
実施期間：平成30年2月12日～平成30年3月11日

　　　対象：狛江市民総合体育館

回収総数450名



【Ｑ１】 本日のご利用の目的

回答数 450名 分布割合

団体貸切 55名 12%
個人開放 113名 25%

トレーニング 7名 2%
教室 110名 24%

無記入 165名 37%

【Ｑ２】 良く利用する施設は？

回答数 450名 分布割合
総合体育館 407名 90.4%

西和泉体育館 1名 0.2%
西和泉グランド 1名 0.2%
市民グランド 0名 0.0%

多摩川グランド 0名 0.0%
元和泉テニスコート 0名 0.0%
東野川テニスコート 1名 0.2%

スリーオンスリーコート 0名 0.0%
無記入 40名 8.9%

団体貸切

個人開放

トレーニング

教室

無記入

本日のご利用の目的 450名

団体貸切 個人開放 トレーニング 教室 無記入

総合体育館

西和泉体育館西和泉グランド

東野川テニス

コート

無記入

良く利用する施設は？ 450名

総合体育館 西和泉体育館 西和泉グランド

市民グランド 多摩川グランド 元和泉テニスコート

東野川テニスコート スリーオンスリーコート 無記入



【Ｑ3】 性別

回答数 450名 分布割合

男性 82名 18%
女性 333名 74%

無記入 35名 8%

【Ｑ4】 年齢

回答数 450名 分布割合

10歳未満 52名 12%
10歳代 59名 13%
20歳代 12名 3%
30歳代 29名 6%
40歳代 45名 10%
50歳代 52名 12%
60歳代 71名 16%
70歳代 120名 27%
無記入 10名 2%

男性

女性

無記入

性別

男性

女性

無記入

10歳未満

10歳代

20歳代, 

7名, 2%

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

無記入
年齢

10歳未

満
10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代



【Ｑ5】 利用回数

回答数 450名 分布割合

週3回以上 50名 11%
週1～2回 230名 51%
月1～2回 24名 5%

2ヶ月に1回 2名 0%
1年に数回 5名 1%
はじめて 8名 2%
その他 4名 1%
無記入 127名 28%

週3回以上

週1～2回

月1～2回

2ヶ月に1回

1年に数回

はじめて

その他
無記入

利用回数

週3回以上

週1～2回

月1～2回

2ヶ月に1

回
1年に数回

はじめて



【Ｑ6】 住まい

回答数 450名 分布割合

市内 270名 60%
市外 71名 16%

その他 0名 0%
無記入 109名 24%

【Ｑ7】 住まい（市外）

回答数 70名 分布割合

調布市 32名 46%
府中市 0名 0%

世田谷区 13名 19%
川崎市 1名 1%
無記入 24名 34%

調布市

府中市
世田谷区

川崎市

無記入

住まい（市外）

調布市

府中市

世田谷区

川崎市

無記入

市内市外

その他

無記入

住まい

市内

市外

その他

無記入



【Ｑ8】 交通手段

回答数 450名 分布割合

徒歩 77名 17%
自転車 215名 48%
自動車 27名 6%
バス 13名 3%

その他 8名 2%
無記入 110名 24%

【Ｑ9】 何でお知りに

回答数 450名 分布割合

チラシ 50名 11%
情報誌ぱど 10名 2%

体育館ホームページ 54名 12%
市役所ホームページ 25名 6%

知人の紹介 122名 27%
その他 60名 13%
無記入 129名 29%

徒歩

自転車

自動車

バス

その他

無記入

交通手段

徒歩

自転車

自動車

バス

その他

無記入

チラシ

情報誌ぱど

体育館ホーム

ページ

市役所ホーム

ページ

知人の紹介

その他

無記入

何でお知りに

チラシ

情報誌ぱど

体育館ホームページ

市役所ホームページ

知人の紹介

その他

無記入



【質問1】 スタッフ挨拶

回答数 450名 分布割合

不満 0名 0.0%
やや不満 90名 20.0%

ふつう 2名 0.4%
まあ満足 99名 22.0%

満足 141名 31.3%
無記入 118名 26.2%

【質問2】 受付スタッフの対応

回答数 450名 分布割合

不満 0名 0%
やや不満 0名 0%

ふつう 93名 21%
まあ満足 95名 21%

満足 146名 32%
無記入 116名 26%

不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

受付スタッフの対応

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

スタッフ挨拶

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入



【質問3】 トレーニングスタッフ

回答数 450名 分布割合

不満 1名 0%
やや不満 1名 0%

ふつう 81名 18%
まあ満足 81名 18%

満足 50名 11%
無記入 236名 52%

【質問4】 施設使いやすさ

回答数 450名 分布割合

不満 4名 1%
やや不満 30名 7%

ふつう 130名 29%
まあ満足 95名 21%

満足 67名 15%
無記入 124名 28%

不満 やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

トレーニングスタッフ

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

施設使いやすさ

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入



【質問5】 施設全体の清潔感

回答数 450名 分布割合

不満 0名 0%
やや不満 17名 4%

ふつう 145名 32%
まあ満足 102名 23%

満足 67名 15%
無記入 119名 26%

【質問6】 予約システム

回答数 450名 分布割合

不満 5名 1%
やや不満 25名 6%

ふつう 146名 32%
まあ満足 48名 11%

満足 47名 10%
無記入 179名 40%

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

施設全体の清潔感

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

不満 やや不満

ふつう

まあ満足
満足

無記入

予約システム

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入



【質問7】 総合的な満足度

回答数 450名 分布割合

不満 1名 0%
やや不満 5名 1%

ふつう 110名 24%
まあ満足 134名 30%

満足 67名 15%
無記入 133名 30%

不満
やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入

総合的な満足度

不満

やや不満

ふつう

まあ満足

満足

無記入



その他(意見・要望)　<>数字は同一意見の数。指定管理者からの回答

【教室について】

・定期制教室は１年間通えるようにしてほしい、継続して通わせたい為。

　　　回答：公共施設ですので数多くの方にご利用いただけるように3ヶ月クールとなっております。

・教室抽選でよく落ちる為、継続するものを優先して欲しい。

　　　回答：公共施設ですので数多くの方にご利用いただけるよう継続者の優先は行いません。

・高校生や大人向けの体操やトランポリンの教室があるといい。

　　　回答：会場の都合等で枠を増やすことは困難です。

・トランポリン教室の枠をもっと増やしてもらえたら嬉しいです。毎回確実に続けていきたいですし（本人がとても頑
張ろうと思っている）（２件）

　　　回答：会場の都合等で枠を増やすことは困難です。

･三浦先生の初めてのヨガのクラスをもっと他の曜日にも増やして欲しいです。（一回の人数を少なくして欲しいで
す）

　　　回答：会場の都合等で枠を増やすことは困難です。

・こどもの定期教室にてお世話になっております。コーチの先生方がいつも丁寧にご指導くださり、ほんの少しずつ
ですが、できることが増えていると感じております。市外ですが楽しく通うことができており、大変感謝しております。
ありがとうございます。

　　　回答：ありがとうございます。

・体操の先生は、特に最近余りの熱心さから、注意することが多く、笑顔も無く、何か不満ばかりの連続で、もっと楽
しくやれないものかと、出席するたびに思う。

　　　回答：指導スタッフ全員に伝え、改善いたします。

・スタジオがかなりきちきちになってしまうので。検討をお願いします。

　　　回答：講師と相談の上、適正な人数を定員としていますが再度検討致します。

･クラス時間が一時間ではやや短いと感じる。一時間１５分くらいにならないか。

　　　回答：会場の都合等で時間を延長することは困難です。

･わんぱく幼児体操に参加していますが年齢的にやんちゃな年にもなるので、もう１人スタッフ、コーチがいるといい
なと思います。

　　　回答：基本コーチ１名で子供１０名まで指導いたします。現在の指導員数で安全な指導を行います。

・娘が受講２回目で鉄棒で頭から落ちる事が数回あり、トラウマというか、恐怖心がでました。

事故防止のためにも個々にあわせたサポート体制を検討して頂きたいです。

　　　回答：指導員の研修を再度行い、安全な指導を行います。



【施設使用について】

・自宅から通いやすい距離にあるのでなるべく使用したいですが、種目が平日に多いので、仕事のあいだはできな
いのが残念です。

　　　回答：会場の都合等で枠を増やすことは困難です。

・空調はもう少し利かないでしょうか？寒いです。

　　　回答：使用時申出てください。

・ラウンジのテーブルがロックがかかると使いやすいかなと思います。（教室後に昼食をとったりするので）

　　　回答：共有部分は一般に開放してますので、テーブルのロックは致しかねます。

・市外個人利用のチェックを十分行なってください

　　　回答：市外個人開放は自己申告で５００円です。

・朝、券をかうのに　並ぶをなんとかできれば。卓球台のとり方などに改善の余地があれば。

　　　回答：通常は、第3・第4スパンは比較的空いてますので、ご利用をお願い致します。

・市外の入場料をもう少し安くできないか

　　　回答：狛江市体育施設条例に定められています。

・下駄箱を増やして欲しい

　　　回答：スペースの問題が有り、現状で使用をお願い致します。

・洋式トイレを増やしてほしい

　　　回答：実施に向け検討しています。

・洋式トイレを増やしてほしい。便座がぐらぐら。

　　　回答：実施に向け検討しています。

・トイレとシャワールームの改善

　　　回答：実施に向け検討しています。

・ペットボトルなどを捨てるゴミ箱に普通の燃えるゴミを入れている人がいるから紙などで呼びかけてもいいと思う

　　　回答：実施に向け検討しています。

・通学前の幼児クラスにサッカーやテニス等のクラスがほしいです。また、下の子との見学は、小さい子供はマット

の上で見学が難しいので同じ部屋の中で柵でも作って、動けるスペースがあると助かります。

　　　回答：会場の都合等で枠を増やすことは困難です。

・男性向けの企画も大事だと思います。

　　　回答：会場の都合等で枠を増やすことは困難です.

・靴の脱ぎ履きのイスが一個欲しい

　　　回答：会場の都合等で時間を延長すると他のクラスが少なくしなければならないので困難です。



・トイレを今時な綺麗なトイレにしてほしい

　　　回答：実施に向け検討しています。

・定期教室の3ヵ月後との申し込みについて、継続者の優先受付や６ヶ月まとめて申込などご検討いただけたら嬉
しいです。

　　　回答：公共施設ですので数多くの方にご利用いただけるように3ヶ月クールとなっております。

・もう少し、交通の便を良くして欲しい（市と協力して）。飲食ＯＫの所で小学生が大騒ぎしている時があるので時々

見回りをする等対策を考えて欲しい。特に水曜の午後は、走り回ってひどい。
　　　回答：交通の便については、狛江市及び教育委員会へ要望いたします。共有部分は、一般の方に開放してい
る場所ですので、使用方法につい  て規制はできかねます。

・高齢者は優先的に第２体育室が取れたらいいなと思います。

　　　回答：ご利用団体が多いため、優先は難しいです。

・和室の洗い場に、湯沸かし器を置いて欲しい。

　　　回答：設置を検討いたします。

・体育館で、どこのクラブが予約できているのかを表示して欲しい。

　　　回答：個人情報の関係で団体名を公表することはできません。予約の有無はシステムで判断できますのでご
利用ください。
・入り口前の階段の手すりを子供がすべり台のように遊んでいることがある。何とか遊ばないようにしてほしい。自

転車置き場でタバコを吸っている人が（団体？）いる。禁煙を徹底して欲しい。自転車置き場の明かりが９時過ぎに

消えてしまうことがある。最後までつけておいてほしい。ハンデのある人用の駐車スペースが、土の部分があって、

段差ができてしまい、使いにくいのではないかと思います。固めるか隣のスペース使ったほうがいいのでは。

　　　回答：改善に向けて検討いたします。

・エアロは体育館の使用と思うので2時間15分は体育館の使用をさせてほしい

　　　回答：会場の都合上、時間の変更はできません。

・卓球用のバックネット（防球フェンス）が他の体育館にはあるので、欲しいです

　　　回答：防球フェンスは用意してあります。

・年末年始の利用について（両方とも休みではなく）仕事始の4日から利用できるように変更を！

　　　回答：体育施設条例施行規則に定められていますのでご理解ください。

・もっと狛江市中心に位置していてほしい。市民なのに遠い

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・駐車場について時々良く分からないルールがある。団体利用の場合利用不可としているはずなのにたまに利用し
ている団体があったりする。
　　　回答：駐車場スペースが限られています。車でのご利用を控えていただくか、近隣の有料駐車場をご利用くだ
さい。

・時間表が2時間15分となっていて計算しづらいのでもっと分かりやすくして欲しい

　　　回答：体育施設条例施行に定められた時間内でのご利用をお願い致します

・認知症予防にいいこと入れていろいろやってほしい

　　　回答：シルバー体操及び健康体操のコーチにその旨を伝えます。

・スタジオを利用しています。大変綺麗で使いやすいと思います。

　　　回答：ありがとうございます。



・いつもお世話になっており感謝しています。1Ｆロビーがもう少し広くてテーブル・イスなどがあるといい

　　　回答：限られたスペースなので、現状でお使いして頂ければと思います。今後、検討したいと思います。

・水のみ場の水が飛び出しています

　　　回答：気が付いたら、受付に報告していただければ、対応致します。

・卓球を通して多くの人と交流でき、運動不足の解消だけでなく健康維持にも役立っています。低料金で利用させ
て頂き有難うございます。

　　　回答：ありがとうございます。

・健康体操に来ているのに、それ以上の物を望んでいるようで先生は、できなければヘルシーへ下がり良くなったら
又健康体操に戻ってくれば良いと
言うが、なぜそんなことを言うのか。先生じたいが、前より笑顔が無くなり、うるさい事ばかり言うようになり、楽しみ
ながらする体操が帰りは嫌な思いで
帰る日々が毎回である。先生の笑顔が無くなったのはアロマの勉強してからである。私個人だけでは無いのです。
先生がお教えしてくれている体操
には不満はないが、始めから終了までまあ～うるさい。体操に集中してほしいのが皆んなの本音です。水曜日のエ
アロビの先生は、3パターン教えているとのことです。健康体操もそうゆう教えもあって良いのではないかなと思う。
先生に対しての嫌な思いで来なくなっている人も多いのである。

　　　回答：指導スタッフ全員に伝え、改善いたします。

・簡単にチームが作れてしまうシステムを考え直してほしいです。抽選申し込み数が多すぎてなかなか当選できま
せん

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・時間内で移動できないのが不満です。ランニングへ数分間行きたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（個人開放バドミントン利用）

　　　回答：施行規則に定められた時間内でご利用をお願い致します。

・自転車置き場に屋根が欲しい。

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・個人情報が厳しく、先生も名前も年齢もわからないと何かあった時の困ると思います。

　　　回答：何かあった場合は、受付に伝えてください。対応致します。

・個人情報ばかり気にしないでよいのでは先生に名前を知られないのはさびしい

　　　回答：コーチに名前を気軽に聞いてください。

・余り個人情報に気をつけ過ぎで先生まで名前がわからず、注意する時にも不便だと思う。仲間なのだから少しは
自然に名前くらいは良いと思う

　　　回答：コーチに名前を聞いてください。

・健康体操の時間をもっと中途半端にしないでください。月曜日４時１５分、水曜日１１時３０分となっていますが、4
時からと11時からと変えてください。
長い間、同じ先生をもっと若い先生に変えてほしい。まんねりになるので。
　　　回答：時間帯をいろいろと変えることにより、不特定多数の方に利用していただけるよう配慮してます。

・個人開放の実施日を増やして欲しい。

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・1回制教室が820円は高い。500円くらいなら週に2・3回使いたい。

　　　回答：検討いたします。

・シニア向け体操をもっと増やしていただけたらうれしいです

　　　回答：今後検討はいたしますが、会場の都合等で、枠を増やすことは困難です。



・しせつがもう少し広い方がいい

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・年金なので使用料500円は痛いです。でも楽しいので頑張っています。受付の方々が笑顔でむかえてくれるので元気が出ます。

　　　回答：狛江市体育施設条例に定められています。ご理解をお願い致します。

・HPで混雑状況が知りたいです。（バドミントンン）　コートの空き情報とか。

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・２年ほど定期制教室利用しています。人気の無いプログラムは見なおししないのでしょうか？ヨガが多すぎです。

ピラティス、バレトンを増やしてほしいなと思います。

　　　回答：第2期定期制から火曜日にバレトン、金曜日にナイトピラティスを増設いたしました。

・元気な老人が増えたらいい。使用料金が高い。市外の人も狛江の人も同じ料金に。運動できる施設があり感謝し
てる。

　　　回答：狛江市体育施設条例に定められています。

・もう一箇所体育館があればいいかな。今のところが遠いひとのために。

　　　回答：狛江市及び教育委員会へ要望いたします。

・スポーツジムではないですが、もう少しきれいにして頂けたらと思います。全体的に暗くてじめじめしている印象で
す。

　　　回答：検討いたします。

・毎週、定期教室に子どもを通わせています。体操教室のコーチはとても良く教えてくれていますが、お茶休憩が多
かったり、コーチの指導力の差を強く感じる時がある。コーチの指導方法（方向性）を上級コーチが指南して統一し
て欲しい。

　　　回答：指導スタッフ全員に伝え、改善いたします。

・水曜日１１：３０～利用してますが、先生が事あるごとに私達、生徒に対して、これが出来ないなら「シルバー」に行

きなさいと不満ばかり言います。少しも楽しくありません！やめた方も何人もいます。笑顔もなく終ってから皆んなと

先生に対して不満ばかり言ってます。体育協会で考えていただきたいです！

　　　回答：指導スタッフ全員に伝え、改善いたします。

・たまにＢ１のロビーに小学生がいてゲームやスマホをいじって、机、いすを占領している事があり不愉快である。

利用料を払って利用している訳ではないので注意してほしい。

　　　回答：共有部分は一般に開放している場所ですので、使用方法について規制出来かねます。

講師を変えたらもっと人が集まる。明るい楽しい雰囲気で利用出来るようにして欲しい。人格を傷つけるようなこと
を生徒に言うのはどういうものか。不満の声が大きい。健康のために体操を続けたい気持ちは仲間も皆持っている
のに、、、。

　　　回答：指導スタッフ全員に伝え、改善いたします。


