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平成２ｏ年度委託内容一覧

横浜市希望が丘地区センター施設名
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委託内容 金馥 業者名委託期間畑

床清掃・その他清掃、害虫駆除保'１２０年４月～

㈱明光社１ 610,575 
守、衛生管理業務Ｈ２１年３月

H２０年４月～

日常清掃 ㈱市川総業２ 769,116 
H２１年３月

H２０年４月～

機械警備 セコム㈱３ 522,900 
H２１年３月

￣ 

Ｆ
Ｉ
Ｌ
 

H２０年４月～

自動ドア ㈱神奈川ナブコ４ 7５，６００ 
H２１年３月

H２０年４月～

昇降機`保守 東芝エレベータ脇277,200 ５ 

H２１年３月

H２０年４月～

空調機（室外機）保守 東京ガス㈱
｢円ｉ
Ｌｑ 

380,837 
}１２１年３月

H２０年４月～

空調機（室内機）保守７ ㈱東和ﾒﾝﾃﾅﾝｽ400,050 
}１２１年３月

Ｐ ‐田

H２０年４月～
M１ 消防設備保守 ㈱君津防災5６，１７５ 

H２１年３月

H２０年４月～

９ 植栽管理業務 ㈱丸孝造園土木913,500 
H２１年３月

H２０年４月～

建築設備点検 北沢建設㈱１０ 
H２１年３月 157,500 

１．１２０年４月～
1１ 設備総合巡視点検 三洋装備㈱294.000 

H２１年３月

－－－－－－－－－－－－－－－－ 

NＯ 委託期間 委託内容 金額 業者名

１ 

'１２０年４月～

Ｈ21年３月

床清掃・その他清掃、害虫駆除保

守、衛生管理業務
610,57モ ㈱明光社

２ 

H20年４月～

H２１年３月

日常清掃 769,116 ㈱市川総業

￣ 

３ 

ﾄ'20年４月～

H21年３月

機械警備 522,900 セコム㈱

1〒|'衝動Ⅳ…㈱神奈川ナブコ
ー｜

|~￣Ｈ２0年４月～ 『，’
５昇降機保守

’Ｈ21年３月

'@|胆臓'空調機僅外機川蹄’川畑東京ｶﾞⅧ’

い'胆I:鵡空調機僅内機,僻，川螂㈱東和ﾙ洲｜
F圏Ｈ20年４月～

，,旧年明消防設備僻…㈱君津賊｜
’｜Ｈ２0年４月～
９植栽管理業務

叩川㈱丸孝造園土木llH21年３月

川，例年明建築設備繩’川,Ｉ北沢建設㈱ｌ

ｌ－Ｌｌ纏臓月|設備総合巡視鰍 ，川､,薑洋装備㈱~|’



､ 

平成２０年度希望が丘地区センター職員研修実施状況

新規スタッフ研修

日時平成２０年４月1日（日）

内容希望が丘地区センター施設・設備の操作研修

参加者新規スタッフ３名

１ 

２顧客満足度向上研修

（１）第１回（希望が丘地区センター）

日時平成２０年５月３０日（金）午前９～１２時

参加者副館長１名、スタッフ３名

講師（株）クオレ・コーポレーション

'顯鰄、
（希望が丘地区センター）

平成２０年６月２６日（木）午前９～１２時

副館長１名、スタッフ３名

(株）クオレ・コーポレーション

（２）第２回

日時

参加者

講師

個人情報保護に関する研修及び人権研修（会場希望が丘

日時平成２０年６月１日（日）

参加者副館長２名職員補助1名スタッフ１２名

） (会場希望が丘地区センター３ 

４平成２１年度採用職員・スタッフ研修

（１）常勤職員研修（２名）

日時平成２１年３月１日から３１日のうち５日間

内容業務内容研修

スタッフ研修（１名）

時平成２１年３月１日から３１日のうち５日間（１日４時間）

容業務内容研修

（２） 

日

内

繩

５平成２１年度採用職員・スタッフ研修（１名）

（１）新採用常勤職員及びスタッフ研修

日時平成２１年３月１３日（金）午前９時３０分～午前１０時３０分

内容旭区区民利用施設協会の概要及び服務規律等について

会場「みなくる」



平成２０年度第１回希望が丘地区センター委員会議事録

平成２０年８月２５日（月）１４：Ｏ～１５：３０

希望が丘地区センター中会議室

日時

場所

委員出席７名（欠席４名）事務局３名

［議事審議］

・２０年度副会長（Ｃ委員）紹介

・事務局より新副館長挨拶

１，センター委員会会則の改正について

センター委員会会員の半数以上の出席、１０人全員の賛成により可決

佐々木委員より、新規約の全文の提出を求められた。（改正文のみ提示）

２、新規優先減免団体について

３団体について確認。

３、平成２０年度利用状況の報告

４ケ月過ぎた７月末で、１９年度の同時期よりも、利用者数が増加し

ている。また、将棋・囲碁大会開催の影響か、男性の利用者が女性の

利用者を上回っている。

４，平成２０年度自主事業の進捗状況

７月まで予定どおり実施・８月園児のリトミックは、参加希望者が少

なく中止。

Ｂ委員より、参加状況について質問があった。（様式１２Ａ参照｡）

５，２０年度管理運営状況

修繕４カ所について報告。苦情対応・サービス向上経費節減事項・ニ

ーズ対応費・維持管理計画実績について報告.

Ｂ委員より、中学生の目に余る行動には、警察へパトロールを依

頼する方法もある。との意見があった。

※〈管理運営状況に対する質問への回答内容〉

①Ｂ委員の意見に対する答弁要旨

近隣中学の生活指導の教師の協力も得ていて、今のところ、それほど

の被害はありません。被害が発生した場合には、学校及び警察に通報

します。

６，その他

・センター祭りについて１０／１２．１３に実施

・第三者評価について１０／１０書類提出・１１／２０訪問調査

。ＫＫネットまつり１２／１４に実施

・特別会計でベピーベット（折り畳み式）を購入することを承認

・喫煙場所を変更する予定

・次回１２月・３月にセンター委員会を実施する予定

以上

'1,mm､、

(鰍１，mm、



平成２０年度第２回希望が丘地区センター委員会議事録

日時

場所

平成２１年３月１３日（金）１７：００～１８：１５

希望が丘地区センター中会議室

委員出席６名（欠席５名）事務局３名

［議事審議］

平成２０年度利用状況の報告

１１ケ月過ぎた２月末で、１９年度の年度末よりも、年間利用者数、￣日

平均利用者数ともに増加している。また、利用料金達成率は、１１ヶ月平

均で８９％である。

平成２０年度管理運営状況

修繕９カ所について報告。苦情対応・サービス向上経費節減事項・ニ

ーズ対応費１１カ所・維持管理計画実績について報告.

Ｃ委員より、裏駐輪場の使い方について、自転車は降りて通行するよう

に指導して欲しい旨意見あり。

Ａ委員より、忘れ物の管理及び忘れ物の貴重品（ゲームも含む）は展示せ

ずに事務室で管理し､特徴を持ち主に言わせてから渡したらどうかと提

案あり。

※〈管理運営状況に対する質問への回答内容〉

①ｃ委員の意見に対する答弁要旨

通路が狭いので自転車の方は降りて通行するよう、注意を喚起する張

り紙を掲出するようにいたします。

②忘れ物の管理・引渡しについて

忘れ物は３階の展示ケースに３か月分まとめて展示している。また、

貴重品や高価なもの等については事務室の金庫に保管するようにし、

委員のご意見のとおり特徴等を聴取したうえで､引き渡したい。また、

現在でも、引き取り簿に記名しえた上でお渡ししています。

平成２０年度自主事業進捗状況

自主グループは６団体が残り、活動中。新しい試みとして、３/７に社交ダ

ンスの集いを開催して好評｡他自主事業は予定どおり運営していると報告。

第３者評価について

オールＡ評価をいただいた｡利用サークルによる月変わりの展示が評価さ

れたようだ。

平成２１年度自主事業計画について

２１年度センターまつりは、ニーズ対応費から支出することになる。

新規優先減免団体について

現在２９団体。新規申込は、１団体（優先）

1． 

'1mm、
2． 

秒

3． 

4． 

5． 

6． 



ご
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← 

7．役員改選について

Ａ委員に代わり、２１年度新役員は、Ｂ氏。

８－その他

･特別会計執行状況について

２１年度は常敷き幕を購入予定

･２１年度職員体制について

以上

へ

薇



利用者会議

平成２１年３月１曰１０:１５～１１:１５

場所娯楽コーナー

参加者７５人

1．館長挨拶及び周知事項

・第三者評価、オールＡの評価を得ました。

・保育園の建替工事がまもなく始まる予定です。

・部屋内はアルコール以外の飲食は許可しています。

質疑応答

Ｑ：もし、会議室の利用時間を３時間単位にしたら利用料金は安くなるのか。

Ａ：時間単位での徴収なので安くなります。

ただし、現在は４時間単位のほうが利用しやすいとの意見が多数なので

変更しません。（会議内でも４時間帯のほうが良いとの意見が多数あり）

２． 

l`､､､、

Ｑ：４時間フルに利用している人はいるのか。

Ａ：料理室、多自室は殆ど時間いっぱい利用している。他の部屋も同様の方がいる。

現在は４時間単位のほうが利用しやすいとの意見が多数なので変更予定なし。

（会議内でも４時間帯のほうが良いとの意見が多数あり）

Ｑ：１～３時間等の時間利用は可能か。

Ａ：予約の場合は不可。飛び込み利用の場合は来館時間等勘案し、空き室を時間貸し

するなど、臨機応変に対応する。（延長も同様）

繩
Ｑ：カラオケの新曲が月ごとに発行されているが、他センターと比べて遅いようだ。

Ａ：ビクターへ要望する。また別ファイルにし、解りやすくする。

Ｑ：同じ部屋を利用する前の団体が、時間きりきりまで利用し、机等乱雑なまま帰る

ようなときがある。

Ａ：お互い気持ちよく利用するために、終了時は掃除も含めてルールを守るようお願

いする。同様にまだ使用してる場合、次の利用者は時間まで入室をしないようお

願いする。

Ｑ：体育館Ｂ面等で、違うグループが卓球を継続してやる場合は出した卓球台をその

ままにしても良いのではないか。（中会議室のダンス等も同様）

Ａ：事前に利用目的が分かれば、前の利用グループに伝えるようにする。

（前の団体は準備、後の団体は片付けを担当する）

1/２ 



Ｑ：体育館個人時間（特に夏期間)、冷房を使用したい。経費の問題があるなら成人

から、費用を徴収するような形でも良いと思う。

Ａ：冷暖房、シャワー等の利用で金銭授受のはっきりした規定がない。検討事項とす

る。

Ｑ：８～１０人で個人利用帯を利用する場合、他の方に気遣い、卓球台１台のみの利

用にしているのに、３０分利用したら、次の時間は利用できないのは納得いかな

い。

Ａ：本来の個人利用時間の目的とは異なる利用方法になるので、団体利用時間を予約

していただきたい。

Ｑ：予約方法等、知らないルールがあるように思う。

Ａ：利用者の方に解りやすくするため、申込書の裏面に明記する等の工夫を考えてい
へる。

…１ 

2/２ 



(様式11）

施設名横浜市希望が丘地区センター

平成20年度ニーズ対応費使途一覧

購入日

Ｉ 御

繩

１０３６４９３ 

購入日 実施内容 金額 備考

１ Ｈ20.4.30 体育室スピーカー増設エ事 94,500 

閉館のお知らせなどの放送が体育室に入ら
ず､不便｡放送が入るようにして欲しいという
利用者の要望に応えたもの。

２ Ｈ20.5.23 体育室AV設備改善エ事 61,950 

体育室での発表会などに､ビデオ映像を見な
がら､演技等を点検したいという利用者の要
望にこたえたもの。

３ Ｈ20.6.4 隣地境芝刈り 57,750 
隣地マンション住民からの､境界際の雑草駆
除についての要望に答えたもの。

４ Ｈ20.6.14 6メートル長2連はしごの購入 16,655 

プレールームのレースのカーテンの手あかが
目立ち､不衛生である｡という利用者の苦情
'二応えたもの｡カーテンの付けはずし､雨樋
の掃除などの高所の作業が容易になった。

５ Ｈ20.7.15 看板製作･取付 129,150 

地区センター駐車場の利用案内･駐輪場の
増所案内･正面駐車場の番号の解りやすい
掲示等への利用者の要望に応えたもの｡プ
ラスチック製看板により､耐久性のあるしっか
りとした案内となり､好評である。

６ Ｈ20.9.24 オーディオ収納扉改修エ事 920400 

多目的室のオーディオを使用中に､熱を放射
するため収納扉を開け放っていたが､通行に
不便だという､利用者からの苦情があったた
め､扉をスライドさせて収納できるように改修
した。

７ Ｈ20.10.6 小会騒室２ロールスクリーン取付エ事 50,400 

小会騒室２は、日当たりが良く､まぶしいと
の利用者からの苦情に応えたもの｡遮光によ
り､プロジェクターの使用も可能になった。

８ Ｈ2011.14 料理室オープンレンジ購入 25,500 

料理室には､レンジが1台しか設置されてお
らず､利用者から､もう1台購入して欲しいと
の要望があった。

９ Ｈ20.12.10 体育室ワイヤレスマイク購入 330000 
体育室使用の団体が重なった場合の､音響
対策として購入した。

1０ Ｈ21.1.23 そぱ打ち道具一式 860688 

以前から利用者からの要望が多かった｢そば
打ち教室｣開講のための道具一式を購入し
た◎ 

1１ Ｈ21.1.26 1.2.3階シヤワートイレ設髄エ事(6箇所） 388.500 
健康の面から､シャワートイレ設置の要望が
あり、これに応えたもの。

合計 11036,493 



希望が丘地区センター

このたびは、希望が丘地区センターをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

より快適に利用していただくために、

ご利用の方々の貴重な意見をお聞かせいただけましたら幸いです。

ご協力いただきたくお願い申しあげます。

館長

以下の項目についてお聞かせください

該当の□にｖのチェックを入れてください

今回のＬ利用についてお聞かせくださいＱ１ 

ａご利用の室名

□多目的室・ロ和室・□中会議室・ロ小会議室１・ロ小会議室２

口Ｔ芸＝・ロ料理室・ロ体育室（□全面・□Ａ面・□Ｂ面・□Ｃ面）

□図書室・□プレイルーム・ロ娯楽コーナー・ロその他

/i`mm'、

お客様の年齢（参加されている方の年齢をお伺いしま百

□２０歳未満・ロ２０歳代・ロ３０歳代□４０歳代・ロ５０歳代

□６０歳代.□７０歳代・ロ８０歳以上

ｃ当地区センターを利用いただいた決め手をお聞かせください。（複数回答可）

□立地条件・ロ館内設備・ロ料金・ロ雰囲気イメージ・ロその他

その際に比較検討された施設がございましたらお聞かせください

－予約についてお聞かせくださいＱ２ 

法についてお同いいたしま百ａ 

１，□抽選会に参加して予約した。２，□抽選曰以降に予約した

３，□電話予約４，□当曰

★上記で１に回答された方にお伺いします。(４m鰄制、

抽選会手続き全体を通していか力したか

１，□非常に満足２，□満足３，□普通４，□不満５，□非常に不満

Iま－月２回（２コマ）ですがこの件についてお伺いしまＺ
ｎ-－ 

１，□２回でいい２，□３回３，□４回４，□制限無し

ｄ予約方法等(抽選会も含む 1tきの点やご意見がございましたらおについておＩ

かせください。

ウラに続く



ＯＳへ館時についてお聞かせください

ａ受付職員の対応は全体的にいかがでしたか｡

１，□非常に満足２，□満足３，□普通４□不満５，□非常に不満

館全体の雰囲気はいが力したか

□非常に満足２，□満足３，□晉通４□不満□非常lこ不満

館内の努囲気やスタッフについてお気付きの点やお意見がございましたらお間か

せください。

Ｑ４利用された部屋についてお聞かせください

利用された部屋の利用勝手は如何でしたか

ヘ１，□非常に満足２，□満足３，口普通４，□不満５、ロ非常に不満

利用された部屋の設備の使い勝手は如何でしたか

１，□使いやすい２，□晋通３，□使いづらい

利用された部屋の清掃は行き届いていましたか

１，□非常に満足２，□満足３，□普通４，□不満５，□非常に不満

せんでしたか。利用された部屋の設備や備品で不足いているものはＺ

１１用された部［

足している備品

Ｑ５，利用時間等についてお間かせぐださ(，

★希望が地区センターでは会議室は４時間単位、体育室は３時間単位で利用して

いただいていますが、この件についてお伺いします。

ａ会議室について

１，□令のままでいい２，□短いほうがいい３，□長いほうがいい

ｂ体育室について（個人利用を除く）

１，□今のままでいい２，□短いほうがいいＳ、□長いほうがいい

-,,,1 

どんなことでも結構です。自由に記入願います。

(例；利用料をもっと安くして欲しいとか、乾杯程度の飲酒を認めてほしいなど）

貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後とも当地区センター

をご利用いただきますようお願い申し上げます。アンケート用紙は入り□備え付け

の投票函に投函くださいますようお願いいたします

Ｑ６，利用にあたって今後改善して欲しい点についてお聞かせください



アンケート集計表

Ｑ１利用室状況

ａ利用室

部屋名多目的和室中会議小会議１小会議２工芸室料理室体育室合計

人数４３９５０２８１７１９４２８１９８

割合２２％５％２５％１４％９％１０％２％１４％

部屋名体育室体育室体育室体育ＡＢ体育全合一＋

人数３３０１５１５５６８

割合490D Ｏ2200２２％７％ 

ｂ年齢層

年齢層20歳末２○歳代'３０歳代140議代'50歳代|ｓｏ歳代'70歳代'80歳以合計
人数１２１９２２７８５５１９５

割合１％１％６％１０％１１％４０％２８３％

Ｃ利用の決め手

料金|雰囲気･ｲﾒｰｼﾞ|その他合計

ｄ比較した施設

別紙

Ｑ２予約状況

a予約方法

綴

b抽選会に参加して

害非常に満足満足普通不満非繍に不満合計

割合２９，５２０500５％

Ｃ先行予約

合計

ｄ予約方法の意見

別紙

調査期間平成21年２月１日から２月７日 有効回答者数198通

部屋名 多目的室 和室 中会議室小会議１ 小会議２ 工芸= 料理室 体育室 合計

人数 4３ ９ 5０ 2８ 1７ 1９ ４ 2８ 1９８ 

割合 22％ 5％ 25％ １４％ 9％ １０％ 2％ １４％ 

部屋名 体育室Ａ 体育室Ｂ 体育室Ｃ 体育ＡＢ 体育全面 合計

人数 3３ ０ 1５ 1５ ５ 6８ 

割合 49％ ０ 22％ 22％ 7％ 

年齢層 ２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上 合計

人数 １ ２ 1２ 1９ 2２ 7８ 5５ ６ 1９５ 

割合 1％ 1％ 6％ １０％ １１％ 40％ 28％ 3％ 

内容 立地条件 館内設備 料金 雰囲気・イメージ その他 合計

人数 1１ 5５ 5０ 2６ ４ 1４６ 

割合 8％ 38％ 34％ １８％ 3％ 

予約方法 抽選会に参ｶロ 抽選日以降 電話予約 当日 合計

人数 8１ 4５ 2５ 1０ 1６１ 

割合 50％ 28％ １６％ 6％ 

内容 非常に満足 満足 普通 不満 非常に不満 合計

人数 ８ 2５ 4５ ４ ４ 8６ 

割合 9％ 29％ 52％ 5％ 5％ 

内容 ２回でいい 3回 ４回 制限無し 合計

人数 8８ 1０ 1５ ７ 1２０ 

割合 73％ 8％ １３％ 6％ 



ＱＳ来館状況

謡謡謡囚■■■■皿、
四面、田■■■Ⅵ■■■

b館の雰囲気

内容非常に満足満足普通不満非常に不満合計

人数８０４０１４６

割台１７％２７％１％

Ｃ来館時の意見

別紙に記載

Ｑ４利用された部屋の印象
綱ａ利用された部屋の利用勝手
内容非常に満足満足普通不満非常に不満合計

人数８６５０１７１

割合１８％２９％３％０％

b設備の使い勝手

内容使いやすい普通使いづらい合計

人数１６０

割合４１％

Ｃ部屋の清掃

内容非常に満足満足普通不満非常に不満合計

人数４５１６１

割台２５％２８Ａ３％０％

ｄ設備や備品の不足

１１'､､､割、別紙に記載

ＱＳ利用時間帯
ａ会議室等

b体育室

Ｑｅ改善要望

別紙に記載

内容 非常に満足 満足 普通 不満 非常に不満 合計

人数 4０ 9０ 5０ １ 0 1８１ 

割合 22％ 50％ 28％ 1％ 0％ 

a晋付職員の対libi

内容 非常に満足 満足 普通 不満 非常に不満 合計

人数 2５ 8０ 4０ １ ０ 1４６ 

割合 １７％ 55％ 27％ 1％ 0％ 

内容 非常に満足 満足 普通 不満 非常に不満 合計

人数 3０ 8６ 5０ ５ ０ 1７１ 

割合 １８％ 50％ 29％ 3％ 0％ 

内容 使いやすい 普通 使いづらい 合計

人数 6５ 9０ ５ 1６０ 

割合 ４１％ 56％ 3％ 

内容 非常に満足 満足 普通 不満 非常に不満 合計

人数 4１ 7０ 4５ ５ ０ 1６１ 

割合 25％ 43％ 28％ 3％ 0％ 

内容 今のままでいい 短いほうがいい 長いほうがいい 合計

人数 1５０ ５ ５ 1６０ 

割合 94％ 3％ 3％ 

内容 今のままでいい 短いほうがいい 長いほうがいい 合計

人数 7０ ２ ５ 7７ 

割合 91％ 3％ 6％ 



別紙(Q6については主な意見を掲載します｡）

Ｑ１ｄ比較した施設
（１）合宿地区センター（２件）
（２）サンハート（２件）

Ｑ２ｄ吾;約方法等の意;弓
（１）抽選方法が分かりにくい（２件）
（２）公共優先は最小限度にして欲しい（３件）
（３）同一団体が名前を変えて多く予約しているのではないか（１件）

ＱＳｃ雰囲気やスタッフについての意見

（１）応対がとても親切だった。〈2件）

（２）礼儀正しく・好感がもたれる。（３件）
〈S〉中学生にはもっと厳しく注意してほしい。（３件）

Ｑ４ｄ利用した部屋の設備ﾔ､備品で不足しているもの
（１）多目的室・・・・・・・・新曲を別冊にして欲しい（２件）
（２）多目的室・・・・・・・・音が割れやすいので改善を。
（３）体育室．．・・・・椅子を増やして欲しい
（４）体育室・・・・・・・・バレーボール試合用フラッグを購入して欲しい。

Ｑｅ今後改善薑して欲しい点
（１）料金が高いので安くして欲しい（１０件）
（２）今の料金を維持して欲しい（５件）
（３）ピアノがある部屋が狭い（２件）
（４）体育館での音量を考慮して欲しい（４件）
（５）体育館のカーテン（上部）を必ず閉めて欲しい。
（ｅ）男子小・中学生の利用態度が悪いので注意して欲しい
（７）多目的室を飲酒可にして欲しい（２件）
（８）部屋で多少の飲酒を認めてほしい。
（９）中会議室の机のストッパーを利くようにして欲しい。
（１０）電話で利用申込が出来るようにして欲しい
（１１）体育室入□の自販機の前に注意書きをして欲しい。
（１２）会議室を２時間単位にして欲しい（２件）

（１ｓ）工芸室エアコンの吹出□を改善して欲しい（１件）

（１４）カラオケの曲数が少ない

（１５）備品の収納庫を作って欲しい

'､顯緬、

(1件）

'１，Mm＃ヘ



● 

アンケートの意見に関する回答

希望が丘地区センター館長

Ｑ２ｄ予約方法等の意見
（１）抽選方法が分かりにくい（２件）
（２）公共優先は最小限度にして欲しい（３件）
（３）同一団体が名前を変えて多く予約しているのではないか（１件）

回答

抽選方法については利用者の方が公平に利用できるよう様ﾉﾏな工夫を重
ね、最も妥当な方法との意見を頂いており、抽選会場でわかり易く説明
します。また、公共優先につきましては必要最小限度の利用lこしていた
だけるよう要請してまいります。さらに名前を変えての申し込みは認め
ていませんが、同一人が多くの団体に属されているケースもあり誤解さ
れ易い面もあるように伺っています。

f鋼､､､ＱＢＣ雰囲気やスタッフについての意見
（１）応対がとても親切だった。〈2件）

（２）礼儀正しく・好感がもたれる。（Ｓ件）

〈3〉中学生にはもっと厳しく注意してほしい。（3件）

回答

職員及びスタッフについては親切な応対と、利用する側に立って接する
ようｌｕｊｌがけています。また、中学生につきましては集団で来館する生徒
が、ゲームに興じて騒がしい場合がありますので、館の秩序を寄るよう
その都度注意してまいります。

Ｑ４ｄ利用した部屋の設備ﾔb備品で不足しているもの

（１）多目的室・・・・・・・・新曲を別冊にして欲しい（２件）

回答
II11mwm:'、 新曲は本の前部の所定に綴じていますが、別冊がよければ別冊にします。

（２）多目的室・・・・・・・・音が割れやすいので改善を。

回答

ボリュームを印以上に上げすぎると音が割れますので適正音量でお使いく

（３）体育室..・・・・椅子を増やして欲しい

回答

回答破損してしよできなくなった物がありますので補充いたします
（４）体育室・・・・・・・・バレーボール試合用フラッグを購入して欲しい。（1件）

回答

購入いたしました。

Ｑｅ今後改善して欲しい点
（１）料金が高いので安くして欲しい（１ｏ件）
回答

～壷＝



け

■ 

■ 

全市統一的な利用料金制度です。地区センター単独での料金変更は出来
ゴー・Ｈ－ム

（２）今の料金を維持して欲しい（５１と卜）
回答

市当局に伝えてまいります。

（８）ピアノがある部屋が狭い（２件）
回答

中会議室にグラビノーバがありますのでご利用ください。

（４）体育館での音量を考慮して欲しい（４件）

回答

お互いに音量を考慮していただくことと、スピーカーを背中合わせに
セットしていただくようお願いいたします。

（５）体育館のカーテン（上部）を必ず閉めて欲しい。

回答

利用される競技により開閉いたします。

（６）男子小・中学生の利用態度が悪いので注意して欲しい
回答

館の秩序を守るよう繰り返し注意してまいります。

（７）多目的室を飲酒可にして欲しい（２件）

回答

館の秩序保持の観点から飲酒可は困難です。

（８）部屋で多少の飲酒を認めてほしい。
回答

館の秩序保持の観点から飲酒可は困難です。

（９）中会議室の机のストッパーを利くようにして欲しい。

回答
床がフローリングにつき今以上の改良は困難です。

ｄｏ）電話で利用申込が出来るようにして欲しい
回答

電話での予約を受け付けています。予約後３曰以内に手続きをお願いし
ています。

(１１）体育室入□の自販機の前に注意書きをして欲しい。
回答

注意書きを設置しました。

(－１１ｚ）会議室を２時間単位にして欲しい（２件）

回答

利用者の多くが現行の時間単位での利用に満足されています。
(１ｓ）工芸室エアコンの吹出□を改善して欲しい（1件）

回管
一…岬､獣湿示邑､澱曾てhろ以ﾀﾄに方法がなく、なるべく弱でお使い＜ださ

鋲￣句

￣、

Ⅲ 



＝二言2

■
■
 

■ 

(１４）カラオケの曲数が少ない

回答

契約メーカーに伝えてまいります。

(１５）備品の収納庫を作って欲しい

回答

個人の備品庫を設置することは困難です。

Ｆ､ 

｢￣ 

P 
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