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１． ご意見

≪全般≫

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・満足しています。

・現状維持で充分です。

・利用しやすい良い施設だと思いま

す。これからも様々な催し等を通じ

て、地域の方々の施設利用促進に努

めてください。

・事務職員の勤務態度が他の公共施

設に比べ非常に良好ですばらしい

と思います。また朝のラジオ体操

等、会員の健康面にもよく配慮され

ている。

・職員が面倒見がよいし親切で感謝

しています。

・いつもありがとうございます。

・箕面市立多世代交流センターの現

在の内容の満足度は、過去の取り組

みやアンケート等による細やかな

努力の積み重ねによるものだと信

じます。ありがとうございます。

・スタッフの皆さんがとても親切で

お優しいので、帰るときいつも心が

ホコホコします。感謝です。

たくさんのお褒めの言葉を頂戴

し、スタッフ一同喜んでおります。

誠に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。こ

れからも、より快適に、より満足し

て過ごしていただけますように努

めてまいります。

13

2 ・健康体操の教室があれば有難い。

・カラオケの最新曲が入るのが遅

い。

・マッサージ器がある方がいい。

・カラオケ大会を年２回に。

・書道教室のイスのガタついている

時があります。

・俳句、川柳の教室があればやって

みたい。

・正面玄関を５時→５時 20 分に閉

めてほしい。特に冬の寒い間だけで

も。（バス待ちのとき）

・電気ポットがあるとよい。

・絵画教室、絵手紙教室とか増えれ

ば良いと思います。

・常設の健康体操はありませんが、

毎朝のラジオ体操や月１度の笑い

ヨガ、市主催の健康教室、貸館の健

康椅子ヨガなどもありますので、ご

検討ください。

・過去数台のマッサージ器を用意し

てきましたが、故障が多く現時点で

は設置の予定はございません。

・カラオケ大会は年１回を予定して

いますが、他の行事とのバランスと

希望状況によって判断させていた

だきます。

・俳句同好会がありますので、ご検

討いただければと思います。

・当館オープン前に市との協議の結
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・館内の植物をもっと増やして頂き

たい。１階の食堂が心癒されるよう

な喫茶店風の空間をくださったら

有難いです。

・我々利用者側のマナーや言動につ

いて、各同好会活動ごとに意見を出

し合い、代表者に聞く等して、こち

ら側からの魅力的な人間関係を作

りたい。

・机、イスが重すぎて動かすのが大

変な部屋がある。

・2 階への階段の上り右側にも手す

りをつけてほしい。（片手が不自由

な人もいらっしゃる。）

・一か月行事の所が少し解りづら

い。

果、松寿荘時代の開閉館時間や近隣

住民との話し合いの結果、現行時間

を設定しましたのでご了解くださ

い。

・電気ポットは、とくに不特定多数

の方が使用されると火傷等の危険

や盗難の恐れもあり、設置しており

ません。ご了承ください。

・ご利用者の協力を受けながら、い

っそうこれからも花や植物の空間

を増やしていければと思います。

・様々な問題について、今後もでき

るだけ利用者協議会代表者会議の

場にも反映させていきたいと存じ

ます。

・ご不便をおかけし申し訳ございま

せんが、現状の机椅子の配置につき

ましては、ご理解をお願いいたしま

す。

・階段の手すりにつきましては、今

後の課題とさせていただきます。

・少なくても 2 週間先のイベント

は 1 階のホワイトボードに記載し、

またポスター等は早めに掲示して

いますので覧ください。

3 ・今年は異常な暑さが厳しい折、年

配の方、運動をする方が多い施設で

すから熱中症等になりやすいと思

われますから、ウォータークーラー

の設置を要望します。（署名 73）

・ロッカーを増設してほしい。

・ウォータークーラーは、衛生上の

問題、管理や維持費の点でも設置は

困難かと考えています。また、近年

はマイボトルや自販機の普及によ

り、社会的にもニーズは減少傾向に

あると考えています。いずれにいた

しましても、市の対応がなければ難

しいかと存じます。

・ロッカーにつきましては、利用状

況を見ながら検討させていただき

ます。

2

4 ・お茶とかその他小さい物が買える

お店があればいいと思います。

・老人いこいのための映画があれば

よいと思います。

・喫茶もみじにも少し置いておりま

すので、ご利用いただければと存じ

ます。

・映画上映につきましては著作権等

25
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・すべてが利用者個人のマナーの向

上だと思われる。とにかくマナーの

悪い人が多い。

・自分の運動年齢、体力年齢を知り

たいです。

・市民の一部の人しか利用していな

いと思われる。広報活動が必要で

は。

・2 階のテレビ前のソファがもう少

ししっかりしたソファにしてほし

いです。

・バンパーをやっている人の声が大

きくて、びっくりすることがありま

すので囲いをしてほしい。

・細かいことを事務所に言ってる方

がおられ、それを本人に言われると

非常に不愉快です。

・室料が高い。（5）

・70 代、80 代の人が多く、私 60

代と話が合いにくい。

・市の催し物を増やしてほしい。

・体操や介護予防のイベントは誰で

も参加できたらいいなと思う。

（時々しか来ない者にとっては都

合がいいかなと思う）

・部屋料金を下げると借りやすいと

思う。

・他人のことに干渉しすぎる。

・皆が楽しく過ごせるようにお願い

する。

・室温が高い。オープンスペース並

みに。

・寛ぐ…ゆったり、のびのび、静か

で、椅子ではなく寝転びが出来る部

屋がほしいです。（安心第一）（男女

別）

・ここが自分の指定席と言うような

事が多い様に思います。時間が少し

外れた時に利用していると、この人

だわっというような目つきで人を

見ていることがありますね。

の問題もあり難しい点もあります

が、今後も機会を設けたいと考えて

います。

・毎月最終水曜日の午後１時３０分

～３時、市が体力測定を実施してい

ます。基本おひとり年に１回の測定

ですがお試しください。

・バスの便や地理的なこともありま

すが、できるだけ多くの方にご利用

いただけますように宣伝にも努め

ます。

・ソファは予算等の問題もあり、現

状でお願いいたします。

・消防法の関係もあって囲いは設置

出来ませんが大声で迷惑された場

合は事務所から注意を呼び掛けた

いと思います。

・毎日 300 名以上の方がご利用さ

れる状況で、色々なご意見やご不満

も頂戴し、中にはご利用者間のトラ

ブルもございます。皆さんが快適に

楽しく、和やかに過ごしていただけ

るよう気を付けていますが、結果的

に不愉快な対応になっていること

があるようで申し訳ございません。

今後も十分に配慮した対応を心が

けてまいります。常にお互いが譲り

合いの精神でお過ごしいただけれ

ばと願っております。

・真の多世代交流に向けて創意工夫

を重ねていきたいと考えています。

・市の催し物はかなり増加してきて

いますが、ご要望は市にお伝えしま

す。

・いつでも誰でも参加できるもの

と、準備等の都合で事前申し込みが

必要なものがあります。ご了承くだ

さい。

・料金につきましてはセンターの開

設当初に市との協議で総合的観点

から決めておりますが、検討課題と
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≪健康増進室関係≫

≪風呂≫

・食堂で編物をしている人がいま

す。（ほこりが出るので別の所でや

ってほしいです）

させていただきます。

・室温につきましては、夏 26℃冬

21℃を基本として対応しています

のでご理解願います。

・健康増進室内に軽く寝転び体操が

できるマットがございますのでご

利用ください。

・編物は、時間等周囲の迷惑になら

ない範囲での活動をお願いしてお

ります。

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・ヘルストロンの個人の使用時間が

分かるようにしてほしい。（ストッ

プウオッチでも置いては）

・ヘルストロンの増設。（3）

・ヘルストロンは、いつも順番待ち

が長い。（2）

・最近、新しい人が増え規律が乱れ

ている気がする。

・室内の椅子及び荷物置場がない。

入口の改善。（土足禁止のため）出

入りの際にホルダーを挟む恐れが

ある。

・運動器具など備品の更新。

・今のところ掛け時計での確認でお

願いしたいと思います。

・人気が高まり利用者が増加傾向で

す。近年新機種を 2 台設置しまし

たが、総台数はそのままとなってい

ます。時間を守り譲り合ってのご利

用をお願いします。

・荷物置場につきましては、状況を

確認した上で、検討させていただき

ます。出入りについて構造上改良は

難しいため、各自でご注意をお願い

します。

・予算の関係もあり十分とは言えな

いかもしれませんが、状態を見なが

ら備品更新を行っていますのでご

理解ください。

９

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・お風呂が無料なのが今だに不思議

でなりません。古い松寿荘ではゴミ

焼却の火力を地域の方が利用して

風呂をわかす事を気付かれたと聞

いてますが、本施設でもゴミを燃や

して風呂をわかしているのでしょ

うか。不思議でなりません。と言い

ながら、いつもお風呂のお世話にな

・気持ちよく入浴を楽しんでいただ

けるように、今後とも清掃の徹底を

含め努力してまいります。入浴料金

に関するご提案につきましては、そ

の他の課題も含め多角的な観点か

ら市とも協議させていただきます。

・現在、防滑処理については市とも

協議しているところでございます。

15
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っております。冬期、家では脱衣室

で寒い思いをしておりましたので

助かっております。温泉のような風

呂場で温まらせてもらって天国で

す。ありがとうございます。

・風呂料金を取るべき（最低 100

円程度）、その分館内の清掃をこま

めにして廻してはいかがでしょう

か。

・入浴料金の設定。

・お風呂のタイルをすべらないよう

によろしくお願いします。（2）

・お風呂の奥の上の小窓が開くと嬉

しく思う。暑さのせいで、湯気で気

分が悪くなることがある。

・風呂場の脱衣所、モップだけでな

く午前午後１回ずつでも良いので、

掃除機をかけ髪の毛を吸い取って

ほしいです。

男子風呂でひげそりをする人がい

ます。時間帯によっては、洗い場が

なくなり待つ時間があります。ひげ

そりの人は気がつきません。ひげそ

りの人にスタッフが直接注意して

ください。利用者が言えばケンカに

なり、それは出来ません。

・高椅子を増やしてほしい。

・入浴日を週 3 日とする。（月、水、

金 or 火、木、土）

・浴場の利用を 5：00～6：00 ま

でに、スポーツ後入浴できるよう

に。

・お風呂の利用時間の延長。

・お風呂だけでも水飲み場をつくっ

てほしい。

・お風呂の清掃。

・ロッカーが全部ふさがっている時

があるので、ロッカーを増やしてほ

しい。

・入浴時間につきましても、松寿荘

時代の状況等を踏まえ、開設当時に

市との協議で設定したところです。

ご理解をお願いいたします。

・お困りの状態等があれば、ご遠慮

なく事務室までお申し出ください。

・ロッカーは貴重品のみを預けるも

のですので、その旨を周知しご協力

をお願いしたいと思います。その上

で今後の利用状況を踏まえ検討し

てまいります。

・設備の管理上入浴時間は現行でお

願いします。
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≪駐車場・駐輪場・バス≫

≪喫茶・食堂≫

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・駐輪場の増設を希望。（16）

・2 階の自転車置き場に屋根をつ

けてほしい。

・駐車場の増設（特に雨天時の対

策）。

・自転車 or バイクの置場区分。

・駐輪禁止区域の明確化。→増設

で解消。

・利用者の増加とともに、駐輪場の

満杯状況が慢性化し、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、オープン以来市へ

増設の依頼をしていますが、改修以

外の方法で対応するよう指示され

ているため、市とともに対応策の検

討を続けてまいります。

20

2 ・このセンターに来るためにオレ

ンジバスが 1時間 1本だけですの

で、2 本位あればよいと思います。

よく揺れるので座れるようにして

ほしい。（4）

・小野原に住んでいますが、オレ

ンジバスがあればこそ来られてい

ます。オレンジバスに感謝です。

・バスに乗るとき、年寄りだから

といって割り込みをする人がい

る。

・パーキング代をもう少し安くで

きないか。（5）

・利用者の駐車料は無料になるよ

うに望む。

・同じ地区を走る時間をずらせた

らなと思います。

・ご要望は市にお伝えいたします。

・駐車場につきましては、2017 年

4 月より 1 時間無料、以降 30 分に

つき 100 円、最大負担が 500 円

となっています。短時間の利用がし

やすくなった反面、長時間利用の負

担は大きくなりましが、慢性的な満

車状態を防ぐための処置でもあり、

ご理解をお願いします。本数は少な

いですが、バス停が目の前にあり、

全路線バスが停車するオレンジゆ

ずるバスのご利用をできる限りよ

ろしくお願いいたします。

13

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・食堂のもみじを利用したら 1 時

間分の駐車チケットが欲しいで

す。

・食堂にパンがほしい。

・食堂のランチ定食は価格のわり

に量が少ない。もう少し工夫して

ほしい。スーパーやお弁当を勉強

してください。

・食堂のおかずがまずいのでもっ

と味を考えてほしい、食べる気が

・駐車券サービスは、センター登録

者と貸館利用者に限定しています

ので、ご理解をお願いしたいと思い

ます。あわせて、現状について把握

したいと考えています。

・食堂は箕面市母子寡婦福祉会が運

営しており、ご意見や要望について

は責任者に伝えます。

11
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≪同好会≫

しない。（2）

・おにぎりとかサンドイッチとか

小さな弁当を置けばいいんじゃな

いの。

・水曜日食堂が休みなのが一寸不

便です。おうどんだけでもよいか

ら、業者さんに入って頂くわけに

はいかないのでしょうか。

・食堂の件ですが、ほとんど毎日

センターを利用していますが、お

弁当を持参しています。軽いおに

ぎりとか巻きずしなど置いて頂け

たらと思います。

・食堂を一工夫してほしい。

・食事のわりに高すぎる。

・食堂を替える、人も変える必要

あり。

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・カラオケセットの修理。（4）

・業務用のデッキを設置してほし

い。

・歌の会に入っていますが、ラジ

カセが壊れかけテープが伸びたり

しています。買い替えしてくださ

い。

・同好会加入者増加にともなう利

用時間の再編成を（二部制に）。

・入りたいと思っても入りにくい

同好会がある。（2）

・俳句会の会員募集拡充、例えば

箕面市民だよりとか。

・カラオケ、民謡、ダンスなど音

楽に興味のある人が多いので、も

っと音響設備を充実してほしい。

（2）

・カラオケやコーラスの皆さん楽

しんでおられますが、カラオケと

コーラスでは 1 つの同好会しか入

・業務用のデッキ購入は困難です

が、一般用であれば、年度末の同好

会希望調査アンケートをご提出く

ださい。毎年順次購入させていただ

いております。

・同好会代表者には、常に入会希望

者の受け入れには万全の体制で臨

んでいただくように伝えています。

もし対応に問題があれば、事務室ま

でお申し出ください。

15
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≪おひさまルーム≫

会できないので、週 1 回の利用に

なっています。他の同好会も利用

したいです。

項 ご意見（要約） 考え 件数

1 ・きれいで明るく、こどもが気に

入って利用しています・おひさま

ルームひじりの写真をもっといろ

んなところで紹介すればいいのに

…と。知らない人にどんどん来て

もらえるようアピールしてほしい

いです。とっても良い施設なので

もったいない。

・いつでも利用しやすいです。あ

りがとうございます。

・いつもご利用いただきありがとう

ございます。箕面市のホームページ

や広報誌「もみじだより」、乳児検

診、ひじり福祉会ブログなどでご紹

介しております。

2

2 ・幼稚園向けのパズルがあれば嬉

しいです。下の子といっしょに連

れて来た時に、わりと 0～3 歳の

おもちゃがたくさんあるので、多

くは望みませんが少しあればと思

いました。

・3 歳になると利用するのに気が

ひけるようになった。（小さなお子

さんが多く、場違いの所に来てし

まったような気持ちになります）

・兄弟いなくても幼稚園児でも参

加できる場所があると有難い。

・対象年齢である 0～3 歳児用の玩

具を中心に置いていますが、パズル

の追加については検討いたします。

3

3 ・芝生のお庭に日除けのスペース

があるとうれしい。

・外で遊ぶ場所に砂場、ブランコ

（幼児のイス有だと嬉しい）、日除

け、ママの座るベンチ、ビオトー

プ風の外遊具の充実。

・テラスからママ達が外で遊ぶ子

どもを見ていられる空間があると

いいな。

・申し訳ありませんが、砂場やブラ

ンコ、ベンチなどの設置予定はあり

ません。妊婦さんや体調不良時に

は、丸椅子をお貸ししています。お

ひさまルームでは、お子さまから目

を離さないでお過ごしいただいて

いますのでご協力ください。

3

4 ・ハロウィン、クリスマス会、運

動会、幼稚園情報会。

・プログラムとして、クリスマスや

親子ふれあい遊びなどをしており

8
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・稲ふれあいセンターまつり等、

赤ちゃんと施設を利用している

方々と交流があることはよいと思

います。今後もこのような機会が

増えると嬉しいです。

・スタッフが撮ってくれた写真を

購入できると嬉しいです。・駐車場

が「夢一喜」の利用者が増えてと

めにくくなった。（満車の時が多く

なった）

・水曜日、開いていると嬉しい。

（午前中）

・午前中が開いている曜日が増え

ると有難いです。

・駐輪場とバイクが別々の場所だ

と安心です。

・食堂にお子様ランチ。

ます。

・他にも盆踊りやコンサート、、七

夕の笹飾りなどをしております。交

流センターのご利用者が劇をして

くださることもあります。ぜひご参

加ください。

・写真の販売はできませんが、掲示

してある写真を撮影していただい

ております。

・水曜日は休室とさせていただいて

おります。火曜日や木曜日に臨時オ

ープンスペースとして開室してい

ることがありますので、オープンス

ペースカレンダーなどでご確認の

うえ、ご利用ください。


