
実施期間：平成31年2月12日～平成31年3月11日

　　　対象：狛江市民総合体育館

回収総数639名



【Ｑ１】 本日のご利用の目的

回答数 639名 分布割合

団体貸切 45名 7%
個人開放 26名 4%

トレーニング 8名 1%
教室 168名 26%

無記入 392名 61%

【Ｑ２】 良く利用する施設は？

回答数 639名 分布割合
総合体育館 412名 64.5%

西和泉体育館 2名 0.3%
西和泉グランド 0名 0.0%
市民グランド 1名 0.2%

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%
元和泉市民運動ひろば 0名 0.0%

無記入 223名 34.9%

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 639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

元和泉市民運

動ひろば

無記入

良く利用する施設は？ 639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 元和泉市民運動ひろば

無記入



【Ｑ3】 性別

回答数 639名 分布割合

男性 99名 15%
女性 479名 75%

無記入 61名 10%

【Ｑ4】 年齢

回答数 639名 分布割合

10歳未満 46名 7%
10歳代 33名 5%
20歳代 5名 1%
30歳代 39名 6%
40歳代 89名 14%
50歳代 72名 11%
60歳代 67名 10%
70歳代 88名 14%
無記入 200名 31%

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

60歳代

70歳代

無記入



【Ｑ5】 利用回数

回答数 639名 分布割合

週3回以上 32名 5%
週1～2回 237名 37%
月1～2回 32名 5%

2ヶ月に1回 1名 0%
1年に数回 7名 1%
はじめて 1名 0%
その他 3名 0%
無記入 326名 51%

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 639名 分布割合

市内 272名 43%
市外 69名 11%

その他 0名 0%
無記入 298名 47%

【Ｑ7】 住まい（市外）

回答数 47名 分布割合

調布市 36名 77%
府中市 0名 0%

世田谷区 10名 21%
川崎市 1名 2%
無記入 0名 0%

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 639名 分布割合

徒歩 48名 8%
自転車 238名 37%
自動車 50名 8%
バス 3名 0%

その他 5名 1%
無記入 295名 46%

【Ｑ9】 何でお知りに

回答数 639名 分布割合

チラシ 75名 12%
情報誌ぱど 4名 1%

体育館ホームページ 54名 8%
市役所ホームページ 31名 5%

知人の紹介 117名 18%
その他 50名 8%
無記入 308名 48%

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 639名 分布割合

不満 3名 0.5%
やや不満 82名 12.8%

ふつう 3名 0.5%
まあ満足 60名 9.4%

満足 192名 30.0%
無記入 299名 46.8%

【質問2】受付スタッフの対応

回答数 639名 分布割合

不満 2名 0%
やや不満 4名 1%

ふつう 81名 13%
まあ満足 68名 11%

満足 185名 29%
無記入 299名 47%

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 639名 分布割合

不満 2名 0%
やや不満 2名 0%

ふつう 84名 13%
まあ満足 106名 17%

満足 38名 6%
無記入 407名 64%

【質問4】施設使いやすさ

回答数 639名 分布割合

不満 6名 1%
やや不満 32名 5%

ふつう 119名 19%
まあ満足 76名 12%

満足 101名 16%
無記入 305名 48%

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 639名 分布割合

不満 2名 0%
やや不満 24名 4%

ふつう 140名 22%
まあ満足 88名 14%

満足 82名 13%
無記入 303名 47%

【質問6】予約システム

回答数 639名 分布割合

不満 7名 1%
やや不満 16名 3%

ふつう 133名 21%
まあ満足 54名 8%

満足 67名 10%
無記入 362名 57%

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 639名 分布割合

不満 2名 0%
やや不満 3名 0%

ふつう 98名 15%
まあ満足 124名 19%

満足 102名 16%
無記入 310名 49%

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



総合体育館 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】

・定期制教室の応募期間と入金期間が長すぎると思います。１週間から１０日くらいでいいと思います。再抽選の入金期間が短いのはなぜ
ですか？

　　　回答：応募時は多くの方に応募いただけるよう長めの期間を設定しています。入金期間は入金忘れを防ぐ目的で2週間として

              います。再抽選入金期間は随時申込み前の救済処置のため期間が短くなっています。ご理解をお願いいたします。

・定期制教室を継続利用したいですが難しいですか？

　　　回答：公共施設として多くの方に教室参加の機会を設けるため３ヶ月クールとなってます。ご了承ください。

・１回制教室を増やしてほしい。気軽に参加したい。

　　　回答：7月からヨガやピラティスの教室を増設の予定です。

・長期休暇や連休の短期教室を増やして欲しい。

　　　回答：検討いたしますが、会場の都合等で枠を増やすことは難しい状況です。

・スタジオで幼児のバレエ教室に参加していますが、練習用の木製バーが古くささくれだっている物もあります。新しいバーに交換していた

だくか壁固定式にしていただけたらありがたいです。

　　　回答：講師とも相談したうえ検討いたします。

・調布在住ですが近いのでいつも利用させてもらっています。子ども教室も夏のプールもリーズナブルに利用させてもらえて助かってます。

　　　回答：ありがとうございます。

・レッスン中おかしを食べることはなしにしてほしい。

　　　回答：講師から注意いたします。

・スタジオが狭く動きにくく部屋の隅に丸太などがあり、危ない。

　　　回答：教室備品の丸太(バレエバー)等の収納方法を研究いたします。

・スタジオを使用しているが２０名では狭すぎる。

　　　回答：講師とも相談のうえ、適正な人数を再度検討いたします。

・私も子どもたちもいつも利用させて頂いております。受付の方、スタッフの方みんなやさしく気持ちよく利用させて頂いてます。いつもあり

がとうございます。

　　　回答：ありがとうございます。

・チアを習いたいお友達がたくさんいます。月会費教室だけでなく、１回だけのイベント等やってみてはいかがでしょうか。集客はあると思い

ます。

　　　回答：会場の確保を含め研究いたします。

・職員の対応が好い。利用費をアップしてもよい。持続する為。

　　　回答：ありがとうございます。

・魅力的なコーチで安心して子どもを通わせられています。（わんぱく）

　　　回答：ありがとうございます。

・4月で1年になります。お蔭様で週1回の利用で股関節の痛みがとれました。感謝です。

　　　回答：ありがとうございます。



・運動が苦手な子どものみ対象のクラスを作って欲しい

　　　回答：検討いたします。

・コボリコーチの指導の仕方とても上手で楽しいです

　　　回答：ありがとうございます。

・定期制の継続ができたらいい

　　　回答：公共施設として多くの方に教室参加の機会を設けるため３ヶ月クールとなってます。ご了承ください。

・体操の高橋先生にお世話になり、基礎から楽しく学ばせて頂きレベルが上がってきて感謝しております。2件

　　　回答：ありがとうございます。

・夏春休みは定期制教室を休みにしてほしい。プール料金市内市外同一にしてほしい。

　　　回答：夏春休み中も教室に多くの方が参加されているのでお休みすることは考えておりません。プールの料金につきましては

　　　　　　狛江市体育施設条例に定められております。市に要望をお伝えします。

・教室パンフレットを旧式に戻して欲しい。新しいのは字も小さく見にくい。講師が分からず不安。5件

　　　回答：文字の大きさ等改めて研究いたします。講師名は受付にお尋ねください。

・来期分の教室パンフレットにカレンダーが記載されていない。休みを知りたいので記載してほしい

　　　回答：パンフレットには記載しておりませんが、受付で教室カレンダーを配布しております。

・人気があるプログラムは２階の広いスタジオで行うと人数を増やすことができるのではないでしょうか

　　　回答：会場の都合等で場所を移動することは困難です。

・定期制教室の申込が、窓口だけでなくインターネットで申込ができたらありがたいです。2件

　　　回答：調査研究いたします。

・コーチの対応もとても面白く体育館の雰囲気も良く使いやすいと思っています。

　　　回答：ありがとうございます。

・申し込みに外れた後の対応について、もっとシンプルに出来ないものか？

　　　回答：落選した方の救済措置として再抽選を取り入れました。さらに研究いたします。

・馬場先生の教室を受講しています。わかりやすい指導で健康維持に役立っています。

　　　回答：ありがとうございます。

・定期教室、1次キャンセルした人は、次回の定期で抽選できないようにして頂きたいです。

　　　回答：キャンセルには様々な理由があり罰則を設けることは考えておりません。キャンセル分は再抽選並びに随時申し込みで

　　　　　　 ご参加いただけます。



【施設使用について】

・トイレを新しくしてくれたのはありがたいがウォシュレットにしてほしかった。2件

　　　回答：次回改修時期に検討いたします。

・壊れた備品には明確な表示をしてほしい。

　　　回答：分かりやすいように表示いたします。

・普段格技室を利用させていただいてますが入り口の階段が解消されるといいのですが、左側にスロープがありますがどうも気になりま
す。設計当初の問題なのでしょうが。出入りにはいつも足元に気をつけていますけど。

　　　回答：格技室の構造上階段をなくすことは困難です。気を付けてご利用をお願いいたします。

・駐車スペースが少なく困っている方が多いと思います。近くのコインパーキングはなくなってしまいました。

　　　回答：体育館西側に提携駐車場がございます。ご利用ください。尚、駐車場待ちの路上停車は調布警察署からの指導もあり禁止

　　　　　　　しております。駐車スペースには限りがありますので、できるだけ自転車や徒歩でのご利用をお願いいたします。

・マットを新しくしてほしいです。（格技室）3件

　　　回答：調査し検討いたします。

・照明が暗いのか、館内が暗い印象があります。

　　　回答：JIS照度基準に適合した照度を確保していますが、さらに調査研究いたします。

・体育館連続使用のときＡ⇒ＢコートになるときがあるＡ⇒Ａ利用できるように融通利かせて欲しい

　　　回答：予約システムは機械による自動抽選のため困難です。利用団体様同士の話し合いにより交代していただける場合があります。

・インターネットで申込できると便利

　　　回答：調査研究いたします。

・教室の場所がにんずうの割りに狭い

　　　回答：講師とも相談のうえ、適正な人数を再度検討いたします。

・プロバスの方々がロビーを占領している。ストレッチマッサージをしている。威圧感があり、みんなで使うロビーがつかえない。

　　　回答：プロバスケットボールチームに注意いたします。

・駐車場で無料有料にわかれるのが不公平。何枚も買わないといけないので時間がかかる。１６０円を１００円にして欲しい

　　　回答：体育館の無料駐車場には数に限りがあり、満車の場合は有料駐車場への駐車をお願いしています。提携駐車場のこれ以上

　　　　　　　の割引は致しかねます。ご了承ください。尚、駐車場待ちの路上停車は調布警察署からの指導もあり禁止しております。

　　　　　　　できるだけ自転車や徒歩でのご利用をお願いいたします。

・格技室倉庫の出し入れがしにくい。カビくさい。3件

　　　回答：対策を検討いたします。

・直前にならないと部屋に入れない

　　　回答：貸し出し時間に合わせて入室をお願いいたします。

・更衣室の匂いがきになる

　　　回答：対策を検討いたします。

・子供用トイレ設置して欲しい

　　　回答：スペース的に設置は困難な状況です。補助便座等の設置を検討いたします。



・年をとってきたので照明が暗く感じます。照明を全部つけていただけるとありがたいです。

　　　回答：４月１日より、第１体育室はLED照明に変更し全てを点灯させております。

・調布市民です、しかしほぼ狛江なので狛江の体育館を利用させて頂いてます、調布市と）提携していただき調布市民も市内料金で利用で
きるとありがたいです

　　　回答：狛江市体育施設条例により使用料が定められております。市に要望をお伝えします。

・昨年から定期に通わせていただいています。とても楽しく運動ができていますこれからもよろしくお願いします

　　　回答：ありがとうございます。

・これからも、利用しやすい施設であるよう、お願いします。

　　　回答：ありがとうございます。

・プールを冬は、スケートリンクにして欲しい。

　　　回答：大掛かりな設備改修が必要なことと、市民プールは消防水利となっているため実現は難しい状況です。

・総合体育館内に、テニスの壁打ちができるスペースをもうけて欲しい。3件

　　　回答：スペース的に実現は難しい状況です。

・講師の所属する団体の入会はひつようか？

　　　回答：入会の必要はありません。

・体育館１Ｆスタジオの床が汚れている。2件

　　　回答：4月末に床材を張り替えました。

・駐車場がもっとほしい。7件

　　　回答：現在の敷地内では増設は困難です。総合体育館西側に提携駐車がごさいます。ご利用ください。尚、駐車場待ちの

　　　　　　　路上停車は調布警察署からの指導もあり禁止しております。駐車スペースには限りがありますので、できるだけ自転車や

　　　　　　　徒歩でのご利用をお願いいたします。

・半面の使用時でも全面照明を付けてほしい。

　　　回答：4月1日より第1体育室の照明をLEDに変更し照度をアップしました。状況をご確認ください。

・夏の冷ぼうをしっかりしてほしい。２件

　　　回答：暑い場合は受付にお申し出てください。

・駐輪場のバイク置き場の場所を変更してほしい。

　　　回答：調査し検討いたします。

・市外なのに250円で利用している人がいる、注意したほうが良い。

　　　回答：ありがとうござます。注意いたします。

・クーラーが弱い。もしくは、途中からかかるので前半暑い時がよくあります。

　　　回答：暑い場合は受付にお申し出てください。

・安全のために自転車の出入りは正面玄関前に限定すべきです。駐車場側からも自転車が出入りするため車との接触やニアミスを何度も
見ました。また駐車車両を傷つけていることもありました。

　　　回答：自転車でのご利用の方の数が圧倒的に多い現状を踏まえた上で対応策を研究いたします。

・卓球台をまだ来ない人まで取るのはやめてほしい。調布の人と狛江の人を区別できるようにシールか何か付けて欲しい。

　　　回答：卓球台の件は注意喚起いたします。区別することは困難です。



・卓球の場所の取り方が朝どんどん早くなっているようです。何かいい案はないのでしょうか。

　　　回答：朝の第１スパンは大変混雑いたしますので、第2スパン以降が空いていること等を周知してまいります。

・入口の外階段の手すりですべり台のように遊んでいる子どもがいて親も注意しない。滑れなくするとか対策を講じるべきでは。事故が起
こって責任を問われたりしてからでは遅い。あと、階段の下でタバコを吸っている人がまだ時々いる。館内は全面禁煙にすべき。3体をいつ
も利用しているが音響のスイッチが入ったままだったり、鏡に指紋がベタベタついていたり、床にゴミがたくさん落ちていたりすることがあ
る。指導を徹底してほしい。

　　　回答：対策を検討いたします。

・体育館のイベントでプールが使えないときがある。何かちがうのではないか。また、選挙会場にするのもやめていただきたい。

　　　回答：市民水泳大会やスキルアップ教室等で半日一般開放を中止する場合があります。その際はポスターやホームページでお知らせ

　　　　　　致しますします。選挙の際は総合体育館は開票場として使用するため臨時休館します。ご理解をお願いいたします。

・階段が急で怖い、子どもが落ちそう。

　　　回答：階段の改修は困難です。手摺を使用して気を付けてご利用ください。

・トイレの大人用スリッパを個室の数だけ置いてほしい。

　　　回答：検討いたします。

・自販機の飲み物がもっと安い、といいと思います。

　　　回答：ベンダー業者へ要望をお伝えします。

・ロッカーは、コインが戻るものにしてほしい。

　　　回答：鍵の持ち帰り等の防止ため有料としています。ご理解をお願いいたします。

・スクワットラックを増やしてほしい。

　　　回答：トレーニング室のスペース上スクワットラックを増やすことは困難です。

・駐輪場の白いしきりのペイントが消えかかっている。

　　　回答：再塗装いたしました。

・受付の方々の笑顔で気持ちよく利用させていただいております。

　　　回答：ありがとうございます。

・受付がとても気持ちよいあいさつをしてくれてうれしいです。

　　　回答：ありがとうございます。

・正方形のブルーマットがだいぶ古いです。新しいものと交換願います。

　　　回答：確認し検討いたします。

・床のクッションがもう少しやわらかいといい

　　　回答：1階スタジオは床を弾力性のある素材に張り替えました。

・エアロの時間は、１時間しか使えないのは不満２時間１５分使用できる様にするべきです。

　　　回答：エクササイズクラスはすべて1時間とさせていただいております。ご了承ください。

・横になって、行うヨガなどでは、天井の照明がむきだしなので（頭痛もちなので）気になりますが、講師によっては、配慮して消してくださる

ので、ありがたいと思っています.廊下のようにカバーがあるとありがたいですし、エコの観点から半分消してもよいのではないでしょうか？

　　　回答：調査研究いたします。

・更衣室ロッカー無料で使用したい。

　　　回答：鍵の持ち帰り等の防止ため有料としています。ご理解をお願いいたします。


