
 

公民館に関するアンケート 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、令和元年度に引き続き、令和２年１２月１日から１２

月２６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 

  後頁（９頁から１２頁）のとおり 

 

アンケート実施箇所 

  千葉市内４５公民館（桜木公民館と椎名公民館は休館中でしたので、実施していません。） 

 

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 

  ２，３４０人 （前年度：２，０７２人） 
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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８５．１％の方がクラブ・サークル会員としての活動、５３．４％の方が公民

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 ２，０１０人 

Ｂ 公民館主催の講座・事業への参加 １，２６２人 

Ｃ 図書室の利用   ８３６人 

Ｄ 町内自治会その他の地域における団体での利用等   ４４７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。 

 ２，１６６人の方から回答があり、平均３．７点の結果が得られましたが、対応が冷た

いとの意見、職員によって対応に差があるとの意見などをいただいておりますので、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まいります。 

 Ａ 評定（満足：４、やや満足：３、やや不満：２、不満：１） 

   平均３．７ （前年度：３．８（－０．１ポイント）） 

     

「４」・・・ １，７１６人（７９．２％） 

「３」・・・・・ ４３３人（２０．０％） 

「２」・・・・・・ １７人（ ０．８％） 

「１」・・・・・・・ ０人（   ０％） 

「その他」・・・・・ ０人（    ０％） 

 

 Ｂ どのようなところが（やや）満足・（やや）不満だったか（複数回答）  

１，９８５人の回答者から４，８７８件の回答がありました。「対応が丁寧」が３２．

３％、「良いコミュニケーションやあいさつがある」が２５．１％ありました。 

項番 項目 件数 

(1) 対応が丁寧 １，５７８件 

(2) 対応が速く適切 ９９０件 

(3) 積極的・協力的 ８７８件 

(4) 良いコミュニケーションやあいさつ １，２２６件 

(5) 対応が良くない ２５件 

(6) 業務への理解が不足 ９件 

(7) 積極性に欠け、非協力的 ５件 

(8) コミュニケーションやあいさつが無い １５件 

(9) 良くも悪くもない ９０件 

(10) わからない  １９件 

(11) その他  ４３件 

合 計 ４，８７８件 
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第３ 部屋や備品等の状況について 

部屋や備品等の状況の満足度について、４段階の評定で回答をお願いいたしました。 

２，０９５人の方から回答があり、平均３．５点の結果が得られましたが、テーブル・

椅子の不備・不具合、施設・設備全体の老朽化、空調関係の不備・不具合、コロナ禍の影

響による網戸設置の要望のほか、多くの施設・外構・設備・備品等の不備・不具合・設置

要望等のご意見をいただいております。 

新型コロナウイルス感染症対策として必要な備品等を整備するとともに、昨年度に引き

続き、消耗品や小破修繕等で対応可能なものは、予算の弾力的な運用により積極的な更新

等に取り組んでまいります。 

また、整理・整頓や衛生面、清掃関係についても多くのご意見をいただいておりますの

で、改善を図り、快適な学習環境の整備に努めてまいります。  

 

Ａ 評定（満足：４、やや満足：３、やや不満：２、不満：１） 

  平均３．５ （前年度：３．４（＋０．１ポイント）） 

 

「４」・・・ １，２３７人（５９．０％） 

「３」・・・・・ ７４３人（３５．５％） 

「２」・・・・・ １０７人（ ５．１％） 

「１」・・・・・・  ７人（ ０．３％） 

「その他」・・・・・ １人（ ０．１％） 

 

 Ｂ どのようなところが（やや）満足・（やや）不満だったか（複数回答） 

   １，９８０人の回答者から４，６２４件の回答がありました。「きれいに清掃され、

整理されている」が３３．２％、「トイレがきれいになった」が１６．８％ありました。 

項番 項目 人数 

(1) きれいに清掃され、整理されている １，５３８件 

(2) テーブルや椅子、照明が新しくなった ７６４件 

(3) 備品を十分に使うことができる ６３７件 

(4) トイレがきれいになった ７７７件 

(5) 図書室が明るい １９６件 

(6) 備品の修理や補充が早い １７６件 

(7) 清掃が足りない、汚れている、整理がされていない ２５件 

(8) テーブルや椅子が古く壊れている ７６件 

(9) 使いたい備品が不足している ４８件 

(10) 建物が古い １０８件 

(11) 図書室が暗い １５件 

(12) 備品の修理や補充が遅い ２４件 

(13) 良くも悪くもない ５９件 

(14) よくわからない １７件 

(15) その他 １６４件 

合 計 ４，６２４件 
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第４ 平成３０年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 

三段階の評定を求め、その評定ごとにコメントをまとめました。 

「全体として良くなった（又はやや良くなった）」が、昨年度よりも９．７ポイント上昇し

ました。「全体として悪くなった（又はやや悪くなった）」は、昨年度より０．１ポイント

下がりました。「あまり変わらない」は、昨年度より９．４ポイント下がりました 

「全体として悪くなった（又はやや悪くなった）」の割合は僅かに下がりましたが、今後

もきめ細かくご意見を伺って真摯に向き合い、改善に努めることが大切であると考えます。 

 

 Ａ 評定 

  １ 全体として良くなった（または「やや良くなった」） 

１，３１２人 ６２．３％（前年度：５２．７％（＋９．６ポイント）） 

  ２ あまり変わらない 

７７６人    ３６．９％（前年度：４６．３％（－９．４ポイント）） 

  ３ 全体として悪くなった（または「やや悪くなった」） 

１６人     ０．８％（前年度：０．９％（－０．１ポイント）） 

 

 Ｂ （やや）良くなった点、（やや）悪くなった点（複数回答） 

１，８０５人の回答者から３，６９３件の回答がありました。「職員の対応が良くな

った」が２５．９％、「清潔で整理されている」が２５．７％ありました。 

項番 項目 件数 

(1) 設備や備品が良くなった ７２６件 

(2) 職員の対応が良くなった ９６０件 

(3) 清潔で整理されている ９５１件 

(4) 利用しやすくなった ４８０件 

(5) 主催講座が増えた、良くなった １４１件 

(6) 特に変わらない ３４１件 

(7) 施設の予約が取りづらくなった ３９件 

(8) 職員の対応が悪くなった ３件 

(9) 館内の環境が悪くなっている ３件 

(10) その他 ４９件 

合 計 ３，６９３件 

 

第５ その他（自由記述） 

自由記述については、４２１人の方から４８６件のご意見を頂き（一人で複数の意見を

記入されている場合は、それぞれを１件としました）、１１の分類に類型化しました。 

最も多かったのが、「職員の対応について」の８７件、次いで、「館内の設備・備品につ

いて」が８３件でした。  

項番 項目 件数 

(1) 施設の貸出について ２６件 

(2) 職員の対応について ８７件 
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(3) 館内の設備・備品について ８３件 

(4) 新型コロナウイルス感染症への対応等について ３０件 

(5) 図書室について ２１件 

(6) 館内の環境や装飾について ３８件 

(7) 駐車場について １１件 

(8) 主催事業について ４１件 

(9) 広報活動について ７件 

(10) 使用料金について ９件 

(11) 運営全体について １２件 

(12) その他の意見 １２１件 

合 計 ４８６件 

 

各分類の主なご意見は以下のとおりです。なお、意見の主旨を損なわない程度に表現を

変えて表記している場合があります。 

(1)施設の貸出について 

・数日前に空室があれば、月の使用回数限度を超えても使用できるようにしてください。 

・毎月 1 回公民館使用新申請することを負担に感じることがあります。利用者は高齢者が

多く、サークル活動等は年間を通して定期的に行われます。使用申請は半年に 1 回程度

でも済むのでは？と思います。 

・公民館の個人利用もネットや電話で予約を受付してほしい。 

・使用申請の件ですが、クラブ連協に入っているサークルが優先とのこと、抽選してもな

かなか希望の日時・場所がとれません。なんとか簡単に、公平に場所を取れたらいいな

と思いますが…。 

(2)職員の対応について 

・館長さんはじめ職員の方々がとても親切で、話しやすく良い雰囲気だと思います。私た

ちは楽しく公民館を使わせていただいています。 

・事務所、図書室の職員の方々がとても親切で丁寧な対応をしてくださっていて心休まる

場所になっています。 

・公民館(広く民のために使用）の意味をよく理解していない方がいる。公民館を使用させ

てやる 公民館を使ってくれたという気持ちがほしい。広く民のために努力してほしい。

言葉遣い、顔の状態…。 

(3)館内の設備・備品について 

・古い建物で設備もあまり良くなかったが、だいぶ改良された。 

・机が新しくなり、出し入れがしやすくなり片づけるのが楽になりました。できれば椅子

も軽くて片づけやすくなればうれしいです。 

・集会室、畳・障子交換していただき、気持ち良く使用しています。ありがとうございま

した。 

・調理室に湯沸かし器が欲しい。 

・スピーカーは音割れのしない、もう少しグレードの高いものにしてほしい。（耳が悪いせ

いなのか聞き取りづらい点があった。） 

・便座が冷たいので、温水便座にかえてほしい。 
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(4)新型コロナウイルス感染症への対応等について 

・コロナで職員が机や椅子の消毒をしていただいてありがたい。 

・新型コロナによる利用制限が一般的の中、対策をしつつ、利用できることに感謝してい

ます。 

・コロナウイルス感染が収束した後、利用者が急増することが予想されるので、その場合

の施設の確保がどうなるか心配です。 

・現在コロナでお部屋の半数の定員ですが、親子だと 30人の部屋も 7組しか入れず、こと

わらなければいけない方もいるので、幼稚園前の子などは親子で 4、5人くらいの人数で

数えてもらえたらありがたいなと思います。 

・コロナ感染対策が関心を集めているこの機会に、設計・施工会社の協力を得て、ホール・

図書室他各室の換気設備、換気回数が適切か、設計図上、また実際の状況を点検し、で

きれば機能・容量等アップしていただきたい。 

(5)図書室について 

・図書室が明るく整理されていて気持ちよく利用している。 

・図書室では新しい本も目にするようになり、並べ方も工夫されるようになったと感じる。

予約した本の受け取り場所のみにとどまらない地域の人たちが立ち寄りたいと思えるよ

うな工夫をさらにしてほしい。 

・私は主に図書館（又は図書室）を利用していますが、整理整頓されていて使いやすいで

す。職員の皆様も挨拶してくださったり、資料について尋ねた時も手伝ってくださった

りして、明るい方々だと感じます。１点だけ意見があるとすれば、CDです。私情を挟み

ますが最近のアーティストの CD があれば若い人たちも図書館に来ることが増えるので

はないかと思いました。これからも宜しくお願いいたします。 

(6)館内の環境や装飾について 

・1階の受付、エントランス、階段の踊り場などに鉢植えや手作りの作品などが施され、や

わらかく温かい雰囲気になった。 

・公民館のなかだけでなく、外回りもきれいにしていて訪れるとき気持ちが良いです。（草

花他） 

・清掃の係の方の作業がとても丁寧でいつも気持ちよく使わせていただいております。 

・会議と鳴り物の練習が重なり、少々困ったことがありました。防音の設備が整っている

わけでもない中、コロナの影響で換気をしなければならなくなり、窓やドアを開け会議

をしました。楽器の練習をする方も使う権利があり、複雑な思いで会議を進めました。 

・館内が狭いことが難点（他の公民館に比べて） 

(7)駐車場について 

・駐車場の白線がきれいにしかれ、駐車しやすくなった。 

・駐車場増設良かったです。 

・駐車場内を整備してもらいたい。例えば舗装するとか。 

・駐車場、利用者以外の「使用禁止」等大きな看板を設置してもらいたい。 

・駐車場がせまいので、広げてほしいです。 

(8)主催事業について 

・自習室として部屋を開放していただけるのは助かっています。 

・退職した今年度からあちこちの公民館をたくさん利用させてもらっています。職員の方、

講師の方、とてもすばらしく充実した時間を過ごしています。本当にありがとうござい
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ました。文学的なもの古典的なもの講座が増えてくれるとうれしいです。 

・歴史講座は人気があるので、先着順に参加受付ではなく、抽選制にしていただいたほう

がよろしいかと思います。 

・主催講座がなかなか興味あるものがなく、参加しにくい。 

(9)広報活動について 

・公民館を利用している人は、いろいろ活用しているが、利用しない人も大勢いる様です。

公民館の良さをもっとアピールすると良いと思います。どこでも何でもそうですが、活

用している人達はいいですが、一度も利用していない人も居る様です・・・。 

・公民館でいろいろな事業をしている事を広く一般に PRして欲しい。 

・自治会などにもっと宣伝をしたら良いと思う。利用方法や内容がわからない。 

・公民館情報誌が毎月遅く、月始めの申込に間に合わなかったり、検討する余裕がなかっ

たりします。月末もう少し早めに情報誌を配布していただけないでしょうか。 

(10)使用料金について 

・会員費がかからないことが長く続けられる大事な要件です。ボランティアや学習なので、

遠くから来る人もいるので、交通費は自己負担なので、会場費が無料なのは公共施設の

うれしいことです。今後ともよろしくお願い致します。 

・指定管理者制度開始から 2 年が経ちました。当初の説明会では、有料化に対する質問が

ありました。その時では、向こう 5 年間は現状のまま無料とのことでしたが、2 年が経

過し、再来年には 5 年となります。そこで財団として今後の動向なりの情報を流してい

ただけるとありがたいと思います。（例えば、有料化を含め、高齢化に伴う公民館の利用

者の減少など） 

・これからも無料で利用できることを望む。 

・公民館施設を無料で使用できることはサークル活動するうえで大きなメリットでありま

す。地域の活性化、高齢者層の生きがいを得るためにも、これからもよろしくお願いい

たします。 

(11)運営全体について 

・平成 31 年の台風 15・19 号の際停電では公民館に避難してきたも多く目にしました。身

近な受入れ先として助かった方、これからも適時に対処していただけると良いと思いま

す。これからも地域の中心で文化や知識・体験ができる場であってほしい。 

・公民館は人と人との心の交流に大変役立つ施設である。現在の社会は、人と人との交流

が少なくなっている。公民館の効用を最大限に利用されるようになってほしい。 

・既存の自治会などの意見も大切であるが、硬直化が見られ、NPOや有為な個人との意見交

換の場を設けるなどし、意見を吸い上げ、公民館運営してほしい。 

・いつも感謝しています。最近は、時の流れが速すぎて公的施設はいろんな面で遅れ方が

大きくなっているように思えます。企業のように即対応できないとは思いますが。 

(12)その他 

・千葉市公民館使用者登録について、PC 勉強会なので、PC で記入しようと思いましたが、

同紙のダウンロードが出来なかった。スキャンしてその上に必要事項を記入しましたが、

今後ワードや PDFでダウンロード出来るようにして欲しい。 

・公民館と連絡協議会は別の組織というのは承知しておりますが、連協に提言していただ

けたら幸いです。長く公民館を使わせていただき、何度か運営委員を経験しました。文

化祭のために企画実行に向けての準備は大変な労力を要しました。それが受け容れられ
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ず、連協を脱退するサークルも数多く、現在使用サークルの半分も加入していないと思

われます。そんな状況で、3年弱の頻度で役員の当番がまわって来ます。大半のサークル

が高齢者が多く文化祭スタッフを受けるには厳しいです。そこで提案として文化祭は実

施せず、公民館主催事業の合い間に「発表したい！仲間を募りたい！」等、希望するサ

ークル単独で公民館を使用出来ると善いと考えます。今年文化祭が開催出来なかった事

を好機を捉え、誰もが楽しんで気楽に利用出来る公民館になったら嬉しく、連協に進言

いただければ幸いです。 

・小学校が生徒減少の折、将来統合してゆく方向性を検討してみては？活動のマンネリ化

→クラブ連協役員を毎年交替する必要があるのか？→毎年新役員では前年並みが精いっ

ぱい→役員をやっても良いグループと出来ないグループを理由を聞いて分ける→やって

も良いというグループから役員を選出し、複数年でも可能とする。 

  

 

 本年度の集計結果は以上となります。調査の結果を真摯に受け止め、常に利用者第一の

視点に立ち、思いやりのある親切・丁寧な対応ができるよう、職員のさらなる資質の向上

に努めてまいります。 

施設・設備・備品などの修繕、更新等については、引き続き積極的に実施し、快適な学

習環境の整備に取り組んでまいります。 

 その他のご意見等についても、当該館の問題にとどめることなく、公民館全体の課題と

して捉え、共通認識を持って適切に対応してまいります。 

 

 今後も主催事業のアンケート調査などを通じて、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努め、

指定管理者としての使命を果たしてまいります。 

  

ご協力ありがとうございました。



 

 

公民館に関するアンケート（令和２年１２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 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 

  イ 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） 

  ウ 平成３０年４月から公益財団法人千葉市教育振興財団が指定管理者として全４７ 
館の管理運営を行っていること 

  エ 平成３１年４月から市の条例改正により使用制限が緩和されたこと（政治団体等
が行う、広く市民を対象とした政治報告会などに公民館が使用できるようになった、
公民館の所管区域（おおむね中学校区）外の住民も、その公民館を使用できるよう
になった） 

 

（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） 

 

 



 

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。 
（アからサに○を付けてください。その他ご意見がある場合は、サに内容をご記入 
  ください。複数回答可です。） 
 

  ア 対応が丁寧だから 

  イ 対応が速く適切だから 

  ウ 積極的・協力的だから 

  エ 良いコミュニケーションやあいさつがあるから 

オ 対応が良くないから 

  カ 業務への理解が不足しているから 

  キ 積極性に欠け、非協力的だから 

  ク コミュニケーションやあいさつが無いから 

  ケ 良くも悪くもない 

  コ わからない 

  サ その他（                   ）←内容をご記入ください 

 



 

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。 

（アからソに○を付けてください。その他ご意見がある場合は、ソに内容をご記入 
  ください。複数回答可です。） 
 

  ア きれいに清掃がされ、整理されているから 

  イ テーブルや椅子、照明が新しくなったから 

  ウ 備品を十分に使うことができるから 

  エ トイレがきれいになったから 

  オ 図書室が明るいから 

  カ 備品の修理や補充が早いから 

  キ 清掃が足りない、汚れている、整理がされていないから 

ク テーブルや椅子が古く壊れているから 

  ケ 使いたい備品が不足しているから 

  コ 建物が古いから 

  サ 図書室が暗いから 

  シ 備品の修理や補充が遅いから 

  ス 良くも悪くもない 

  セ よくわからない 

  ソ その他（                    ）←内容をご記入ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【裏面へつづく】  

 

 



 

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）どのようなところが（やや）満足または（やや）不満でしたか。 

（アからコに○を付けてください。その他ご意見がある場合は、コに内容をご記入 
  ください。複数回答可です。） 

 

  ア 設備や備品が良くなったから 

  イ 職員の対応が良くなったから 

  ウ 清潔で整理されているから 

  エ 利用しやすくなったから 

  オ 主催講座が増えて良くなったから 

  カ 特に変わらない 

  キ 施設の予約が取りづらくなったから 

  ク 職員の対応が悪くなったから 

  ケ 館内の環境が悪くなっているから 

  コ その他（                    ）←内容をご記入ください 

   

５．その他、ご意見を自由にお書きください。   

 

ご回答ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ・アンケート用紙送付ご希望の方は、kanrishitsu@ccllf.jp まで 

令和２年１２月２６日までにご回答をお願いいたします。 

 


