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【調査概要】 

１ 調査期間  平成２７年１月１４日から平成２７年２月１３日 

２ 調査対象  とよかわボランティア・市民活動センタープリオ利用者 

３ 調査方法  受付窓口でアンケートを依頼し、回収箱に投函 

４ 回 答 数  １６９人 

① 性 別  男 性    ３２人（１８．９％） 

          女 性   １２６人（７４．６％） 

       未記入    １１人（ ６．５％） 

② 年 齢  １０歳代    ０人（ ０．０％） 

     ２０歳代   １５人（ ８．９％） 

     ３０歳代   ３８人（２２．５％） 

     ４０歳代   ４２人（２４．９％） 

     ５０歳代   ２６人（１５．４％） 

     ６０歳代以上 ３８人（２２．５％） 

     未記入    １０人（ ５．９％） 

５ 利用された施設（＊複数回答有り） 

   市民交流ホール １２人  情報コーナー   ５人  作業室  ２３人  

視聴覚室    ７２人  会議室１    ４４人  会議室２  ９人  

会議室３    ３５人  ロッカールーム  ０人  未記入  １７人 

６ 利用頻度 

   ほぼ毎日    １人（ ０．６％） 

   週１～２回  １１人（ ６．５％） 

   月１～２回  ７８人（４６．２％） 

   年５～６回  ３３人（１９．５％） 

   年１～２回  ２４人（１４．２％） 

   未記入    ２２人（１３．０％） 

※小数点以下第２位で四捨五入をしていますので、合計が１００％とならない場合があり

ます。 

 

 

 

  



１ 調査項目 

問１ 施設の案内表示は、どうでしたか。 

   調査回答は下図のとおりです。全体の７９．９％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、高い評価を得ています。一方、「やや不満」が３％で、施

設の案内表示にご指摘をいただいています。 

  ○この設問についていただいたご意見 

   ・入口のホワイトボードでわかりましたが、小さな子でもわかるような工夫がほしい

です。 

   ・会場の出入口ではない誘導用の案内がほしい。 

   ・初めての時１階で目的の場所がどちらの建物かわからない。 

   ・わかりにくい。 

   ・困ることなく利用できました。 

   ・初めての方には分かりづらさがあるかも？。 

   ・もう少しわかりやすい表示があったら良いと思います。 

   

 

 

 問２ 施設の清潔さは、どうでしたか。 

  調査回答は下図のとおりです。全体の９８．３％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」と

の回答をいただいており、高い評価を得ています 

 ○この設問についていただいたご意見 

  ・キレイです。 

  ・床がキレイでした。 

  ・清潔な感じでとても満足。 

大変満足17.8%

ほぼ満足62.1％

どちらとも言えない16％

やや不満3％
無回答1.2％

問１ 施設の案内表示は、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答



  

 

  

 問３ 施設の安全対策は、どうでしたか。 

調査回答は下図のとおりです。全体の７２．８％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、高い評価を得ています。一方、「やや不満」が１．２％で、

施設の安全対策についてのご指摘をいただいています。 

  ○この設問についていただいたご意見 

   ・分かりにくい。 

   ・地震あった時の対処方が掲示されてない。 

   ・緊急時に放送以外にも目で見て安全が確認できるようにしてほしい。 

   ・気にした事がないので分かりません。これから気をつけて見ます。 

    

 

大変満足39.1%

ほぼ満足59.2％

どちらとも言えない1.8％

問２ 施設の清潔さは、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答

大変満足17.8%

ほぼ満足55％

どちらとも言えない24.3％

やや不満1.2％ 無回答1.8％

問３ 施設の安全対策は、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答



問４ 会議室などの利用は、どうでしたか。 

調査回答は下図のとおりです。全体の６８．６％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、概ね高い評価を得ています。一方、「やや不満」「大いに不

満」が１６．６％で、会議室の利用についてのご指摘をいただいています。 

  ○この設問についていただいたご意見 

   ・となりの声がうるさい。 

   ・通路等、子どもの声等、気をつけていても一時的な瞬間にも他の利用者の方に注意

される。あちらはマイクで大きくしていても調整しない←センターも対応してく

れている。 

   ・会議室のパーテンションが上が開放なので外の音がとてもうるさい。特にマイクを

使用している時 

   ・隣の部屋の声が聞こえる。プロジェクターを利用する際、部屋の前面のライトだけ

を消すことができない。 

   ・部屋の構造上、上の部分が開いているので、隣の方の声が大きくきこえて、ききづ

らかったです。ウィズの方がよいと思いました。 

   ・周りの音が大きく聞こえる。 

   ・壁の上部が開いているのでとなりや周りの音が入ってきてしまう。 

   ・廊下の騒音が聞こえる 

   ・利用する方が多いと声がもれているため、聞きとりづらいです。 

   ・隣の声が気になることもあるが、お互いさまだから仕方がないですね・・・。 

   ・音がひびいてわかりにくい。 

・会議室の換気扇の音で声が聞こえないです。 

   ・空調の音がうるさい。 

   ・空調コントロールが各部屋でできると子供連れだとうれしいです。 

 

大変満足20.7%

ほぼ満足47.9％

どちらとも言えない13.6％

やや不満14.8％

大いに不満1.8％ 無回答1.2％

問４ 会議室などの利用は、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答



問５ 資機材などの利用は、どうでしたか。 

調査回答は下図のとおりです。全体の７６．３％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、高い評価を得ています。一方、「やや不満」、「大いに不満」

が３％で、資機材などの利用についてのご指摘をいただいています。 

  ○この設問についていただいたご意見 

   ・コピー機がもう一台あればいいと思う。紙すきばが別の部屋だとつかいにくい。 

   ・荷物の置き場が欲しい。イス、テーブル（作業用）が欲しい。 

   ・埋設型の磁気誘導ループを検討してください。 

   ・印刷機の使い方が書いてあると良かった。 

   ・コピーカウンターが少し面倒。 

 

 

 

問６ スタッフの服装や身だしなみ、言葉づかい、接遇態度は、どうでしたか。 

調査回答は下図のとおりです。全体の８７％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」との

回答をいただいており、高い評価を得ています。一方、「どちらとも言えない」が７．

１％となっています。 

○この設問についていただいたご意見 

   ・マスクしているので顔のようすはわからない。カゼ予防ですネ。 

   ・気にしたことがない。 

・夜の会議なのでスタッフになかなか会えない。 

   ・元気をもらいました（あいさつがすてきでした）。 

   ・とてもていねいな対応でありがたいです。 

   ・いつも親切に対応して下さり、利用しやすいです。 

   

大変満足20.7%

ほぼ満足55.6％

どちらとも言えない16.6％

やや不満2.4％

大いに不満0.6％ 無回答4.1％

問５ 資機材などの利用は、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答



 

 

問７ 情報収集や相談などにおいて、提供される情報の内容、スタッフの説明のわかりや

すさは、どうでしたか。 

調査回答は下図のとおりです。全体の６６．３％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、概ね高い評価を得ています。一方、「やや不満」が１．２％

で情報収集や相談などにおいて、提供される情報の内容、スタッフの説明のわかりやす

さついてのご指摘をいただいています。 

○この質問についていただいたご意見 

   ・物ごしがやわらかいのでみなさんに感じよいと思う。 

   ・見たことがない。 

   ・ボランティアセンターへの登録のことなどもう少しくわしく教えてもらいたいで

す。 

   ・相談等で利用したことがないので・・・。 

   ・ていねいです。 

大変満足37.3%
ほぼ満足49.7％

どちらとも言えない7.1％

無回答5.9％

問６ スタッフの服装や身だしなみ、言葉づかい、

接遇態度は、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答



 

 

問８ 総合的な利用満足度は、どうでしたか。 

調査回答は下図のとおりです。全体の８５．８％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、高い評価を得ています。一方、「どちらとも言えない」が

５．９％となっています。 

○この質問についていただいたご意見 

   ・印刷室机が足りない。 

   ・１０時にならないと入館出来ず車内で待ちました。 

   ・外の声が聞えてくる。 

   ・となりの教室が大変、にぎやかでした。 

 

 

大変満足23.1%

ほぼ満足43.2％

どちらとも言えない21.3％

やや不満1.2％

無回答11.2％

問７ 情報収集や相談などにおいて、提供される情

報の内容、スタッフの説明のわかりやすさは、

どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答

大変満足21.9%

ほぼ満足63.9％

どちらとも言えない5.9％

やや不満0.6％
無回答7.7％

問８ 総合的な利用満足度は、どうでしたか。

大変満足

ほぼ満足

どちらとも言えない

やや不満

大いに不満

無回答



２ その他利用者の声 

 ・１０時スタートにできないことが不便です。せめて１０分前に入れればと思います。 

 ・改善の提案をしていることを、いつまでに実施するのか、やらないかを公開して下さ 

い。 

 ・コピー機や印刷機が無料で使えることはとてもありがたい。作業室にもう一つ机とイス 

があるとうれしいなと思います。 

 ・印刷室にイスがほしい。つみ重ねて隅においてほしい。 

 ・ボランティアセンターのプリオの中にある位置が皆さんよくわからなくて迷われる方

が多いです。 

 ・コピー機使用簿が書きづらい。 

 ・とても良い施設だと思います。情報のチラシの貼付や、そこを通る時に気付かされるこ

ともあり、スタッフさんもニコニコ声をかけて下さるし、他のサークル、講演等々も気

付かされます。活動出来ることがここにある事、又皆な利用出来ることをもう少し知ら

せて頂けることも良いかとも思います。旧４町の方々は会場があることも知らない方

もあります。 

 ・部屋の上の方がフリーなので、他の部屋の音が聞こえる。 

 ・特にありません。ありがとうございました。また利用させていただきたいです 

 ・本日は参加させていただき子育ての勉強になりました。ありがとうございます！。 

 ・お名前絵本は、はじめて知りました。記念にぜひ作りたいと思います。 

 ・いつも大変お世話になっており感謝しております。 

  

３ 昨年度の改善事項について 

施設の案内表示に関する意見については、より分りやすい案内表示を目指して指定管

理者と協力して、案内表示等を増設しました。この結果により、施設の案内表示に関して、

「大変満足」、「ほぼ満足」の割合を昨年度から５．９％増加することができました。 

 

４ 改善事項と今後の対処方法 

  施設の構造による音に関する意見については、併設する生涯学習会館プリオと連携を

図り、各部屋の利用を調整するなどして、問題を軽減する対応を行っています。引き続き

調整を行うとともに、一部施設の改修を図り問題の軽減を図る予定です。 

 

 

 



５ 総合分析 

総合的な利用満足度については、全体の８５．８％の方が、「大変満足」、「ほぼ満足」

との回答をいただいており、高い評価を得ています。しかしながら、開始時間の変更や空

調、といった設備についてご意見をいただきましたが、とよかわボランティア・市民活動

センターが設置されている、プリオビル全体で検討が必要になりますので、ビルを運営す

る豊川市開発ビル株式会社との連携を図る必要があります。 

また、施設の構造による音に関する意見については、引き続き、併設する生涯学習会館

プリオと連携を図り、各部屋の利用を調整するなどの対応により、問題を軽減するととも

に、施設の改修も含め検討が必要です。 


