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平成２7年度利用者懇談会実施報告書 

 

実施日時：平成 2７年９月２８日（月）  １５：２０～１５：３５ 

実施会場：総合スポーツセンター体育館 トレーニングルーム内 

参加者 ：スポーツコース受講者 男性４名、女性１５名 ６０～７０代 

進行役 ：石井 秀文 

 

 

質問１．皆様は、どのような交通手段で来館されていますか？ 

 

  ・自動車    １名 

  ・自転車   ６名 

  ・徒歩    ４名 

 

質問２．当施設を、初めてご利用されたのは、いつごろですか？ 

 

  ・かなり長いので正確には覚えてない。（5年以上） １３名 

・３～４年前。 ４名 

  ・１～2年前。 ２名 

 

質問３．当施設を、利用されたきっかけを教えてください。（複数回答あり） 

 

  ・体を引き締めたい。痩せたい。  １１名 

  ・筋肉をつけたい。         １名 

  ・体力アップ・健康増進のため。  １７名 

  ・ストレス解消           ８名 

 

質問４．週に、どのくらい利用していますか？ 

 

  ・ほぼ毎日。（5日前後）         ３名 

  ・２～３日。            １１名 

  ・１日くらい。           ７名 

  ・あまり来れない。           0名 
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質問５．今回参加したスポーツコース以外のレッスンやイベントレッスンに参加され

たことはありますか？ 

 

  ・定期的に参加している。       ３名 

  ・２～３回ある。          １2名 

  ・１回だけ。             2名 

  ・ない。               ２名 

 

質問６．２階にもスタジオがあり、レッスンを開講していることをご存知ですか？ 

 

  ・知っているし、参加したことがある。  ３名 

  ・知っているが、参加したことはない。 １６名 

  ・知らない。              ０名 

 

質問７．レッスンやジムに関して、ご要望をお持ちでしたらお聞かせください。 

 

  ・午前 10時から 11時に変更してほしい。 

  ・今のまま続けたいので変わらず実施してほしい。 

  ・参加費が安くなるとうれしい。 

  ・柔軟やストレッチをもう少し多く入れて欲しい。 

 

質問８．館内スタッフの接客、業務態度はいかがですか？ 

 

  ・元気がありとてもよい。 

  ・今のままで問題ない。 

 

質問９．その他、ご意見・ご要望等はありますか？ 

 

  ・トレーニングルームが 1時間利用できるのはとてもよい。 

・時間や混雑など不快になりやすい。 

  ・ロッカーが新しくなってよかった。 

  ・新しいロッカーが慣れないと開けにくい。 

  ・更衣室内の上履き着用禁止の案内はきちんとしてほしい。 

  ・施設が一時涼み所になっているのはとてもいいアイデアです。 

 

 



 3 

懇談会はスポーツコースの「いきいき健康体操はつらつ」に参加した方にお願いしま

した。高年齢の方が中心でご近所に在住されている方がほとんどです。長年継続して

生活習慣になっているので、引き続き楽しく運動を継続いただけるような場を提供し

ていきたいと思いました。特に夏場は熱中症の危険性も高いので、館内の空調をはじ

めとした温度管理と利用者の体調管理には十分留意して、今後も、利用者様の満足度

を上げ、常連の方、新規の方、誰もが気持ちよく利用しやすい施設作りに努めていき

たいと思います。 

 

葛飾区体育施設指定管理者 

住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体 

総合スポーツセンター体育館 

 

石井 秀文 
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平成２７年度利用者懇談会実施報告書 

 

実施日時：平成 2７年６月２０日（土）  １１：４５～１２：００ 

実施会場：葛飾区総合スポーツセンターテニスコート 

参加者 ：シニアテニス教室参加者 ３３名 

進行役 ：宍戸 里香 

 

 

質問１．今回のレッスンについて、お聞かせください？ 

 

  ・満足     ２５名 

  ・普通     ６名 

  ・不満     ２名 

 

質問２．今回のコーチ・指導員について、お聞かせください？ 

 

  ・満足     ２７名 

  ・普通     ５名 

  ・不満     １名 

 

質問３．開講時間帯について、お聞かせください？ 

 

  ・満足     ２５名 

  ・普通     ８名 

  ・不満     ０名 

 

質問４．レッスン回数について、お聞かせください？ 

 

  ・満足     １５名 

  ・普通    １１名 

  ・不満     ７名 
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質問５．次回も参加したいですか？ 

 

  ・必ず参加したい。       １６名 

  ・できれば参加したい。     １５名 

  ・検討中。            ２名 

  ・参加したくない。        ０名 

 

質問６．その他、ご意見・ご要望等はありますか？ 

 

  ・毎年楽しみにしています。続けてください。 

・今回は玉だしが少なかったので最初は玉だしでフォームを確認したい。 

・もう 1レッスンあると良いと思う。 

・人数が多いのは仕方ないですね。コーチの指導が理論的で良かったです。 

・もっとボールを打ちたい。説明が長い。 

・コーチの個性が強いかな？もっと普通の練習がいっぱいしたい。 

・長くやりたい。（回数の件）勉強になりました。 

・球を沢山打ちたかったです。ボールを使った練習が多かった。 

・球数をたくさん打てたらもっといいと思います。 

・ありがとうございました。回数と時期（教室の話）を増やしてください。 

・今回はいまさら聞けないことがわかってよかった。ありがとうございます。 

 

懇談会は自主事業の「シニアテニス教室」に参加した方にお願いしました。毎年実施

している教室なので常連になってくださる方も多くいます。それだけに前回や過去と

比較して指導力やサービス状況が明確になり、きちんとしたご意見を伺いやすかっ

た。ご意見については、可否判断をはっきりとさせたうえで真摯に回答することと、

今後の参加しやすいレッスン提供につなげることで利用者の満足度を上げ、常連の

方、新規の方が楽しめる施設作りに努めていきたいと思います。 

 

 

葛飾区体育施設指定管理者 

住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体 

葛飾区総合スポーツセンター温水プール館 

 

宍戸 里香 
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平成２７年度利用者懇談会実施報告書 

 

実施日時：平成 2７年９月２４日（木）  １５：５０～１６：１０ 

実施会場：葛飾区総合スポーツセンターエイトホール 

参加者 ：幼児トランポリン参加者の保護者 １６名 

進行役 ：宍戸 里香 

 

 

質問１．皆様は、どのような交通手段で来館されていますか？ 

 

  ・自動車    ７名 

  ・自転車   ９名 

  ・徒歩    ０名 

 

質問２．当施設を、初めてご利用されたのは、いつごろですか？ 

 

  ・かなり長いので正確には覚えてない。（5年以上） ２名 

・３～４年前。 ６名 

  ・１～2年前。 ８名 

 

質問３．当施設を、利用されたきっかけを教えてください。（複数回答あり） 

 

  ・トランポリンを体験させたい。  １６名 

  ・いろいろな運動を体験させたい。 １４名 

  ・体力アップ・健康増進のため。   ８名 

  ・友達に誘われた          ３名 

 

質問４．週に、どのくらい利用していますか？ 

 

  ・ほぼ毎日。（5日前後）         ０名 

  ・２～３日。             １名 

  ・１日くらい。          １５名 

  ・あまり来れない。           0名 
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質問５．今回参加したスポーツコース以外のレッスンやイベントレッスンに参加され

たことはありますか？ 

 

  ・定期的に参加している。       ０名 

  ・２～３回ある。           2名 

  ・１回だけ。             １名 

  ・ない。              １３名 

 

質問６．温水プール館の２階にもスタジオがあり、レッスンを開講していることをご

存知ですか？ 

 

  ・知っているし、参加したことがある。  ２名 

  ・知っているが、参加したことはない。 １４名 

  ・知らない。              ０名 

 

質問７．レッスンに関して、ご要望をお持ちでしたらお聞かせください。 

 

  ・小学生になっても続けてみたい。 

  ・自分（大人）も飛び跳ねてみたい。楽しそう。 

  ・待ち時間が長いので、待ち時間の工夫をしてほしい。 

 

質問８．館内スタッフの接客、業務態度はいかがですか？ 

 

  ・準備や後片付けがてきぱきとしている。 

  ・笑顔で元気よく挨拶ができています。 

 

質問９．その他、ご意見・ご要望等はありますか？ 

 

  ・抽選に当選しないこともあるのでレッスンが増えるとうれしい。 

・受講者は駐車場が無料になるといい。 

  ・半年間の休館で参加できなくなるのが残念。 

  ・総スポや水元体育館でも開講してほしい。 

  ・長期でレベルアップができるスクールになるといい。 

  ・夏休みは駐車場や駐輪場が混雑して動きにくい。 
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懇談会はスポーツコースの「幼児トランポリン」に参加した方の保護者にお願いしま

した。話を伺うと、トランポリンはなかなか経験のできない種目なので子供に体験さ

せたいという声が多かった。また抽選に当選しないと参加ができないので継続させた

りレベルアップを図ることがしにくいという意見もありました。トランポリンは子供

だけではなく大人も興味関心を示す種目なので、来期の工事休館後には大人も参加で

きるようなコースも導入していきたい。利用者の希望に沿うにはエイトホールの利用

枠の確保の課題が生じるために増設することは困難なので、現状の枠組みで利用者の

満足度を上げ、常連の方、新規の方、誰もが気持ちよく利用しやすい施設作りに努め

ていきたいと思います。 

 

 

葛飾区体育施設指定管理者 

住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体 

葛飾区総合スポーツセンター温水プール館 

 

宍戸 里香 
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平成２7年度利用者懇談会実施報告書 

 

実施日時：平成 2７年９月２８日（月）  １１：４０～１２：００ 

実施会場：水元体育館 体育室 

参加者 ：スポーツコース受講者 男性２名、女性２１名 ６０～７０代 

進行役 ：伊藤 幸太  

 

 

質問１．皆様は、どのような交通手段で来館されていますか？ 

 

  ・自動車    ２名 

  ・自転車  １６名 

  ・徒歩    ５名 

 

質問２．当施設を、初めてご利用されたのは、いつごろですか？ 

 

  ・かなり長いので正確には覚えてない。（5年以上） ２３名 

・３～４年前。 ０名 

  ・１～2年前。 ０名 

 

質問３．当施設を、利用されたきっかけを教えてください。（複数回答あり） 

 

  ・体を引き締めたい。痩せたい。  １３名 

  ・筋肉をつけたい。         ３名 

  ・体力アップ・健康増進のため。  ２０名 

  ・ストレス解消          １６名 

 

質問４．週に、どのくらい利用していますか？ 

 

  ・ほぼ毎日。（5日前後）         ０名 

  ・２～３日。            １１名 

  ・１日くらい。          １２名 

  ・あまり来れない。           0名 
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質問５．今回参加したスポーツコース以外のレッスンやイベントレッスンに参加され

たことはありますか？ 

 

  ・定期的に参加している。      １０名 

  ・２～３回ある。           ６名 

  ・１回だけ。             2名 

  ・ない。               ５名 

 

質問６．２階にトレーニングジムがあり、有酸素運動や筋力マシントレーニングや柔

軟運動などができることをご存知ですか？ 

 

  ・知っているし、参加したことがある。 １０名 

  ・知っているが、参加したことはない。 １３名 

  ・知らない。              ０名 

 

質問７．レッスンやジムに関して、ご要望をお持ちでしたらお聞かせください。 

 

  ・参加者が多いのでもう 1日くらい増やしてほしい。 

  ・参加費をもう少し安くしてほしい。 

  ・ヨガマットはウォッシュペーパーでしっかり汗を拭いてほしい。 

  ・ジムが狭くてマシンが少ないので、新しい体育館に期待している。 

  ・もう少しレッスンは厳しくてもいいかな。 

 

質問８．館内スタッフの接客、業務態度はいかがですか？ 

 

  ・特に問題なし。 

  ・とても親切に対応してくれます。 

 

質問９．その他、ご意見・ご要望等はありますか？ 

 

  ・来年の新しい体育館が楽しみです。 

・新しい体育館になってもレッスンも受け持ってほしい。 

  ・歳をとると近くにあることがありがたく感じます。 
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懇談会はスポーツコースの「シニア健康体操」に参加した方にお願いしました。長年

継続している常連の方が中心で、来年オープンの新水元体育館をとても楽しみにして

くれています。また本レッスンと同様なレッスンを多く導入してほしいとのこと。参

加者はご近所に在住されている高齢者がほとんどでした。常連の方だけではなく、新

規の方も含めて誰もが気持ちよく利用しやすい施設とレッスンが提供できるように努

めていきたいと思います。 

 

葛飾区体育施設指定管理者 

住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体 

水元体育館 

 

伊藤 幸太 

 

 

 

 

 

 

 

 


