
アンケートへのご協力を頂き、ありがとうございました。
本アンケート調査結果について下記の通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いきます。
今後とも、当施設のご利用をよろしくお願い致します。
実施日：　令和3年1月5日～1月31日　　
回答者：200名　（売布北グラウンド　150名　高司グラウンド　50名）
※ご利用者様からの回答の中で、未回答か所がございますので、各合計に若干の違いがあります。

記

問１　利用者

（１）性別内訳 （人）

男 女 計

75 125 200
38% 63% 100%

（２）年齢内訳 （人）

20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 計

1 3 22 80 57 22 15 200
1% 2% 11% 40% 29% 11% 8% 100%

（３）職業内訳 （人）

30 189

構成比 1% 31% 7% 5% 41% 16% 100%

人数 1 58 13 9 78

令和2年度（2020年度）アンケート調査結果について

宝塚市売布北グラウンド・高司グラウンド

指定管理者：宝塚ウエルネスライフグループ
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（４）住まい内訳 （人）

（５）来場方法内訳 （人）

（６）施設の利用頻度内訳 （人）

問２　利用施設 （人）

構成比 11% 61% 1% 28% 100%

人数 21 118 2 54 195

100%

売布北野球場 売布北テニス 売布北会議室 高司グラウンド 合計

2 199

構成比 0% 13% 38% 33% 11% 5% 1%

年数回 初めて 合計

人数 0 25 75 66 21 10

ほぼ毎日 週数回 週1回 月数回 月1回

3 202

構成比 79% 6% 5% 8% 0% 1% 100%

人数 160 13 10 16 0

11% 100%

車 徒歩 自転車 バイク バス その他 合計

構成比 76% 1% 6% 4% 2%

その他 合計

人数 148 2 11 8 3 22 194
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問３　利用目的 （人）

問４　よく見る情報源 （人）

問５　施設の設備についての満足度

（１）施設の清潔さ （人）

（２）施設の安全性 （人）

100%構成比 69% 21% 10% 0% 0%

合計

人数 135 42 19 0 0 196

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

構成比 74% 18% 8% 1% 0% 100%

人数 143 35 15 1 0

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

194

12 10 239

構成比 42% 16% 21% 8% 4% 5%

人数 100 38 49 20 10
4% 100%

広報たからづか 施設ＨＰ 宝塚市ＨＰ 学校・幼稚園ちらし 施設内掲示板 インスタグラム その他 合計

構成比 60% 3% 10% 1% 12% 11% 4% 100%

仲間づくり・交流 その他 合計

人数 147 7 24 3 30 27

練習 大会 教室 競技・体力向上 健康保持増進

9 247
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（３）備品の充実度 （人）

（４）交通アクセスのしやすさ （人）

（５）施設の利用のしやすさ （人）

（６）案内表示のわかりやすさ （人）

100%構成比 52% 18% 26% 4% 1%

合計

人数 96 33 49 7 1 186

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

197

構成比 51% 28% 19% 2% 0% 100%

人数 100 56 38 3 0

100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

構成比 38% 18% 35% 5% 4%

合計

人数 73 34 67 10 8 192

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

188

構成比 55% 25% 19% 1% 0% 100%

人数 104 47 35 2 0

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計
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（７）駐車場・駐輪場の使いやすさ （人）

問６　施設の運営についての満足度

（１）スタッフの接客対応 （人）

（２）受付対応が適切で迅速か （人）

（３）スポーツ教室の内容 （人）

33% 100%構成比 41% 16% 10% 0% 0%

参加したことが無い 合計

人数 79 32 19 0 0 65 195

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

197

構成比 73% 18% 9% 0% 0% 100%

人数 144 36 17 0 0

100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

構成比 77% 16% 6% 1% 0%

合計

人数 148 31 11 1 0 191

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

194

構成比 50% 22% 19% 6% 3% 100%

人数 97 43 36 12 6

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計
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問7　施設の総合的な印象について （人）

問7 回答者すべての方へ　ご意見・ご要望・改善点等の記入欄

※施設別に記載しています。

売布北グラウンド　ご要望・改善点

受付横の駐車スペースへの駐車の仕方が雑で止めにくい。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。利用者様へ注意喚起のお声掛
けをし、マナー向上に努めていただけるようお願いして参ります。

駐車場にもう少し車が止められるとよい。近隣にパーキングが無
いので困っています。

ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。今後も利用者様には少ない台
数での来場や、乗り合い等ご協力をお願いして参ります。

バイク置場に車を駐車しているので、バイク専用の看板をつけて
ほしい。

ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。設置するよう準備して参りま
す。

受講したい講座が定員いっぱいであったり、気に入ったクラスが
終了となったりで少し残念です。

ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。諸事情により閉講ありますこ
とご理解願います。

コートをギリギリの時間まで利用している方が多い。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。利用者様へ注意喚起のお声掛
けをし、マナー向上に努めていただけるようお願いして参ります。

6月、7月の時間延長はありがたいが、8月20日ぐらいまではまだ
ボールが見えるので、時間延長の期間を延ばしてほしい。

ご意見頂き、ありがとうございます。現時点では利用規約変更の予定は
ございませんが、利用状況をみて今後検討いたします。

テニスコートの予約画面がコート毎になっていて予約をとる際に
手間がかかる。

ご意見頂き、ありがとうございます。市の予約システム改訂がございま
したら、改善項目として要望して参ります。

キャンセル期間を1週間ではなくもう少し短くしてほしい。
ご意見頂き、ありがとうございます。1週間という期間は、他のお客様へ
の案内や、予約管理をする上でも必要な期間となっています。ご理解頂
きますようよろしくお願い致します。

理由 回答

最初に道がわかりませんでした。わかりやすい案内をホームペー
ジに載せてもらえるとうれしいです。

ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。ホームページ等発信ツールを
充実させるよう対応致して参ります。

テニスレッスンのチケットがあればうれしい。
ご意見頂き、ありがとうございます。当テニスレッスンは屋外というこ
ともあり、雨天の際は中止になります故、払い戻し対応の難しさから現
在のようなシステムとさせていただいております。

人数 61 127 1 189

構成比 32% 67% 1% 100%

期待以上 期待通り 期待外れ 合計

期待以上 

期待通り 

期待外れ 

施設の総合的な印象について 



売布北グラウンド　その他ご意見

高司グラウンド　ご要望・改善点

高司グラウンド　その他ご意見

スタッフが親切、グラウンドも広くきれい。
嬉しいお言葉、ありがとうございます。
今後も皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、清掃業務に力を入れて参り
ます。

いつも気持ちよく利用させていただいています。今後もよろしく
お願いします

嬉しいお言葉、ありがとうございます。
今後も皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、スタッフ一同心をこめて運
営して参ります。

大人用のサッカーゴールの設置に期待しています。
ご意見頂き、ありがとうございます。利用状況をみて検討して参りま
す。

毎週水曜日の17時ー20時の抽選ができない。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。現在のところ、当該時間帯は
指定管理者の教室を開催しております。

駐車場の混み合い時には、スタッフの皆さんに対応いただき感謝
しています。声をかけやすくてホッとしています。

嬉しいお言葉、ありがとうございます。
今後も皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、スタッフ一同心をこめて運
営して参ります。

・みなさん、明るく話しやすいので、コート代を払うときも気持
ちいいです。
・これからもよろしく。

嬉しいお言葉、ありがとうございます。
今後も皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、スタッフ一同心をこめて運
営して参ります。

・もう少し駐車場が広いとありがたい。
・駐車場が狭い、使いにくい。
・駐車台数が少ないので改善してほしい。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。今後も利用者様には少ない台
数での来場や、乗り合い等ご協力をお願いして参ります。

サッカーゴールのネジが数本抜けているのが気になる。
ご意見頂き、ありがとうございます。直ちに確認をして設置するように
いたします。

施設が狭いのでもう少し広ければ良いと思います。でも以前（市
の運営）と同じ様に続けてくださっていることに嬉しく思いま
す。

制限ある中でご協力いただいていることに感謝申し上げます。今後もよ
り良い運営となるよう努めて参ります。

・いつもありがとうございます。
・いつも気持ちよく使わせていただいています。

嬉しいお言葉、ありがとうございます。
今後も皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、スタッフ一同心をこめて運
営して参ります。

・いつも親切且つ丁寧に対応していただいています。一度も嫌な
思いをしたことはありません。

嬉しいお言葉、ありがとうございます。
今後も皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、スタッフ一同心をこめて運
営して参ります。

テニスコートへ階段がつらい、キツい。斜めなので不安。
ご意見頂き、ありがとうございます。安全にご利用いただけるよう努め
て参ります。

土日祝の早朝にテニスコートを使用すると金額が高くなるので、
家族で使用すると負担が大きい。

ご意見頂き、ありがとうございます。現時点では、料金改定の予定はご
ざいません。ご理解の程、宜しくお願い致します。

予約がすぐにいっぱいになる。
ご予約の込み合いにはご迷惑をお掛けしております。今後も諸事情によ
るキャンセル、大会の予備日等の公開は、館内またはホームページにて
ご案内するよう努めて参ります。

時間外の利用料金が高すぎる。
ご意見頂き、ありがとうございます。現時点では、料金改定の予定はご
ざいません。ご理解の程、宜しくお願い致します。


