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平成 26年度 第 1回市政インターネットモニター調査結果 

「公共施設における接遇と利用者満足度」に関するアンケート 

 

■アンケート実施期間 平成 26年 7月 24日（木曜日）～平成 26年 8月 13日（水曜日） 

 

■回答率 56.4％（31人/55人中） 

性別 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 

男性 1 5 3 1 1 3 

女性 1 6 6 4 0 0 

合計 2 11 9 5 1 3 

 

■調査の趣旨 

北名古屋市ではこれまでも接遇能力の向上に向けて人材育成等を行ってまいりました。しかし、 

依然として公共施設等における接遇能力や利用者満足度の向上を求める声も多く、更なる改善 

を求められているのが現状です。 

したがって、実際に公共施設を利用される皆さまに、接遇の現状や利用者満足度についてお

聞きし今後どのようなポイントにおいて改善が必要かを考えたいと思っています。アンケー

トの結果を参考に公共施設利用者の満足度を高めることを目的として調査を実施いたします  

■アンケート調査結果 

モニターの皆さまに利用したことのある市内の公共施設を一つイメージしていただき、問 1～問

6までは、イメージした市内の公共施設についてお答えいただきました。 

 

問 1 イメージした市内の公共施設名を記述してください。（自由記述） 

・北名古屋市図書館（東・西）…11件 

・北名古屋市健康ドーム…7件 

・北名古屋市総合体育館…4件 

・北名古屋市役所（東・西）…3件 

・北名古屋市文化勤労会館…2件 

・北名古屋市ジャンボプール…1件 

・ひだまりハウス…1件 

※複数回答があったものについては先頭に記入された施設のみを記載し、市内公共施設以外の回答に

ついては記載しておりません（問 2～問 6も同様）。 
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問 2 問 1で記述した施設はどれくらいの頻度で利用されますか。（1つ選択） 

 回答数 

 

① 週に１回以上 4 

② 週に１回程度 5 

③ 月に１回程度 10 

④ 半年に１回程度 6 

⑤ 年に１回程度 2 

⑥これまでに１度だけしか利用し

たことがない 
2 

 

 

問 3 問 1で記述した施設の接遇を評価してください。（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

①とても良い 5 

②良い 8 

③どちらでもない 15 

④悪い 1 

⑤とても悪い 0 

 

問 4 問 3で評価した理由を具体的に記述してください。（自由記述） 

①とても良い の理由 

（文化勤労会館） 

・受付窓口の応対に気配りがあり、気持ち良く利用させて頂いている。 

・広々していて綺麗で、人形が印象的です。 

（図書館） 

・挨拶がしっかりできている。説明が丁寧。 

・貸出対応は、いつも迅速で丁寧です。開架場所も不明な時には親切にご案内いただけます。 

（ジャンボプール） 

・利用したのが子供がまだ小さかったころなのですが、料金もたしか１００円だったかと。 

 

②良い の理由 

（図書館） 

・手際よく仕事をこなしているので。 

・図書を借りたり返却したりする程度の対応なので多くを望むこともなく、かといって問題を感じたこともないので

十分です。 
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・本の品揃えが多い。 

・家から徒歩圏内にあるため。 

（健康ドーム） 

・清潔なイメージ。キッズルームがあるところも評価できます。 

・子育て支援室のスタッフさんがいつも明るく声をかけてくれて良いです。清掃係のかたは接遇というより普通の掃

除のおばちゃんという雰囲気の方。 

・保健センターや子育て支援室の方としか接したことがありませんが、みなさん感じよく話してくださいます。施設

自体もきれいだと思います。 

（総合体育館） 

・いろいろな問題に対応してくれる。よく利用しているので受付の人全員と顔見知りである。 

 

③どちらでもない の理由 

（図書館） 

・受付の担当者により、いい印象の担当者もいれば、悪い担当者もいる。 

・可もなく不可もなしといった感じです。 

・司書の方が複数いるが、対応の良い人と良くない人がいるから。 

・窓口で対応してくれる人達の態度が不愛想なことがある。 

（健康ドーム） 

・良い点は定期的に施設内を巡回しているように思えること、他人に迷惑をかける人を追放し、施設環境を守ってい

ることです。悪い点は施設利用の案内（部屋）がわかりづらく、困っている人を見かけたら、声をかけたり、立て看

板を増やすとか何かいい方法はないのだろうか？挨拶時、笑顔であると気持ちがいい。 

・以前は、よく利用していましたが、最近はあまり使用してません。特に悪いイメージ、良いイメージはありません。 

・どの施設においても、ここ数年は丁寧に対応してくださる方が比較的多いですが、丁寧でも感じよく接してくれる

人と、冷たい感じで、ただ仕事をこなすだけという接し方の人がいます。なので、問３のどちらでもないを選びまし

た。 

（市役所） 

・各種窓口の対応は速やかで丁寧に感じます。ただ今年の雨の強い日に利用した際、家族の傘が傘立てに入れておい

たのに数分後に無くなっていました。自己責任であるとは思いましたが、受付の方に話したところ傘立てにある他の

傘を使ってもよいと言われるだけでした。どんな傘だったのか？もし戻ってきた時の連絡先は？などこちらへの配慮

は何もない接遇でした。もしかしたら、その方が他の傘のない来訪者に持ち主の確認もせずに貸してしまったのかと

疑ってしまうような対応を不快に思いました。それゆえ全体としてはどちらでもない評価になりました。 

・西庁舎は駐車場が狭いです。一台分のスペースも狭く使い勝手が悪いと思う。 

・不満もなく、満足もなくといったところが、率直な感想です。 

（総合体育館） 

・駅から場所が遠いのであまり使う気になれない。 

・人によって、冷たい接客のときがある。 

（陽だまりハウス） 

・利用目的をしつこく聞かれた。ちょっとだけ嫌だった。 
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④悪い の理由 

（総合体育館） 

・音楽の活動で町民ホールをよく利用するが、冷暖房が効かないことが多かった。会場への出入り口の場所がよくな

いので、演奏会をするのに不便。ホールの近くに控室がない。楽器の保管場所が体育館の奥にあるため、出し入れの

際ほかの段階が使っていると遠回りをして階段で運ばなければならず、大変不便。入ってすぐのホールは行儀の悪い

学生のたまり場になっている。受付の人の対応で感じの悪い時がある。受付に人がいなくて長く待つことがある。 

 

問 5 問 1で記述した施設の利用者満足度を評価してください。（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① とても満足 3 

② 満足 14 

③ どちらでもない 9 

④ 不満 2 

⑤ とても不満 1 

 

問 6 問 5で評価した理由を具体的に記述してください。（自由記述） 

①とても満足 の理由 

（健康ドーム） 

・子育て支援室が設置されている。子どもをのびのび遊ばせることができる。１F のテレビ前の座席をテレビが見や

すい配置に変えるなど常に改善されている。お手洗いがきれいに清掃されている。 

（文化勤労会館） 

・週に１回は「リハーサル室」と「研修室」を利用させて頂いています。接遇は良く、施設内の整理整頓は行き届き

気持ちよく利用させて頂いている。 

（ジャンボプール） 

・料金的にも安く、安全に遊ばせることができたと感じます。 

 

②満足 の理由 

（図書館） 

・本ぞろえが良く、予約もスムーズにできるので。 

・図書館としての機能は十分に果たしており、それ以上何を求めるのかわからない。 

・良くいきます。本が西図書館よりたくさんあるのがよい。昭和博物館もあるため時々いきます。市内のイベントの

チラシがおいてあり、情報の入手に役立つ。 

・県立図書館に比べると、蔵書数が少ないのが残念です。また、一般閲覧席が、満席の場合がよくあるので、できれ

ば増やしてほしいです。 

・蔵書の種類も悪くないため。 

・勉強に役立つ本も多いし、広々として落ち着く。 

・本がたくさんあるし、インターネットで予約もできて便利だから。 
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（健康ドーム） 

・体育館、アリーナあり、お風呂あり（利用したことないが）、いろんなクラブありで、利用しやすい施設だと思い

ます。くつろげる机とイス・ソファーもあり、ちょっとした打ち合わせや子供の遊び場（騒がしいのはダメ）には、

満足です。イベント時駐車場が満車で、路上駐車が気になりますが。 

・施設もスタッフの対応もきちんとしていて好感がもてます。 

・子育てにおいて、良い施設だと思います。ただしイベント時などには駐車場が足りないことがよくあります。きた

バスも本数が少ないので不便です。 

・施設の新しい古いはあるがおおむね満足している。ただ、図書館などはもっと新しい本があるとありがたい。 

（総合体育館） 

・施設自体は悪くないので。 

（文化勤労会館） 

・ゆったりできるので。働き場所の面接もここであり、駐車場もあって便利でした。 

（陽だまりハウス） 

・入口のところ、２階のロフトが無料だった。掃除も行きとどいていたし、トイレもきれい。 

 

③どちらでもない の理由 

（図書館） 

・職場から近いのはとても良いのですがが、蔵書が少ない気がします。 

・ゴールデンウイーク前後のイベントは子供とともに、とても楽しめました。図書館にある検索システムがホームペ

ージのものに比べると使いにくい。ホームページが変わってから、マイページが同時に複数立ち上がらないし、蔵書

検索と一緒に使えなくなるなどとても使いにくい。 

（健康ドーム） 

・問４の答えと同じ。 

（市役所） 

・いつもほぼ満足して利用していますが、時々民間ではあり得ないような接遇を受けたり部署によっては問題を先送

りするような曖昧な対応を受けるのでどちらでもない評価になります。 

・必要なので行きますが、職員の数も多いようにいつも思います。 

・利用者満足度を、数値化して公表したら、民意の全体の傾向が把握できるのではと思います。たとえば 1.2.3.4.5

とし、数値が低い場合は満足度が低い、５に近い数値が出れば利用満足が高いと判断できる、その中で 1.5を選んだ

人は、その理由を記述してもらうというのはどうでしょうか？この場合とても満足は 5、とても不満は１と言うこと

になります。合計点数が高い点数になれば、利用満足度が高いということになります。 

（総合体育館） 

・車が必要 

 

④不満 の理由 

（総合体育館） 

・問 4の答えと同じ。 

・設備が悪く、多目的ホールが使いにくい。特に、照明・音響設備が悪い。 
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⑤とても不満 の理由 

（図書館） 

・中米に旅行するため、ガイドブックを図書館に借りに行ったら、あいにく先客がいた。返却日を確認し、返却日の

翌日に図書館へ行ったら、まだ、返却されておらず、さらに、数日後、図書館に行くも返却されていなかった。その

間の窓口担当者の対応は通り一遍で、そっけなく気分は最悪であった。もちろん、すべての窓口担当者が悪いのでは

なく、いい人のほうが多いと思うが、一人のために全体の印象を悪くすることもあり、パート職員教育の徹底を求め

たい。 

 

問７～問９までは、モニターの皆さまがこれまで利用した施設（公共施設に限りません）で、

最も利用者満足度が高いと感じた施設をイメージしていただき、イメージした施設についてお

答えいただきました。 

 

問 7 イメージした施設名を記述してください。（自由記述） 

・健康ドーム…6件 

・北名古屋市図書館…5件 

・鶴舞図書館…2件 

・文化勤労会館…1件 

・総合体育館…1件 

・市役所東庁舎…1件 

・北名古屋市立保育園…1件 

・コッツ山公園…1件 

・総合福祉センターもえの丘…1件 

・佐賀県武雄市の市立図書館…1件 

・ウィンクあいち…1件 

・愛・地球博記念公園モリコロパーク…1件 

・中部国際空港…1件 

・小松の航空プラザ…1件 

・ディズニーリゾート…1件 

・清須にあるスーパー銭湯…1件 

・植田駅にあるパン屋さん…1件 

・東京のフレンチレストラン…1件 
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問 8 問 7で記述した施設はどれくらいの頻度で利用されますか。（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① 週に１回以上 5 

② 週に１回程度 2 

③ 月に１回程度 7 

④ 半年に１回程度 9 

⑤ 年に１回程度 3 

⑥これまでに１度だけしか利用し

たことがない 
2 

 

問 9 問 7で記述した施設の利用者満足度が高いと判断した理由を具体的に記述してください。（自

由記述） 

健康ドーム 

・対応がよい 

・設備が新しく、使いやすいから。 

・運動ができるので。 

・インストラクターの方が丁寧に説明してくれる。 

・幅広い年齢層が利用できる施設でジムもあるから。 

・乳幼児検診の時にお世話になった保健師さんの対応が良いから。 

北名古屋市図書館 

・子供が小学生の低学年までは、親子で月に１度は、利用していましたが、それ以降、子供達で行くようになり利用

回数が減りました。夏は涼しく、冬は暖かく、勉強や読書するには、最適な場所だと思い、利用者満足度が高いので

はと思いました。接遇応対の面を考えると昔は、とても不満でしたが、今は、利用していないので、何とも言えませ

んが、良くなっていること願います。 

・きれいで清潔感があるので。 

・いくつかの図書館しか知りませんが子供のスペースも大人のスペースも十分な規模ですし、蔵書量も豊富で視聴も

でき利用しやすいです。各種のイベントも企画されているし古くなった蔵書の配布もされていてとても努力されてい

ると思います。 

・以前はよく利用していました。対応が良かった気がします。 

・感じが良い 

鶴舞図書館 

・駅から近く、夏休みなどに行きたくなる。 

・蔵書が多い。 

北名古屋市文化勤労会館 

・気持よく利用でき、感謝しています。 

北名古屋市総合体育館 

・利用満足度が高いと感じるときは、問い合わせした時、丁寧に説明していただけるところではないでしょうか。そ

の管轄部署に電話で問い合わせした時の応対も含まれます。それには、担当されている施設のことを把握されていて、
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説明していただけることが大切かと思います。公共施設を利用する場合は、たいてい説明を受け知ったうえで利用す

る場合が多いからです。 

北名古屋市役所東庁舎 

・１階はすぐに窓口に人が出てきて応対してくれた。 

北名古屋市立保育園 

・園長先生はじめ保母さんなどスタッフの皆さんが家庭的でとても子供にも僕にも良くしてくださる。 

コッツ山公園 

・ちょっと他には無い公園のイメージがありました。遊具の他に水車があり、子供が楽しそうに遊んでいた記憶があ

ります。また、年賀状の写真撮影にもこの公園を利用しました。 

総合福祉センターもえの丘 

・使いやすい。プロジェクター、照明設備は悪い。 

ウィンクあいち 

・駅から近い。1Fにコンビニがある。エレベーターも多くあり、待たされない。トイレや会議室に清潔感がある。デ

ザインがよい。 

愛・地球博記念公園モリコロパーク 

・施設の充実度、スタッフの教育ともに高く、そこそこ遠いがまた利用したいと思わせられます。 

中部国際空港 

・接遇が優れていて、嫌な気分にさせられたことがない。また、清掃もいきとどいていて気持ちがいい。空間デザイ

ンが良い。空港という、プロのお仕事をされる方と比較してよいかわかりませんが、接客、施設とも満足できる場所

です。また、照明の明るさや広さやインテリアと落ち着けます。予算はあると思いますが、北名古屋市の公共施設も

もう少しセンスアップできないでしょうか？ 

小松の航空プラザ 

・知りたい情報が必ず手に入るため。 

ディズニーリゾート 

・きめ細かなサービスと接客が徹底されている。 

清須市にあるスーパー銭湯 

・施設の中に音楽がかかっていて、照明が明るすぎない。茶色を基調としたくつろいだ雰囲気。従業員がにこやかで

静か。 

植田駅にあるパン屋さん 

・店主からバイトのお姉さんまでみなさん、とても笑顔が素敵です。ベビーカーでお店の前までいくと、お店の中か

らスタッフの方が出てきてくれて手伝ってくれます。もちろんパンもおいしいしお手頃価格。パンはふつう、トング

で自分でとる形式のお店が多いと思いますが、ここのパン屋さんはケーキのようにパンがショーケースにはいってお

り、衛生面でも◎です。 

東京のフレンチレストラン 

・施設に入ったら、歓迎の雰囲気があふれ、料理一品ごとの説明にも熱意が感じられ、大変おいしく食事ができた。

さらに、オーナー（料理の鉄人でテレビによく出てくる）が挨拶にこられ、記念撮影まで応じてくれた。満足という

より、感動させてもらった。 
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問 10～問 12は市内の公共施設全般に関する質問に回答していただきました。 

北名古屋市では、公共施設の使用料の算出方法を統一し、利用者間及び利用者と利用しない市民

との負担の公平性を確保することを目的に、平成 25年度に使用料の改正を行いました。これは、

今後必要となる施設の老朽化や耐震化への対応等を見越したもので、 

将来にわたり継続的かつ円滑に施設を利用していただくために実施したものです。 

 

問 10 使用料の改正について、皆さまのお考えを記述してください。（自由記述） 

・市民の公平性を確保の面からしたら、改正したことは、良いことだと思います。将来のために、安心かつ市民ニー

ズの高い施設を利用する目的と考えます。 

・使う人がより費用を負担することはよいと思う。 

・市民のための福利厚生施設と思うとできる限り低料金で解放して頂くのが理想ですが、現実には税収の伸びないな

か利用者は一部の限られた個人・集団であるという不公平感が否めません。今回の利用料の改正は必要な処置だと思

います。 

・改正されたことを認識していませんが、公共施設は無料であるべきと思います。 

・諸事情を考えれば値上げはいたしかたない。 

・利用料に対する税金の負担率を下げたということでしょうか。今まで知らなかったのですが、それでよいと思いま

す。 

・仕方がないと思います。利用する人としない人との公平さなので。 

・利用者負担の原則から考えても、公共施設に適切な料金負担を求めることは問題ないと思います。改正された後に

利用した施設で、高すぎると思ったことはないです。 

・具体的にどのように改正されたのかが分かりません。ただし上記の説明だけを見る限りでは悪くないと思います。 

・東西の施設で、料金を取るところと、そうでないところがあり、一部市民の不平があったことは事実である。また、

料金がただであるため、特定の人達が入りびたりになり、施設を独占して新たな人達が利用できないような雰囲気が

あった。一定の料金を取れば、そのような雰囲気解消につながるのでないかと考える。 

・この質問では何がどう変わったのかがわかりませんが、利用者と利用しない市民との負担の公平性が確保されるの

には賛成です。 

・当然だと考えていますし、丁寧に使用するように心掛けていきたいと思っています。 

・必要な費用かどうかがわからない。 

・やむを得ないと思う。ただ、使用料を支払う公共施設をここ数年、利用した覚えがないので、あまりよくわからな

い。 

・公共施設の不公平が出るのは、しかるべき施設を利用したいのに、施設の内容を知らないで利用できない人と、は

じめから利用したくない人の違いによって不公平さは違います。つまり、できるだけ多くの市民に施設の内容を公開

することが大事かと思います。私もこんな便利な快適な施設があったのだと感じたことがありました。ですから何か

市民の方から、問い合わせがあったときは、すごく良いタイミングだと思いますので、できるだけ丁寧に教えていた

だけたらありがたいです。 

・施設利用については、安全性が第一だと思いますので、その点考慮の上であれば、結構です。 

・仕方ない。 

・改正は必要。可能な限り協力したいが、必要の無い施設は廃止すべき。 

・値上がりすると行きにくくなりますが、維持のためなら必要だと思います。 

・老朽している建物もあると思いますので、改定はやむをえないと、思います。 
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・ある程度の使用料の改正はやむを得ないが、東公民館の使用ができなくなり、同じような活動をしている団体と場

所が重なり大きな調整が必要になった。利用者と利用しない市民との負担の公平性を確保するという視点が理解しづ

らい。そもそも、利用者は使用料を払うことで負担をしているのであり、利用しない市民も利用する機会があるとい

う点では平等なはず。また、公共施設とは、多くの市民のニーズが高いものであるべきであるのに、利用者が少ない

のは「箱もの」だけ作った結果であると思われ、利用者にさらなる負担をかけるのは、利用者がさらに減ることにつ

ながらないか心配。 

・安くしてほしい。 

・安いに越したことはないが応分の負担は当然。 

・平等で良いと思う。 

・安いとたすかります。 

・健康ドームのトレーニングルームを利用したいと思っているが、1回 500円は高いと思う。シニアパスなど、高齢

者を優遇することも大切だが、働き盛りの世代の健康維持も大切だと思うので、もっと利用しやすい料金にしてほし

い。 

・良いと思う。 

・維持管理していくために値上げなどが必要なものはしかたないと思います。 

・使用料の改正については、知りませんでしたが老朽化や耐震化への対応と思います。 

・もっと高くすべきであり、それだけで人件費、施設管理費などをまかなえるようにするのがいい。出来ないなら人

件費の削減をすべきではないか。 

・公平性、今後老朽化などの対策と明確な理由があるので改正は良いと思う。 

 

問 11 公共施設利用者の満足度を高めるために必要だと思う取り組みを記述してください。（自由記

述） 

・接遇能力の向上に向けて人材育成等をされているとのことですが、改善が必要とわかっているならば、人でしょう

か？どのような人材教育かわかりませんが、ホスピタリティーマインドを持ち、市民との信頼関係をつくり、市民の

立場に立っての応対が必要ではないでしょうか。 

・きれいで清潔感があること。 

・満足度を高めたい施設と同様な他の施設を比較研究することや、職員の方が実際に体験されて北名古屋に合うよう

に工夫して取り入れることが良いのではないでしょうか。まずは真似てみて続けてみてより良い工夫が生まれると思

います。また、最終的にはその施設に常駐する職員の方の資質で満足度が変わるので接遇の研修など人間性を磨くよ

うな試みもして頂きたいです。 

・駐車場の、現在無料になっている車いす優先の一番いい場所はコインパーキングにでもして有料にして欲しい。野

球場もバックネット裏は一番値段が高い。身体障害者よりも急いでいる人や時間がない人が使えるようにしてほし

い。身体障害者と言えどもでかけられるうちはそんなに甘えてもらったら迷惑。高齢者や身体障害者の人は時間があ

ると思うので、現役世代や子育て世代を優先すべし。 

・また来たい、誰か誘って来ようと思わせられるなにかが必要だと思います。また、利用回数が多ければ多いほどお

得感が高まる仕組みを導入するのもいいのではないでしょうか。 

・抽選などで、決めるのは良いと思います 

・トイレの清掃と定期的な設備更新。利用者のニーズにあった使い方。 

・こどもがいることもあり、清潔で衛生的でなければ利用しようと思いません。 

・施設で働く職員のレベルアップ。施設の雰囲気作り。施設を利用することによる効果・効能を利用者に PRする。 
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・利用者が増えるような取り組みが必要 

・スタッフの対応。設備の充実性。清潔感。夜遅くまで利用可能。 

・ホームページなどに、ことあるごとに、施設の内容を宣伝して、まず多くの方に知っていただく、館内の衛生管理

を徹底して、館内をいつもきれいに維持管理する。きれいな館内は、利用していても気持ちのいいものです。特別な

ことを始めるのではなく、来館者に『お早うございます。』といった、簡単声掛け運動から始めてはどうでしょうか？

民間会社の場合は、儀礼的になりますが、来社された人には、必ず挨拶をしていました。感じ方と言うのは非常に抽

象的なものですが、満足度に大きく影響があるのではと思います。いろいろな会社に訪問すると、明るい印象の会社、

冷たい感じの会社が実際存在するのです。明るい街づくりは、ほんの小さなことから始まり、それが人から人へ連鎖

して出来上がるものだと思います。どこかの国では著しい経済成長していても、町にごみが散乱して、精神文化がか

なり遅れていると評価されているという記事も目にしたことがあります。 

・市役所及び図書館の案内図は、もう少し大きくてもよいのではないでしょうか。高齢者の方が増えていますので、

ご配慮ください。 

・人件費がかかっているのだから暇そうにしている人がいないようにしてほしい。 

・施設側のホスピタリティ講習や、利用者の投票で施設職員の人気順位を決め、上位者は判るようにバッジをつけた

り、掲示したりすると面白いかもしれない。 

・新しい設備。 

・交通手段。 

・利用する側に立った施設の建設や改善。中途半端な施設が多すぎる。利用者のニーズを取り入れるべき。 

・利用できる時間の延長。21：30までにしてほしい。 

・利用者の立場で考えて意見も聞く。 

・蔵書を増やすといいです。マンガの種類もたくさんあると良い。 

・高齢者向けよりも、子育て世代向けにもっとイベントをやって欲しい。 

・利用頻度の少ない場所は減らして言った方が良い。 

・スタッフのやる気を高め、良いサービスを提供したいただくためにも、人件費は削るべきでないと考えます。 

・さらなる設備の充実とスタッフの育成。市民が気持ちよくすごせる空間作り。 

 

問 12 北名古屋市の公共施設について自由に意見をご記入ください。（自由記述） 

・子供が中学生までは、保育園、子供会、役員会等の打ち合わせ、行事で公共施設の利用は、よくありました。横柄

な態度が見受けられましたが、年々良くなっていると思います。人材教育等されている成果と思いますし、職員の方

ではなく、責任感のないスタッフの教育が必要ではないのでしょうか。北名古屋市市民のために、公共施設利用が満

足になるよう心がけていただける取り組みを願っています。 

・大きくて楽しい公園がほしい。 

・今回公共施設のことを考えてみて、北名古屋には素晴らしい施設がたくさんあるのにあまり利用できていない自分

を残念に思いました。未利用者には時間的問題、経済的問題、環境的問題それぞれ様々な理由がありますが私は過去

の不愉快な接遇経験から利用しなくなることがあります。どんなに良い施設でも最初に出会う人の対応でその後も利

用するかしないかが左右される場合があることを忘れないで頂きたいものです。時間の経過とともに人も施設も成長

すると思うのでまたいろいろな施設も利用してみようと思っています。 

・冬でも利用できる温水プールを作ってください。 

・老朽化が目立つ施設は順次見直し、統合を進めて行くべし。市民に我慢をしてもらう、理解を得てもらうのも役所

の仕事。プロ市民に負けないで欲しい。 
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・正直、健康ドームくらいしか利用したことがないため、まずどのような施設があり何ができるのかを知る必要があ

るなと感じます。 

・文化勤労会館などで、部屋を貸してもらえるのは助かります。 

・健康ドームはよく利用させてもらっています。今後、児童センターきらりの開設にともない子育て支援室の縮小や

廃止がないといいなと思います。もえの丘は、活用されていない部屋が多いような感じがします。図書館の予約は、

とりおき期間が 1週間だけなので、名古屋市の 2週間に比べて短いと感じます。電話をうけたその週末に予定がある

と予約をキャンセルせざるを得ないので 2週間にしてほしいです。 

・もえの丘や陽だまりハウスなどは利用したことがありませんが、活用されているのでしょうか？他施設においても、

利用者数が少ないようではもったいないと思います。 

・①市の公共施設は多くの市民が利用してこそ、費用対効果がでるもので、現在の公共施設のほとんどが、費用対効

果が低いものと思う。②北名古屋市民でない人（名古屋市民で比較的裕福な人）が自宅風呂を使うのはもったいない

とのことで、当市の公共施設の風呂を利用していることを耳にした。市の担当部署の職員に話をしたら、チェックす

れば当市の市民に迷惑がかかるからできないとの答えであった。③公共施設の費用対効果を聞きたくて担当課に行っ

たら、データはないとの回答を以前された。④上記②、③について最初に利用者にカードを発行し、次回以降そのカ

ードを提出してもらい、入力していけば、利用率が把握でき、費用対効果が判明すると思う。また、②については市

民でないためカードが発行できず、これを防ぐことができるのではと考える。 

・プールについては外から見たことしかないのですが、衛生面などが気になり利用するのをためらってしまいます…。 

・強いて言えば、老人向けの福祉施設（例えばさかえ荘）のような施設が西地区にも数ヶ所あったら有り難いとは考

えています。 

・他の市のいい部分を取り入れていってほしいです。 

・図書館の本の予約や延長の申請が、電話や Webでできるようにしてほしい、 

・市民のほとんど人は、平日勤務していて、公共施設は、土日しか利用できないのが現状です。土日の業務あるいは、

会社員の方が業務を終える以後の時間帯せめて２時間ぐらい、交代勤務制はとれないものでしょうか？特にサービス

業に携わる者は、お客様に対応するために、土日は出勤しているのが現状です。休日の分散化を計ると交通渋滞、ロ

スエネルギー、あるいはエネルギーの集中化が緩和され、社会全体のエコにつながるのではと思います。日曜祭日は

一斉に休みと言う社会体制の改善をまず北名古屋市から率先垂範してはどうでしょうか？私事の経験談ですが、２０

年ぐらい、ほとんど平日代休を消化してきましたが、平日に休むのもよいものです。 

・図書館について、セキュリティ対策は万全にお願いします。また、可能であれば、利用時間の延長を望みます。 

・乾電池やライターの回収ボックスが公共施設にしかないのは不便。スーパーなどにも設置してほしい。 

・高齢者向けの施設が殆どなので、20-30代も楽しめる、利用しやすい施設を増やして欲しい。 

・どこもゆったりしていて使いやすいです。娯楽施設が増えれば良いなと思います。 

・どういった施設なのか、アピールしたほうが良い。 

・中途半端な施設が多すぎる。また、車がないと不便な土地であるのに、駐車場が少ない。市外からでも利用者が集

まるような施設であれば、収益も上がるはず。もえの丘のホールはピアノを利用者が移動させるが、そのたびに音が

くるいそうで心配。出入り口も狭いので、運び入れる際、ピアノに傷がつきそう。管理をきちんとするべきである。

一方で文化勤労ホールでは、温度調整の必要なピアノが置かれている。もっとアピールをして、利用者を増やすとい

いと思う。 

・全体的に使いにくいというイメージがある。楽器などでの音の問題、音を出せる施設が欲しい。東公民館は、夜の

利用が火・金曜日だけしかない。夜の人は、お金（料金）を扱わないので、また、出直さなければならない。総合体

育館の照明、ライトの追加・サイドフロントの増設をしてほしい。 
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・満足 

・もっと色々とイベントをやって欲しい。 

・通年の温水プールがあるとうれしいです。 

・使用状況（利用率）を参考に、利用頻度の低い施設は廃止、逆に利用頻度の高い施設は、別途違う場所に新設をす

るなどの検討が必要と思います。 

 

■担当課より 

 このたびは、ご多忙中にもかかわらず、市政インターネットモニターアンケートにご協力いただき、

ありがとうございました。 

 利用される方や市民の皆さまからのご意見は、利用者満足度の向上や接遇の向上に直結するものと

考えています。皆さまからお寄せいただいた貴重なご意見を参考に、更なる利用者満足度及び接遇能

力の向上に努めてまいります。 

 今後とも、ご意見・ご感想をお待ちしておりますので、宜しくお願いいたします。 


