
 

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３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４６公民館（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 

  ２，０１２人 （前年度：２，３４０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８４．０％の方がクラブ・サークル会員としての活動、５２．３％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 構成比 

Ａ クラブ・サークル会員として活動 １，６９１人 ４２．４％ 

Ｂ 公民館主催の講座・事業への参加 １，０５４人 ２６．５％ 

Ｃ 図書室の利用   ７６４人 １９．２％ 

Ｄ 町内自治会その他の地域における団体での利用等   ４０５人 １０．２％ 

Ｅ あまり利用しない・その他 ６７人 １．７％ 

 

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。 

 １，８４６人の方から回答があり、平均３．８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３．８ （前年度：３．７（＋０．１ポイント）） 

     

「４」・・・ １，４８７人（８０．６％） 

「３」・・・・・ ３３１人（１７．９％） 

「２」・・・・・・ ２４人（ １．３％） 

「１」・・・・・・・ ４人（ ０．２％） 

「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）  

１，６６８人の回答者から４，２３１件の回答がありました。「対応が丁寧」が３２．

０％、「良いコミュニケーションやあいさつがある」が２４．８％ありました。 

項番 項目 件数 構成比 

(1) 対応が丁寧 １，３５３件 ３２．０％ 

(2) 対応が速く適切 ８９０件 ２１．０％ 

(3) 積極的・協力的 ７５３件 １７．８％ 

(4) 良いコミュニケーションやあいさつ １，０５１件 ２４．８％ 

(5) 対応が良くない ３５件 ０．８％ 

(6) 業務への理解が不足 ８件 ０．２％ 

(7) 積極性に欠け、非協力的 ９件 ０．２％ 

(8) コミュニケーションやあいさつが無い １９件 ０．５％ 

(9) 良くも悪くもない ５９件 １．４％ 

(10) わからない  １６件 ０．４％ 

(11) その他  ３８件 ０．９％ 

合 計 ４，２３１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。 

１，７８２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（増減無し）） 

 

「４」・・・ １，０７８人（６０．５％） 

「３」・・・・・ ６１３人（３４．４％） 

「２」・・・・・  ８２人（ ４．６％） 

「１」・・・・・・  ９人（ ０．５％） 

「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） 

   １，６７４人の回答者から４，０５２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３３．４％、「トイレがきれいになった」が１８．５％ありました。 

項番 項目 人数 構成比 

(1) きれいに清掃され、整理されている １，３５７件 ３３．４％ 

(2) テーブルや椅子、照明が新しくなった ６７２件 １６．６％ 

(3) 備品を十分に使うことができる ５９０件 １４．６％ 

(4) トイレがきれいになった ７４９件 １８．５％ 

(5) 図書室が明るい ２０２件 ５．０％ 

(6) 備品の修理や補充が早い １２１件 ３．０％ 

(7) 清掃が足りない、汚れている、整理がされていない  １５件 ０．４％ 

(8) テーブルや椅子が古く壊れている ３２件 ０．８％ 

(9) 使いたい備品が不足している ２７件 ０．７％ 

(10) 建物が古い ７１件 １．８％ 

(11) 図書室が暗い ２件 ０．０％ 

(12) 備品の修理や補充が遅い ２６件 ０．６％ 

(13) 良くも悪くもない ６０件 １．５％ 

(14) よくわからない １７件 ０．４％ 

(15) その他 １１１件 ２．７％ 

合 計 ４，０５２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。 

１，７６９人の方から回答があり、「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２．７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０．２ポイント上がりました。「あまり変わらない」は、昨年度より２．９

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）」の割合は僅かに上がりましたが、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」） 

１，１５１人 ６５．０％（前年度：６２．３％（＋２．７ポイント）） 

  ２ あまり変わらない 

６０１人    ３４．０％（前年度：３６．９％（－２．９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」） 

１７人     １．０％（前年度： ０．８％（＋０．２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） 

１，８０６人の回答者から３，２２１件の回答がありました。「清潔で整理されてい

る」が２５．６％、「職員の対応が良くなった」が２４．８％ありました。 

項番 項目 件数 構成比 

(1) 設備や備品が良くなった ６６６件 ２０．７％ 

(2) 職員の対応が良くなった ７９７件 ２４．８％ 

(3) 清潔で整理されている ８２５件 ２５．６％ 

(4) 利用しやすくなった ４２６件 １３．２％ 

(5) 主催講座が増えた、良くなった １３５件 ４．２％ 

(6) 特に変わらない ２７７件 ８．６％ 

(7) 施設の予約が取りづらくなった ４４件 １．４％ 

(8) 職員の対応が悪くなった ７件 ０．２％ 

(9) 館内の環境が悪くなっている １件 ０．０％ 

(10) その他 ４３件 １．３％ 

合 計 ３，２２１件  

 

第５ その他（自由記述） 

自由記述については、３９４人の方から４４３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９２件、次いで、「館内の設備・備品につ

いて」が７７件でした。  

項番 項目 件数 

(1) 施設の貸出について ３３件 

(2) 職員の対応について ９２件 
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(3) 館内の設備・備品について ７７件 

(4) 新型コロナウイルス感染症への対応等について １３件 

(5) 図書室について ２１件 

(6) 館内の環境や装飾について ３６件 

(7) 駐車場について ６件 

(8) 主催事業について ４８件 

(9) 広報活動について ５件 

(10) 使用料金について ８件 

(11) 運営全体について １６件 

(12) その他の意見 ８８件 

合 計 ４４３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 

・週 1 回で月 4 回までの使用予約ができるが 5 週目が活動できる時は 5 日前～公民館に予

約申し込みに行かなければならない。出来れば、5 日前から当日までネットで受け付け

ていただけたらありがたい。 

・現在、自習室は 17時までですが、もう少し長く、公民館閉館間際まで利用できるように

していただきたいです。小・中学生はともかく、高校生以上は、自己責任で夜まで勉強

するのも悪くないと思います。この時期、高校生は、共通テスト対策のため学校も自主

登校となり、大学生も土日は大学自習室が閉まっていて利用できないことが多いです。

「地域の学びの場」として是非、延長利用をご検討ください。 

・公民館によっては予約が取りづらくなった施設ができた。 

・人数関係なく長く利用させて頂いてるクラブも定期でとれるようにして欲しい。 

(2)職員の対応について 

・館長さんの言葉も優しく、相談することも出来、本当にいろいろとお世話になりました。

ありがとうございます。 

・職員の方々の対応が大変良いと思っています。以前も良かったように思っているので、

「良くなった」とは書きづらいところです。すみません。 

・初期教育をもっとしっかりやって欲しい。 

(3)館内の設備・備品について 

・トイレが薄暗い感じがします。赤ちゃん連れの方にベビーチェアやおむつ替えの場所が

トイレにあると嬉しいです。 

・講堂の机はとても良い。運搬、揃えが楽で、危険がなくなった。トイレが清潔で使いや

すくなった。特に個室。講堂でのマイクが使い勝手が良い。全体的に上記のような設備

や備品が良くなったと思う。 

・エレベーター又はエスカレーター設備がないのは、公民館としていかがなものか？高齢

者が増えているのに、その対応がなされていないのはいかがなものか。 

・おかげ様で館の周囲がきれいになりました。卓球台１台かなり傷んであぶないです。 
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・会議室、講堂、和室等事務室以外で Wi-Fi が使えるようにしてほしい。電波が弱くて全

館で使えない。全館で利用出来るようにしてほしい。 

(4)新型コロナウイルス感染症への対応等について 

・コロナ禍の折り、衛生対策ありがとうございました。 

・コロナの関係で室内での飲食が不可能となり、今後の様子を見ていきたい。 

・コロナのため、仕方がない事ですが、歩いて来てチョット一休み出来る様な椅子がほし

い。玄関ホールで休ませてもらってますが、図書室の中でもチョット（2～3分でも）休

みたいです。 

・コロナ禍の中での上映は厳しい、寒い。 

・コロナ禍で、本を借りるのにとても抵抗があります。借りる際、目の前でサッと消毒出

来るような機械（装置）はありませんか？ぜひそのような物を導入して下さい。 

(5)図書室について 

・どこの公民館図書室も子ども（3才）への対応がやさしい。本が大きい図書館より掘り出

しものがある。すいてるので、コロナ以降もっぱら公民館図書室です。 

・コロナ騒動で動きも制限され続けている前から公民館図書室にはお世話になっています。

リクエストにも貸し出しにも時々無理言っているかなと思う事もありますが、いつもき

ちんと対応してもらい、ありがたく思っています。コロナのせいで本への手入れ等大変

なようで頭が下がります。これからもリクエストして本を借りに行きます。 

・近所の図書室を気楽に利用できて、他館から取り寄せもできるのでとても便利。 

(6)館内の環境や装飾について 

・館内は整理整頓され、清掃もきちんとされていて気持ちよく利用させて頂いております。

四季を感じさせる小物にもホッとします。 

・入口と外の所、いつもきれいに手入れされていて、お花がきれいです。 

・庭がきれいになった。 

・清潔で清掃が行き届いている、朝（9時）から使用であるにもかかわらず、あいさつと同

時に、手際よくきれいにしてもらっている、日頃の感謝を表したい。 

・施設の老朽化は仕方ありませんが、できる範囲で環境美化に努めていただければと思い

ます。 

(7)駐車場について 

・駐車場がもう少し広ければ助かります。利用者がコインパーキングの場所が分かるよう

に裏口ドアに簡単な地図などが貼ってあると良いかもしれません。 

・駐車場が足りない時は、上手に対応して下さりありがたいです。 

・時々駐車場が満車の時がある。東側に数台増やせないだろうか？ 

・駐車場の場所が分かりづらかったです。 

(8)主催事業について 

・体験教室の開催を希望します。クラブ主催の講座をして欲しいです。 

・公民館の自主企画をもっと。ex.スマホの取扱い方、高齢者はていねいに教えてもらいた

い。スマホの利用が多くなったから。ラインの使い方。 

・複数の公民館主催の講座に参加しています。申込みについて最近よいと思われることは、

一定期間内に電話で申込みが可能になった事、申込日に電話がつながらないことがなく

なり、複数講座の申込が楽になりました。 
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・毎回来て思う事ですが、定員が少なくなかなか当たらないことがあります。当日必ず数

人欠席する人もいてやむを得ないこともあるかとは思いますが、当日キャンセル待ちで

参加できると良いなと思いました。 

(9)広報活動について 

・サークルの宣伝の掲示板を入り口前の方に目立つようにしてほしいです。今は奥の方に

あるので、図書館に来られた方などに目につくようにして頂きたい。 

・サークル活動に関する掲示物は訪れた人の目につきやすい場所に貼ってくださるとあり

がたいのですが・・・。 

・良好な学習法、指導法等で優れたものは TV にも伝達し、市民、県民、国民に PR しては

いかがですか 

・どんなサークルがあるのか地域の人々にもっと知らせてほしい。 

(10)使用料金について 

・そのうち公民館を利用するときに有料となるのだろうが、なるべく無料であってもらい

たい。 

・利用は主として、自治会の活動に関してである。数人から数十人の会合・打ち合わせで

あり、関連してコピー機を利用。最もありがたみを感じるのは、諸行事での場面である。

数十人による敬老会・もちつき大会・三百人の盆踊り等、備品の利用を含めて、実施を

可能とする施設である。小規模とはいえ舞台があり、敬老会の盛り上げに一役。地域の

諸団体・グループでの利用は盛んである。これらの利用を無償でできることは、地域の

活性化に大きく寄与していると思う。 

・利用料がかからない点が学生団体としてもありがたいです。 

・メンバーが不確定で参加人数も波がある育児サークルなので無料で集まれる場所があり

感謝しています。 

(11)運営全体について 

・地域の声をくみあげる、まなぶことを地域に生かせる「し組み」をつくってほしい。 

・最初、指定管理に反対していました。この様にきれいに使いやすくなるのでしたら大賛

成と言えばよかった。 

・他の地域でも使えるようになったことが良かった。 

・公民館のイメージが以前とあまり変わっていないように思われます。限られた人の利用

する場のような印象です。 

(12)その他 

・連協に継続して入会していないのに、年間予定が公民館によって、できるところとでき

ないところがあるのはおかしい。統一してほしい。役員をやりたくないから連協に入っ

たり出たりするので、公民館には協力していないと思います。 

・花や庭の手入れを 1 人の方がいつもやっているようですが、大変なので、ボランティア

など募り年 2～3回整備したら良いのではないでしょうか？ 

・セキュリティの点で不安があります。開かれた公の場所である事は理解しているのです

が小さな子や女の子のレッスンの時にのぞいている人がいたりドアに耳をあてて話を聞

いている人が毎回のレッスンでいます。子供達も「怖い」と毎回言っている為、見まわ

りや、不審者（その日、公民館を利用していないのに居る人等）への声がけ等を行って

いただきたいと思います。 
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・公共交通機関が使えれば、公民館の利用はもっと使用者は増えるとともに、公民館の存

在価値は高まると思います。高齢者が増へ、徒歩もままならない人が増へて、公民館の

存続の危機がいずれ訪れると思われます。 

・公民館の”クラブ連協”の見直しをして欲しい。今はコロナで、文化祭の実施がないの

で、会議も行われていないですが文化祭に向けての平日の会議の強制は働いている人に

は負担です。職業がらその為に休めない人も沢山いるので、今の用な手紙でのアンケー

ト等の運営に変えて頂きたいです。 

  

 

 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３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３年１２月２６日までにご回答をお願いいたします。 

 


