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問１ 回答者の属性、利用目的について 

 

① 性別 

  

回答者の性別は、「女性」が 52.9％、「男性」が 28.4％となっており、女性の利用者が多い傾向

であった。利用者の男女比については前年度と比較し、大きな変化はない。 

② 住まい 

  

※市内の住まい内訳 ※市外の住まい内訳 

  

住まいについては、市内が 72.5％、その内、入曽地区の方は 310人であった（全体の 39.1％）。

その他の地域としては、市内は入間川地区、市外は所沢市が最も多く、近隣からの利用が多い。 

また、前年度と比較すると、市内の利用者が減り、市外の利用者が増えている。 

Ⅱ 調査集計結果                         
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③ 年齢 

  

回答者の年齢は、「70～79歳」が最も多く（36.5％）、回答者の約 6割が 65歳以上であった。 

④ 利用目的（複数回答可） 

  

「貸室でのサークル活動」が 73.2％と最も多く、「会議への出席」が 10.0％、「オープンスペー

スの利用」が 7.8％と続く。「証明書等の交付申請」は、配布方法を職員の直接配布から窓口配架に

変更した影響により、前年度より減少した。 

【その他回答】 

・講座参加 ・イベント参加 ・印刷、コピー など 
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問２ 広報や講座・イベントについて 

 

 

⑤ 利用時間 

  

「２時間以上」40.4％、「２時間以内」35.2％となり、合計 75.6％の利用者が 1時間以上滞在し

ている。 

①センターだより 

  

「よく見る」と「時々見る」を合わせて 46.2％（366人）である一方、「見ない」は 38.1％であった。 

②チラシやポスター 

  

「よく見る」と「時々見る」を合わせて 46.4％（368人）である一方、「見ない」は 35.4％であった。 
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③センターのホームページ 

  

「よく見る」と「時々見る」を合わせて 31.7％（251人）である一方、「見ない」は 47.5％であった。 

④講座やイベント 

  

「よく参加する」と「時々参加する」を合わせて 28.1％（222人）である一方、「参加しない」は 50.1％

であった。 

⑤利用しているＳＮＳ等（複数回答可） 

  

「メール」の利用が 45.3％で最も多くの利用がある一方で、「Twitter」12.9％、「Facebook」11.7％、

「YouTube」23.9％の利用があった。 

【その他回答】 

  ・Instagram（25件） ・LINE（19件） ・Zoom ・mixi ・アメブロ ・PC 



7 
 

問３ 施設や設備、施設の利用、職員の対応について 

 

 

 

① 施設や設備について 

ア 交流スペースなど、予約をしなくても利用できる場所があり、気軽に立ち寄れる 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 62.5％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 6.8％であった。 

イ エレベーターや点字ブロックなどが設置され、だれもが利用しやすく整備されている 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 73.4％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 1.9％であった。 

ウ 駐車場や駐輪場が広く、車や自転車等が止めやすい 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 72.6％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 4.2％であった。 
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エ 部屋の照明や空調は適切である 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 76.6％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 1.4％であった。 

オ 設備や備品は充実している 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 68.2％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 6.4％であった。 

カ 災害時の指定緊急避難場所でもあり、安心して利用できる 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 66.9％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 3.2％であった。 
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② 施設の利用について 

キ 日曜日・祝日（年末年始を除く）も夜１０時まで開所しているので、利用しやすい 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 66.9％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 3.2％であった。 

ク 個人の利用ができるので、利用しやすい 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 60.3％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 4.1％であった。 

ケ 施設内で気軽に飲食ができるので、利用者相互の交流がしやすい 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 59.7％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 8.6％であった。前年度と比べると「そう思う」と回答した割合は減少している

が、緊急事態宣言解除直後の調査であったため、飲食の自粛が続いたことも原因と考えられる。 
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コ キッズルームがあり、子どもや子育て世代の利用ができるので活動しやすい 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 50.6％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 3.6％であった。 

③ 職員の対応について 

サ 笑顔であいさつし、利用者を気持ちよく迎えている。 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 67.1％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 10.0％であった。 

シ 質問や相談をしたときに、親切に対応している。 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 66.9％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 4.3％であった。 
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問４ 参加したい講座やイベントについて（複数回答可） 

 

 

 

 

 

総合評価 

施設や設備、職員対応含めて総合的に満足している 

  

「そう思う」、「少しそう思う」は合わせて 64.8％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 4.2％であった。 

【回答数 １０９６人（延べ）※無回答除く】 

 

回答上位５項目は健康・文化・スポーツ・料理・環境であった。 

また、具体的に参加したい内容があれば記述いただいた。主な記述回答は以下の通り。 

・スマホ体験（6 件） ・音楽会やコンサート（5 件） ・パソコン教室（4 件） ・絵画教室（3 件） 

・ヨガ（2 件） ・体力維持の教室（2 件） ・レクリエーション ・ストレッチ体操教室 ・太極拳  

・初心者向けイベント ・歴史 ・詩吟体験 ・語学 ・古文書読解 ・災害や気候変動の講演  

・まちづくりについて ・「吉野弘」や「さねとうあきら」についての講演会 
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問５ オープンスペースの利用目的について（複数回答可）

 

 

問６ 自由記入 

 

 

 

 

 

 

             【回答数：３１８人（延べ）】 

  

回答上位３項目は、「打合せや休憩」が 41.5％で最も多く、次いで、「自習」が 28.3％、「読書や趣

味の活動」が 22.0％となった。 

前年度と比較すると、「打合せや休憩」の割合が減り、「自習」や「読書や趣味の活動」の割合が増

えている。 

【その他回答】 

・運動 ・趣味での習い事 など 

 【回答数：９２人（延べ）※無回答除く】 

  

自由記入欄では合計で 92件のご意見が寄せられた。 

※具体的な意見等は、P19～P21 「Ⅲ 自由記入欄におけるご意見について」に記載 
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問７ サークル活動に関する質問について 

これより先は、サークル活動をされている方を対象とした質問とその回答です。 

そのため、回答率は問１③（利用目的）において、「貸室でのサークル活動」と回

答した人数（５８０人）を基に算出しています。 

 

 

 

① サークル活動は、充実した生活を送る一助になっている 

  

「そう思う」、「少しそう思う」を合わせて 74.1％、対して「あまりそう思わない」は 1.0％で

あった。 

② 地域交流センター（公民館）はサークルの会員増や活性化、運営の円滑化のために、適切に助

言や支援をしている 

  

「そう思う」、「少しそう思う」を合わせて 53.0％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 8.7％であった。 
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③ サークルで学んだことを、地域のために活かしている 

  

「そう思う」、「少しそう思う」を合わせて 43.8％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 14.５％であった。 

④ 今後、皆様の活動成果を展示やオンライン（ホームページや動画など）で発表する機会があっ

たら参加を希望する 

  

「そう思う」、「少しそう思う」を合わせて 40.7％、対して「あまりそう思わない」、「そう思わ

ない」は合わせて 15.5％であった。 
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問８ 新型コロナウイルス感染症に伴う皆様の活動について 
 

①  休所期間（令和３年１月９日～３月２１日、８月２０日～緊急事態宣言解除）や  

１９時以降の利用ができなかったときなど、地域交流センター（公民館）以外で活動

をしていたか 

  

「はい」が 17.6％（102人）に対し、「いいえ」は 66.7％（387人）であった。 

また、「はい」と回答した方には具体的な場所や内容を記述していただいた。主な内容は以下

の通り。 

【計４５件】 ※分類（件数）意見の順で記載。一部抜粋、省略している場合あり。 

１ 他施設で活動（24件） 

・他市の施設（8 件） ・他の利用できる施設（4 件） ・自治会館、集会所等（2 件） 

 ・ダンススクール、ダンススタジオ（2 件） ・他団体所有地（2 件）  

・市民総合体育館、狭山台体育館  ・有料のホールなど ・スポーツジム・郊外地の広場など  

・レンタルスタジオ 

  

２ 自宅等で活動（6件） 

 ・先生の自宅（3 件） ・個人スタジオ（2 件） ・自宅で書道や手芸 

 

３ 屋外で活動（6件） 

 ・稲荷山公園 ・他市の公園 ・近場の山登り ・ゴルフ ・公園、自然の野山、河川 ・里山の森 

 

４ オンライン（4件） 

 ・オンライン会議（2 件） ・Zoom（2 件） 

 

５ その他（5件） 

 ・女子サッカーチームの応援や手伝い ・ファミリーレストラン等 ・通信（電信、郵送）  

・健康体操 ・喫茶店 
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② 感染症の影響により、サークル活動に変化があったか 

  

「はい」が 52.8％（306人）に対し、「いいえ」は 27.2％（158人）であった。 

また、「はい」と回答した方には具体的な内容を記述していただいた。主な内容は以下の通り。 

【計 160件】 ※分類（件数）意見の順で記載。一部抜粋、省略している場合あり。 

１ 活動の休止（一時・不定期）や解散など（69件） 

・活動ができなかった。（54 件） ・活動が全くできなくてとても残念でした。（2 件） 

 ・休みになり、退屈であり友達に逢いたかった。 ・約 2 年近く活動できなかった。仕方がないと納得。 

 ・社交ダンスは禁止となった。 ・全く活動できなかった。会員が定着しない。 

・皆さん自分の健康管理を第一としていたので、思うような活動ができませんでした。 

 ・休会が多い ・月 1 回の活動ができなかった。 ・長くお休みしております。 

 ・公民館を使用できない期間は活動停止した。しかたないとあきらめている。 

 ・練習が出来なくなってしまい、今までやっていた事がふり出しになってしまった。 

 ・活動を中止したり、募集定員を半分にした。 

 

２ 活動時間や回数に変更があった（34件） 

・活動時間や回数が減った。（14 件） ・活動時間が夜から昼になった。（3 件） 

・１回他の場所で活動しました。 ・活動場所、時間の変更  ・月 1 回になった  

 ・19:30～21:00 の活動のため、長期間練習できなかった。（開所時間短縮中） 

 ・練習場所が借りられない事により活動時間が減少した。 ・平日の活動ができなくなった。 

 ・活動時間を変更した。会員が活動に参加しにくくなった。 

 ・不便になり活動回数を少なくした。 ・活動時間を短縮した。会場が取れない場合は休会にした。 

 ・月 2 回になる ・練習日、時間の変更、イベントの減少による、演奏機会の減少 

 ・自分自身が買物などしか外出しませんでした。 ・活動時間が変更になった。会員が脱退した。 

 ・会場の予約が困難になって活動日が不定期になっている 

 ・コロナで 5.8.9 月は休会。月 3～4 回の活動が月 2 回しか取れなくなりました。 

 ・活動時間の変更、13:00～16:00→13:15～15:30 に短縮する。 

 ・活動回数を減らし、時間も変更しながら継続の努力を続けています。 

・定例会活動が月 1 回になった。自宅を会場とした。 
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３ 会員の減少（脱退や休会）があった（23件） 

・会員がやめてしまった。（13 件） ・会員の休みが多い。 ・活動が減り、会員が脱退した。 

 ・今まで来ていた人が来なくなったり、会員数が少なくなったりした。 ・活動を休む会員が数名いた。  

 ・料理教室への参加人数減少により解散しそう。 ・遠方の会員が休会となった。  

・再開時、会員が減っていた。 ・参加者が減って残念でした。仕方ないですが。 

 ・メンバーの高齢化と相まって、コロナ禍がメンバーの縮少につながった。 

 ・長期、練習にこられない会員がいた。 

 

４ 心理的な面あるいは体調面で影響があった（10件） 

・お休みが続き身体が動かなくなった。 ・亡くなられた方や施設入所者が増加した。 

・自分の意欲の低下を感じる。 ・家にばかりいたので頭の働きがにぶくなりました。 

 ・休所期間、練習が出来なかったため、体がなまってしまった。 

 ・ずっと休みだったので、体の調子が整わなかった。 

 ・活動意欲を失った。会員が休会することが多くなった。 

 ・活動への熱意意欲が薄らいだ。連帯感が低下し会員間の連絡に苦労した。 

 ・年令を考えると、人と交流できないことが心を暗くしている。 

 ・気力の維持がむずかしい。高齢者にとってつづける事の大切さが生きがいになっている。 

 

５ 部屋の定員数や消毒・換気などによる影響（5件） 

・ダンスサークルなので常にマスク、手袋、無言など気を付けていました。 

 ・活動回数が減ったり、マスクや距離をとったりするためコミュニケーションがとりにくくなった。 

 ・マスク着用や人数削減の不便さ。 ・活動は午前・午後で会員を分けて行い、会食をやめた。 

・室内に入れる人数に限りがあるので参加者の人数が減少している。 

  

６ その他の影響（19件） 

・お琴の唄が声を出してうたえなくなった。 ・地域の G ゴルフ練習、朝の体操を中止した。 

 ・練習場所を求めるのが大変でした。 ・別の所へ行くので、遠くて大変だった。 

 ・活動場所が限定された。 ・発表する場がなくなり、別会場での練習も笛が使えずに困った。 

 ・イベントが少なくなり、練習も減ってしまった。 ・コロナの時は動き様がありません。 

・他の施設が使えなくなり、ここを使う様になった。 ・活動方法を変更した。  

・募集人数設定を減らした。 ・サークルが活動しないと講師は、月会費がいただけない。  

・郵送方式に切り替えた。 ・通信を利用した。 ・学校支援がすべてなくなった。 

・スタジオは市の建物とちがい金額が高いため状況が続くとつらい。   

・場所を変更して感染対策をしながら活動していた。 
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総括（分析と考察） 

   
  ●問２①（センターだより）において、「よく見る」「時々見る」と答えた方は 366 人となっ

た。センターだよりは入曽地区内の配布を主としており、問１②（住まい）における入曽

地区在住者 310 人を上回っているため、多くの利用者の目に留まっていることがうかがえ

る。一方、問２③（センターのホームページ）では「見ない」が多数であった。ホームペ

ージでは施設に関する情報を広く利用者に伝えることができ、コロナ禍においては利用制

限や臨時休所等の重要情報を速やかに伝える役目もあることから、アクセスを増やす取り

組みをするとともに、適切でわかりやすい運営に努めていきたい。 

●問２④（講座やイベント）については、「参加しない」が 50.1％と過半数を超える結果と

なった。コロナ禍により講座やイベントの中止が相次いだことや、学習活動への参加を控

えた方がいたことも想定されるが、問４（参加したい講座等）を参考にしながら学習ニー

ズや時代の変化等を的確に捉えた事業を実施していくことが課題となる。 

●問３②コ（キッズルーム）が、問３で最も「わからない」「無回答」の割合が多かったこと、

問５（オープンスペースの利用目的）にて「キッズルームの利用」が 1.6％に留まったこ

とから、キッズルームの認知度や利用率の向上が課題であることが分かった。隣接する入

曽地区子育て支援拠点施設の整備計画が進んでおり、子育て世帯の流入も見込まれること

から、キッズルームを使ったイベントやＰＲ等を展開し、更なる利用の促進を図っていく

必要がある。 

●問３（施設の設備、施設の利用、職員の対応）では、全ての設問で肯定的な回答が過半数

を占め、利用者から大きな不満がないことが示された一方、問６（自由記入欄）では、多

くのご意見をいただいた。施設の利用についての意見が８割以上であり、施設の構造上実

現が難しい要望もあるが、工夫次第で実現が可能なものについては、利用者の協力を得な

がら改善を図っていきたい。 

●問５（オープンスペースの利用目的）では、前年度と変わらず、サークル活動前後の「打

合せや休憩」といった、貸室との併用と考えられる利用が最も多かったものの、「自習」や

「読書や趣味の活動」の割合が増加しており、オープンスペースのみの利用も増えている

ことがうかがえる。これらの利用者はセンター開設後に新たに利用し始めた方と考えられ、

誰でも気軽に利用できる施設として定着しつつあることが分かった。 

●問７（サークル活動）では、サークル活動にやりがいを感じている方が多数である一方、

学んだ成果を地域のために活用していると感じている方は少ない傾向にあった。コロナ禍

において、学びの成果を発表できる機会が減少したことも大きな要因であると考えられる

が、問４（参加したい講座等）を参考に多様な学習活動の機会や場の提供をしながら、学

んだ成果を地域で発揮できる場を用意し、地域の活性化につなげていく必要がある。 

●全体を通し、前年度と比べて無回答の割合が増加した。回答方法を変更したことによる回

答漏れの増加が考えられるため、次年度の調査では、回答者が答えやすいよう回答方法を

再検討する必要がある。 

 

以上の他、今回のアンケート結果を十分に分析し、より多くの地域住民に当施設を利用して

いただける環境づくりを進めていくこととする。 


