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本施設の設備について

４-①施設の清潔さ

４-②施設の安全性について

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

会議室フロアのカーペットが汚い、臭う、

絨毯フロアを取り換えてほしい。

掃除やアロマなど工夫してもらえると嬉

しい。

会議室に消臭剤を設置しまし

た。フロアカーペットについて

は毎日清掃を実施しておりま

すが、老朽化に伴う汚れや傷み

が生じており利用者の皆様に

はご不便をおかけしておりま

す。ウレタンマットをフロアに

敷いてご利用ください。

11

２

いつも利用している。清潔で綺麗。 今後も、快適にご利用いただけ

るよう維持管理に努めてまい

ります。

9

３

トイレのドア・壁・床が汚い。 老朽化に伴う塗装はがれや傷

みが生じており利用者の皆様

にはご不便をおかけしており

ます。皆様が気持ちよくご利用

いただけるよう、より丁寧な清

掃・管理に努めてまいります。

5

４

器具庫の掃除がいきわたっていない。

扇風機の埃を綺麗にしてほしい。

埃があちこちにあって汚い。

器具庫内の清掃について、より

丁寧な清掃に努めてまいりま

す。扇風機の埃については直ち

に清掃いたしました。

5

５

床の状態が悪いときがある。

使用前にゴミが落ちている。

月に 2 度、清掃業者による定期

清掃を実施しております。

また使用後の利用者様への清

掃協力の声かけ及び職員の巡

回を徹底してまいります。

4

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

中庭のタイルが浮いていて危ない。

２階への階段が石でもし子どもが転倒し

たら怖い。

随時部分補修をしております。

タイルの剥がれや浮きを見つ

けた際はお手数ですがスタッ

フまでお声かけください。

３
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４-③備品の充実度について

項 ご意見（要約） 考え 件数

１

シャワーは全てホースにしてほしい。

水圧が弱い。お湯がでるのが遅い。

更衣室をもう少し使いやすくしてほし

い。

部分的に滑るところがあるので危ない。

給湯設備や湯量も基準を満た

しておりますが、シャワーや水

道を同時使用すると水の勢い

が足りないと感じることもあ

るかと思いますが、ご理解をお

願いいたします。

滑りやすいフロアには、転倒し

ないよう滑り止めテープを貼

り付けてまいります。

32

2

スポンジテニスのポールにテープが張っ

てあるが高さがあっていない。

スポンジテニスで使用するポ

ールのテープについては、直ち

に張り直しを行いました。

9

3

女子更衣室についたてを置いてほしい。

女子更衣室が通路の途中という感じ。

更衣室・シャワードア・鏡を設置してほ

しい。

シャンプーと石鹸がほしい。

女性更衣室通路の男性通行禁

止、男性更衣室側通路の女性通

行禁止の掲示し、スタッフから

声かけと案内、周知を徹底して

まいります。

鏡は安全面を考慮し設置して

おりません。

シャンプー等については衛生

面から設置予定はありません。

6

4

会議室の鏡をあと左右に１つずつ増やし

てほしい。

会議室のカーテンが老朽化していて遮光

の役目をはたしていない。

現在、鏡の増設やカーテンの更

新は予定にありません。

5

5

備品の管理を徹底してほしい（メインア

リーナ東側に偏っていることが多い。）

モップが少なくなっています。

日常点検等で用具や備品の適

正管理・整理に努めてまいりま

す。

清掃モップについては、本数の

変動はありません、東西の器具

庫で混在している場合がござ

いますので、各器具庫内にモッ

プ数量掲示を行いました。

3

6

もう少し扇風機がほしい。 平成 30年 7月に１台増設いた

しました。今後も必要に応じて

設置を見直してまいります。

3
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４-⑤施設の利用のしやすさ

7

シャワールームに赤外線ヒーターを設置

してほしい。冬場ヒートショックの可能

性がある。

ドライヤーやヒーターについ

ては安全面から設置の予定は

ありません。

２

8

女子トイレのスリッパが使いにくい。 トイレには靴を履いたまま履

けるスリッパと通常のスリッ

パを用意してありますので使

いやすいほうをご利用くださ

い。

1

9

トイレの蛇口がセンサー式で使いにく

い。

漏水防止のため、センサー式を

採用しております。

1

10
傘置き場に鍵のないところがある。 鍵付きの傘置場をご利用くだ

さい。

１

項 ご意見（要約） 考え 件数

１

料金が発生してもいいので冷房がほし

い。暑すぎる。28 度（熱中症指数）で

止められるとつらいです。

館内は熱中症指標計で定時測定

を実施し、必要に応じて空調稼

動し管理しております。体育館

内は、空調設備をご利用いただ

くことが可能です（有料）。

82

２

メインアリーナの仕切りネットのたる

みが危険。

Ｂコート使用時にネットが迫って使い

づらい。

ネット下のたるみ部分について

は最小限になるよう中間で紐止

め固定しております。隣接する

コートからネットが浮いてしま

うとボールが隣の面に入って危

険です、ご理解頂きますようお

願いします。

3

３

後片付けがなければよい、豊中はしなく

て良い。

当施設はご利用される皆様によ

る準備・片付けの実施がルール

となっております、ご理解、ご

協力をお願いします。

1
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５.本施設の運営

５-①スタッフの接客対応のよさ

５-②予約受付方法の便利さ

５-③スポーツ教室の内容

項 ご意見（要約） 考え 件数

１

スタッフが維持管理に努めている。

トレーニングルームのスタッフが親切。

トレーニングマシンの使用について丁寧

に教えてくれ、笑顔で挨拶してくれる。

今後も、改定期にご利用いただ

けるよう努めてまいります。

4

２

職員のかたが積極的に利用者に接しよう

としていない。

スタッフがもっとフレンドリーに笑顔の

ある接客を心がけてほしい。

スタッフの接遇能力の向上に

努めてまいります。

2

3

全員名札をしてほしい、名札をつけるこ

とで責任感が出る。トレーニングルーム

内に本日の担当者を掲示してはどうです

か。

名札はスタッフ全員着用を徹

底いたします。担当者名の掲示

については設置場所を含め検

討してまいります。

1

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

電話予約ができるようになればばいい。 電話予約については、聞き取り

間違いが発生する恐れがある

ことから導入の予定はありま

せん。

２

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

教室の内容に満足

・ムーンヨガ ・寝ころびヨガ

・ズンバ ・インドアテニス

子どもたちが楽しみながら運動できてい

る。

講師の指導内容に満足

・健康エアロヨガ ・陰ヨガ ・ズンバ

・インドアテンスパワーヨガ

・寝ころびヨガ

・子ども身体づくり教室Ｃ

今後も皆様に喜んでいただけ

るよう、講師と共により良いス

ポーツ教室の運営に努めてま

いります。

30

２

インストラクターを替えてほしい。時間

通りに初めてほしい。

指導に問題あり、レベルアップを希望。

ご意見を真摯に受け止め、指導

方法・内容について、より良い

教室運営ができるよう努めて

11
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（ソフトエアロビクス教室）。 まいります。

3

週末に子供向け教室を増やしてほしい。

一回から参加可能な教室を増加を希望。

健康維持のためならあまり間隔をあけな

いでほしい。

高齢者でも参加できる安価な教室を増や

してほしい。

金曜日にズンバクラスを作ってほしい。

大人向けの教室を増やしてほしい。

誰でも参加できるエクササイズを増やし

たら楽しそう。

平日夕方での教室を増やしてほしい。

ヨガ・エアロの教室を参加しやすくして

ほしい。

大会等の予定がない日程で教

室開催を計画しております。特

に週末は大会等が多く開催さ

れるため、週末に教室開講は予

定にありません。平成 30 年 4

月より一部の教室で一回から

参加可能のシステムを導入し

ており、今後も増設を検討して

まいります。ズンバ教室の金曜

日は第二総合運動場で開催し

ております、ご参加お待ちして

おります。

12

4

武道館の教室をスカイでも開催したら便

利。

教室を増やしたらスポット参加がもっと

できるようになるのでは（寝ころびヨ

ガ）。

夜のソフトエアロビクスがしたい。

時間帯をふやしてほしい（インドアテニ

ス）。

振替を可能にしてほしい。

今後の教室開催の参考にいた

します。

インドアテニスは現在、月曜日

と水曜日で実施しています。ご

都合の良い時間でのご参加く

ださい。

予備日がないことや、同内容の

教室を他の曜日で実施してい

ないことから現在、振替制度の

導入は予定にありません、ご理

解をお願いいたします。

6

5

月謝を月払いにしてほしい（期制参加者）

回数制（チケット制）のクラスを作って

ほしい。

期制スクールの支払いを月払

いに変更する予定はありませ

ん。チケット制スクールの導入

は検討してまいります。

4

6

キャンセル待ちのかたのためにも継続者

の確認などもう少し詰めてもらえたらあ

りがたいです。

市外でも利用したい。

キャンセル待ちのある教室に

ついてはキャンセルが出た際、

直にお待ちのかたへご案内で

きるよう一層配慮して管理し

てまいります。また、一部の教

室を除いて市外のかたも参加

いただけます。

4
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５-④スポーツのつどいの内容

７

スポーツ教室料金が高すぎる。

教室の料金も良心的で大変満足。

参加費を安価にするよう努め

ておりますが、相当の経費を必

要とするためご理解をお願い

いたします。

4

８
インドアテニスのラインが見にくいので

やりづらい。

コートライン張り替えの際に

テープ色の変更をいたします。

2

９

ヨガの終わりのマッサージよりも途中に

もっと回って頂いて直接的アドバイスを

頂きたい。

ご意見を真摯に受け止め、指導

方法・内容について、より良い

教室運営ができるよう努めま

す。

1

10

開催の周知方法を増やしてほしい。 市広報もみじだよりやミズノ

ホームページ、ＳＮＳ、館内掲

示で教室案内しております。今

後も、より分かりやすい案内に

努めます。

1

11

子ども身体づくりＣに参加させて頂いて

いますが、4 年～6 年にでも引き続き実

施してほしい。

参加対象者の見直しについて

今後検討してまいります。

1

12

ソフトエアロビクス教室で電気は何時に

なったら点けられるのですか。講師の台

をセットするのに暗闇では危ないです。

以前にもこの件について意見を出しまし

たが改善されません。

照明は 9時 50分に点灯してお

りました、平成 30 年 7 月より

照明は 9時 45分に点灯してお

ります。照明が点灯後に準備い

ただきますようお願いします。

1

13
単発教室の受付方法や対応に不満。 受付方法や対応に不備が発生

ないよう、努めてまいります。

1

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

保護者が必要なのをやめてほしい。 中学生以下の夜間 18 時以降

の施設利用については保護者

同伴がルールとなっておりま

すので、ご理解をお願いしま

す。

3

2

大雨の時につどいが開催されるか否かが

分からず電話で問い合わせたが、災害時

の実施状況をＨＰやブログで知らせてく

ださると助かります。

利用開始二時間前より暴風警

報が発令の場合つどい開催は

中止となります。

警報発令とホームページでの

案内に時間差が生じないよう

2
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５-⑤トレーニングルームの利用

掲載できるか検討してまいり

ます。

3

つどいを増やしてほしい。 現在、施設の空き状況からつ

どいを増設する予定はありま

せん。

1

4

卓球台の取り合いをしなくてよい方法を

考えてほしい（受付で番号札を渡すな

ど）。

占有利用の場ではありません

ので、つどい管理者の指示に

従い、譲り合ってご利用いた

だきますようご協力をお願い

します。

1

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

トレーニング機器に目安のウエイトが明

示されてあると分かりやすい。

器具の使用方法の説明書がほしい、使用

方法・効果が分からない。

平成 30 年 8 月に器具の使用

方法について分かりやすい掲

示物に更新しました。

15

２

マシンで休む（スマホ利用）などして長

時間独占する人がいるので厳しく注意し

てもらいたい。

マシン・ベンチ使用時はスマホの利用を

禁止にしてもらいたい。

チェックアウトなしに退出している人が

いるようなので注意してほしい、不正利

用では？

鞄を持ちこんでいる人が多い。

マシンやマットを使用後タオルで拭かな

い人があまりにも多い、汗の跡がそのま

まだったりしてとても不快です。

カードを持ち歩くのが面倒です。

携帯電話の使用について、音

楽機器として使用されるかた

もおられますので使用禁止と

する予定はありません。マシ

ンの独占利用や使用ルール違

反のかたにはスタッフからの

注意を徹底してまいります。

登録カードは会員証で、入館

と退館の手続きが利用ルール

になっておりますので、ご理

解をお願いいたします。

7

３

料金がリーズナブル（トレーニングルー

ム）。

安価で身近なところが良かったです。

今後も続けてご利用をお待ち

しております。

５

４

トレーニングの知識をもったスタッフが

居てもらえると嬉しい。

スタッフなら勉強をしてほしい。

スタッフ一同、スキルアップ

に努めます。

3
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６．この施設利用によって体力や体調が改善したと感じていますか。

７.本施設の総合的な印象について

５

イベント（不定期）でも良いのでトレー

ニングの仕方やプログラムの立て方を教

えてほしい（有料でもいいので）。

10～15 回に 1 度体力測定を実施し、不

足していること、衰えていることへのア

ドバイスがほしい。

トレーニングルーム内で体力

測定やイベント実施予定はあ

りません。個人向け指導は実

施しておりません。トレーニ

ングのアドバイスが提供でき

るよう改善いたします。

2

６

新しいトレーニングルームの器具に戸惑

っている。前の慣れているもののほうが

良かったものもある。

入れ替え時残すもの（入れるもの）を聞

いてほしい。

利用者の皆様が快適にご利用

いただけるよう、利用率の高

いマシンの数量を見直し更新

いたしました。

マシン使用方法でご不明な点

等は随時スタッフにお問い合

わせください。

1

７

室温の調整がいい加減すぎる。スタッフ

によってはしっかり調整してくれてい

る。

トレーニングルームは室温

25 度が目安となるよう空調

稼動しております。今後も適

正に空調管理をしてまいりま

す。

1

８

回数券があれば良い。 券売機で当日の利用者管理、

売上管理をしておりますので

回数券の導入については予定

にありません。

1

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

体を動かすことが少なくなったので、週

１回ここへ来ることは良かったと思う。

体力の維持役割が大きい。

仲間と一緒に動ける楽しさ。

今後も続けてご利用をお待ち

しております。

５

項 ご意見（要約） 考え 件数

1

直営だった頃と比較してサービス・その

他の面においてよくなっている。

いつも楽しく練習している。

現在吹田市の体育館が使用できないの

で、箕面市を利用しました。施設も綺麗。

大会に合わせた開館時間にしてもらえ

今後も、快適にご利用いただけ

るよう維持管理に努めてまい

ります。

4４
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８以下の項目についてのご意見

8-③その他のご意見

る。空調が多少きいている。

不安だったけどみんな優しく接してくれ

たから期待通りです。

項 ご意見（要約） 考え 件数

１

大会等が開催される日は駐車場がいっぱ

いで困る、空いている駐車場がどこなの

か分かりやすく書いてほしい。

受付前に毎月の駐車場の混雑

予想を掲示しておりますので

ご確認いただきますようお願

いします。また駐車場は限られ

たスペースですので乗り合わ

せにご協力をお願いいたしま

す。

3

２

虫が出て不快。 虫が発生した場合はスタッフ

までお声かけください。直ちに

駆除いたします。

3

３
駐車場に自転車が置いてある。 見つけ次第、駐輪場の利用を案

内します。

2

４

食事ができる場所を作ってほしい。 エントランス・ホワイエでのご

飲食は可能です。受付でパン等

の軽食販売を行っております

のでご利用ください。

2

５

南小区域にトレーニングを、体力だけで

なく認知面でもトレーニングしてほし

い。

止々呂美区域の人はスポーツ施設が遠く

行きにくい。止々呂美地域に作るか、交

通機関を考えてほしい。

最寄りの阪急バスのバス停は

新稲、ゆずるバスのバス停は新

稲東となりますのでご利用く

ださい、ご利用お待ちしており

ます。

2

６

自動販売機が売り切ればかり。

メーカーを増やしてほしい。

売り切れについては自動販売

機メーカーにお伝えいたしま

す。

2

7

続けて予約があれば電気を点けっぱなし

にすべき。

電気が点くのが遅い。

ご迷惑をおかけし申し訳あり

ません。予約確認の間違いがな

いよう管理してまいります。

2

8
空気入れの貸し出しありがとうございま

す。

ご利用ありがとうございます。 １



10

9

月曜夜の団体の後に掃除をしていない。

火曜朝に来た時にゴミが残っている。

以前からスタッフにも言っているが徹底

されていない。

ご迷惑をおかけし申し訳あり

ません。利用後の清掃徹底の声

かけとスタッフも状態確認し

てまいります。

1

10

便座クリーナーがほしい。 お手洗いに消毒用アルコール

液を設置しておりますので、ご

利用ください。

１

11

利用方法や教室の情報が分かりにくい。

インターネットでもわかりやすく案内し

てほしい。

箕面市ホームページや施設ホ

ームページにて掲載しており

ます。より分かりやすい案内に

努めます。

1

12

女子の中学生バレーの充実を図ってほし

いです。男子はサントリーがあるので。

バレーボールクリニック等は

女子も参加できますのでご参

加お待ちしております。

1

13

入口の水たまりをなくしてください。 平成 30年 9月に駐車場入り口

のアスファルト修繕を実施い

たしました。

1


