
総合体育館 147

野村運動公園 352

ふれあい体育館・運動場32

三ツ池運動公園・テニスコート102

武道館 12

総合体育館 92

弾正テニスコート 36

弾正公園多目的広場11

グリーンスタジアム8

YMITアリーナ 253

野村グラウンド 100

ふれあい体育館 23

ふれあいグラウンド8

三ツ池運動公園グラウンド55

三ツ池運動公園テニスコート47

武道館 12

23%

54%

5%

16%

2%

アンケート提出窓口

総合体育館

野村運動公園

ふれあい体育館・運動場

三ツ池運動公園・テニス

コート

14%

6%
2%

1%

39%

15%

4%

1%

9%

7%
2%
日頃利用する施設

総合体育館

弾正テニスコート

弾正公園多目的広場

グリーンスタジアム

YMITアリーナ

野村グラウンド

ふれあい体育館

ふれあいグラウンド

三ツ池運動公園グラウンド

三ツ池運動公園テニスコート

武道館

645件の回答

645件の回答



10代 106

20代 30

30代 30

40代 104

50代 65

60歳～64歳 40

65歳～74歳 148

75歳以上 121

会社員 86

公務員・団体職員 13

自営業 12

パート・アルバイト97

主婦 176

学生 108

無職 138

16%

5%

5%

16%

10%6%

23%

19%

ご利用者年齢

10代

20代

30代

40代

50代

60歳～64歳

65歳～74歳

75歳以上

14%

2%

2%

15%

28%

17%

22%

ご利用者の職業

会社員

公務員・団体職員

自営業

パート・アルバイト

主婦

学生

無職

644件の回答

631件の回答



ほぼ毎日（週4回以上）6

週2回～3回程度 136

週1回程度 341

1ヵ月に1回程度 93

半年に１回程度 45

1年に１回程度 11

草津市 457

守山市、野洲市、栗東市75

大津市 72

滋賀県内 27

滋賀県外 11

1%

21%

54%

15%

7%

2%
ご利用頻度

ほぼ毎日（週4回以上）

週2回～3回程度

週1回程度

1ヵ月に1回程度

半年に１回程度

1年に１回程度

71%

12%

11%

4%

2%
ご利用者の居住地

草津市

守山市、野洲市、栗東市

大津市

滋賀県内

滋賀県外

ご利用者の移動手段

637件の回答

642件の回答



徒歩 73

自転車 163

バイク・自動車 409

バス 4

電車 40

平日 472

土日、祝祭日 150

特に決まっていない28

11%

24%

58％

1％ 6%
ご利用者の移動手段

徒歩

自転車

バイク・自動車

バス

電車

73%

23%

4%

ご利用日

平日

土日、祝祭日

特に決まっていない

643件の回答

642件の回答



午前 359

午後 217

夜間（17時以降）105

スポーツの練習 421

健康づくり 227

スポーツの大会 31

スポーツの観戦、応援9

53%
32%

15%

ご利用時間帯

午前

午後

夜間（17時以降）

421

227

31
9

スポーツの練習 健康づくり スポーツの大会 スポーツの観戦、応援

ご利用目的
644件の回答

638件の回答



家から近い 243

料金が安い 112

昔から利用している161

安心して利用している137

所属チームの練習場所74

野村テニスコートが使用できない5

スポーツの練習 4

会社が近い 3

大会出場・応援 4

施設がきれい 2

冷暖房完備 1

不満 40

やや不満 63

普通 287

ほぼ満足 131

非常に満足 115

40

63

287

131
115

不満 やや不満 普通 ほぼ満足 非常に満足

開館日や利用時間、手続きについて

243

112

161

137

74

5

4

3

4

2

1

0 50 100 150 200 250 300

家から近い

料金が安い

昔から利用している

安心して利用している

所属チームの練習場所

野村テニスコートが使用できない

スポーツの練習

会社が近い

大会出場・応援

施設がきれい

冷暖房完備

ご利用理由
604件の回答

636件の回答



上記選択の具体的理由

ネット予約にして欲しい

月毎にコートが取れると良い。

月一抽選会をしてはどうか。

電話予約（イベントなど）ができるのは嬉しい。

何回も申し込みに通う様になっている。せめて1ヶ月をまとめて申し込めないものか？

申請を以前のように月単位にしてほしい

19時まで受付してほしい

一カ月単位で取れればいい

ネットから予約申し込みできるようにしてほしい

午前9時～12時半　または9時から1時　午後1時～17時　1時半～5時半

料金が上がり、利用時間が変わった。

ネット申請できない

ベルトの手渡し1.2分位は大目に見て下さい

10分前は厳しい

1ヶ月毎に予約がとれるようにして欲しい

予約をまとめてとりたい

月に一度1ヶ月分の予約ができると便利

自分で申請していない

時間余裕があるから

健交クラブの利用しているから

月に1回で1か月の予約をして欲しい

1か月まとめて予約できるようにしてほしい

電話予約

月に1回まとめて申請書を提出したい

月に1回まとめて手続きができるようにして欲しい

月に一度まとめて手続きにしてほしい

手続きを月単位にして欲しい

月1回にまとめて申請書を出せるようにして欲しい

月毎にまとめて取れるようにしてほしい

ネット予約等にしてほしい。この場に来館して予約するのが...。

毎回申請に来るのが面倒

毎週申請するのは大変　　まとめて取りたい

単発ではなく定期的に借りているので1か月単位で申請をさせて欲しい



利用時間帯を延長してほしい。

インターネットや電話での予約ができるともっと良い

複数日利用予約する時申請書数が多すぎる

コートは空いている時が多いので、取りやすく満足している。

キャンセルが1回でもできれば良い。

火曜日祝日開館した次の日の休館をやめてほしい

体育館でフットサルができたらうれしい。

ネットで予約したい。

自分でとってないのですみませんよく知らないです。

年間予約できるようにしてほしい

早い目に予定がたてれる

いつも丁寧にやって下さる

手続きや時間など柔軟な対応

月予約にして欲しい

火曜日も利用したい。ハンドルの受け渡しをせめて15分前にしてほしい

ハンドル、白帯の貸出を待っているのにもかかわらず、1,2秒前でも待たされます。

もうすこし早くベルト（鍵）を渡してほしい。準備に時間がかかるため！

10分前の手続きを伸ばして欲しい

ネット予約がBetter

3か月後の予約申請を日にちでは無く曜日にして頂きたい！！

3か月の予約申請を日にちではなく曜日にしてほしい

午前の利用時もう少し早く鍵を貸してほしい

申請や許可用紙が多すぎ、紙の無駄使い

グランドの状態が悪い

長い時間使える

いっぱいの時間使える

速い手続きになった。

まとめて一ヶ月程度予約出切れば良いのに…。

連絡する時間が限られている



不満 12

やや不満 65

普通 211

ほぼ満足 203

非常に満足 151

上記選択の具体的理由

カーテンをつけてほしい。窓が開けられないのであつい

まぶしすぎる

使用後の掃除の後始末が悪い

床のラインがない

照明がやや暗い

環境が良いから

卓球フェンスが弱い

空調関係以外は満足

更衣室が遠い

料金がやや高い

きれい

喫煙できる場所が少なく今は遠い

照明の位置が競技で敵冊でない

雨漏り

サブアリーナがまぶしい

雨もり直していただきたいです

更衣室が冬寒くてぬげない

雨もりがひどい

12

65

211
203

151

不満 やや不満 普通 ほぼ満足 非常に満足

施設・設備の感想
642件の回答



窓にカーテンが無いから見にくい

コートの方向がやや西に向いているので太陽がまぶしい。真南に向けてほしい。
コートの状態が悪い。オムニコートにして欲しい。

コーンがもっとほしい

靴を袋に入れるのが面倒

トイレはきれいになったが、他の所が古く汚い

いつもきれいに掃除して頂いてスッキリしてます。

整備されているが砂が多い

夏の日影がほしい。

テニスコートの土のコンディションがわるい。

コートがガタガタ

シャワー・トイレ非常にキレイです。

天窓の調整もしやすい、更衣室もきれい

料金、グラウンドの広さ

トイレをもう少しキレイにしてほしい

古い。

コートの向きが悪い。眩しくてやりにくい。

イレギュラーバウンドが多い。

ナイター設備やスパイクの裏の清掃器具の配備を望む

倉庫の出入り口の開閉がしにくい

アリーナ内での水分補給を考えてほしい

9人制のバレーのラインがない。お茶を飲むのがたいそう

整備が整っている。

靴を毎回ビニールに入れるのが面倒

職員の方は皆さん親切だが、電話で予約できたらと思う。

サブアリーナのまどがまぶしい。シャトル見えない

サブアリーナの窓がまぶしい

ナイター設備があればよい

サブアリーナは窓をブラインドできないは残念。バドミントンがまぶしくてしずらい！

窓が開けられない

夏に窓が開けられない、エアコン代が高い。カーテンがなく眩しい。

飲食できない

サブアリーナのカーテンを早くつけて欲しい

アリーナ内での水分補給をもっと簡単に可能にして欲しい

靴ベラがなかった。

カーテンがない

キレイです。バドミントンのライン引きが手間です

グラウンドの水はけが悪い

更衣室が遠いのでマイナス1です。



不満 1

やや不満 29

普通 230

ほぼ満足 194

満足 188

イレギュラーが多い

前回利用した団体が掃除不十分

前に利用している人たちの掃除があまりできていない。

武道室の利用なので他のチームは一緒ではないから気楽！

ライトがまぶしい！！コートがでこぼこ

きれいなグラウンド

テニスコートの状態が非常に悪い。

日よけ場所がない。日光がまぶしい。

雨天も疑いが髙い時のキャンセル今降ってるかand将来降る予報でキャンセルできる

トイレがきれい

備品（卓球台）のキャスターに油をさして、動きやすい様にお願いします。

更衣室がない

グランドの整備不足①デコボコ②芝目を細かくそろへよ

芝の整理等を定期的にやってほしい

とてもきれいだった

もう少し砂を入れて欲しい

照明代が高い

雨漏りでコートが使えない時がある

1 29

230

194 188

不満 やや不満 普通 ほぼ満足 満足

職員の対応やマナー642件の回答



上記の具体的理由

にこやかに対応してくださる。

ていねいに対応して下さるし、感じが良い！

電話での問合せ時に返答が遅い

丁寧な対応で又利用したいです。

融通がきかない、利用者目線へ

柔軟な対応をお願いしたい

一つ一つ丁寧に教えてくれる

午前のスタッフは対応が悪い、午後のスタッフは対応が良い

アイサツ・会釈気持ちよくして下さいます。

皆様笑顔できもちいい　少しおそい

丁寧で挨拶もさわやかです

笑顔が良い人がいる。

受付に不備あり

親切

親切・おもしろい

優しく、一つ一つ丁寧に教えてくれる

覚えてくれている

礼儀正しい

楽しく活用させて頂いてます

昔からよくしている。

領収書用紙の無駄使いだと思う

対応が素早い。気軽に話していただいて楽しい方ばかりです。コートの水取等をして頂いて
ありがたい。



不満 3

やや不満 0

普通 369

ほぼ満足 9

満足 249

上記の具体的理由

個人で利用させてもらってます。きれいなまま周囲も含めて禁煙でお願いします。

やりたい教室があれば参加したい。

申し込みシステムが変更されれば継続して利用したい。

ずっと使用予定

レッスン、同好会として

健交クラブを継続します

距離がある。

開門時間8時30分にしてほしい。

近くて便利。利用料金も手頃。

草津バウンドテニスクラブ

健交クラブで引続き利用します

次回申込みます

クラブのサークル会場のため

健康で続けられたら

料金

定期でまた利用します

近いので利用したい

家から近いし建物も美しい

継続し利用したい

担当、スタッフの方々の協力得て助かっている。

値段が高すぎる

3 0

369

9

249

不満 やや不満 普通 ほぼ満足 満足

今後の利用予定
630件の回答



いつも満足して帰っている。

出来れば新しい体育館を利用したい

他に選択肢がない

スクールにも行ってるので

今後共利用させてほしい

毎週練習をする

特になし

また使いたいです

65歳以上の料金が半額のためありがたい。

施設は良いので使用したい

利用料金が安いから

夏に着替え場所がない。街から離れて遠い。

コートの状態が悪い

今後も利用させてもらいたい

いつもお世話になります

クラブに任せてます

バトミントンの練習をする為

十分な広さがある。使いなれている。

サークル　ホームコート

一般の人でも練習に使えるから

芝の状態（刈込）

もっと近くにテニスコートができない限り利用する

早く野村コートを造ってほしい。

芝の状態　ヨイ

きれいな所で教えて頂きよかった

よろしくお願いします。

料金について不満

利用料金の値上がりと時間の区切に不満があります

いつも気持ちよく利用させていただいております



利用時間の延長 34

休館日の変更や廃止35

利用料金の値下げ179

競技用具・器具の充実86

予約などの利用手続きの簡素化153

教室や講座、イベントなどの充実62

職員マナーの向上 19

利用可能な競技種目の拡大14

その他のご意見

バトミントンコートラインを引いてほしい

サブアリーナのセンターにネットがはれるとよい。

③については年金生活者には助かる。

障がい者でも利用できる講座を増やしてほしい

 電灯の補修、更衣室の空調施設

 鍵は現在10分前に渡されるが、30分前に渡してもらえないか（準備、着替えもあるので）

1ヶ月単位にしてほしい（月3回利用の場合→3回分をまとめて申し込めるようにしてほしい）

体育館で水分をとりたい

ラインテープが貼ってあるととても助かる

ラインテープが貼っていればいいなと思います

 電気代は当日以外も払えるように

 1か月分まとめてとれるように

13：00を12：00もありに

毎日が体育館とりとは...この便利なご時世あまりに時代遅れではないでしょうか

しかも受付窓口に来ないと取れないとはあまりに○○○○すぎるのではないでしょうか

一枚の申請で何日分もできるようにして欲しい

毎回、メインアリーナのラインを貼る必要があり、その労力と時間がもったいない

メインアリーナのラインを付してほしい。水曜日の休館を止めるー交替勤務等にて対処

照明代金や空調料金を利用しやすい代金にして欲しい

イベントなどの充実

抽選会の時、受付に行く前に確認できる様に大きく表示して欲しい

6%

6%

31%

15%

26%

11%

3%
2%
今後やってほしいこと

利用時間の延長

休館日の変更や廃止

利用料金の値下げ

競技用具・器具の充実

予約などの利用手続きの簡素化

教室や講座、イベントなどの充実

職員マナーの向上

利用可能な競技種目の拡大

433件の回答



冷暖房の料金を安くしてほしい。

フットサルを横向きにコート作りさせてほしい

クーラー他の利用料金が高い

テニスコートの整備(土のコンディション)

周囲に樹木がなく、日影もなく、照り返しが強すぎる。

テニスコートの整備(土のコンディション)

イベントなどの充実, 剣道場利用時間の10分前に鍵を渡されるのはせめて30分前にしてほしい。

毎週予約申請を1ヶ月に1度1ヶ月予約出来るように希望

このままで良いです。

マシーンジムをおいてほしい

今は特になし

 利用料金が高い

使用料金を見直してください

ナイター設備の新設

壊れているベンチが多い

なし

コートの状態や面数を増やしていただかないと、草津市内の大会もできない。

個人でも借りられるのですか？

総合体育館のように料金を安値にしてほしい。予約をカード化にして、住所、利用者の名前を

なくしてほしい。

テニスコートの整備をして欲しい。ボールのイレギュラーや一部土が柔らかいなど、テニスをする環境とは思

えない。

予約申請の仕方が3ヶ月の日にちでは無く、曜日にして頂きたい

（例　11/27（水）→2/27（木）を止めて　11月第4週（木）→2月第4週)

予約申請の仕方が3か月の日にちでは無く曜日にして頂きたい

卓球台のキャスターの動きが悪い　周囲に置くガードをもっとしっかりした物にして欲しい

野村テニスコートの早期再開を望む

駅から遠い

芝刈りやグランド整備はより専門的な人を確保

使用手続きが3ヶ月前とあるが各申込団体の関係者を集め、各希望事項を聞いてほしい

より人が集まるから

 65才以上の使用制限

電話での受付も可能にしてほしい　雨天のキャンセル時の判断を明確にしてほしい

夏のパラソルをもう一つ増やして欲しい。

キャンセルがきかない　コート取りの時間が中途半端

市民の施設あるのだから、市民目線で親切にしてほしい。

屋根付きの休憩場所がほしい。競技用具の保管場所があれば。出来ればオムニコートにしてほしい。

サッカー、野球使用後の整理をしてほしい。

ネット、電話での予約

新しい設備にしてほしい。



ない 414

ある 107

頻繁にある 5

お気に入りの記事、内容等

特になし

予約状況

特になし。時間確認等。

予約の確認

利用時間や空き状況のみ

予約状況を見ている

各体育館の利用状況がわかりやすい。

施設予約状況

テニスコートの予約状況

コートの空状況、非常に便利です。

予約状況の確認

テニスコートの空き状況

雨天時のレッスン状況が判るので良い

総合体育館のように料金を安値にしてほしい。予約をカード化にして、住所、利用者の名前を

なくしてほしい。

 真夏に日光を避けられる日除けがほしい

曜日、時間帯、もっと選択の選択肢の巾を広くしてほしい。

クラス別にしたい。上・中・初など

まとめ予約が出来れば良い。

414

107

5

ない ある 頻繁にある

ホームページ閲覧数
526件の回答



施設運営についてご意見・ご要望

コートの（体育館）取り方を時代に見合った便利なものにしてほしいです

いつもアンケートがあれば書いてますが却下されています

大会などの予定、グランド使用スケジュール

多目的広場の空き情報やネットでの申し込み可能化

イベント情報

野球道具貸出可

教室の雨天中止の連絡がタイムリーだと便利

同じ町内が名前を変えて来る人も変えて毎日とか午前と午後に利用している事があるみたいです。

 少し考えて下さい。

ネット予約ができるようになって欲しい。

予約ページ

細かな施設内の景観

特になし

予約しやすくしてほしい

スマホ対応のページを開設してほしい。

夏季、更衣室に扇風機を増やして欲しい。一つでは足りないです。 出来ればパワーあるものが良いです！

以前までは午前中の使用時間12：00で良かったのですが今年から13：00になったので時間があまり、

人も12：00で帰る人が多いので困っています。私たちの希望は午前中の使用は12：00にして欲しいです。

利用時間が以前は午前は9時～12時まででしたが理由は分かりませんが体育館の方の変更で9時～13時までにな

り料金も1時間分値上がりしました。以前のように9時～12時までの利用を可能にしてください。

いつもありがとうございます。

コート取りですが、ホームページがあるのであれば、電子化できないでしょうか？

自転車を以前のように近くに置かせて頂きたいです。 是非お考えよろしくお願いいたします。

もう少しわかりやすくしてほしい

ネット予約

体育館の予約をネットでとれるようにしてほしい

高齢者向けでのスポーツ

分からない

ヨガなどの教室の案内

イベント案内

講座の申込みなどがホームページからできるようになってもいいのでは

ホームページにどのような内容や記事があればよいと思いますか？

水分補給をアリーナ内でできるようにしていただきたいです

今後のイベントとかを詳細に分かるようにしてほしい



施設に関してですがサブアリーナの上の窓が明るすぎるためボールが見にくいので

カーテンかブラインドを設置して頂ければありがたいです

エアコン代がお安くなればありがたい。

カーテンを付けてほしい

予約を月単位か年単位にして欲しい。

講座の種類を増やして欲しい イベントの種類を増やして欲しい

毎回テープでラインを引くが競技時間が制限されもったいない

窓が開けられないのにエアコン代も高く、夏は熱中症が心配。

カーテンがないので眩しくプレーしにくい。

サブアリーナの南側の窓にカーテンまたはブラインドをつけてほしい

メインアリーナについてもラインを引いてほしい。

貴重な財産であり3項で記入したとおり、休館日をなくす工夫をしてほしい

女性職員2人が常に玄関受付に立っている必要があるのか

夏期に冷房を入れないと非常に暑い。外気との換気装置を運転して欲しい。冷房代が非常に高いため

夏場の空調器利用金を少し安くして頂けるとありがたいです。

照明がやや暗く感じる （今後施設の手直しの際）電動に閉まるカーテンにしてもらうと大変ありがたい

冷房代を安くしてほしい

空調の利用ができると一層良いと思う

使用料の値下げをして欲しい

予約を月ごとに1回で取れるようにして欲しい

エアコン料金が高すぎて使用しずらいのに窓が開かないので暑すぎる

窓にカーテンがほしい。まぶしすぎてプレーができない

窓開けれないと言うことは夏場、エアコン絶対しないと

だめな状況におかれるのにエアコンの料金が高くて困る。

モップがけのあと掃除機で吸い取らずにモップをよせてそのままにしている人がいるので

しっかり説明して欲しい。

卓球のゲート（仕切り）がお粗末です。

新しいアリーナで気持ちよく楽しんでます。ありがとうございます。

特にないです。

バウンドテニスの時窓がまぶしくてカーテンがあればありがたいです

いつも利用させていただいてありがとうございます。

アリーナは換気ができるようになれば夏場も利用しやすい。

午前の利用時間は前回のように9：00～12：00にしてほしいです。

特にございません　満足しています

体育館の行事予定表があれば何かの行事に参加しやすい。予定がわからない。

新しくて利用しやすい

もう少し飲み物＆食べ物もさせてほしい

電灯の設置場所が不規則のため暗い場所がある 用具の預かりをして欲しい（毎週利用のため）

コートの照明は計算されているとのことですが利用する側としては暗い 1か月まとめて申請したい

照明の配置で暗い



プールがあると嬉しいです。

公共の施設なので皆に公平に利用して頂く主旨はわかるが

①申し込みに何日も通うのは大変。週単位→月単位にしてほしい（又は3ヶ月に一度等）

サブアリーナの窓が明るすぎてスポーツしにくいです。 ケガをするのでカーテンなどを考えて下さい。

スポーツの練習に来ているのでアリーナ内で飲み物が飲めないのはつらいです。特に夏場はこまめに水分補給

したのですが、　それが出来ず不便に思います。

アリーナ内でドリンクを飲めるようにして欲しい

体育館で敷物がないと飲み物が飲めないのは変だと思う

サブアリーナのまどがとても非常にまぶしくてシャトルが見えません。

ケガの元です。早急に何とかしてください。

アリーナ内で飲み物が摂取できないので夏は熱中症になりそうだった。

アリーナ内で飲めるようにしてほしい

職員の方が親切で、グラウンドもプレーしやすい。

グラウンドの整備、凸凹が多い。夜に水まき（週3回）をお願いしたい。便所の清掃をお願いしたい。

会場申請手続きの簡素化

グランドの水はけが悪い。 グラウンドを散水してほしい（使用前に）土埃で近所に迷惑がかかる。

硬式テニスコートの設置予定はありませんか？

いつも丁寧に対応して頂きありがとうございます。

よるヨガに満足しています。先生がわかりやすく丁寧で、時間帯、料金ともに利用しやすいです。

いろいろな企画を楽しみにしています。

スリッパが少ない。靴を履き替えるのが面倒。更衣室が遠い。

眩しいのでカーテンをつけてほしい 夏暑いので風が通るように窓を開けれるようにしてほしい

施設には万足ですが利用する時の電灯代をもっともっと安くしてほしいです。

いつもスクール活動を円滑に行わせて頂いています。今後ともよろしくお願いします。

ゲート早く開けてください。

ゲートを早く開けてほしい。

グラウンドが整備されていてプレーし易い。

水はけをよくしてほしい。

グラウンドがいつも整備されていてありがたい。

健・交スポーツ以外でピンポンを利用しています

申し込時は毎回の申請ではなく月一回まとめて申請できればと考えています

窓が開けられないのにエアコン代も高く、夏は熱中症が心配。

カーテンがないので眩しくプレーしにくい。

ヨガですが休んだ時にほかの曜日の講座に振り替えできると良いのですが

眩しい。カーテンが欲しい。 冷暖房が高い。

ラインテープの件、養生テープでもよいかご検討下さい。

(スポーツラインテープより弱い粘着力であり床を痛めることがありません）



いつも楽しく利用させて頂きます！！ありがとうございます！！

更に良くなるように「管理を十分にして頂ければ」幸いです。

新しい体育館ができ楽しみにしていたのですが使用料金の高さに驚いています。

前の方が良かったと思うことがあります。

野村コートがなくなり、仮のコートとして三ツ池コートを利用しています。仮のコートではあるのですが、土

の状態が悪すぎて（ボールがイレギュラーする）練習も、ままならず。早く、野村コートを造っていただく

か、三ツ池コートに手を加えていただくかしてほしいです。また、4面では　大会も開けず困っています。よ

ろしくお願いします。

祝日が、火曜日になるのはほんの数日しかないので、翌日を休館にしないでほしい。

満足しています。

ロッカーきたない。洗面台も汚い。女子トイレのドアが壊れている。

入口のドアが閉めにくい、取手をつけてほしい。

職員さんを今まで通り変えないでください。

今後ともよろしくお願いします。

いつもありがとうございます。また、次回もよろしくお願いします。

体育館とりをネットで出来るようにして欲しい。

もう少し料金を下げてほしい。

温風（暖房）無料時間12：00～13：00だが、4月から利用時間枠が13：00迄に変わったので、

無料時間も13：00～に延ばしてほしい。

職員さんが親切

子供のサッカーで利用させてもらっています。ありがとうございます。

各種スポーツの大会の前には芝の刈込をぜひお願いします。

なし

いつもお世話になり、大変助かっております。今後ともよろしく

料金を安くしてほしい。

駐車場の入り口が暗いのでもう少し明るくしてほしいです。

楽しく利用させていただいてます

家族ふれあいチャレンジデー？だったか忘れましたが休日に家族で無料開放してバドミントンやバレー、

卓球、テニスなどが出来るようにしてほしい。

利用料金を見直して下さい

①下靴を袋に入れて下駄箱に入れるのが非常にめんどくさいです。もう少しいい方法はないでしょうか。全国

色々な体育館に行きますがこの様なことはどこもありません。人数が多い大会では大変だと思います。

②サブアリーナの窓を開けられるようにしてほしい。

下靴を袋に入れて置くのはいつまで必要なのか。

夏、サブアリーナの換気の為の窓が開けられないのはどうかと思いました。

イナズマフードフェス、大相撲見に来ましたが汚れ防止に床に貼っている紙がボロボロになって汚い感じだっ

た。

横の道を広げてほしい。靴を脱ぐのが面倒。



芝生をきれいにしてほしい.(冬芝)

冬芝を撒いてほしい

とてもきれいな施設で、やりやすくてよいです。

芝をなるべく短く刈って下さい。出来れば週に一度くらいでお願い致します。

毎週利用させてもらっており、大変喜んでいます。 ただし、GG使用の芝生管理を充分にしてもらいたい。

①グランド整備をより丁寧に（利用者目線で）

②周一回の草刈り、芝刈り、グランド整備

③多目的広場の利用者（何のスポーツが多いか）利用スポーツの多い方に重点をおいた人材の確保

毎週の利用させてもらっていてありがたいと思います。

コート取りの時間、土曜日の朝からしてほしい。 2：30頃なら、1日どこも行けません。

1回毎の申し込みしているので申込者にとって大変負担になっています。

せめて、1カ月毎位にして欲しいです。

三ツ池公園のテニスコートを人工芝にするべきである。

現状では、使うのは無理ですよ。ソフトテニスでも人口芝の弾正コートを使っているでしょう！

Ｔ＆Ｓのバスケが月曜のみですが他の曜日も利用できると良いなあと思います。

早く野村のテニスコートを造ってほしい

弾正・三ツ池コートは家から遠く、自転車での来場は厳しい。早く野村テニスコートを完成してほしい。

テニスコートの充実。野村のテニスコートを早く作ってほしい。

冬芝を撒いてほしい

器具を増やして、いろんな人が利用できるようにする

施設の予約を1ヶ月とか1年とか取れるようにしてほしい。

ホームページを見ようと思います。

YMITのサブアリーナにカーテンをつけてほしい。 バトミントンはまぶしくて、利用しにくい

TMITアリーナ（サブアリーナ）の窓にカーテンをつけてほしいです。

バトミントンで利用したのですが、シャトルが見えなくて大変でした。

月1回で1ヶ月分予約できるようにしてほしい

コートの砂が少ないため滑る コートの修理状況が悪い（段がある）

鍵の受け渡しを15分前にしてほしい

雑草を刈っている時間を休みの日にしてほしい。（音がうるさくて話しが聞こえない）

ネットで予約できるようにして欲しい（追加分） 予約キャンセルをもう少し軽くして欲しい

日照（特に夏場がまぶしい） カーテン開け閉めの自動化’次期移設等改善の際強く要求してください

申し込みをもっと簡素にして欲しい

テニスコートの向きが野村のコートと違い、眩しくてボールが見にくく、午後はまったく見えない時がありま

す。オムニコートにもしてほしいです。日影が全くなく、夏は大変です。

オムニコートにしてほしい。夏場に日影を造ってほしい。一日中、太陽の光が目に入って眩しい。

コートの向きを変更できないでしょうか。

現在、利用でお世話になっています。 今後ともよろしくお願いいたします。

シャワー室キレイなの印象的です。

いつもありがとうございます。 笑顔の対応が気持ち良いです。



クラス別に教室してほしい。中級・初級など。

日影があるとありがたい。一部分だけが日影になるのではなく、屋根になるようなテントがほしい。

コートの土をもう少しよくしていただきたい。

いつも丁寧に対応していただきありがとうございます。

職員さんには別に要望はありませんが、使用される方のマナーなどが気になります。エントランスにて談話な

どはいいのですが、ほかの利用者の道をふさいでいることがあるので少し考えてほしいところです。

アリーナ側から閉じるとき、取手がないのでつけてほしい。

テニスコート、イレギュラーが多い コートコンディションの向上をお願いします

コートの向き（普通南北の方向に造ってあるが東西なのか太陽がまぶしいし、夜は照明がまぶしい

オムニコートのようにはいかないまでももっと土を固めてほしい。

テニスを受講させていただいているのが、問合せ時にはラリー程度で十分と聞いていたが、実際はかなりハー

ドな内容で体験時に受講者を振り分けている。もう少し個人のレベルに合った指導内容でなければ知人に紹介

するのは無理である。受講していてもレベルアップにつながっているとは思えない。

球場がとてもきれいなので、だれでも楽しく使うことができると思いました。

ナイターをつけてほしいです。そうしたら利用可能時間がふえるからです。

いつもキレイに整備されてます

緑がたくさんあり、紅葉の時期はとても良い

いつも芝生の整備をきれいにされていて、満足しています。

更衣室・シャワー等の設置を希望する。

テニスコートの状態がひどすぎます。土が柔らかい個所では、踏ん張れずけがの恐れがあります。コート全面

でイレギュラーも多く、中学生の公式試合でも使用されているようですが、全面的に整備のことを考えていた

だきたい。オムニコートにすることも検討願いたい。

芝生きれいにしてもらいありがとう

一ヶ月単位で予約できればうれしい

特になし

女性職員さんが親切です

芝生が少し短いです。

球場やテニスコートがきれいなので、良いと思います。


