
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4年11月1日～11月30日　　
回答者：144名　（売布北グラウンド　93名　高司グラウンド　51名）

※ご利用者様からの回答の中で、未回答及び複数回答可がございますので、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

66 78 144

46% 54% 100%

（２）年齢内訳 （人）

20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 計

6 1 7 32 37 27 34 144

4% 1% 5% 22% 26% 19% 24% 100%

令和4年度（2022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

令和3年度

構成比

令和3年度

構成比

男女

（１）性別内訳

20代未満

20代

30代40代

50代60代

70代

（２）年齢内訳



（３）職業内訳 （人）

（４）住まい内訳 （人）

（５）来場方法内訳 （人）

会社員 自営業 公務員 主婦 その他 合計学生

36 141

3% 27% 5% 1% 38% 26% 100%

4 38 7 2 54

その他 合計

127 0 5 2 2 8 144

宝塚市 三田市 伊丹市 西宮市 川西市

6% 100%

車 徒歩 自転車 バイク バス その他 合計

88% 0% 3% 1% 1%

0 151

68% 4% 15% 13% 1% 0% 100%

102 6 22 20 1

人数

構成比

人数

構成比

人数

構成比

学生

会社員

自営業

主婦

その他

（３）職業内訳

車

徒歩

自転車

バイク

その他（５）来場方法内訳

宝塚市

三田市

伊丹市

西宮市

川西市

その他

（４）住まい内訳



（６）施設の利用頻度内訳 （人）

問２　利用施設 （人）

問３　利用目的 （人）

年数回 初めて 合計

1 21 50 48 7 11

ほぼ毎日 週数回 週1回 月数回 月1回

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

5 143

1% 15% 35% 34% 5% 8% 3%

構成比 16% 40% 9% 35% 100%

人数 26 63 14 56 159

仲間づくり・交流 その他 合計

103 13 10 14 20 21

練習 大会 教室 競技・体力向上 健康保持増進

1 182

構成比 57% 7% 5% 8% 11% 12% 1% 100%

人数

人数

構成比

週数回

週1回月数回

月1回

年数回

初めて
（６）施設の利用頻度

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

利用施設内訳

練習

大会

教室

競技・体力向上

健康保持増進

仲間づくり

交流

その他
利用目的内訳



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）

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

10 5 181

47% 11% 23% 3% 8% 6%

85 20 41 5 15

3% 100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

143

構成比 56% 25% 17% 2% 0% 100%

人数 80 36 24 3 0

合計

71 36 30 4 1 142

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

100%50% 25% 21% 3% 0%

人数

構成比

人数

構成比

広報

たからづか

施設ＨＰ

宝塚市ＨＰ

施設内掲示板

インスタグラム
その他

よく見る情報源

満足

やや満足

普通

やや不満（１）施設の清潔さ

満足

やや満足

普通

（２）施設の安全性



（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）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

143

36% 31% 27% 6% 1% 100%

51 44 39 8 1

合計

27 25 57 30 3 142

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

19% 18% 40% 21% 2%

143

41% 24% 31% 3% 1% 100%

58 35 45 4 1人数

構成比

構成比

人数

構成比

人数

満足

やや満足

普通

やや不満（３）備品の充実度

満足

やや満足

普通

やや不満

不満足
（４）交通アクセスのしやすさ

満足

やや満足

普通

やや不満
（５）施設の利用のしやすさ



（６）案内表示のわかりやすさ （人）

（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）

合計

37 31 57 15 1 141

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

26% 22% 40% 11% 1%

140

31% 21% 25% 21% 3% 100%

43 29 35 29 4

合計

86 39 17 0 0 142

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

100%61% 27% 12% 0% 0%

構成比

人数

構成比

人数

構成比

人数

満足

やや満足

普通

やや不満

不満足（６）案内表示のわかりやすさ

満足

やや満足

普通

やや不満

不満足（７）駐車場・駐輪場の使いやすさ

満足

やや満足

普通

やや不満
（１）スタッフの接客対応



（２）受付対応が適切で迅速か （人）

（３）スポーツ教室の内容 （人）

問7　施設の総合的な印象について （人）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足 合計

146

58% 26% 16% 0% 0% 100%

85 38 23 0 0

参加したことが無い 合計

34 17 27 1 0 61 140

満足 やや満足 普通 やや不満 不満足

44% 100%

期待以上 期待通り 期待外れ 合計

24% 12% 19% 1% 0%

人数 26 110 5 141

構成比 18% 78% 4% 100%

人数

構成比

人数

構成比

満足

やや満足

普通

（２）受付対応が適切で迅速か

満足

やや満足

普通

参加したことが無い

（３）スポーツ教室の内容

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



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

＜売布北グラウンド　その他　ご意見＞

いつもありがとうございます。

受付の方が親切で気持ちよく利用でき嬉しく思います。

トイレが綺麗でありがたい。練習試合に来たチームも喜んでいる。

グラウンドの開閉、駐車場の誘導等、気持ちの良い対応をしていただきありがとうございます。

シニアヨガがとても楽しい。先生に元気をもらってます。

いつも明るく対応していただきありがとうございます。スポーツする前でとてもテンションが上がります。

テニスコートへの階段の１段が高い、上り下りがしづらい。

駐車場代も不要だし、施設も清潔なので大変使いやすい。

＜野球場＞野球場の3塁側に観客席、喫煙所設置してほしい
敷地内は健康増進法及び受動喫煙防止等に関する、県条例の改正に伴い全面禁煙

としております。改めてご協力をお願いいたします（令和元年７月１日～）

＜野球場＞ハチが多い、ハチの巣の駆除をお願いします。 適宜、確認いたします。

理由 回答

＜野球場＞携帯電話（インターネット関係）が繋がりにくいのでWIFIを

付けてほしい
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。

＜野球場＞野球の試合の時などネットでビデオが撮りにくい
ご不便をお掛けしておりますが、安全上の観点から、建物に関わる事案につきま

しては変更致しかねますので、ご了承ください。

＜テニス＞扉に表示しているのにテニスコート1番コート利用中の後ろ

を通って移動する人が居る。

通路への誘導サイン等、今後も分かりやすいように掲示し、お客様へのお声掛け

も励行して参ります。

＜テニス＞試合で大半を使用することがあり、テニスコートの予約が取

りづらい。また駐車場も満車になる。

お客様へはご迷惑をおかけしておりますが、市及びテニス協会主催行事として

行っております。今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。

＜テニス＞テニスコートが空いていたら勝手に使って整備もしな人がい

る。監視カメラの設置をしてほしい

ご面倒をおかけしており申し訳ございません。カメラの導入については費用を算

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＞テニスコート夜間照明の設置してほしい
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。

＜テニス＞テニスコートを仕切るフェンスを設置してほしい、隣のコー

トにボールが進入した時などにトラブルになることがある
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＞テニスコートの使用時間を守らない方が居るので、入れ替え

時間等にアナウンスを流してはどうか

放送設備については近隣住民様への影響を鑑み、緊急時のお知らせ用として設置

しております。マナー面においては今後とも各利用者様へお願いして参ります。

＜施設＞施設の駐車場を増やしてほしい

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。

＜室内教室＞部屋がもう少しひろくなれば良い

床が冷たく床暖房があれば有難い

ご意見を頂き、ありがとうございます。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。

＜室内教室＞予約や欠席の連絡などを電話以外でもできるようにしてほ

しい。翌月の予約を早くとりたい。

ご不便おかけし申し訳ございません。ご予約時期につきましては、今後の検討課

題とさせていただきます。

＜施設＞通路からの見通しが悪く対面車とぶつかりそうになる時がある

敷地内道路が狭く、ご迷惑をお掛けしております。特に車の多い土日・祝につい

いては警備員を配置して誘導をしておりますが、ご利用の皆様には今後とも安全

面に配慮した運転をお願いして参ります。

＜施設＞シャワー室に共用のボディソープ、ドライヤーの設置があると

有難いです。

ご意見を頂き、ありがとうございます。現在のところお持ち込み可のみで、設置

の予定はございません。ご了承願います。

＜室内教室＞高齢者の健康促進に繋がる教室をお願いします。
ご意見を頂き、ありがとうございます。今後、より皆様が利用しやすい教室運営

を目指し、検討して参ります。



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＞

外からの応援がしにくい

公園の遊具が新しくなったので良かった

３塁側の応援席がもう少し整備されると良い

楽しく仲間に入れてもらっています

グラウンドは良く整備されています

駐車場を増やしてほしい

狭いので入れ替え時が危険

周辺駐車場がないので不便

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。皆様には引き続き台数の調整、乗り合い来場

等、安全に配慮したご利用にご協力をお願い申し上げます。

フェンスネットの穴があいている箇所が多く、外にボールが出る
長らくご迷惑をお掛けしております。最優先整備課題として取り組んで参りま

す。

備品が足りていない（サッカーゴール他） 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。

使用後に整備をしないで帰る団体がいる、開始時すでにガタガタで困

る。使用後の整備は徹底してほしい。

ご意見を頂き、ありがとうございます。グラウンド整備については都合のつく限

り、トラクターにより実施しております。ご指摘のマナー面においては今後とも

各団体に注意していただくようお願いして参ります。

予約してもナイターの時間帯が取れない

ご意見を頂き、ありがとうございます。同じようなご意見を多数頂戴していると

ころでございます。傾向として１週間前に空くケースも見られますので、システ

ムの確認をいただきまして、日程が調整できればお借りいただきたくお願い申し

上げます。

グラウンドに小石や凸凹が目立つ

土がパサパサで固い

ご意見を頂き、ありがとうございます。最優先整備課題として取り組んで参りま

す。

ナイター照明の料金が高い
グラウンド照明は屋外夜間の広範囲を照らすため、通常の料金より高くなってお

ります。どうかご了承ください。

トイレが外から丸見え

トイレが暗くて入りにくい

トイレを綺麗にしてほしい

ご意見を頂き、ありがとうございます。トイレの設計については市公園管轄課と

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。清掃につ

きましては今後も快適にご利用いただけるよう努めて参ります。


