
 

公民館利用者アンケート調査結果の公表について 

 

 公益財団法人千葉市教育振興財団では、本年５月２０日から６月１４日まで、公民館利用者・団体

をはじめとした市民の皆様のご意見・ご要望等を今後の管理運営に生かすため、公民館に関するア

ンケートを実施しましたので、その結果を公表いたします。 

 なお、このレポートは、当財団公民館管理室において、分析したものです。 

 

アンケート用紙 

  別紙のとおり 

アンケート実施箇所 

  千葉市内４７公民館 

実施方法 

  ア アンケートの配架 

   （ア）館内配架スペース又は事務室窓口における配架 

   （イ）図書室窓口における配架（図書室設置の２１館に限る） 

  イ アンケートの配布 

   （ア）公民館主催事業参加者への配布 

   （イ）公民館施設予約のある利用者（代表者等）への配布 

   （ウ）公民館図書室利用者への配布 

   （エ）（ア）・（イ）・（ウ）以外の来館者への配布 

回答者数 

  ２，１１３人 

 

第１ 普段、公民館をどのように利用されているか（複数回答） 

 回答者の約８７％がクラブ・サークル会員としての活動、同じく約５１％が公民館主催の講

座・事業への参加で公民館を利用されています。また、個人としての図書室の利用も、多く見

受けられました。 

項番 項目 人数 

Ａ クラブ・サークル会員として活動 １，８３５人 

Ｂ 公民館主催の講座・事業への参加 １，０６９人 

Ｃ 図書の利用   ８７６人 

Ｄ 町内自治会その他の地域における団体での利用   ４５７人 

 

 



 

第２ 職員の対応について 

 職員の対応の満足度について、４段階の評定で回答をお願いいたしました。 

 平均３．７点の結果が得られましたが、私語やテレビを見ているなど職員の不適切な勤務態

度について指摘があったほか、２０人の方から、あいさつ・コミュニケーション等について不

快・不満があるなどの意見がありましたので全館で真摯に受け止め、公民館全体の問題として

改善に努めて参ります。 

 なお、時間前の開錠については、市民全体のための公共施設の管理運営としては改善が必要

と考えられるため、このような実態については利用者のご理解を求め、より適正な管理運営を

目指して参ります。 

 Ａ 評定（満足：４、やや満足：３、やや不満：２、不満：１） 

   平均３．７ 

 Ｂ どのようなところが（やや）満足・（やや）不満だったか（自由記述） 

   ２，１１３人中６５８人がコメント記入 

   以下、類型的にコメントをまとめさせていただきました。 

  １ （やや）満足に関係すると思われるコメント 

    ６５８人中５４１人 

    （一人で複数の記載がある場合があり合計が一致しません。以下同じ。） 

項番 項目 人数 

(1) あいさつ・コミュニケーション等に満足   ５５人 

(2) 雰囲気が良い・気楽にできる・施設への愛着   ４人 

(3) きちんとしている   １人 

(4) 的確な処理   ８人 

(5) 時間前の開錠に満足   ２人 

(6) その他利用者への配慮等に満足   ３４人 

(7) 対応が親切・丁寧など   ４３７人 

(8) 職員の地域理解   １人 

(9) 職員の積極性・熱心さ   ５人 

(10) 以前と変わらず満足   ５人 

(11) ほぼ満足・やや満足   ２人 

(12) 全て満足   ４人 

 

 

 



 

  ２ （やや）不満に関係すると思われるコメント 

    ６５８人中７７人 

項番 項目 人数 

(1) 私語等   ５人 

(2) テレビを見ている   １人 

(3) あいさつ・コミュニケーション等に不満   ２０人 

(4) 職員間の意思疎通に不満   １人 

(5) 館長一人が精通している・人による   ２人 

(6) 職員が少ない・時々窓口が不在   ３人 

(7) 12時から 1時に誰もいない   １人 

(8) 職員が多い   １人 

(9) 入ってくるたびに出てこなくてもいい   １人 

(10) 手話ができる職員がいない   ７人 

(11) 17 時過ぎに職員がいない・窓口がしまっておりすぐに対

応していただけなかった 

  ３人 

(12) 型にはまりすぎ・事務的・融通が利かない   ５人 

(13) 立場の違いによるズレが出る   １人 

(14) 役所の立場を優先   １人 

(15) 不公平な対応   ３人 

(16) 館による違いに不満   １人 

(17) 地域との連携の不足   １人 

(18) クラブ・サークル等連絡会組織との連携に関する不満   １人 

(19) 施設予約に関する不満   ４人 

(20) 開錠を早めてほしい   ３人 

(21) 21時迄借りているのに 21時ぴったりに出ろという   １人 

(22) 時間が短すぎる   １人 

(23) その他対応に不満   １３人 

 

 

 

 

 

 



 

  ３ 満足・不満に分類できないコメント 

    ６５８人中５５人 

項番 項目 人数 

(1) 過去の職員への満足 ３人 

(2) 和室が広くて気持ち良い １人 

(3) 概ね対応ができている・不満はない ３人 

(4) 対応は良いが満足は難しい・満足度が判りかねる ２人 

(5) 過去の職員への不満 １１人 

(6) 駐車場についての不満 ２人 

(7) 顔見知りが少なくなった １人 

(8) 図書館と公民館との職員の区別が無いので判断ができな

かったことがあった 

１人 

(9) 普通 ３人 

(10) まだわからない・あまりわからない ２４人 

(11) 児童開架季節の絵本 １人 

(12) 特にないなど分類不明なコメント ７人 

 

 

第３ 部屋や備品等の状況について 

 Ａ 評定（満足：４、やや満足：３、やや不満：２、不満：１） 

  平均３．３ 

 Ｂ どのようなところが（やや）満足・（やや）不満だったか（自由記述） 

   ２，１１３人中８０５人がコメント記入 

   （集計中） 

 

 

第４ ４月の指定管理開始以降の公民館についてどのように感じているか 

 Ａ 評定 

  １ 全体として良くなった（又はやや良くなった）・・・・・・・・・・・・・５１５人 

  ２ あまり変わらない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，２８４人 

  ３ 全体として悪くなった（又はやや悪くなった）・・・・・・・・・・・・・・・９人 

 Ｂ （やや）良くなった点、（やや）悪くなった点（自由記述） 

   （集計中） 



 

第５ その他（自由記述） 

   （集計中） 

 

 

 レポートの文中の「集計中」につきましては、整理次第、随時公表してまいります。 

 今後、当アンケートをさらに詳細に分析・検証いたすとともに、主催事業のアンケート調査や、利用

者等の聴き取りを実施するなど、皆様のご要望・ニーズ等をしっかり把握し、明るく快適な公民館を

目指し、職員一丸となって、公民館の円滑な管理運営にさらに努めて参ります。 

 ご協力ありがとうございました。



【裏面へつづく】  お問い合わせは（公財）千葉市教育振興財団公民館管理室（043-285-5551）まで 
〒260-0045 千葉市中央区弁天 3-7-7 千葉市生涯学習センター3 階 千葉市教育振興財団公民館管理室 

公民館に関するアンケート（平成３０年５・６月） 
 
 公益財団法人千葉市教育振興財団では、公民館利用者をはじめとした市民の皆様のご意
見・ご要望等を真摯に受け止め、管理運営に生かしていくことで、管理業務を適切に行う
ことができると考えています。 
 そこで、今回、公民館にご来館された方、またご利用されている方々など、幅広くご意
見をお伺いしたく、アンケートへのご協力をお願いする次第です。差支えのない範囲でご
記入くださいますよう、よろしくお願いいたします。 
 

１．公民館の利用等についてお伺いします。 

（１）次のうち、千葉市公民館についてどのようなことをご存知でしたか。 

   （アからエに○を付けてください。複数回答可です。） 

  ア 所管区域（おおむね中学校区）の団体が登録して利用できること 

  イ 実費程度の負担で参加できる地域の実情に応じた主催講座等を開催していること 

  ウ 図書館とのネットワークを持った公民館図書室があること（４７館中２１館） 

  エ 平成３０年４月から公益財団法人千葉市教育振興財団が全４７館の指定管理（市 

   議会の議決を経て権限を委任され市有施設の使用許可等を行うこと）を行っている 

   こと 

 

（２）普段、公民館をどのように利用されていますか。 

   （アからケに○を付けてください。複数回答可です。） 

  ア 公民館主催の講座・事業への参加（主に１つの公民館） 

  イ 公民館主催の講座・事業への参加（複数の公民館） 

  ウ クラブ・サークル会員として活動日に参加（主に１つの公民館） 

  エ クラブ・サークル会員として活動日に参加（複数の公民館） 

  オ 図書の利用（主に１つの公民館） 

  カ 図書の利用（複数の公民館又は図書館） 

  キ 町内自治会その他の地域における団体での利用 

  ク あまり利用しない 

  ケ その他（             ）←公民館とのかかわりをご記入ください 

 

（３）どのような交通手段でお越しですか。 

   （アからカに○を付け、片道の所要時間を記載してください。複数回答可です。） 

  ア 徒歩（所要時間：約     分） 

  イ 自転車・原付等（所要時間：約     分） 

  ウ 公共交通機関・タクシー等（所要時間：約     分） 

  エ 自家用車等（ご自身又はご家族が運転）（所要時間：約     分） 

  オ 自家用車等（エ以外で乗り合い等）（所要時間：約     分） 

  カ その他（               ）←ア～オ以外の場合ご記入ください 

    （所要時間：約     分） 



お問い合わせ・アンケート用紙送付ご希望の方は kanrishitsu@chiba-kominkan.jp まで 

平成３０年６月１４日までにご回答をお願いいたします。 

２．職員の対応についてお伺いします。 

（１）職員の対応について、満足でしたか、不満でしたか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

 ４ ３ ２  １ 
       

      
 

（２）どのようなところが（やや）満足または（やや）不満でしたか。具体的にお書きください。 

 

３．部屋や備品等の状況についてお伺いします。 

（１）部屋や備品等の状況について、満足でしたか、不満でしたか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

 ４ ３ ２  １ 
       

      
 

（２）どのようなところが（やや）満足または（やや）不満でしたか。具体的にお書きください。 

 

４．全般についてお伺いします。 

（１）平成３０年４月の指定管理開始以降、公民館についてどのようにお感じになります 

  か。（アからウのいずれかに○を付けてください。） 

  ア 全体として良くなった（又はやや良くなった） 

  イ あまり変わらない 

  ウ 全体として悪くなった（又はやや悪くなった） 

 

（２）（やや）良くなった点、（やや）悪くなった点など具体的にございましたらご記入ください。 

 

５．その他、ご意見を自由にお書きください。   

ご協力くださいましてありがとうございました。 

 

 

 

 


