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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
企画している人の熱心さに支えら

れて嬉しい。
１

2 スタッフが親切。 ２

3

印刷室を利用した際に何度か往復

してチラシを持ち帰ろうとした

時、台車を貸していただいたり、

持ち帰りやすいように様々なアイ

デアを出してくださる職員の方が

いました。

人の困り事に対して真摯に向き合

って下さる人がここにいるんだと

とても安心しました。

また利用したいと思います。

１

4 何ら不都合を感じていません。 １

5

（うたごえ喫茶事業の参加者）

展示コーナーでピアノをひきなが

ら歌を歌っていたので、１階入り

口で歌うと、図書館利用者の方は

どう思うのだろうかと気になりま

す。

図書館利用者の方の理解もいた

だきながら実施しています。ま

た１階の展示コーナーでは、う

たごえ喫茶のほか、よりみちコ

ンサートも実施しています。

１

6
利用している人に聞いてるとおり

だった。
１

7

イベント等がたくさんあるので、

利用してみたいと思える施設だと

思います。

１

8 気になる講座がない。
利用者アンケート等を通じてニ

ーズ把握等に努めます。
１

９ 車で来づらい

駐車スペースを拡張することは

実際上難しいです。拡張できた

としてもいたちごっこが想定さ

れます。

今年度の８月より、箕面市立か

やの中央駐車場が廃止されたた

め、今後、今にもまして車での

来館が難しい状況となることが

予想されます。

来館者には乗り合いや公共交通

機関での来館をお願いしている

ところです。

１



項 ご意見（要約） 考え 件数

10

（以下、おひさまルーム利用者）

昔から利用させていただいていま

すが、利用目的が変わっても、い

つも気持ちよく、楽しく利用させ

ていただいています。

１

11 児童館がとても親切で清潔なので

安心して利用できる。
１

12

土日以外、毎日おひさまルームが

開いていて助かります。スタッフ

の方の対応も良く、子どもも遊び

に行くのを楽しみにしています。

図書コーナーも本がたくさんあ

り、ほど良い広さなので小さい子

を連れて利用しても見失わなくて

安心。

ぴあぴあ食堂（らいとぴあ事業）

も興味があり、一度利用してみた

いと思います！

ぴあぴあ食堂は、現在、小学校

の長期休みにあわせての実施と

なっています。実施の際は、お

ひさまルームにもチラシを置く

等、工夫したいと思います。

１

13
駐車場から近いので来やすいで

す。
１

14

全体的に暗い（古い）イメージが

ある。

少し暗いイメージ、雰囲気

館内全てではないが蛍光灯を

LED に変更するなどのハード面

での対処を実施しています。

館内が暗すぎることがないよう

に、照明の点灯を調節します。

１

15

用事があり、おひさまルームと図

書コーナーを目当てに来場してお

ります。

ここに来ると、子どもとゆっくり

触れ合えるので、とても助かりま

す。

１

16

子どもが生まれてから、おひさま

ルーム、図書館のみの利用です。

おひさまには、保育士さんが常駐

して話し相手になってくれるこ

と、子どもの成長を一緒に見てく

れる感じがあり有難いです。

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

1
月極で貸りられるようなロッカー

があれば便利だと思います。
館内のスペース上困難です。 １

2 駐車場が狭い。

駐車スペースを拡張することは

実際上難しいです。拡張できた

としてもいたちごっこが想定さ

れます。

今年度の８月より、箕面市立か

やの中央駐車場が廃止されたた

め、今後、今にもまして車での

来館が難しい状況となることが

予想されます。

来館者には乗り合いや公共交通

機関での来館をお願いしている

ところです。

１

3 満足 １

4
１階トイレの洋式がシャワートイ

レになったらいい。

現在のところ改善する予定はあ

りません。
１

5
ホール使用料を安くしてくださ

い。

市内公共施設の同程度の施設よ

りは安価であるため安くする予

定はありません。

（参考）箕面文化・交流センタ

ーの大会議室

AM：3,690 円、PM 及び夜間：

4,920 円

１

6

多目的室は携帯電話の電波がな

く、外と連絡が取れないため、

Wi-Fi を飛ばす等改善してほし

い。

館の構造上、多目的室の電波が

弱いのは仕方ないことなので了

承していただきたいです。また、

Wi-Fi の設置は財政上難しいで

す。

１

7
視聴覚室の設備（映像機器等）が

使えないのを改善してほしい。

プロジェクターは利用者のかた

に持参いただいています。設備

の更新等については、市と協議

して検討します。
１

8
ホールの窓側カーテンの汚さ、古

さ

市へ予算要求しています。
１



項 ご意見（要約） 考え 件数

9

ポールの不備なところ

自販機の品切れ

エアコンの掃除もお願いしたいで

す、ホコリがすごいです。

不備ある備品等については、早

く対応できるよう善処します。
１

10
（以下、おひさまルーム利用者）

駐車場の充実。

駐車スペースを拡張することは

実際上難しいです。拡張できた

としてもいたちごっこが想定さ

れます。

今年度の８月より、箕面市立か

やの中央駐車場が廃止されたた

め、今後、今にもまして車での

来館が難しい状況となることが

予想されます。

来館者には乗り合いや公共交通

機関での来館をお願いしている

ところです。

８

11

自転車置き場から入り口まで雨の

日ぬれないように屋根があると助

かります。
財政上難しいです。 １

12

駐車場が一杯の時の対応の仕方が

良くないと思います。

すぐ近くの駐車場を地図を使って

案内するとか、有料パーキングと

提携して無料にするとかしてほし

いです。

単に「移動してください」では、

来るなと言われているのと同じよ

うなものです。場所も奥まってい

て車では入りにくいので、特に思

います。

意見を参考にし、全ての職員が

適切に対応できるようにしま

す。

らいとぴあ周辺にはコインパー

キングや市営駐車場がないため

に、ご利用のみなさまには乗り

合いや公共交通機関での来館を

お願いしているところです。

なお路上駐車は、警察取り締ま

りの対象となります。

１

13

もう少し明るい雰囲気だと嬉し

い。

子どもが当初、入館をこわがった

ので。

照明を適切に点灯するよう善処

します。
１

14

トイレがもう少し明るく、新しい

ものになれば更に利用しやすいな

…と思います。

対応を考えます。 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。項番４の末尾をご参照ください。

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

予約の多いベストセラーや、何冊

も購入するのはやめて、限られた

予算を有効に使ってほしいです。

本屋さんがやっていけなくなるの

も心配です。

図書コーナーの職員に伝えま

す。
１

2
（以下、おひさまルーム利用者）

駐車スペースの拡充。

駐車スペースを拡張することは

実際上難しいです。拡張できた

としてもいたちごっこが想定さ

れます。

今年度の８月より、箕面市立か

やの中央駐車場が廃止されたた

め、今後、今にもまして車での

来館が難しい状況となることが

予想されます。

来館者には乗り合いや公共交通

機関での来館をお願いしている

ところです。

１

3
平日に親子の催しがもっとあれば

うれしいです！！
（※） １

4
子ども（未就園児）向けの催しも

の。
（※） １

5
親子で遊べるような講座があると

たのしいです
（※ １

6

子ども向け（未就園児）のイベン

トがもっと増えたらありがたいで

す。

（※）

7

子供達が集まりやすい建物にして

ほしい。

（イベントではなく、いつでも）

（※）

8

図書コーナーに、座敷スペースの

様なものがあると、試し読みがし

やすくて助かります。

ソファやイスだと赤ちゃん連れで

は読みにくくて…。

（※） １



４．その他、自由意見について

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

いつもお世話になっております。

ありがとうございます。

今後もよろしくお願いします。

１

2
車の停め方 (車で来る方の利便性 )

を考えて下さればと思います。

公共交通機関での来館をお願い

し、車で来る場合は乗り合いで

お願いするよう対応します。

８

3

ジュース類等をこぼされた方々に

言いたいのですが、床がベタベタ

になるので、こぼされたら責任を

持ってキレイに拭いておいてほし

いです。

はり紙でも貼ってくだされば有難

いです。

飲食可能な部屋にはり紙をする

ようにします。
１

4

うたごえ喫茶に関して、６月より

場所が１Fの展示コーナーに変更

になりましたが、机がないとお茶

を飲んだり筆記するのに不便を感

じました。

会費の面からと思いますが、場所

は以前の様に広々としてる方が、

歌うのも楽しく思いました。

今年度からは、らいとぴあで

様々な事業が実施されているこ

とを来館者に見えるようにする

ために場所を変更したもので

す。

１

5

働かれている方がよく替わってい

るイメージがあります。

労働環境がよくないのか、本人の

ステップアップのためになのかは

分かりませんが、若い方も含めて

ながく働くことが出来る環境はと

ても必要なことだと思います。

素敵な職員さんが沢山いらっしゃ

るらいとぴあがもっと素敵な場所

になりますように。

１

6

図書コーナーの雑誌ですが、図書

館ごとに決めてしまわないで、バ

ックナンバーを他の図書館に何ヶ

月ごとに置くとかしてみてほしい

なと思います。

現物を見て、いろんな雑誌がある

ことを知りたいです。

（※） １



（※）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。項番４の末尾をご参照ください。

【参考】

7

（以下、おひさまルーム利用者）

おひさまルームと図書室利用が主

ですが、小さな子の遊び場所とし

ては満足しています。

（※） １

8

いつも親切にしていただいて、母

子ともに遊びに来るのが楽しみで

す。これからもよろしくお願い致

します。

（※） １

9

利用しやすいです。先生もいつも

親切にしてくださるので、親子と

もまた行こうと思う気になりま

す。

（※） １

10
おひさまルームは大変すごしやす

く、いつも利用させて頂いてます。
（※） １

図書コーナー

回答

ベストセラー本の購入につきましては、予約者数とその待ち時

間を考え、できるだけ速やかにお読みいただけるよう配慮しな

がらも、適度な冊数となるよう、購入冊数に上限を設けており

ます。また、図書館として「知的財産を次世代に残す」という

使命からも、人気のある本のみではなく様々なジャンルの本を

購入しています。

座敷スペースにつきましては、現状で設けるのは困難なため、

全体のレイアウトを見直す機会があれば検討したいと思いま

す。ご了承ください。

雑誌につきましては、定期的に全館の雑誌のバックナンバーを

集めて、展示パネルに並べています。どうぞご利用ください。

おひさまルーム

回答

子育て支援センターでは、未就園児とその親を対象に、自由に

遊べる場や、子育てについて一緒に考え、学ぶこともできるプ

ログラム等も実施していますので、お気軽にご利用ください。

今後は、さらに未就園児とその親が参加できる機会が増えるよ

うに、らいとぴあと協働でプログラムやイベントを実施してい

くことについても検討していきたいと考えています。


