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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

多目的ホールの利用が多い。部屋の

予約がスムーズに出来て良い。

ありがとうございます。施設を気

持ち良く利用できるよう、今後も

努めていきます。

1

2
職員の方が活動に対してとても協力

的で助かっています。

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。

1

3
皆さんが非常にフレンドリーで優し

い。
1

4

職員の方がいつも声をかけていただ

けるので親しみがもてます。安心し

て相談できるので嬉しいです。

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

5

気軽に相談に応じてくださり、アレ

ンジも可能な事もあり助かっていま

す。

1

6

文化展の際に職員の方の親切さに感

心いたしました。本当にありがとう

ございました。今後ともよろしくお

願いします。

文化展にご参加いただきありがと

うございます。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。

1

7

職員の方の対応も良く、予約もネッ

トで出来るようになったので利用し

やすくなりました。

公共施設予約システムをご利用い

ただきありがとうございます。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。

1

8
年ごとに整備され、綺麗になった。

職員の方々の努力に感謝します。

ありがとうございます。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

9

アットホームで身近な存在で、気軽

に立ち寄れる。地域に溶け込んでい

る。イベント等が多い。

1

10
近くて利用しやすい。

1

11
調理実習室が使いやすい広さで良

い。
2

12
工芸室の使い勝手が良い。

1

13
毎月 1 回の利用ですがいつも清掃を

されております。
1



２．改善すべきこと、今後取り組んだほうがよいと思われたこと等。その他、自由意見

について

14

公共の施設で無料駐車場があるのは

とっても有難いです。今後も維持し

ていただけるようお願いします。

1

15
良かった。

1

16

利用がしやすく、適度に清潔に保た

れていて利用者としては、とても満

足です。

ありがとうございます。スタッフ

としてとして努力していますが良

い印象をもたれたのは、利用者や

地域のご協力のおかげと考えま

す。

1

17
鏡があった。（多目的室） 鏡は多目的室のみ設置されていま

す。
1

18

様々な講座がもう少し多かったら… 住民のニーズも取り入れ、持込企

画等、様々な講座を検討していき

きます。

1

19

利用人数が多くなり部屋が狭い。(太

極拳で主に多目的室を利用)

部屋の大きさでご不便をおかけい

たします。人数調整でのご利用を

お願いします。

1

20

市民の自己啓発・文化・教養を向上

させる場。

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・安心して利用できるサービス

の提供に引き続き努めていきま

す。

1

21

どんな活動をしているのかわからな

い。

住民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。

それらをご理解いただけるよう、

ＰＲに努めます。

1

22

楽しい所。仲間と仲良く過ごせる場

所。図書館は便利に使わせていただ

いています。

ご意見ありがとうございます。図

書館に伝えます。 1

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

5 月の気温 30 度で暑かった日に、

学校の帰りに学習室に寄りました

が、冷房が入ってなくとても暑くて

集中して勉強が出来ませんでした。

空調管理に気をつけて注意してい

きます。

エアコン設定温度は節電の取り組

みもあり 28 度で調整しています。

1



窓は全開ですが蒸し暑さでとても勉

強が出来る環境ではありません。お

願いですので 28 度を超える日は、

冷房を入れて下さい。

又、当センターは 7 月 1 日から 9

月 30 日まで、立ち寄り型クール

スポットの対象施設でもあります

ので、市民の方が快適に涼んで頂

けるよう 1 階ロビーの温度管理に

注意します。

ブラインドに関しましてはご不便

をおかけしていました。修繕済み

です。
2

暑い日に学習室に冷房を入れてくだ

さるので利用者として有難いです。

只、冷房の設定温度が低過ぎ、1 時

間もすると冷え過ぎて寒かったで

す。設定温度は 26 度程度にお願い

します。又、夕方の西日が窓側だと

直に当たるので、ブラインドを修理

してください。

1

3
今のままでも良いのですが、学習室

をもう少し綺麗にして欲しいです。

施設の清潔さを維持する為、より

丁寧な清掃に努めます。
1

4

10 時まで学習室を開けて欲しい。

学習室が 21 時に閉まってから 22

時までのロビーで勉強をするのです

が、30 分だけでも学習室の利用時間

を増やして欲しいです。

利用者のご要望に基づき、平成 25

年 11 月から開室時間を 21 時ま

で延長しました。それ以降は、安

全面から時間延長は考えていませ

ん。

2

5
部屋によって冷房の効き方が一定で

ない。

年 2 回、夏と冬に業者に空調設備

の保守点検をしていただいていま

す。部屋ごとの能力量は問題なし

で、点検結果は良好と報告を受け

ています。猛暑日などは利用の少

し前から電源を入れて対応しま

す。

1

6

会議室の冷房が効きにくいので改善

して欲しい。

2

7
多目的室の鏡を大きくして欲しい。

多目的室の鏡を増やして欲しい。

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

ます。

3

8

和室や会議室等は着付けや踊りにも

使うので、鏡があったほうがよい。

和室にも鏡が欲しい。ダンスの練習

なので鏡を備えた部屋を増やして欲

しい。鏡が片面 2/3 以上ある部屋が

欲しい。

4

9

体操やダンス系の利用者の為に、移

動式でもよいので鏡を設置して欲し

い。

1

10
大会議室の床をフローリングにして

欲しい。

大会議室の主な利用方法は会議や

講座が多く、机・椅子の移動が多
1



い事からフローリングに改修する

予定はありません。

11

多くの人が利用されますので器具・

備品の管理は難しいと思いますが修

理等もよろしくお願いします。

設立して 24 年経過して経年劣化

してきています。指定管理者と市

でリスク分担を決めていますの

で、それに基づき対処します。

1

12

料理実習室の鍋・フライパンが綺麗

に洗えていない事が時々あるので点

検して欲しい。次に使うグループが

気持ちよく使えるように利用者の方

も心掛けて欲しい。調理器具は元の

場所に戻してほしい。ボウルが最近

少なくなったので、あと 3～4 個は

買って欲しい。

掲示物等で周知を図り、利用者同

士の協力を得て、お互いが気持よ

く利用できるように努めます。

利用頻度が高く必要な器具で不足

しているものは購入を検討しま

す。

2

13

調理実習室の器具等をもう少し充実

して欲しい。

備品購入に関しては予算措置や利

用頻度等の検討も含め、判断しま

す。

1

14

工芸準備室の置きスペース拡大あり

がとうございました。とても助かり

ます。（陶芸グループ）

陶芸グループで利用していたスペ

ースをグループ数で分割させてい

ただきました。スペースに限りが

ありますので、整理して効率よく

ご利用ください。

1

15

1 階交流スペースで小学生などが多

少うるさいのは良いのですが、たま

に叫ぶような子どももいるのでそう

いった子どもたちへの対策をしてい

ただきたいです。

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

をします。

1

16

1 階ロビーの照明をもう少し明るく

して欲しい。

節電への取り組みから調整してい

ますが、人の出入り等を考慮して

対応してみます。

1

17

毎月の定例実施のサークル（部屋取

り）は、抽選ではなく、固定枠で使

用できる様な予約方式にして貰いた

い。

施設を定期的に利用する団体は予約

申し込みで利用が確実に出来る方法

を取り入れてください。

公の施設として利用者の平等公平

を原則に対応しています。ご理解

の程お願いします。

2

18
料金の引き下げ、予約ホームページ

の改善を望む。

料金の引き下げは困難です。シス

テムの運用上、大幅な改善は難し
1



いですが、具体的に改善点をお知

らせいただければ利用者からのご

意見として箕面市に報告させてい

ただきます。

19

施設利用の際に第 5 週目まである月

が続くと予約出来ない時がある。

公共施設予約システムの抽選申込

は 4 つまでしか申込み出来ませ

ん。ただし抽選結果確定以降は、

施設が空いていればいくつでも予

約が出来ます。

インターネットからの申込み方法

などで判らない事があれば街頭端

末機を使ってご説明させていただ

きますのでスタッフまでお気軽に

お声掛けください。

1

20
駐車場は開館時間までに開けておい

てください。

開館時間の 30 分前には開けてい

ます。
1

21

駐車場の利用がもう少し出来れば。

駐車場がいつもいっぱい。

用地の確保が困難なので満車の場

合は近隣の有料駐車場を利用して

ください。出来るだけ公共交通機

関にてお越しください。

2

22

多目的室を利用していますが、本館

利用の方で駐車スペースが全部埋ま

っている事があるので、1～2 台分は

多目的室用に開けて欲しいです。地

面にペンキで書くとか。

駐車場はヒューマンズプラザ・図

書館・いこいの家と共有であるの

で困難です。満車の場合は近隣の

有料駐車場を利用してください。

1

23

春のこどもカーニバルの内容をもう

少し工夫して欲しい。（3 年程、変わ

っていないように思います。）

春のこどもカーニバルは実行委員

会形式になっています。実行委員

会で伝えさせていただきます。そ

の他に提案などがあればお知らせ

ください。

1

24

利用者がルールを守り、スタッフの

良いアドバイスや協力を得て気持ち

良くサークル活動が出来れば活気づ

くと思います。

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い

ただければと思います。スタッフ

も協力に努めます。

1

25

池田市でも畑地区・緑丘地区の人は

買い物ついでに利用しやすい場所な

ので、この地区の人も準じた形で利

箕面市でも西部に位置し、隣接す

る池田市の利用者も多いですが設

置目的に従って運営しておりま

1



用しやすくなればと思います。トイ

レも綺麗にされていますが今後も更

にトイレを綺麗にされたら使いやす

くなると思います。

す。

トイレの清潔の維持を含め、皆さ

んにご満足いただけますよう努め

てまいります。

26
お部屋を貸していただき大変助かり

ました。ありがとうございました。

ありがとうございます。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

27

いつも気持ちよく使わせていただい

ています。ありがとうございます。

いつもお世話になりありがとうござ

います。

2

28
満足しています。

1

29
特になし。

3

30
図書館機能の充実。開館時間、コー

ナーの充実。

ご意見ありがとうございます。図

書館に伝えます。
1


