
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11月1日～11月01日　　
回答者：182名　（売布北グラウンド　137名　高司グラウンド　45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

68 114 182
37% 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

2 16 7 70 38 28 21 182
1% 9% 4% 38% 21% 15% 12% 100%

（３）職業内訳 （人）

42 177

構成比 8% 27% 6% 0% 35% 24% 100%

人数 15 47 11 0 62

令和3年度（2021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 24% 41% 9% 26% 100%

人数 50 85 19 53 207

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

8 180

構成比 0% 17% 32% 36% 5% 6% 4%

年数回 初めて 合計

人数 0 31 57 64 9 11

ほぼ毎日 週数回 週1回 月数回 月1回

3 183

構成比 74% 5% 10% 6% 2% 2% 100%

人数 136 10 19 11 4

11% 100%

車 徒歩 自転車 バイク バス その他 合計

構成比 71% 1% 6% 4% 2%

その他 合計

人数 138 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 65% 20% 14% 1% 0%

合計

人数 111 34 24 1 0 170

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

構成比 68% 20% 12% 1% 0% 100%

人数 118 34 20 1 0

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

173

11 15 196

構成比 41% 14% 29% 0% 3% 6%

人数 80 28 56 0 6
8% 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% 9% 5% 1% 6% 9% 9% 100%

仲間づくり・交流 その他 合計

人数 130 19 11 3 14 20

練習 大会 教室 競技・体力向上 健康保持増進

20 217
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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% 15% 27% 4% 2%

合計

人数 87 25 45 6 3 166

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

168

構成比 60% 17% 18% 4% 1% 100%

人数 101 28 31 7 1

100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

構成比 39% 18% 27% 14% 2%

合計

人数 65 30 45 24 3 167

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

168

構成比 55% 21% 21% 2% 1% 100%

人数 92 36 35 4 1

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 40% 12% 14% 1% 0%

参加したことが無い 合計

人数 68 21 24 2 0 57 172

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

172

構成比 69% 16% 15% 0% 0% 100%

人数 118 28 25 1 0

100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

構成比 72% 16% 11% 1% 0%

合計

人数 121 27 19 1 0 168

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

168

構成比 49% 11% 22% 14% 3% 100%

人数 83 19 37 24 5

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

御不快な気持ちにさせてしまい、誠に申し訳ございません。ご意見を職
員間で共有するとともに、教育・指導をいたしました。

テニスコートにナイターを付けてほしい
ご意見を頂き、ありがとうございます。周辺住民へのご理解も必要とな
りますので、ご意見の数の状況をみて市と協議して進めて参ります。

野球場の車が多すぎてテニス利用者が駐車できない時がある。
ご不便をお掛けしております。施設ご利用のお客様にはできるだけ乗り
合いでお願いしているところでございます。今後ともご協力の程、よろ
しくお願いいたします。

休日の駐車場の誘導が適切でない時がある。テニスコートの駐車
場に入ってから止められないことがあるので、手前で対処しほし
い

ご不便をお掛けしております。ご意見を踏まえ、警備員に適切に対応し
ていくよう指示いたしました。

親切なスタッフと不親切なスタッフの差がはげしい
受付スタッフで一人態度の悪い不親切なスタッフがいる、他のス
タッフは親切
受付対応が、人によって笑顔のある人、無い人がいる

野球場の水はけを良くしてもらいたい
ご意見を頂き、ありがとうございます。グラウンド改修費用等、多額な
面から市と協議して進めて参りたいと考えております。

野球場のホームベース上の防球ネットを可動式にしてください
ご面倒をおかけしており申し訳ございません。費用を算出した上で、今
後の検討課題とさせていただきます。

テニスコート予約の際に、空いているコートが一目で見られるよ
うしてほしい

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。

テニスコートの仕切りネットが一部しかないので、全てのコート
の間に設置してほしい

ご意見を頂き、ありがとうございます。今後、検討して参ります。

テニスコートに向かう外回りの道を整備してほしい ご意見を頂き、ありがとうございます。今後、検討して参ります。

なかなか予約ができない
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。

無料キャンセル期限が7日前は早すぎる
ネット予約が2日前までが早すぎる

ご不便をお掛けしております。キャンセル期間、ネット予約の締切等は
規約上、直ちに変更は難しいですが、ご要望については市へ報告させて
いただきます。

理由 回答

テニスコートNO1を利用すると、NO2～NO6の利用者が、NO1コート
入口から入場するため、途中でプレーを中断しないといけない。
危険を感じることもあった。

ご意見を頂き、ありがとうございます。ＮＯ1コート入口に進入禁止のＰ
ＯＰ等設置いたしました。

雨天時、予約時間が早朝8時からの場合、30分前に電話しても繋
がらない。改めて電話しなくてもキャンセル扱いにしてほしい。

ご意見を頂き、ありがとうございます。ご確認のお電話を差し上げるこ
とがございます。ご協力の程、宜しくお願いいたします。

人数 36 128 1 165

構成比 22% 78% 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＞

・シニアヨガの教室に参加しているが大変満足しています。

・ちょっと遠いですが、ワンデーテニスレッスンがあるのは助かっています。今後も続けていただきたい。

・スタッフの方には大変お世話になっております。

・親切に対応いただき、気持ちよく使わせていただいています。

・いつも使用させていただきありがとうございます。

・駐車場が広く無料で助かります。

・坂の上で駅から遠いので大変

・虫が多い

・また単発で編み物教室等楽しみにしています。

・またワークショップの開催をして頂きたいです。

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＞

・いつもありがとうございます。

・親切に場所を教えていただけて助かりました。

・いつも利用させていただき有難うございます。

・グラウンド整備（トラクター）を朝早くからしてくださり、大変感謝申し上げます。

老朽化した設備（フェンス）の補修をお願いします ご意見を頂き、ありがとうございます。今後、検討して参ります。

ご意見を頂き、ありがとうございます。直ちに点検し、補修をいたしま
す。

外野ネットの下方に抜け穴あり、修理願いたい

車の出入りが危険なので、駐車場入り口を広げていただきたい
ご意見を頂き、ありがとうございます。駐車場につきましては、公園管
轄課との協議が必要となりますので、今後の検討課題とさせていただき
ます。

レフト側の応援場所の木が多い。夏場は虫が増えるのでもう少し
切って頂けると快適

ご意見を頂き、ありがとうございます。該当の木々は高司グラウンド外
の管理となります故、管理者へ要望としてあげさせていただきます。

駐車場所の増加
公園を駐車場にしてほしい
県大会等の大きな大会の時、駐車場が少なく混雑するので、公園
を一時使用させてほしい

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。駐車場につきましては、公園
との区画が決まっており、拡張等困難です。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。

移動式ネットのキャスター交換して、移動しやすくしてほしい
ご意見を頂き、ありがとうございます。直ちに点検し、交換をいたしま
した.

高齢者の健康に役立つメニューを安価で提供いただきたい

サッカーゴールの運搬台車があると助かります、小学生には重た
いです。

ご意見を頂き、ありがとうございます。今後、検討して参ります。

予約が1時間単位ですが、30分単位で使用できても良いと思いま
す。

ご意見を頂き、ありがとうございます。現在のところ1時間毎での利用改
定はございません。ご理解賜ります様、お願いいたします。

会議室で地元の人が親睦できるようなことをしてほしい

ご意見を頂き、ありがとうございます。今後、より皆様が利用しやすい
施設を目指し、検討して参ります。

ご意見を頂き、ありがとうございます。どのようなイベントが提供可能
か、今後、検討して参ります。


