉植物で癒しの空間造

り。2 階ロビー利用。

窓口横の花瓶やセンター入口のプ

ランター、花壇は清掃のスタッフ、

近隣住民の皆さんのご協力でお花

を飾っています。

2 階ロビーは管理上から椅子等を

設置する予定はありません。

1

17

学習室の着席する座席を以前のよう

に選べるように戻して欲しい。視力

が悪い人は暗い所や逆に太陽が当た

るところは目に負担がかかってしま

う。エアコンの送風が直接当たる場

所、前面が壁の一番前の席、出入口

ドアの近くの席は、人によってつら

いです。人によっては利用を控えな

ければならない状況です。

指定席で視力等にご負担がかかる

場合は、その事を事務所窓口にご

相談下さい。空席がある場合は対

応します。

1

18

学習室のブラインドが途中で引っか

かり、西日が目に直接あたり、ブラ

インドの役割が果たしていない。

ご不便をおかけしていました。ブ

ラインドは修繕済みです。

照明につきましては照明器具内で

蛍光灯が切れていました。その為、

暗くなっていました。蛍光灯交換

済みです。ＬＥＤ化につきまして

は予算措置や費用等の検討も含

め、判断します。

1

19

学習室の照明が暗く感じる。省エネ

で明るいＬＥＤの蛍光灯にして欲し

い。 1

20 夜間学校の開校。 近隣住民の福祉と文化の向上に寄

与し、子どもから高齢者までが参

加出来るようなイベントの参考に

させていただきます。住民ニーズ

も取り入れ、持込企画等、様々な

講座を検討していきます。

1

21

人権文化センターである為、国際交

流の場を設けてほしい。
1

22 以前から活動してきたので優遇があ 公の施設として利用者の平等公平 1



ればと思います。他の団体と重複し

て部屋が利用出来ない。

を原則に対応しています。ご理解

の程お願いします。

23

公共施設予約システムの改善（年間

予約できるようにして欲しい）

システムの運用上、大幅な改善は

難しいですが、利用者からのご意

見として箕面市に報告させていた

だきます。

1

24

抽選申込みをし、抽選確定後、当選

確認を問い合わせるだけで当選確定

しないのは何故ですか？使わないつ

もりなら問い合わせたりしないので

すが。

毎月 11 日に抽選結果がでます。

11 日～18 日までの間に利用者が

抽選結果を確認し、その際に当選

している場合は、当選申請又は当

選辞退をお願いします。当選され

ていて、辞退される方もおられま

す。

1

25

ヒューマンズプラザ主催行事等で部

屋を予め抑えられる場合、最終的に

使用予定が無くなった場合は、後か

らでも部屋を開放して使用出来るよ

うにして欲しい。

センター主催行事で予め抑えた部

屋で、最終的に使用しない場合は、

予約を出来るように開放していま

す。

1

26

もう少し、サークル・団体を知らせ

る方法を増やして欲しい。

1 階廊下にサークル紹介の掲示板

を設置しています。桜ヶ丘だより

でも配布しました。又、6 月には

桜ヶ丘文化展（グループ作品展・

発表会）を行っています。グルー

プ活動の発表の場としてご参加く

ださい。

1

27
飲料自販機に温かい商品も用意して

欲しい。（涼しい時期に）

ご意見ありがとうございます。自

販機設置業者に伝えます。
1

28

事務所の顔ぶれがいつも違うのは何

故？

職員勤務がローテーションの為、

日によって対応する職員が変わり

ます。

1

29

月曜日と祝日が重なる場合の開館は

必要ないと思います。月曜日が休館

というのが定着しているので、その

ままで良いと思います。交流スペー

スが学生のたまり場化している時間

帯があるので、夜間は 8 時までのオ

ープンで良いと思います。

条例により月曜日が祝日と重なる

開館は平成 27 年 5 月より実施し

ています。1 階ロビーはどなたで

もご利用いただけるスペースとし

て設けています。みなさんが気持

ち良く利用できるよう、必要に応

じて声かけします。

1

30
アンケート内容を今後に活かして欲

しい。

安全で快適により一層満足にご利

用いただけるセンターづくりに努

めていきます。

1

31

いつも利用させて頂き、ありがたく

思います。今後とも、今まで通り宜

しくお願いします。

1

32 特になし 7

33

期待した事はないが図書館があるの

で来ている。本が古い、新しい本を

どんどん入れて欲しい。

ご意見ありがとうございます。図

書館に伝えます。 1


