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１． 総合的な印象について

≪全般≫

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・他の自治体の様子は知らないけれ

ど、この辺では最高の施設だと思っ

ています。

・館内は広々と明るく、床もバリア

フリーで清潔感もあり利用できる

ことに感謝しています。

・建物が明るく清潔、低価格の食堂

喫茶があり、風呂に無料で入れジム

やヘルストロンがある。各種教室の

数も沢山ある。市内で多世代交流セ

ンターのように、自由に使えるテー

ブル、椅子、ソファーがあり、何時

間でもくつろげる場所は他にはあ

りません。他の施設は、教室が終わ

ったらサッサと帰って下さいと言

わんばかりです。

・沢山の人と交流でき、楽しく過ご

せている。

・年金減額方向が強い時代に老人に

優しい施設と思う。箕面市政に感謝

です。

お褒めの言葉をいただきありが

とうございます。温かいお言葉は本

当に励みになります。より快適に、

より満足して過ごしていただけま

すように引き続き努めます。

23

2 ・高齢者を甘やかすな。戦後高度成

長を満喫し金もかなり貯め、その上

何でもタダで利用しているのに“よ

ごす、こわす、片づけない”。

・「官」の届かないところを「民」

が補って、よりよい施設になると思

っていたので期待はずれ。無料で飲

めるお茶が無くなった。公衆電話が

テレホンカードを使えないので不

便。

・ふれあい広場なのに、何かあると

いつまでも口うるさい。（うんざり）

・今後も利用者の意見等の窓口とし

てアンケートを年１回以上実施し

ていただきたいと思います。

・風呂のトイレ、脱衣室が清潔でな

毎日 300 名前後の方が利用され

ているので、考え方やご意見も様々

かと思います。お互いが譲り合い、

名実ともに多世代交流センター=ふ

れあいセンターにふさわしい機能

を発揮していけますよう、皆さまの

ご協力をお願い申しあげます。お困

りの状況や場面がございましたら、

ご遠慮なく事務室までご相談くだ

さい。松寿荘との運営方法の違い

（無料のお茶等）につきましては、

ご不便をお掛けいたしますが、ご了

承くださいますようお願いいたし

ます。

なお、お風呂の清掃につきまして

は、いっそう徹底した清掃に努め、

16



2

い。もう少しきれいにしてほしい。

・入浴時間を 16：30 まで延長し

て欲しい。

・土曜日の風呂を平常通りに。

十分に気をつけてまいります。入浴

時間の変更・延長につきましては、

当館オープン前に市との協議の結

果、松寿荘時代の入浴時間やバスの

時刻、終了後の片づけや清掃の点か

ら現行時間を設定しましたのでご

了解ください。

3 ・スタッフの皆さんが親切で好感の

持てる人ばかり、用のない時でも、

センターに来て明るい笑顔を見せ

て頂きたいです。

・受付の方が大変丁寧で好い感じで

す。

・利用者は自分勝手なので、事務所

の方々がすごく気を使って接して

いるのがわかります。

今後ともスタッフ一同、安心して

楽しく過ごしていただけますよう

に努めます。

6

4 ・松寿荘から移転してきた時は、ゆ

っくりする場所がなかったが、慣れ

ました。

ゆっくりとご利用していただけ

れば幸いです。

1

5 ・施設利用の仕方がまだわかりませ

ん。ゆずるバスの本数を１時間に２

本にしてほしい。

ご不明な点がございましたら、ご

遠慮なく事務室スタッフまでお尋

ねください。

ゆずるバスの運行につきまして

は、ご要望があることを市の関係機

関へお伝えいたします。

1

6 ・世代間交流とは名ばかりであまり

他のグループと交流するチャンス

がありません。

日常的な交流のみならず、各種イ

ベントなどを通じて、いっそうの多

世代交流が図れますように努めて

まいります。

1

7 ・新しいうちはきれいで気持ちが良

い、近くの人は便利で良いと思う

が、入浴料が無料というのはいかが

なものか。

いつまでもきれいな状態が保て

ますよう努めてまいります。入浴料

につきましては、様々なお考えやご

意見がありますので、必要な場合

は、市とも十分に相談してまいりま

す。

1

8 ・駐車料金が高く利用しづらい。 昨年 4 月より駐車料金の改定を

行い、利用者は１時間までは無料と

なり、以降 30 分につき 100 円と

して利用しやすくなったのではな

1
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≪喫茶・食堂≫

≪おひさまルーム≫

いかと考えています。一方でその結

果として、利用者の最大負担料金が

500 円となりましたが、満車状態

を防ぐための処置でもあり、他の公

共施設と比べても高額ではないと

考えておりますのでご理解をお願

いいたします。

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・親も美味しく食べられる食堂やパ

ン屋さんには毎日とても助かって

います。食堂のおかずを単品売りし

てもらえたら。毎日必ず買って帰り

ます。

・パン工房、喫茶もみじのスタッフ

一同の対応はなかなか好感が持て

る一生懸命さがよい。パンも美味し

いし、食事全般もとても金額的には

ガンバっていると思う。

・喫茶もみじは常連には親切、その

他の客には無視。

喫茶もみじは、箕面市母子寡婦福

祉会が運営しており、引き続き喜ん

でご利用いただけますように協力

してまいりたいと考えています。

食堂のおかずの単品売りにつき

ましては、その日可能な範囲では対

応しますので、ご遠慮なくお申し出

ください。

ご意見につきましては、責任者へ

お伝えします。

4

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・子どもが安全に遊べる工夫がして

ある。

・清潔なので小さな子どもがいても

利用しやすい。

・スタッフや先生方が皆親切で話し

かけやすく、声もかけて頂けるので

利用しやすいです。できれば日祝も

開いているとうれしいです。あとラ

ンチメニューを増やしていただけ

ると喫茶ももっと利用できるのに

なぁと思います。

・子どもが小さく指定された曜日に

行けないので、いつでも好きな時に

参加、遊べるようにして欲しい。

・出入口の自動ドアを改善してほし

今後ともスタッフ一同、安心して

楽しく過ごしていただけますよう

に努めます。

出入口の自動ドアにつきまして

は、毎日 300 人の方が出入りして

いる状況を考えますと、自動ドアの

改修（タッチ式）は難しいと考えて

います。いずれにいたしましても、

事故防止のため保護者の方が責任

をもってお子様の行動に注意を払

っていただきますようお願いいた

します。

利用日につきましては、平成 28

年度は臨時オープンスペースの日

を設けました。利用時間につきまし

7
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い。（勝手に飛び出ることがあるの

で、手で触れると開くとか・・）

・プレイルームを活用しています。

充実しているため人気があり、時期

によっては混雑しているので、利用

日、時間を増やして欲しい。

ては市の協議で決められており、変

更は難しいですが、来年度に月１回

臨時オープンの実施を検討してお

ります。
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２．改善すべきと思われたことについて

≪全般≫

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・自転車置場が少ない。雨除けの

ついた置き場がもっとほしい。

・駐車場がもう少し広い方がいい。

利用者の増加とともに、駐輪場の

満杯状況が慢性化しつつあり、ご不

便ご迷惑をお掛けしております。設

備の改修につきましては、市の判断

となりますので報告しています。

8

2 ・ヘルストロンの待合席に背もた

れが無いのでキケンです。従来通

りの場所に移動し新しいヘルスト

ロンの場所を変更してください

・ヘルストロンをよく受けていま

す。新しいヘルストロンも増えて

喜んでいますが、待合イス場所を

一考願えればと思います。危険を

感じます。

新ヘルストロンの設置にあたり

ましては、メーカーの意見も参考に

し、スペースの有効活用を考えた上

で現状の配置になりました。イスの

座面は十分に広く、横に手すりも付

いていますので、気をつけてご利用

いただければ大丈夫ではないかと

判断しておりますが再度検討しま

す。

２

3 ・クーラーの温度を下げ過ぎない

ようにお願いします。

原則、室温が夏期は２８℃以上、

冬期は１９℃以下の場合、エアコン

を入れています。設定温度は夏期２

６℃、冬期２１℃を基準としていま

すが、状況に応じて不快にならない

よう配慮しております。事務室へご

連絡いただければ対応しておりま

す。

2

4 ・運動の指導をしてほしい。

・老人になると按摩器もいいです

が、筋肉を鍛えることが大切と言

われています。リハビリセンター

で使っているような油圧式のトレ

ーニングマシーンを入れて欲しい

です。

健康増進室は、誰もが安心して気

軽に利用できる機器を用意してお

り、本格的な指導は想定しておりま

せんので、ご理解くださいますよう

お願いいたします。

なお、今年度中に新マシーンを導

入予定です。

2

5 ・小さくても良いのでゴミ箱を置

いてほしい。

ゴミ箱はオープン時に市とも協

議し、市のゴミ排出量抑制施策に沿

った施設としてゴミ減量の観点か

ら、持ち帰りをお願いしておりま

す。ご不便をお掛けしますが、引き

続きご理解とご協力をお願いいた

します。

1
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6 ・館内入口の手前角でのタバコは

不愉快です。

ご迷惑をお掛けしており申し訳

ございません。現状の変更を検討し

ましたが、適切な喫煙スペースの確

保が難しい状況です。今後も市の禁

煙施策の動向を注視してまいりま

す。

1

7 ・公衆電話は 100 円入れてもお釣

りが出ない。白電話を撤去して青

電話にしてほしい。

可能か否か、問題点はないか等検

討いたします。

1

8 ・電気の点けっぱなしの箇所の節

電方法を考えた方がよい。

自動点灯消灯でない箇所につい

ては、無人になる場合等、消灯に協

力をお願いしているところです。今

後ともよろしくお願いいたします。

1

9 ・2F ロビーは卓球台のせいかカー

テンも閉め、広いスペースが台無

し、テレビのあるロビー部分が暗

いので、配置替えを考えて欲しい。

ご提言有難うございます。オープ

ン時の全体のレイアウトの結果、現

状のようになっていますが、今後可

能な範囲での工夫を検討してまい

ります。

1

10 ・卓球同好会について、上手い人

も下手な人も平等に練習するよう

に指導してください。

ご意見は利用者協議会に報告し、

卓球同好会にも検討を依頼いたし

ます。

1

11 ・囲碁同好会について、トーナメ

ント戦の大会もいいが、全員総当

たり制のリーグ戦にしたら、上手

下手に関係なく利用できると思い

ます。何か月かかけて 20 局以上

対戦した人で勝率のよい人に賞品

を授与する等。

ご意見は利用者協議会に報告し、

囲碁同好会にも検討を依頼いたし

ます。

1

12 ・麻雀卓が少ない。 健康麻雀同好会の会員も増えて

おり、今年度中に１卓の導入を考え

ておりますが、室内スペースの問題

がありますので、囲碁・将棋の各同

好会と調整後になります。

1

13 ・同好会を増やしてほしい。

・懐メロ同好会の設置。

現在 27 の同好会が活動してお

り、部屋の稼働状況等を考えますと

これ以上増加させることは困難で

すので、既存の同好会をご活用くだ

さい。

2
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≪喫茶・食堂≫

≪おひさまルーム≫

14 ・硬直化した幼稚な組織の特徴の

1 つは、やたらに注意書き、貼り

紙が多いことです。放送、アンケ

ート、注意書きより直接対話こそ

大切です。

ご提言有り難うございます。出来

るだけ掲示物の精査に努め、可能な

限り言葉での交流を進めてまいり

たいと存じます。

1

15 ・トラブルを起こす人にはきつく

注意して下さい。来館者のマナー

が悪い。

・グループ同士のもめごともある

様なので、そんな話を聞くと行く

のをためらいます。

・今年は大きな事件が 2 つも起こ

り、皆楽しく来たいと思っている

のに非常に残念です。

ご心配をお掛けいたし申し訳ご

ざいません。今後も多世代交流の場

として、皆さんがなごやかに過ごし

ていただけるよう、防犯カメラの設

置、警察官の立ち寄り強化、スタッ

フによる館内巡回など安心安全の

確保に努めてまいります。

10

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・喫茶コーナーのランチは、日替

わりではなかなか１人では作れな

いものがあって、いつも楽しみに

しています。

・食堂のごはんの改善を。

・食事も子ども向けにお願いすれ

ば、お弁当にしてもらったり出来

るので楽しみにしています。

喫茶もみじは、箕面市母子寡婦福

祉会が運営しており、ご意見につい

ては責任者へお伝えいたします。

子どもメニューにつきましては、

ニーズが少ないので難しいですが、

おひさまルームでお食事がとりや

すい様に、ランチの弁当パック詰め

も用意しておりますので、どうぞご

利用ください。

3

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・小さい子どもをたくさん入れて

上げてください。

・外の芝生スペースにベンチを設

置して欲しい。（妊婦や体調不良の

母親が、外で遊ぶ子どもを見守る

ため）

・近くに父や母がいないので、も

っとおばあちゃんたちと触れ合う

機会があれば嬉しいです。

・箕面市在住の人しか遊べない時

があるのが残念です。誰でも使用

ご意見ありがとうございます。大

型遊具の設置を予定しており、また

ベンチの設置も現在検討中です。

定期的に高齢者の方に絵本の読

み聞かせをしていただいたり、出し

物もしていただきました。今後もふ

れあう機会を増やしていきたいと

考えています。

箕面市立のため、利用者の制限が

あることはご了承ください。なお、

プログラムの中でも「歯科衛生士の

5
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できるようにしてほしい。プレイ

ルームの利用時間を長くしてほし

い。

お話」は市外のかたでも参加してい

ただけます。
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３．今後、取り組んだ方が良いと思われたことについて

≪全般≫

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・新しいゲームの取り入れ、ダー

ツやフリーテニスなど。

・年 1～2 回 1 階の広場にて高齢

者向けの運動講習があれば幸いで

す。

・どんどんイベントを増やして発

信していくことを願う。

・笑いヨガの回数を増やして欲し

い。

・ラジオ体操の回数を増やしてほ

しい。

試行的に「多世代ダーツの集い」

を 10 月に予定しており、結果を見

て来年度以降も継続して実施でき

るか検討いたします

広場での運動講習も来年度に向

け、現在検討中です。決まればお知

らせいたしますのでどうぞご参加

ください。笑いヨガにつきまして

は、講師の先生はボランティアで実

施していただいており、要望はお伝

えいたします。

ラジオ体操は、現在毎朝９時 30

分に行い、5～10 名位の参加をい

ただいています。現段階では、回数

増の予定はございませんので、ご理

解ください。

9

2 ・駐車料金が一日 500 円は高い。 昨年４月より駐車料金の改定を

行い、利用者は１時間までは無料と

なり、以降 30 分につき 100 円と

して利用しやすくなったのではな

いかと考えています。一方でその結

果として、利用者の最大負担料金が

500 円になりましたが、満車状態

を防ぐための処置でもあり、他の公

共施設と比べても高額ではないと

考えておりますのでご理解をお願

いいたします。

5

3 ・お風呂の湯はどのくらいの頻度

で替えているか。

・風呂マット、座布団を日光に当

ててほしい。

・風呂等を有料にして清掃要員を

確保する。

・湯船の温度を 38～39℃、シャ

ワーの温度を 40～41℃にして欲

しい。

当施設の浴槽水のタイプは循環

浴槽水（連日使用型ですが）、少な

くとも１週間に１度は完全換水を

実施しています。また、毎日３回残

留塩素濃度の測定や年２回レジオ

ネラ菌検査も実施し、衛生管理に努

めております。

湯温は 41℃を基準として、季節

や外気温に合わせて調節しており

ます。

5



10

≪喫茶・食堂≫

≪おひさまルーム≫

４．その他、自由意見について

4 ・南海地震を想定した避難訓練を

してほしい。

毎年１月 17 日（前後）に避難訓

練を実施しておりますのでご参加

ください。また９月１日（前後）に

は、大阪 880 万人訓練の放送を入

れ、防災意識の高揚に努めていま

す。

1

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・食堂の料理のアレンジで青魚料

理を増やして欲しい。

・時々しか来ないが利用する人が

少ない様に思う。手作りの食事も

パンも安くて美味しいので、もっ

と宣伝広告すべき。（他の施設では

冷凍食品が多い）

・もみじの定食をいただいて大変

美味しく思っており楽しみにして

来ます。

・喫茶メニューの中に子ども用メ

ニューがあれば嬉しいです。

喫茶もみじは、箕面市母子寡婦福

祉会が運営しており、引き続き喜ん

でご利用いただけますように協力

してまいりたいと考えています。

魚料理につきましては、週に 2～

3 回提供しております。また、冷凍

食品は使用しておりません。

子どもメニューにつきましては、

ニーズが少ないので難しいですが、

おひさまルームでお食事がとりや

すい様に、ランチの弁当パック詰め

も用意しておりますので、どうぞご

利用ください。

4

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・子育て、子どもに関する行事を

もっとたくさん増やして欲しい。

・プレイルームに来てよかったで

す。食堂利用したがメニューがよ

かった。

人形劇、親子コンサート、流しそ

うめん参加等を今年度新たに開催

いたしました。今後も皆で楽しめる

ような企画を考えていきたいと思

います。

2

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・トイレがすごく美しく清潔感が

維持されている。温水が出るのも

嬉しい。

・各トイレに便座を拭く消毒用シ

ートを置いて欲しい。

皆さんのご協力で清潔にトイレ

が保たれています。消毒用シートは

費用的にも困難ですので、必要に応

じてご持参いただければと思いま

す。

3
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2 ・毎日、ロッカーを利用する人に

は注意すべきだと思います。

貴重品ロッカーは入浴時だけの

限定で貸し出しています。数に限り

もありますので、できるだけ貴重品

は持参されないようにお願いして

いるところです。

２

3 ・豊中の人もこのセンターを利用

しています。住所は証明書等で確

認されていますか。黙認していま

せんか。

昨年４月より磁気カードに変更

になりましたが、今後も不正入館や

不正利用がないように気をつけま

すが、食事だけの利用や貸館等で他

市の方が利用されている場合もあ

り徹底するのは難しい状況です。

1

4 ・施設の名称が二つあるので、新

しい者には解りにくい。催しによ

って使い分けがされるのは何故。

当センターの正式名称は、「箕面

市立多世代交流センター」ですが、

お隣の「ゆずの郷」と合わせた複合

施設として「稲ふれあいセンター」

の愛称を広く使用しています。

１

5 ・初心者用のパソコン教室を開い

て欲しい。

一昨年に初心者向けパソコン教

室を１年間開催しましたが、各人の

機器の状態やレベルの違いなどか

ら、実際の運営は困難を極め、講師

の先生には大変なご苦労をおかけ

しました。現段階では開催を予定し

ておりません。

1

6 ・浴室内に時計があれば有難いで

す。急いでいる時や湯当たりの予

防の意味を含めて、皆時計があれ

ば良いのにと話しています。

アンケート結果を受けて、9 月に

防水時計を設置しました。

1

7 ・磁気カードによる利用集計を公

表して欲しい。アンケート結果に

ついて討論会を開いて欲しい。

毎年、事業報告として市に提出

し、市ホームページにも掲載されて

います。何らかの方法でより広く公

表していきたいと思います。

1


