
　　　　　　　　　

問１　利用者
 (1)性別内訳

男 女 無回答 計

２９年度 144 318 462

３０年度 127 248 375

　元年度 129 315 444

 　２年度 78 267 345

 　３年度 95 112 4 211

令和　３年10月

※ご利用者様からの回答の中で未回答箇所がありますので、各合計箇所に若干の違いがあります。
記

宝塚市立スポーツセンター　指定管理者  
公益財団法人　宝塚市スポーツ振興公社

　　　　　　　アンケート調査へのご協力を頂き誠に有難うございました。（実施日　令和３年７月１日～７月３１日）
　　　　　 本アンケート調査結果について下記のとおりご報告いたします。なお、皆様から寄せられましたご意見等につきましては検討を
　　　　　 重ね改善に努めてまいります。
　　　　　　　今後とも当施設のご利用をよろしくお願いいたします。

令和３年度(2021年度)　アンケート調査結果について
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１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 計

２９年度 42 29 34 83 62 111 101 462

３０年度 15 30 21 61 56 99 77 359

元年度 16 12 33 66 64 101 155 447

２年度 16 7 33 65 54 69 100 344

３ 年度 19 9 5 22 25 49 81 210

問３　居住地
人数 構成比

宝塚市 183 86.7

伊丹市 4 1.9
川西市 2 0.9
三田市 1 0.5
猪名川町 1 0.5
西宮市 15 7.1
その他 5 2.4

合計 211 100.0

問２　年齢別内訳
0 50 100 150 200

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

２９年度

３０年度

元年度

２年度

３ 年度

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

宝塚市

伊丹市

川西市

三田市

猪名川町

西宮市

その他
人数



問４　利用頻度
人数 構成比

めったにしない 4 1.9
週１回 78 37.3

週２回 58 27.8
週３回 24 11.5
週４回 9 4.3
週５回 7 3.3
週６回 2 1.0
月１回 4 1.9

月２回 2 1.0
月３回 6 2.9
月４回 9 4.3
月５回 3 1.4
年1～5回 3 1.4
年5回以上 0 0.0

合計 209 100.0
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問５　よく使う施設
人数 構成比

テニスコート 26 10.4

屋内プール 54 21.6

体育館 43 17.2

トレーニング室 54 21.6

屋外プール 1 0.4

末広体育館 18 7.2

末広スタジオ 8 3.2

武道館 36 14.4

野球場 4 1.6

多目的グラウンド 2 0.8

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ設備 4 1.6
弓道設備 0 0.0

合計 250 100.0
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問６　交通手段

人数 構成比

車 99 36.8

バイク 27 10.0

自転車 70 26.0

公共交通機関 24 8.9

徒歩 49 18.2

その他 0 0.0

合計 269 100.0

問７　ご覧になる情報源
人数 構成比
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問８-１a
施設や設備は充実している

人数 構成比

そう思う 34 16.6

ややそう思う 66 32.2

どちらとも思わない 59 28.8

あまり思わない 35 17

思わない 11 5.4

合計 205 100.0

問８-１ｂ
器具の修理は迅速？

人数 構成比

そう思う 20 9.7

ややそう思う 54 26.2

どちらとも思わない 74 35.9

あまり思わない 40 19.4

思わない 18 8.7

合計 206 100.0

問８-1c
清掃が出来ている

人数 構成比

そう思う 67 31.8

ややそう思う 82 38.9

どちらとも思わない 29 13.7

あまり思わない 23 10.9

思わない 10 4.7

合計 211 100.0
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問８-１d
案内表示がわかりやすい

人数 構成比

そう思う 50 23.9

ややそう思う 79 37.8

どちらとも思わない 51 24.4

あまり思わない 23 11

思わない 6 2.9

合計 209 100.0

駐車場・駐輪場
人数 構成比

満足 54 27.3

やや満足 51 25.8

普通 73 36.9

やや不満 10 5.1

不満 10 5.1

合計 198 100.0

問８-３a
教室の利用　

人数 構成比

利用している 54 26.1

利用していない 153 73.9

合計 207 100

問８-２
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問８-３b①
教室の満足度

人数 構成比

満足 19 37.3

やや満足 12 23.5

普通 14 27.5

やや不満 5 9.8

不満 1 2.0

合計 51 100.0

問８-３b②
教室の申し込み方法

人数 構成比

従来通り 31 58.5

インターネット 21 39.6

その他 1 1.9

合計 53 100.0

問８-３b③
教室の支払い方法

人数 構成比

従来通り 39 72.2

カード・コンビニ 15 27.8

その他 0 0.0

合計 54 100.0
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問８-３ｃ
教室未受講の理由

人数 構成比

関心がない 25 16.4

時間がない 51 33.6

受講したいものない 64 42.1

その他 12 7.9

合計 152 100.0

問９-１a
①従業員の対応
　丁寧でわかりやすいか

人数 構成比

そう思う 95 47.0

ややそう思う 57 28.2

どちらとも思わない 40 19.8

あまり思わない 8 4.0

思わない 2 1.0

合計 202 100.0

問９-１b
受付対応は、適切で迅速か

人数 構成比

そう思う 98 48.5

ややそう思う 56 27.7

どちらとも思わない 36 17.8

あまり思わない 10 5.0

思わない 2 1.0

合計 202 100.0
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問９-２
施設管理者の管理全般について　　

人数 構成比

満足 48 23.9

やや満足 51 25.4

普通 66 32.8

やや不満 23 11.4

不満 13 6.5

合計 201 100.0

問９-３
昨年と比べて

人数 構成比

良くなった 15 7.7

少し良くなった 35 17.9

変わらない 133 68.2

少し悪くなった 5 2.6

悪くなった 7 3.6

合計 195 100.0
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ご意見 回答

★施設・設備について★

［体育館］

・施設、設備が老朽化してきており故障が多いようです。入口の軒(テント～今は鉄骨バイプのみ)が修理されていません。取

り外されて何年にもなります。雨の日、ドアから出ると、いきなり雨に濡れます。

●正面玄関の出入口軒については、劣化に伴いパネルに割れが発生し、その割れの一部が落下してくるという状態となり、

安全性を考え撤去しました。パネルの改修については、引き続き市と協議してまいります。

・老朽化があると思います。 ●設置後30年を超える施設で老朽化が目立ってきていますが、適切な修繕、改修を行うことにより安全で快適な利用環境を

整えていきます。

・傘立ての鍵がなくなっており、雨の日に利用できません。

・湿度、温度を見て、その場の冷暖房、換気を細かく考えてやって欲しい。

・暑い時期は脱水症が心配ですので温度管理をまめにして頂きたいです。

・暑いので冷房をつけてほしい。(卓球大会参加者２件)

・冷房を効かせてほしい。

・体育館の電気を細かく消すことは、とても良いと思っていますが、消した際に体育館が暗いのでカーテンを開けるか１つで

もいいので電気を付けといてほしいです。朝一で体育館(メインアリーナ)へ行った時にカーテンが開いていると準備がしやす

いので安全面においてもいいかと思います。

・水曜の開放バドミントンを利用していますが、電気が付く前までカーテンを開けててほしいです。(一面だけでも)

・バドミントンのネット、横のヒモが劣化してて取りかえてほしいです。ビニールヒモはすべりやすいので綿のものでお願い

します。

●バドミントンネットの横ヒモについては順次取替いたします。今しばらくお待ちください。

・週３回卓球をしています。①卓球台の水平が出来ていない台が多いので調整して欲しい。②水曜日はFreeですので卓球台を

出して下さっていますがNetの張り方がゆるい台が多くやり直しをせねばなりません。しっかりと張っておいて下さい。

・卓球台立派すぎる。重たくてシニアには出し入れが苦痛。川西・豊中・吹田の卓球台はチャチ。その分、軽くて楽。豊中・

吹田は卓球専用スペースがあり、台は出したまま。だからキャスターの変形はほぼゼロ。

・トイレのスリッパ、シューズを履いても良いスリッパ１足ありますが、もう１足増やして欲しい。

・トイレの靴のまま履くスリッパをもっと増やしてほしい。

・大型ロッカー、特に竹刀やラケットが入るサイズのものがあれば便利。他１件　　
●現在のロツカーについてはメーカー廃番品で修理も不可能となり、現在ロッカーの更新を市へ要望しております。その更

新時に、一部大きな荷物も保管できるようなタイプも導入してもらえるよう要望いたします。

・お掃除が行き届いていて、いつも気持ちよく使っています。ありがとうございます。　　

・コロナ対応で大変ですが使用できることに感謝しております。ありがとうございます。

［武道館］
・剣道場で体操の方がバトンを落としたりしている事が気になります。道場に穴ボコがあいているので何か対策はありません

か?

・天井部分は大丈夫でしょうか。

・器具庫について何年か前は、何も置かないこと！！と言われ私達の道具はゴミ箱に捨てられたことがあります。それはそれ

でショックでしたが、そんなことしなくても～と思いましたが、今の器具庫を見ると何でもかんでも置いていてびっくりで

す。ちよっと整理してもらえないかと思います。

●器具庫内の保管用具については、過去の国体開催時に市により判断され許可されております。それ以後の追加等は限りあ

るスペースであるため認められておりませんのでご理解ください。

・暑すぎ　30.6度　60％

・冷暖房の設備が充実していない。　　

・冷房設備がありません。夏は暑く、冬は寒くて環境が悪いです。エアコンを付ける予定はありませんか?　災害時にも必要

だと思います。友人は暑いのでヨガ教室は休みです。

・空調設備、鏡。

・換気設備もっとして下さい。①空気清浄機増やす　②換気付きクーラー　③扇風機増やす。

・エアコンを入れてほしい。

・もっと道場内を涼しくしてほしい。

・利用時に窓が全て閉め切っていて、とても暑く不快に思います。夏の盛りになりますし、このご時世なので利用者が来る前

に換気していただければと思います。よろしくお願いいたします。

・ほうきが弱すぎる。 ●ほうきの消耗劣化品につきましては取替をいたしました。

・網戸、埃で目詰まり。 ●各所の清掃面については、皆様が不快な思いをされぬよう努めてまいります。

・マイクの声が聞こえにくい。 ●放送については、聞き取りにくいことがないよう、ゆっくり・ていねいに放送するよう努めてまいります。

・全般的に館内のウォータークーラ清掃が出来ていない感じで不潔と思います。指で洗い少しきれいになりました。 ●ご指摘を受け点検、清掃を行います。

・以前、食堂があった場所があまり利用されていないようですが、スポーツセンターの近隣に飲食できる所がないので、又食

堂ができればいいなと思います。(宝塚市役所や伊丹スポーツセンターのような)

●武道館G階の旧パーラーの有効活用については種々検討しているところですが、飲食の利用については テナントとして入

る業者がないため、当方で現在のような仕様で活用いただいております。現在のコロナ禍においては利用が少ないですが、

コロナ禍以前においてはよく利用いただいております。

問１０　その他ご意見・ご要望などがありましたらご自由にお書きください。

●傘立ての鍵については、度重なる鍵のみの盗難が多発することから、現在は鍵なしの「傘置場」としてご利用いただいて

おります。申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

●冷房については「熱中症予防のためのWBGT」を基準とし、当方で一定の範囲内の冷房を行っておりますが、それ以上の

冷房が必要な場合は有料での利用をお願いいたします。但し、コロナ禍において、アリーナ出入口を開放し、換気も同時に

作動させておりますので、室温についてはご相談ください。

●利用時間には準備や後始末に要する時間を含みます。利用時間前の入場を制限するため、事前の照明点灯やカーテンの開

放は行っておりませんのでご理解ください。

●トイレシューズ用スリッパについては順次追加いたします。今しばらくお待ちください。

●武道館における冷暖房設置はかねてから市に要望しておりますが、多大な費用が伴うことから実現には至っておりませ

ん。引き続き皆様の声として要望してまいります。

●卓球台についても経年劣化が見られ、市において順次更新されていますが、現在その更新が止まっています。当施設にお

いては、台の出し入れが発生することから一定以上の丈夫さが必要となり、現在の台となっております。ネットの張りが緩

いとのご指摘についてはお詫びし、今後気を付けて行います。

●今後ともスポーツセンターを快適にご利用いただくため、スタッフ一同取り組んでまいります。

●武道館についての利用は、場所の有効活用面から武道以外の種目でもご利用いただいておりますが、天井を傷めるおそれ

のある種目については使用ルールをお守りください。改めて当該団体に使用に当たって留意いただくようお願いしてまいり

ます。
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ご意見 回答

［トレーニング室］
・少し狭い。

・ジムが狭いので増築して下さい。スタジオをもう１カ所作ってください。レッスン中は使用できない為。

・シャワー室の改善。(汚い)

・シャワールームの床が時々すべりやすくなっておりました。

・壊れているバイクがある。

・設備の老朽化が著しい。特に必要なセンサーが壊れていたり、トレーニング機器のガタが目立つ。

・マシーンが長時間故障のままにされていることがある。また古くなった機器は早めに新しいものに変えてほしい。

・マシーンが古い。よく修理になり使用できないことがある。ランニングマシーンを増やすか新しくしてほしいです。少し変

わったマシーンも置いてほしい。少しマンネリ化しているので。

・マシーンが古くて使えないモノがあるのが残念。

・ジムのベンチが平ら(フラット)なベンチしかないので、角度が調整できるベンチがほしい。他１件

・ダンベルをもっと重いものがほしい。

・マシーンの種類が少しでも増えたらなお良いと思う。

・ブロックダンベル(可変式)、アブローラ、バーベシャフト(Wバー)、チンニングバーは安いので入れてほしい。その他アブ

ベンチ、スミスマシンを入れてほしい。

[屋内プール]
・シャワールーム内の汚れが多い。利用者としては、もう少し下の方を見て汚れを落としてほしい！

・シャワー室、水のある所なのでカビが出るのは仕方がないが、黒ズミ・水アカなどの細かい掃除が出来ていない。磨かれて

いない。コロナ休業中で時間があったのではないでしょうか? 衛生的に不快なので直ぐに対応して欲しい。

・近隣のプールに比べて汚い。不潔です。他市の人達から聞いていた以上に汚い。特にシャワールームはカビだらけ。監視員

の掃除しているところ見たことがない。

・シャワー室のカビ対策～湿度や温度の高い場所なので大変だと思いますが、年１回の掃除ではとても気持ち悪いです。７／

２５にプールに行きました。カーテンだけは新しくなっていましたが、シャワー室はカビだらけです。今年は水の入替もナ

シ。掃除もナシですか? 水はぬるくてとても濁っています。水質・水温の改善。

・シャワー室のカーテン汚い。更衣室の上窓の掃除していない。窓を半分開けてほしい。(更衣室でたまってしゃべる)

・更衣室のシャワーカーテンを交換してほしい。 ●カーテンは交換いたしました。

・シャワールームをもう少し増やしてほしい。

・シャワールームなどが古いので新しくしてほしい。(洗面室も)

・シャワールームの充実と清潔。

・プールの水質が気になります。水が濁っており、気褐色の藻のような物がプール底に見え気持ち悪くなりました。以前にも

保健所にお尋ねしたことがありますが、脱衣所からプールまでの掃除が不十分ではないかと感じています。コロナのこともあ

り十分に配慮して善処して頂きたくお願い致します。

●プールの水質については、循環水量を加えたプール水の全容量に対し１時間当たり６分の１のろ過処理を行っており、必

要に応じ、ろ過器洗浄(逆洗浄)し新しい水が補充されています。年１回プール水を抜き、プール槽を清掃しますが、１年間

同じ水がプール槽にあるわけではございません。又、プールの水質検査は月１回実施し、その結果をプール窓口近くの掲示

板に貼り出しております。本年度は年末年始に、プールサイドを暖房する経年劣化した空調機を市により更新する予定がご

ざいます。故障すれば数カ月の休館となることを避けるためのものです。この更新工事の間は休館となりますので、その時

にプール槽清掃やその他の修理を予定しております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

・夏の水温が高すぎる。ぬるま湯に入っているようで、少し泳ぐと体温の差はありません。水温が３０℃を越えると『プール

熱中症』の危険があるのではないですか? 外気温が３５～４０℃近くある中、昨年は監視員の方にお聞きすると３２℃だと言

われました。冷たい熱いは個人差がありますが基準(ルール)に基づいて対応して下さい。文句(クレーム)を言ってくる人には

基準を教えてあげて下さい。監視員にクレームを言っている人を私もよく見かけますが、大変だと思いますが毅然として対応

して下さい。プールは冷たくて当たり前です。運動施設なので！　お風呂ではありません！

・水温が適当でない。夏はもう少し冷やして下さい！！

・水温が低すぎる。ずっと泳いでないと筋肉等がつってきたりする。

・更衣室からプールまでが寒いと聞いたことがあるので冬期は少し心配です。 ●消防法の関係上、現状の暖房設備となります。パーカー等はプールサイドの棚まで持ち込めますのでご利用ください。

・コロナ対策のアルコール設置など数の点で不十分だったと思う。 ●感染状況や利用者人数に合わせて増設いたしましたが、市場の品切れが発生し対応が遅れたことをお詫びいたします。

・ロッカールーム床の水濡れを拭くモップを常時乾いたものに入れ替えてほしい。 ●床モップについて、モップの増設や巡回頻度の調整を検討してまいります。

●増築については、現在の高齢化社会を見据えてかねてから市とも協議しているところですが、隣接している倉庫の範囲撤

去が困難であるのと費用的な理由で増築には至っておりません。

●特殊洗浄による処理を関係業者と協議してまいります。

●現行の各種マシンは、製造年数が古くメーカーの廃番品であるため修理が不能です。本年度においてはランニングマシン

が１台故障、撤去となりましたが、同等の代替品を手配することが出来ましたので設置いたしました。しかしながら今後、

このように故障撤去することが多々発生すると思われます。引き続き皆様にご不便をおかけしないよう、市と協議しへマシ

ンの更新や新しい用具の購入を要望してまいります。

●施設の老朽化に伴い、とくに水回りであるシャワーブースの劣化が目立っています。日常的に清掃は行っていますが、目

地などに固着した汚れが落ち切っていないのが現状です。今後早急に関係業者と協議し、特殊洗浄や改装等、前向きに検討

してまいります。

●シャワールームの増設、更新は、施設の構造において困難でありますので、現在の数でご理解、ご協力をお願いいたしま

す。シャワールームのご使用に際して不快な思いがないよう、上記の回答のように清潔の確保に努めてまいります。

●プールの水温は22℃以上とすることが定められていますが、プールの使用目的や年齢層及び季節(外気温)によりその上限

が変わりうるものですが、32℃は不適格と考えます。機械測定との誤差も鑑み32℃以下となるよう調整いたします。

・更衣室内の窓にクモの巣やホコリがいっぱいで衛生上、気になります。きちんと掃除してほしいし常に開けておいてほしい

です。

●窓の清掃について、室内側については清掃が可能ですが、室外側からの清掃が困難な構造となっています。しかしなが

ら、休館日を活用し清掃するように努めます。又、こちらの窓については火災時における排煙窓となっているため、日常で

開閉するような構造ではないため常時閉めております。
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［屋外施設］
《テニスコート》
・⑧コートの人工芝の状態が非常に悪いです。足を引っかけ転倒された方もいます。年配の方もおられる為、早急な対応をお

願いします。

・コートのツギハギが多すぎる。

・コートの部分修理は段差があり、プレーしていると、とても危険。何度かつまづいている。コケて怪我をしてからでは遅い

と思いますが・・・。

・コートの補修方法について、部分的な補修(小面積)はケガの元なのでやめてほしい。最低半面での張替え希望。

・コートの修理が悪い。部分修理でなく全面修理をして欲しい。ケガをするかも?

・コートのツギハギ部分が多くプレーに支障が生じています。危ないです。今度修理する際は全面張替えをお願いします。

・危険なコートがある。

・コートの清掃が行き届いて気持ちがいいです。

《管理棟》
・更衣室の換気の為、窓を開けてください。数回、担当の方に依頼したが実施されてません。コロナ対策の為、お願いしま

す。
・トイレをきれいにしてほしい。　

・更衣室シャワー室改善。他１件

《野球場》

・きれいに電光掲示板を新しくしてください。
●電光掲示板については、引き続き市への更新要望をしてまいります。「SBO」➡「BSO」の位置対応については、利用

者様の協力により、改修することができました。

・外野に芝? すべり込むのが怖い。 ●以前から外野の芝についてのご要望も受けていますが、修繕、改修、更新の優先順位として実現に至っていないのが現状

です。

[末広体育館]［スタジオ］
・できれば冷暖房をお願いしたいです。

・雨の日の床がすべります。ケガが心配で、思いっきりできません。

・駐車場が広くなって良かったです。

・スタジオの換気が不十分なので、小さい窓の開閉が出来るようになれば良い。

・スタジオの床が直って良かったです。

★教室について★

・あれば整体教室。必ず参加します。 ●整体教室はございませんが、身体を整えていく教室がございます。見学・体験受講も可能ですので、お気軽にお問合せく

ださい。

・「卓球教室・中級教室シニア向け」希望。
●新たに教室を開講する場合は、空いている場所、時間を活用することを前提としております。一般施設利用との調整も必

要であり、検証を重ねて検討してまいります。

・教室の指導者は一度で理解できるように明確な日本語で指示を出して欲しい。「向こうの人、そっちの人」→「○○さん

(名字)」　「横にズレて」→「右(左)へ動いて」　「球が浮いた」→「球が高い」　「球を沈める」→「低めを狙う」　特に

水中でもないのに浮き沈みで高さを表現されても初心者は混乱するだけである。どうしても文化として使いたければ最初に

しっかり教えては。指示がわかりにくいと理解に時間がかかり余分な質問も増える。発話が増えると感染リスクも上がるので

是非改善して欲しい。これから外国人の方の受講生も増えるだろうから、その対策としても役立つはずだ。

・大声での指示をやめ、その日の練習メニューをホワイトボードに記載しては。予めやる事がわかっていたら受講生としても

動きやすくてスムーズにメニューがこなせて良い。

・往来スポーツ界では、声が出ているのを良しとしてきた節があるが、もう過去の話である。いい加減切り換えて発話及び声

量を最小限に抑え、安全に行えるような工夫をして欲しい。

・期間中の休講について、若い人達は休講のことは直ぐ理解できますが高齢の方では忘れておられる人もいます。付添いで来

られている人には、付添いに連絡してあげられたら良いのにと思いました。休講中、暑い中来られていましたので・・。(カ

レンダーには開催日は記載されていますので余分な仕事かも知れませんが)

●長きにわたる休講の場合は、ホームページ及び郵便や電話での連絡を行っております。このような場合に連絡が必要であ

る方が他にいらっしゃる場合は、申込書にご記入いただければ対応させていただきます。

・水泳教室の時間を元の１時間３０分に戻して欲しい。 ●水泳教室の時間変更は、その教室の運動量・負荷・安全面等を考慮し、現在の変更した時間となっておりますのでご理解

ください。

・教室の講師代替について、代替に入って下さる人は、いつもと大きく変わらない内容でお願いしたいです。依頼される時

に、その講師と内容確認をされているのでしょうか?
●講師の代行の際は、その担当講師の内容にできるだけ同じメニューで行ってもらうように依頼します。

・プール～教え方にバラつきがある。 ●教え方のバラつきについて、それぞれの教室の趣旨にあった指導を行うよう指導者と協議してまいります。

・プール～混んでない教室は、ずっと継続は無理か。抽選は面倒。 ●本年から教室を年間継続制といたしました。但し、年度替わりの時は公平性を保つため抽選とさせていただきます。

・大雨警報とかで返金出るとき、プール入場券で返金ってのも選べたら良いのではと。本人だけが使用可にとか。 ●返金について、ご提案の方法は手続きが繁雑になるため、現状の返金でご理解ください。

・プール～駐車場の混み具合。行事が予めわかっているなら教えてくれたら早目に来るのに。教室に間に合わない。 ●ホームページで駐車場混雑予想をお知らせしています。又、受付事務所横の掲示板では、大会予定の確認が可能です。

・バドミントン教室、昼間を増やして欲しい。宝塚無い(日程合わない)ので西宮に行ってます。 ●バドミントン教室(昼間)について、一般施設利用との調整も必要であり、検証を重ねて検討してまいります。

●スタジオの窓は開閉が可能ですのでよろしくお願いいたします。尚、12月下旬にスタジオの一部床改修を予定しておりま

す。

●指導者が指導する上での表現方法については、初心者でも理解しやすいものとなるよう講師に申し伝えます。教室での講

師の指示のあり方につきましては、ご意見を講師とも共有し、改善すべき点についてはその方向で取り組んでいきます。ま

た声量につきましても、コロナ禍において配慮すべきことに留意して対応してまいります。

●コートの人工芝の消耗劣化に伴い、全面張替えを市へ要望してまいりましたが、昨年度において①～④コートの張替えが

実施され、本年度においては⑤～⑧の張替えが予定されております。張替えが実施されるまでは、安全面を考慮して応急的

な補修を行いますが、それでも危険な状態となれば、張替えが完了するまでコート使用の中止もあり得ます。尚、次年度に

おいては、残る⑨～⑫コートの張替えを要望いたします。また、コート内の砂が外へ流れ出たり、泥状の土等で滑りやすく

なる場合があるため、コート外周辺の人工芝張替えも要望してまいります。

●更衣室の窓は、現状のコロナ禍においては開けるようにいたします。また、トイレ、更衣室シャワーに関するご意見につ

きましても、清掃をしっかり行うよういたします。

●末広体育館につきましては、武道館と同様、冷暖房設置はかねてから市に要望しておりますが、多大な費用が伴うこ と

から実現には至っておりません。しかし、引き続き皆様の声として要望してまいります。
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・どんな教室があるか、空いているか、いつ申し込めるかという情報のバンフレットがほしい。ポスターだけではよくわから

ない。見ても覚えられないので・・・。

●受付事務所にて教室の案内資料をお渡しできますので、お気兼ねなくお申し出ください。又は、お電話でお問合せくださ

い。

・弓道を受講したいが頻度(募集の)が少ないように思う。今年の６月は応募し損ねました。
●弓道教室は年に１回(６月募集)のみとなります。直接、弓道協会の練習見学やご入会という方法もありますので、お問合

せください。

・ワンデーテニスを利用しています。米本コーチの指導が良くて来てよかったと思います。都度払い、回数券も有難いです。

・新型コロナウイルス感染症対策、いろいろされて大変ですが、教室に参加させて頂きうれしく思っております。

★利用ルールやマナーについて★
・軽車両表示にもかかわらず普通車をとめるダメ運転手。

・武道館トイレ～男性用はスリッパの大運動会。家庭での躾もしかりであるが、指導者の武道精神に疑い有り。指導は先ず精

神からではないのか。トイレのスリッパは出舟にする。これ常識。もう一度武道精神から指導者は学ぶべきである。管理者は

貼紙、指導者へ助言を。

●スポーツセンター内において、イタズラが多いのが、残念ながら武道館棟で、柔道場では壁面や掲示板への落書き、剥が

れ等が目立ちます。施設管理者として、改めて定期利用の団体も含めて、ご利用者様へのルールやマナーの厳守についてご

協力をお伝えしてまいります。

・自転車をテニスコートの前にとめる人有り。注意して下さい。 ●自転車は所定の場所以外の駐輪はご遠慮いただいています。迷惑駐輪を見かけた場合は、屋外管理棟の職員にお伝えくだ

さい。
・テニスコート利用者です。野球少年たちはしっかり礼儀作法は学んでいますが、サッカー場利用者たちのマナーが全くひど

いものです。

●サッカー利用者のマナーがどのような状況なのか不明ですが、お気付きの際は一度職員にお声がけください。

・水曜日の朝、施設予約のためか受付横の通路にへたり込んで順番待ちをする中年の女性たちがいる。通行の邪魔であるし

(ブルーのラインなどから無視して通路にはみ出し、おしゃべりに興じている)見苦しい。人の迷惑や恥じらいとは無縁の人た

ちである。注意されたい。

●予約待ちで時間前に並んでいる方に対しては、通路をふさがずに整然と並んでいただくようお願いしていますが、改めて

お声がけいたします。

・感染症対策が従来株の時のままだと不安。利用者にマナー確認のチェックをさせているだけでは不十分で、本当に実行され

ているかどうか監視が要るのではないか。指導者はワイヤレスマイクを使用すれば大声を防げると思う。

●施設管理者として基本的なコロナ対策は行っているところですが、ご利用者様個々の利用状況の確認までは難しいのが実

情です。施設内では各自で感染対策に留意していただきますようお願いいたします。

・水曜のオープンでの卓球でコーチをしているところがある。(２時～４時)　オープンはみんながしたいので、その人たちは

別の日にとってやるべき！

●毎水曜日の一般利用日は、団体、一般を問わず多くの方にバドミントン、卓球を楽しんでいただく機会として設けていま

す。ご利用の形態には様々あるかと思いますが、基本的なマナー、ルールを守っていただき、他の利用者様に迷惑を及ぼさ

ない範囲でご利用をお願いいたします。

・プールの更衣室ロッカー前あたりが水でビチャビチャになっていることが多い。スクールの人でないようなのですが、濡れ

た水着を長イスの上に置いたりしているようです。貼紙等してはどうでしょうか。

●プールでの基本的なマナーは張り紙などでお願いしているところですが、施設内でお気付きのことがありましたら、監視

員もしくは職員までお知らせください。

・トレーニング室利用ルールについて、コロナ禍の運用ルールは大変良いと思う。ただ、ジム内の運用は利用者まかせでマス

クについて、特にランニングマシーンについては当たり前のようにマスクを外している人が多くいます。クラスターが発生し

てからでは遅いです。トレーナーからルールを守るよう指導を望みます。

●現在のコロナ禍において、トレーニング室は常にマスクの着用をお願いしております。マスクなしでは無理という内容の

トレーニングはしないようお願いしております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

・スマホ禁止してください。トレーニングができません！　早急にお願いします！！　やたら器具に座って見てる！　他１件
●トレーニング室でのスマホ使用については、緊急連絡を受けるためやBGM目的以外の使用を不可とさせていただいており

ます。

・ウェイトトレーニングの予約に関し、１人で連続使用している人がいる。名前「■■」時には偽名書いてゴマ化している。
●トレーニング室のマシンについては、全ての方が平等・公平に使用していただくことが第一です。限られた台数であるた

め独占使用はせず、一部のマシンについては予約ルールもございますのでお守りください。

・トレーニング器具を雑に扱う人が一部います。壊れるのではと心配になります。

●トレーニングマシンについては定期的に保守メンテナンスが行われていますが、当施設のマシンは他の施設に比べて傷み

方がひどいとのコメントをもらっております。雑に扱うのは止めていただきますようお願いします。又、当方からも見かけ

た場合は注意させていただきます。

・トレーニング室は現在予約制となっているがコロナが落ち着いてからも人数をある程度増やして予約制でもいいのではない

か。都合の良い時に行けないが、ゆっくり使用することができて落ち着く。他１件

・現在、コロナ対策でトレーニング室は予約制となっています。そのおかげで安心して利用できています。できれば今後も

ずっと(コロナ対策以降)この体制で運営して頂ければ長く安心して利用できると思います。他２件

●トレーニング室の予約制については現在、費用対効果を含めてネット予約等のシステム化を検討中です。今しばらくお待

ちくださいませ。

★ルールやマナーに関するご意見について、毎回のアンケートでもご指摘を受けております。利用される方がコロナ対策の

ことも含めて、基本的なルールやマナーを守ってお互い気持ちよくスポーツを楽しんでいただければと存じます。気になる

行為を見かけましたらお気兼ねなく係員までお申し出ください。当方で対応いたします。
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ご意見 回答

★駐車場・駐輪場について★
・駐車場代の値下げをお願いします。

・１日２００円か無料にしてほしい。駅からも遠いのでスポーツセンター利用以外には無い。

・１時間内、出来れば２時間までは無料にしてほしい。特にシニアクラスは行動が遅く、若い人は活発に出来ます。特例を。

・末広体育館の駐車料金はスポーツセンターと同額にして欲しいです。 ●末広体育館の駐車場は管理外となりますので、ご意見については市にお伝えいたします。

・プールの入口近くに自転車駐輪場があればうれしいです。

・駐輪場、風が吹くと自転車がバタバタ倒れ何とかしてほしい。(数台が絡み合った時、起こしにくい。キズだらけになった)

・駐輪場、自転車用の屋根を設置して欲しい。

・バーベキュー横の駐車場に屋根があれば良いと思います。

・満車になる時がある。

・駐車可能台数少なすぎ。

・渋滞。

強くお願いしております。

・かなり混んでいることがあります。もう少し大きな駐車場がほしいです。

・駐車場混雑予想カレンダーはホームページに記載されているが、「最も厳しい停滞満車」表示の日は、どのような大会があ

るのかホームページでわかるようにして欲しい。それでバスで行くか車で行くか判断できる。

・入口、出口の増設。 ●スポーツセンターへの出入口の増設に関する課題は、市とも共通課題と認識していますが、現状での対策は難しいと考え

ています。

・バイクはどこから入れたらいいのか? バーに当たりそうになり危険。 ●バイクの進入路は車と共用していますので、徐行しての通行をお願いします。

・体育館下の駐車場で駐車スペースが無かった場合、出口へ向かうしかできないので、もう一度回れるようになると良い。
●体育館下駐車場は車路の幅が狭いことから、安全のため一方通行とさせていただいています。満車の場合の進入を避ける

誘導方法などについて検討してまいります。

・出入口の精算機の所に屋根がほしい。雨の時、窓を開けると濡れる。 ●当施設の出入りのあるトラックやバス等が入出庫できるよう、やむを得ず現在の高さ・長さとしております。

・体育館下の駐車場、障碍者の駐車位置が遠すぎる。早急に改善してほしい。(重要・急ぐ)
●体育館下の障碍(がい)者用駐車場所はエレベータの近くに配置しておりますので、その壁面にある「呼び出しボタン」に

て係員が対応いたします(ドアを開けて館内へご案内しております)。

・駐車料金精算所のガードマンさんが３方向から出る車の整理をしてくれないのでスムーズに出ることができない。(20時過

ぎ)ボックスの中にいてカーテンを閉めていて、中から様子をチラチラ見ている。きちんと仕事をして頂きたい。

・ずいぶん前、何かの行事で一杯で並んで待っていたが、警備員から他へと棒で示され、初めての事だったので、隣の有料に

行ったが６００円もかかった。後から考えると、歩道にかかるから丁度入れなかっただけで、そのまま道の列に並んで待って

れば良かったんだと後でわかるが他へ行けとばかりの棒の振り方は良くないんじゃないかな！

・比較的たくさんあるので助かっています！！

★職員の対応について★
・女性職員の方々はとても丁寧で親切ですが、男性職員(管理職の方でしょうか?)の方々は、いつも態度が横柄なように見受

けられます。過度な対応していただかなくても結構ですが、上から目線での受付や言葉使いは改めていただきたいです。(ご

自身では気が付かれておられないと思料されます)今の時代、男女平等はもちろんハラスメント、ジェンダーへの取組みを真

摯に向き合うことが必要かと思います。

・気分的に対応が違う。波が激しい。

・仕事の役割があるのか、利用者が長蛇の列で並んでいても対応する人数が少なすぎる。無関心すぎ。

・受付対応する人が少なすぎませんか?

・利用者の対応に不満。常に明るく笑顔に満ちた事務所に。

・メイン、サブアリーナ前の通路や玄関前で拡がっての「はしゃぎ」「走り回り等ケガ」「密集での会話」への従業員による

注意喚起をお願いします。

・プールのスタート地点での密集しての会話(温泉みたいにずっと浸かっておられます)監視員の方、しっかり注意喚起してい

ただきたいです。

・プールで泳ぐときのマナーが本当に悪い。レーンのど真ん中を泳ぐ人、ビート板を片付けない人、歩行不可のレーンを歩く

人、子どもの指導でど真ん中でレーンをふさぐ人等。とにかく監視員が見て見ぬふり。一切注意しない。きちんと仕事してほ

しい。ロッカー内で大きな声で話して長居する人(マスクしていても)等、しっかり指導するべきだと思う。

・プールでなぜ感染者を複数出したか。全国にたくさんあるプール施設の中で。しゃべっている人に注意しない。むしろス

タッフ側がしゃべる。クラスター後でも個人的に子どもを教えている人、更衣室で大声で話している。マウスシールドが予防

効果なしは周知の事実。スタッフから更衣室で話しても良いメッセージをいまだに出している。　改善望む。

・プール監視員が、その役目を果たしていない。マナーの悪い中高生、家族連れなどを全く注意しない。水の中は思っている

以上に危険。利用者が注意しています！！

・利用者のマナーの悪さの改善の為、監視員さんへの指導。

・プール前のシャワーをしない人がいる。プールで管理している人がもっとキッチリとチェックして下さい。

・プール内で時々、騒いだりかたまったりしていて泳ぎにくい。適切に監視員から注意をしてほしい。

●駐輪場の屋根の設置については毎回ご要望をいただいていますが、スポーツセンター正面の箇所は地下が空洞のため、構

造上屋根を設置する柱を立てることができません。その他の駐輪場所の屋根設置につきましては、引き続き市と協議をいた

します。なお、天候が不安定の日は、屋内プール棟下の駐輪場をご利用ください。

●事務所窓口横の掲示板で２ヶ月先までの行事予定表を掲示しておりますので、ご来館の際にご確認をお願いいたします。

また、ホームペーシでは「混雑予想」にとどめ、これら全てを案内すると情報過多でホームページがわかりにくいものと

なってしまうため、制限しておりますのでご理解・ご協力をお願いいたします。

●警備員の誘導で不快な思いをさせることとなったことをお詫びいたします。現状を確認し改善に努めます。

●貴重なご意見をありがとうございます。時に皆様に不快な印象を与える言動がありましたことを深く反省し、職員に対す

る様々なご指摘、ご意見を真摯に受け止め委託業者も含めたスポーツセンターの全従事者で共有し、皆様に心地よくご利用

いただけるように改善に取り組んでまいります。また、長くお待たせしている際には、別の者が対応するよう努めておりま

すが、現在のコロナ禍においての社会的距離を保っての窓口対応となるため、お一人様ずつの対応となる場合が多くお待た

せすることもございますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

●駐車料金に関するご意見は毎回いただいていますが、料金の設定は条例の定める範囲内で近傍類似の施設も参考に決定し

ておりますので、ご理解をお願いします。

●屋内プールの監視員に関するご意見、ご指摘を多くいただきました。監視員はご利用者様の安全を主眼に室内の状況を見

守っていますが、明らかにマナーやルールに反する行為を見かけた場合は、監視員の方から注意喚起を行うことは当然のこ

とです。しかしながら、ご指摘を受けて、監視員でも目の届かなかったり迷惑行為との認識が欠けている場合もあるのでは

と改めて反省しているところです。いま一度、このようなご意見、ご指摘を踏まえ、監視員に対しての指導、教育を行なう

とともに、ご利用者様でもお気付きの行為がありましたら、ご遠慮なく監視員にお伝えいただきますようお願いいたしま

す。

●土・日・祝日や大会やイベント開催時に混雑することへのご意見は以前よりお受けしております。限りある台数の中でク

リーンセンターや教育総合センターからは臨時駐車場として協力いただいておりますが、それ以上の確保は現実的に困難な

状況です。大会等においては、その関係者の方々へ乗り合わせや公共交通機関利用を参加者へご案内いただくよう以前より
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・屋内プールを利用しています。安全で安心して利用できるようにお願いがあります。運が悪いのか、プール内でルールを守

らない人によって軽いものから治らないものまで怪我をしています。蹴られたり、ぶつけられたり。２年前にはコースの真ん

中を泳ぐ男の人に腕をぶつけられて目が飛び出るほどの痛みがあり、未だにしびれています。(通院しました)自由遊泳では、

前から出てきたおばさんに肩をぶつけられて筋を痛め１年半ほど通院しています。子どもや障碍者のコース以外は右側通行で

お願いします。右側通行の場所でも２列で並んで泳ぐ人もいます。ルールを見直しして下さい。そしてマナーの悪い人には監

視員がきちんと注意できるように教育して下さい。私自身、今まで何度もルール違反の人に注意しています。監視員はうるさ

い客には注意していません。お客様は神様ではありません。このプールは監視員がきちんと注意してくれるから安心やねん！

と言われるようにして下さい。今は監視員は〝ボーッと立っているだけ〟とみんな言っています。私自身はどちらにも注意し

ています。とてもイヤな気持ちになります。

★その他★

ご意見 回答

・アンケートの集計と回答はFeed back して下さい。

・アンケート徴収が早すぎると思うのですが・・・。アンケートを取っても反映されているのか?　なのですが・・・。

・テニスコートをローンテニスに優先的に利用さすのはダメだと思う。日・土は２面ぐらいにとどめておいて頂きたい。昔か

らの話ですが一向に改善されません。

●一般利用の公平で平等な利用に配慮しつつ、12面あるテニスコートの有効利用も考慮の上、宝塚市テニス協会には平日は

４面、土・日・祝日については２面をご利用いただいています。協会の利用形態については、コートの予約状況などを確認

しながら、占有のあり方について検討してまいります。

・スマホで申込しているが×の表示のみで催事があればわかるようにして欲しい。

・テニスコートを借りるときのインターネット予約、空き状況見たりする入力が面倒です。お気に入りできる数とかも、もう

少し増やしてほしいです。使いやすくなればいいなと思います。

・もう少し抽選(施設)が当たるようにして欲しい！

・受付が暗い。窓口が狭く教室申込時は行列ができている。 ●混雑時には窓口で行列ができお待ちいただくことがあります。予約システムの改変で対応できないか検討をしてまいりま

す。

・市営であることの良さについて宝塚市が宝塚市民のことを思い作られてきたものと認識しています。宝塚のイメージごと

く、もう少し明るくセンスあるスポーツセンターを目指して下さることを切望します。良くしていただいていることに感謝し

つつ(シニアの水中ウォーク)

●施設管理者として明るく使い勝手の良いスポーツセンターになるべく心掛けていますが、皆様のご意見、ご指摘により改

めて気が付くことも多々あります。このアンケートだけでなく、日頃お気付きのことがありましたらご意見箱でお聴かせい

ただければ、改善に向けて取り組んでいきたいと考えています。

・合気道している時、となりの声がでかくて先生が何を言っているのかわかりません。 ●ご意見の状況が明確でないのですが、明らかに迷惑行為であれば職員にその旨お申し出ください。

・猛暑や降雪等で急に来館不能な場合、施設の当日キャンセルが出来れば良いと思う。今でも警報等は対処して貰っている

が、昨今気象状況が厳しくなっているので例えば夏なら３５℃以上だとノーペナルティでキャンセルOKとか基準を増やして

欲しい。

●予約のキャンセルによるペナルティの有無につきましては、利用者個々のご事情もあろうかと思いますが、現在のところ

警報発令、降雨(雪)、夏期における熱中症指数の危険範囲の場合にはペナルティを求めておりませんので、ご理解のほどお

願いします。

・トレーニング室への電話受付が直通でないこと。２度手間と思い、これからの時代ロスを省く意味でセクションに責任を持

たせていくとか躊躇以外に模索するべきではないでしょうか。

●トレーニング室の予約方法につきましては課題であると認識しており、かねてより予約システムや備品の更新について

種々検討を行っているところです。

・トレーニング室でカウンセリングやトレーニング相談、メニューづくり等の力になってほしい。宝塚市から西宮市仁川へ

引っ越ししたので料金が倍になったのはやむを得ないと思う一方、４００円→８００円→６００円扱いになれば有難いが。無

理失礼な言い分をお許し下さい。

・プールの大人利用料金が、もう少し安くなると嬉しいです。

・プール月曜日１５時から一般開放になりうれしいですが、高齢者はちょっとつらく利用できません。月２回くらい午前中か

ら開けてほしいです。

●今年度から月曜日の15時からプール開放を行っていますが、次年度以降からの通常時間での開始については、今後延長に

かかる諸課題を整理、検討し決めていきます。

・いつも感謝しております。ありがとうございます。

●予約システムに関するご要望については、バージョンアップの際にその可否についても検討していきます。また、抽選結

果に関しては乱数の自動生成で機械的に決まりますのでご容赦願います。

●施設の利用料金につきましては、近傍類似の公共のスポーツ施設と比較考量しながら、条例の範囲内で決めておりますの

でご理解をお願いします。

●屋内プールの監視員に関するご意見、ご指摘を多くいただきました。監視員はご利用者様の安全を主眼に室内の状況を見

守っていますが、明らかにマナーやルールに反する行為を見かけた場合は、監視員の方から注意喚起を行うことは当然のこ

とです。しかしながら、ご指摘を受けて、監視員でも目の届かなかったり迷惑行為との認識が欠けている場合もあるのでは

と改めて反省しているところです。いま一度、このようなご意見、ご指摘を踏まえ、監視員に対しての指導、教育を行なう

とともに、ご利用者様でもお気付きの行為がありましたら、ご遠慮なく監視員にお伝えいただきますようお願いいたしま

す。

●毎年実施しておりますアンケートでは、たくさんのご意見やご指摘、お叱りの声をいただいています。結果については集

計、整理の上、回答するとともに、いただいたご意見等については、施設を預かる立場としてより安全で快適な利用環境を

築いていけるよう改善に反映してまいります。
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