
アンケート結果（横浜市仲町台地区センター）　  令和4年10月〔調査期間：4年10月26日～11月25日〕

アンケート参加：1045名

F1 性別

男 331 32%

女 702 67%

未回答 12 1%

計 1045 100%

F2 年齢層

小学生 62 6%

中学生 36 3%

高校生 57 5%

大学生 13 1%

一般 401 38%

65歳以上 468 45%

未回答 8 1%

計 1,045 100%

F3 居住区

区内 666 64%

区外 225 22%

市外 65 6%

未回答 89 9%

計 1,045 100%

Q1 当施設は、どのような目的でご利用いただきましたか。(複数回答)

当館の講座・イベント 147 13%
サークル・団体活動 378 35%
体育室利用 305 28%
図書 90 8%
プレイルーム利用 47 4%
学習室利用 47 4%

その他 76 7%

計 1090 100%

その他内容

Q2 当館の満足度について
① 設備の清潔さ、安全性

満足 597 61%

やや満足 232 24%

普通 125 13%

やや不満 17 2%

不満 2 0%

計 973 100%

② 職員スタッフの対応
満足 613 61%

やや満足 204 20%

普通 167 17%

やや不満 16 2%

不満 2 0%

計 1002 100%

③ 利用手続き
満足 484 51%

やや満足 192 20%

普通 241 25%

やや不満 28 3%

不満 3 0%

計 948 100%

④ 情報の提供方法
満足 384 43%

やや満足 186 21%

普通 322 36%

やや不満 9 1%

不満 1 0%

計 902 100%

勉強/新聞/パソコン

娯楽コーナーの利用/ピアノの個人練習/マージャン/ロビー

マンションの理事会/楽器の個人練習/友達とゲーム

飲食スペース/ダンス練習/ロビーコンサート/自治体定例会
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⑤ 当館実施の講座など
満足 320 41%

やや満足 155 20%

普通 293 37%

やや不満 12 2%

不満 3 0%

計 783 100%

⑥ 感染症予防対策
満足 473 51%

やや満足 203 22%

普通 241 26%

やや不満 5 1%

不満 2 0%

計 924 100%

Q2①～⑥のその他についてのコメント

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

満足

利用時にいつも気持ちのよい挨拶をしてくれる。

トイレ(女子）を使用する時ペーパーが無く、掃除も不備。

分からないことがあっても優しく教えてくれるから。

質問しやすい。

いつも丁寧で優しく接していただいています。

便座が冷たい。

卓球台にスプレーできないこと。

卓球台が欠けていて中央にネットを張ることができない。

体育室のネットが不良。

子どもの足にごみ汚れがつくため。

終了した時など声をかけるとすぐ来てくれる。

丁寧でハキハキしていて気持ちよいです。

明るく親切。

すべての満足はスタッフの対応の良さから来ていると思います。

前利用者の清掃状況に差がある。

設備が古い。

隣の卓球やソフトテニスのボールが入ってくる。危険。

トイレはやや汚い。

①設備の清潔さ、安全性

トイレの掃除が良い。生花がある。

トイレがきれい。

暑い（夏）。

ガス栓が使いづらい。

時計を見てない時は呼んでくれるから。

笑顔で対応してくれるから。

冷房がもう少しきいてほしい。でもとてもきれい。

早く説明してくれるから。

詳しく説明してくれる。

スペースが区切られていて使用しやすい。

ほこりがない。

ごみがいつも落ちている。

コメント①～⑥

やさしいかけ声。

丁寧に教えてくれる。

いつもお電話や窓口で親切にしていただいています。

受付対応が早くて良い。

トイレが古い。

古いのでトイレなどリフォームしてほしい。

体育室の日除けネットのフックの大きさがあっていない。

②職員スタッフの対応

きれいで電気も明るい。遅くまで開いている。

体育館の床がつるつるできれい。

電気が暗い。

やさしく接してくれる。

体育室真ん中のコートを使用。換気のためドアが開いていて対面がまぶしいし、風が気になる。

感じの良い人が多い。

一生懸命さが伝わります。

何か伺ってもちゃんと答えてくれる。

対応が一から十までやってくれるから。

はっきりしています。おまたせしましたと言ってくださる。

電話の対応も大変親切で丁寧でした。

明るい色づかいで視界が開けているのがよい。

整理整頓されている。

明るくてきれい。

ごみがあまり落ちていない。

清掃が行き届いている。

きれいで使いやすい。

たまにせまいと思うことがある。

ワックスが足の裏につく。

体育室のベランダ側のベンチの下が時々汚い。

２階のトイレのみずの流れが悪い時がありました。

明るさもちょうど良い。どの面でもバスケゴールがジャマにならなくて良い。

机にらくがきがなくきれい。（学習室）

体育室がきれい。

静かだしきれい。

体育室の三区分の仕切りネットが垂れている。

仕切りがあり安全。

使いやすいキッチンで清潔でよかった。

消毒されている。

和室の広さが十分にある。
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今現在は改善されているが、少し前はそこそこ詳しい個人情報を求める割に取り扱いについての説明が
なかった。

お金がかかること。

チラシ等色々な情報があり利用しています。

窓口で丁寧に教えてくれる。

詳しく記載されている。

近所の人は便利。

高圧的な方がいらしてこわいです。

会議室の位置、２階ぐらい案内してください。

⑤当館実施の講座など

受付にスタッフがいなくて待たされることが何度もあったから。

音あそび最高です。是非続けて下さい。

たまに気づかないときがある。

ほぼ完ぺきだが電話対応をしている時に待たなければいけない点。

ネット予約に対応していて便利。

人気の講座はすぐに埋まりとれないので、２回に増やしてほしい。

合気道体験講座が実施されない。

やさしく教えてくれる。

健康体操、人が多すぎる。

やさしい言い方だから。

あまり見たことがない。

紙など押しつけられた。

中高生に対しての対応が子ども扱いすぎる。

駐車場の件でインターホンの対応が予約されているのに何度も聞き返された。

料理がもっと増えると嬉しいです。手芸などもあれば良いです。

時間があわなくてなかなか参加できませんが、しっかりやっていると思います。

もっと回数を増やしてほしい。（コアトレ）

ヨガの教室がシニア向けに人数を多くしてほしい。

利用したくも機会がない室内楽は最高。

興味があるものが多いです。

利用するたびに記入するのが面倒。登録カードを作って利用する時提示するやり方がスムーズ。

抽選でなかなか当たらなくなった。

予約がすぐに埋まってしまう。

怒っている感じがある。

全体的に丁寧で感じが良い。仕方ないがスタッフの方の対応のレベルが大きく異なる。

申し込んだ人が全員受からないので。

図書コーナーの席は番号札を必要とすることが、どこにも表示されていない。

代表者より先に来た場合、お金の支払いがまだだから部屋に入るなとか、あまり杓子定規ではないで
しょうか？

駐車場の予約TELのとき忙しいのかそっけない。

良くも悪くもない。

希望した日時がとれず残念でならない。

手続きが抽選になってからちょっと不安があります。

簡素な手続きで予約できると良い。

キャンセルが電話のみは不便。利用時間を過ぎると受け付けできなくなる。

料金支払いが当日で良いのは助かります。

第三期卓球スクールが広報よこはま１０月号１１月号に案内がありませんでした。継続している人だけ
でなく新規の人にも公平に情報を提供すべきです。

貼紙などわかりやすい。

ネットで良い。

人によって言うコトが違う。

時々受付やTELに出られる方が重複して話を聞いてきた間違いが見られる。

受付が混んでいる時の不手際がある。

以前よりも書く量が減ったから。

わかりやすい。

ネットで２ヶ月先まで予約できる

ちょっと言葉が。あと話しづらい。

パソコン苦手。不得意。

予約システム備品にマーカーセットを追加してほしい。

初めての時もスムーズでわかりやすかった。

寒いから「ブランケット使いますか」と言ってくれる方もいれば交代の時に少し雑な方もいたから。

少し冷たい。

５時少し前にやさしく注意してくれる。

電話で予約できるのが良い。

書くだけで簡単。

③利用手続き

④情報の提供方法

看板などを作り積極的に対応しているから。

貼り出してあるのをよく見ればいいのですが、うっかり見ない時がある。

ホームページがわかりやすい。

２４時間利用状況が確認できて有難い。

展示が良い。展示スペースを増やしてほしい。

WEBでの発信がもっとあると良い。

シニア体操、続けてほしい。

他の講座はわからないが体操に関しては満足です。

あまりしらないです。

子供が楽しく通っています。先生も優しくペースに合わせて指導して下さりありがたいです。

時々人がいない。

手書きを減らしたい。

前日予約できるのが本当にありがたい。

簡単になった。

個人予約の事前予約システムが良い。

②職員スタッフの対応



満足

普通

やや不満

不満

Q3 当館の情報を何から得ていますか(複数回答)

チラシ 86 8%

ホームページ 370 33%

施設の掲示板 266 24%

広報よこはま 238 21%

その他 170 15%

計 1130 100%

Q4 当館が企画する事業として、開催してほしい講座やイベントがあれば、ご記入ください。

【分類】【講座・イベントへの要望等】

料理

⑥感染症予防対策

託児つきの大人向け企画 親子ヨガ

夕方以降の卓球レッスン

育児の座談会 親子の運動 親子で習う料理

体育室を利用したスポーツイベント

消毒や人との距離をしっかりとるルールがあるから。

子どもと遊びながらだと大変。（プレイルーム利用）

体育館利用の時、せめてカーテンを閉めてほしい。(窓は開けたままで）

ちゃんと飲食コーナーが分けられているから。

クリスマスのイベント お笑いライブ

家庭料理、和食

初心者ヨガ講座

合気道、合気道初心者講座

一般的な感じ。

きちんとできていると思います。

各所に消毒液が用意してあって良いと思います。

文化系

入口に体温計。

大変なことではなくみんなができるから。

カメラ講座

第九合唱

講演会

水彩画教室

手芸・クラフト料理

健康講座 サクソフォンレッスン

全て良し！

対策を見直すべき

ロビーの椅子が自由に手軽に使用できる日が待たれる。

そろそろ緩和して良いと思う。

机を拭くなど、ちょっと面倒。

キムチ教室

ペーパーも十分にあり行き届いていると思います。

夏場、蚊に刺されることがあり対策をお願いしたい。

語学講座

判断基準があいまい。

子ども向けピアノ教室

ロビコンを増やしてほしい

大人のための朗読会 ミニほうきの作り方

マインドフルネスや心の健康を保つ
講座

大声を出している人が少ない。

誰でも参加麻雀大会

ワイン講座

カラオケ

詩吟（和歌俳句）等の朗読の講座

占星術講座

ウクレレ講座

金継ぎ

仲町台レディース卓球を年２回に

以前中止になってしまったビーコル
セアーズ講座

コグニサイズ

パソコン講座

コーヒー講座

決められた事をキチンと守っているので。

各部屋においてあるのだからビニール袋と紙は必要？この袋は再利用しているのですか？それともゴミ
ですか？

寒い

換気がしっかりされている。

換気や消毒を十分にしている。

フラワーアレンジメント コーラス講座

編み物教室

やさしい手編みのトライ講座

百人一首大会

古代史の講座

洋裁教室

俳句講座

スポーツ系

ラジオ体操ランニング講座

麻雀わかるまで

バスケットボールスクール

体操 スローヨガ（高齢者）

染物

護身や体幹を鍛える運動

バドミントン教室

パドル体操

高齢者が気軽にできるハイキングや
低登山の講座（実践付きはなお可）

バドミントン交流会

リトミック

その他

SST（ソーシャルスキルトレーニン
グ）

餅つき

室内でお祭りしたら楽しそう

修繕手入れのボランティア講座

子育て
子ども向けバレエ

子連れでできるヨガなどスポーツ 以前あった親子体操を再開してほしい

老人対策（体操・介護） 文化散歩など外へ行く企画

チラシ

8%

ホーム

ページ

33%

施設の掲示板

23%

広報よこ

はま

21%

その他

15%

情報取得手段



Q5 当館で、今後やってみたいことはありますか。(複数回答)

学んだことを地域に役立てたい 49 6%

日頃の成果を発表したい 38 5%

後進の指導をしたい 16 2%

他のグループと交流したい 60 8%

他の世代の人と交流したい 83 11%

修繕や手入れなどのボランティア 14 2%

その他 20 3%

特にない、わからない 482 63%

762 100%

その他についてのコメント

カラオケ

ビンゴ（おまつり）

水墨画

和裁教室

勉強会

学習室の利用

腰痛体操

ワイン講座

合気道

赤ちゃんママと交流したい

卓球の個人利用

Q6

（町内会かもしれませんが）私が小さい時にできていたハロウィンイベントを再開してほしい。

コロナのうちは制限があっても仕方ないと思います。

制約なく遊ばせたい（子供に）

学習室のドアを閉めてOKにしてほしいです。感染症対策として開けていると思うのですが大きな声が聞こえて集中ができないときがあります。
勉強をする場所ですから喋ることはほとんどありませんし、空気清浄機もあるので。

十分感染予防していると思います。

外国人との交流が欲しい。異文化交流がしたい。

館内イベント（コンサート・ボランティア等）を積極的に受け入れていること、大変良いと思います。気軽に楽しめます。

コメント

よくやって頂いていると思います。

制限はなくすべき。

自己責任で開放すれば？

予約の簡素化。

制限緩和。

現状通りで良い。

働いている母親のために土日のイベントがあれば嬉しいです。

生活困窮者への支援のためにスペースを貸してもらいたい。

卓球での利用時、奥のカーテンはボールが見えにくくなるので閉めさせてほしい。

少しゆるめたほうがよい。

近くにドイツ学園があるという利点を活かしドイツ語講座やドイツ文化セミナーなどがある
と良いと思う

地区センターの存在、場所を選挙の時に初めて知りました。掲示板にも気が付きませんでした。

施設予約がもっと簡単になれば良いと思います。（倍率が高すぎるそうです）

脳トレを続けてほしい。

体温を計れるようにしてほしい。

以前高校生の演奏会などをやっていたと思いますが、そういった皆さんが集まって楽しめるイベントがあればいいと思います。

先日のジャズのイベントに夫が参加しました。大変喜んでいましたので次回もよろしくお願いいたします。

今まで通りでスタッフの方達も親切でありがたいです。

卓球イベントを望みます。

草取り細かいところの清掃等、サークルから一人出席しボランティアでやってもいいと思います。（野球チームではそうしています）

音遊びをまた。

ZOOM参加OKの講座も是非。

図書コーナーにおいて他の施設から借りた本を当図書コーナーで受入可能とならないでしょうか？

素人の方の演奏会を定期的に。

現在、イベントやサークル活動が感染症予防対策により制限されておりますが、今後の新たな施設の利用方法や取り組みについ
て、ご意見があればお聞かせください。

計
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やってみたいこと



Q7 その他、当館へのご要望等ございましたら、お聞かせください。

【講座への要望等】

【施設設備への要望等】

【施設スタッフへの要望等】

【利用条件に対する要望等】

ありがとうございます。毎月、新刊本を入れています。購入希望図書の申
込みもできます。新規購入の参考にさせていただいています。

申し訳ございませんでした。気をつけて参ります。

励みになるお言葉をありがとうございます。皆さまが気持ちよくご利用い
ただけますように、職員スタッフ一同、一層、努力してまいります。

よろしかったら、駐車場側の玄関にお回りいただけますでしょうか。
シャッターを開けていますので風を遮るところまでお入りいただけます。

1週間前まででしたらネットで予約できます。お電話、窓口でもお伺いしま
す。どうぞ、ご利用ください。

個人利用の時は交替で様々の方が使いますので定位置でお願いします。

音出し団体には、基本的には、小中会議室共どちらもお取りいただいてい
ますが、ご配慮いただきながら、片方だけの使用も可としています。
ご理解とご協力をお願いします。

個人利用の時間は、本来でしたら、ふらっと来館した方々が交替で使用す
るというものです。新型コロナ感染拡大防止のためにこのようにしていま
した。今後については検討してまいります。
他地区センターのことについては各地区センターにお問合せください。

寒いときは暖房をお願いしたいです。

空調がよくない夏はエアコンが効かず暑い今の時期（１１月）は寒い。

ウォータサーバーが欲しい。
新型コロナ感染拡大防止のため、直接飲むことができません。ご理解をお
願いします。

体育室内にWi-Fiが届くように中継器を設置してほしい。

申し訳ありませんが消毒で出たごみ以外はお持ち帰りいただいています。

自習室は中学生も９時までにしてほしい。 中学生は安全のため18時までとなります。ご理解をお願いいたします。

ままくらぶを頻繁にしてほしい。

もっと男性も参加できるような講座を開いて。

現在、コロナ禍でおもちゃの数を減らしていますが、古くなったおもちゃ
と新しいものを順次交換していきます。

バスケットボールがネット横からバドミントンコートに入らないように仕
切りをおいてほしい。

体育室黒幕を網目のない光を通さないもの。

トイレのスリッパがあったらいいと思います。

トイレの便座が冷たい。

ご高齢の方にも楽しんでいただける講座をさらに検討してまいります。

姿見は2台あり、1台は移動式となっています。受付にお申し出ください。

使用したあと掃除をしていますが、時々お掃除をしていない汚れている様
子がみられます。

【要望回答】

申し訳ありません。スタッフによりチェックもしていますが、ご利用者の
皆様も清掃のご協力をよろしくお願いします。

定期的に清掃に入っていますが、更に気をつけてまいります。

個人利用の時間帯では1面のみですが、体育室全体では3面使えます。

【要望回答】

自習室が寒い。

ロックミシンをより便利なものを買ってほしい。

移動できる姿見があったら嬉しい。

テーブルががたがたするし、ざらざらする。

トイレが汚い。（古い）

体育館の種類を増やしてほしい。

バドミントンをやる場所を増やしてほしい。

卓球台を新しく。

そろそろ遮光カーテンを使わせてほしいです。（網ではなく）

畳の部屋が欲しい。

ネット（卓球）のひもを補充してほしい。卓球台のネットをはさむ部分の
修理をお願いしたい。

高齢者講座を増やしてほしい。

健康体操の時、後ろだと見づらく後ろにカメラがほしいです。

卓球を使用しないのに毎回卓球台を掃除するのは無駄だと思います。
（健康体操の当番が）

ごみ箱がほしいです。

新規卓球台の購入を検討中です。

仲町台地区センターには音楽室がありません。現在、ピアノは工芸室に１
台のみですが、その他にキーボードは2台あります。

現在、買換えの予定はありませんがロックミシンに不具合が生じた時は受
付までお声がけください。

履き替え形式ではありません。ご理解をお願いします。

温水洗浄便座が各トイレに一つずつあります。どうぞ、ご利用ください。

団体利用終了時間の15分前に流しています。片付けを始めるタイミングを
お知らせするものです。どうぞ、ご理解をお願いいたします。

昨年度、アンケートをとりました。その結果、現状維持となりました。ご
理解いただきますようお願いいたします。

【要望回答】

9時窓口、10時電話での受付開始としています。窓口のみでいっぱいになる
ことは少ないですが、申込みしやすい方法を検討していきます。人数の多
い講座などは抽選にしています。

状況を見て検討いたします。

毎日、拭き掃除し、消毒もしていますが、ドアや窓を開けているため、ど
うしても砂ぼこりがつきます。テーブルに不具合がある時はお伝えくださ
い。対処させていただきます。

必要な明るさを確保しつつ、必要でない場所の照明は省エネの観点から消
しています。

プレイルームのおもちゃを新しいものを入れて欲しい。

午前中に利用予約時にバドミントンで利用と申し込んでるのにバスケット
ゴールが出てわざわざ受付まで言いに行った。何のためにバドミントン利
用とかいているのかわからない。

いつもの業務のほかに感染症予防対策があり、大変だと思いますが頑張っ
てください。

いつもありがたく利用させてもらってます。

講座に申し込む際、並ばなくても申し込めるようにしてほしいです。

ロビーにヒーターがあるとありがたい。

プレイルームが寒い。

ほとんどの講座が男性もご参加いただけます。

現在、年3回となっています。講師、保育ボランティアと検討します。

申し訳ありませんが、カメラの機能がありません。

お使い頂いたところの消毒だけで結構です。

現在、コロナ禍のため換気を優先しています。ご理解ご協力をお願いしま
す。

検討していきます。

空調は、建物全体についていますが、吹抜けのであるために、どうしても
暖かい空気は上に、冷たい空気は下に来てしまいます。
また、季節の変わり目は、冷房から暖房に又は暖房から冷房に切り替わっ
ておらず、ご不便をおかけします。扇風機やひざ掛けなどがありますので
受付までお声がけください。

公共施設の電気で充電はできません。ご了承ください。

平日土曜は9時～21時、日曜祝日は9時～17時に開館しています。休館日は
第2月曜（祝日の場合は翌日）です。開館中に返却をお願いします。

和室は、イスを使うこともできます。受付にご相談ください。

築27年になります。皆さまに気持ちよくお使い頂けますように修繕も進め
ています。建て替えについては、横浜市にご要望ください。

中会議室、机イスは使用時に必要数出す形にしてほしい。使わないのに出
し入れが大変です。

正面玄関の開き時間を９時で良いので、正面中の玄関スペース（エントラ
ンス）まで１０分位前に入れてほしい。（寒いから）

予約を楽にしてほしい。

ピアノのある音楽室をもう一部屋あるとうれしいです。

個人利用の体育室のバスケの際、ゴールの高さを変えて利用できるとうれ
しいです。

yesterdayの音楽かけなくてもいいような。（図書コーナー利用）

体育室利用を１時間のままにしてほしい。もしくはそれ以上。予約制度の
のままでいてほしい。

体育室、他の地区センター（中川、北山田）もこちらと同じ５０分利用
だとありがたいです。

時折音のことを言われることがありますが（大音響出してません）
会議と音楽系のサークルを同時にセッティング（小中会議室）する方に
問題があるのでは？気持ちよく利用できる施設になってほしいです。

ネット、サポートの修理・新規購入を検討中です。安全な取り扱いなどに
もご協力をお願いします。

1階に和室が二間あります。

【要望回答】

体育館では様々なスポーツができます。競技についてはご相談ください。

図書コーナー古い本もありますが、新刊も入れてくれていますし、きれい
に整理整頓されて見やすいです。

照明を減らしている意味はなんですか？故障ですか？

携帯充電のコンセントがほしい

本の返却ポストがほしい。

座椅子があればありがたい。

相当古いので建て替えて欲しいです。



【その他・感染防止対策等】

アンケートにご協力いただき有難うございました。

仲町台地区センター

祝日は開館しています。休館日は第2月曜（祝日の場合は翌日）と年末年始
です。

団体利用の利用状況は確認いただけます。個人利用については、窓口かお
電話でお問合せください。

現在、火曜と金曜の10時～12時に支援者の方がいらしています。毎日では
ありませんが、どうぞ、ご利用ください。

自販機会社が値段は設定していますが物価の高騰で値段が上がりました。

体育室は大変人気があり、なかなか予約が取れない状況です。どうぞ、ご
理解をお願いします。

2団体がお越しいただいた時点で、入替のご提案をしています。

横浜市の施設であるため、利用者の性別、年齢、居住区等は市への報告事
項となっています。

こどもまつり、おはなし会、ベビーと一緒のママヨーガ、おさるんリト
ミック、おとあそびなどがあります。その他も検討してまいります。

ありがとうございます。来年度も地域の皆さまに楽しんでいただけますよ
うな企画をしていきます。

毎月のロビーコンサートも再開しました。どうぞ、足をお運びください。

シャワーは利用できます。受付にお申出ください。

時間内に出庫いただくようになっています。ご協力をお願いします。

コロナ禍になり、所定の場所での飲食をお願いしています。

横浜市は児童館がないのでプレイルームに支援者さんがいる日を増やして
ほしい。

先日の地区センターまつり、楽しかったです。又、参加したいです。

幼児向けのイベントを増やしてくれると嬉しいです。

秋祭り、久々で楽しかったです。ジャズ、太極拳、ヨガを体験しました。
毎月のコンサートもまた開始されたらうれしいです。

予約が手前ー＞バドミントン、中央ー＞卓球の場合、施設側で予約を
入れ替えるといいのになと思います。

他の地区センターのようにそろそろシャワーを使用できたらうれしい。

駐車場利用の方は終わったらすぐ出て欲しい。

祝日開館希望。

当日の体育室の予約状況をホームページで見られると良い。

体育室がなかなか予約できない。

施設利用の入館時、性別、年齢、居住区等の記入、公共施設なのに
いきすぎ。海外の公共施設ではありえない。

【要望回答】

２階での飲食の利用を増やしてほしい。

自販機の値段が高い。


