
当館で実施いたしました来館者アンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。
アンケート結果は次のとおりでした。
お寄せ頂いた皆様の貴重なご意見は、今後の博物館運営の参考とさせて頂きます。

アンケート集計結果
○アンケート記入日：平成２４年８月１８日～２４日
○サンプル総数　　：２７４
○パーセント　　　：有効回答数を分母に計算しております。

設問１　当館の利用状況についてお尋ねします。あてはまるものに○をつけてください。
（選択肢） 回答数 回答割合
ア.今日初めて 127 46.7

　 イ.２回～５回 115 42.3
　 ウ.６回～10回 20 7.4
　 エ.11回以上 10 3.7

有効回答数 272 100.0

２　当館・当特別展のことは何によって知りましたか。あてはまるものに○をつけてください。
（選択肢） 回答数 回答割合
ア.県のたより 25 9.4
イ.ポスター 13 4.9
ウ.新聞・雑誌 17 6.4
エ.学校 39 14.6
オ.旅行会社等 1 0.4
カ.ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ 2 0.7
キ.当館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 77 28.8
ク.口コミ 34 12.7
ケ.ﾁﾗｼ･ﾘｰﾌﾚｯﾄ 16 6.0
コ.その他 43 16.1
有効回答数 267 100.0

３　当館の満足度はいかがですか。５段階評価であてはまる数値に○をつけてください。
（選択肢） 回答数 回答割合
満足度１(小さい) 2 0.8
満足度２ 4 1.5
満足度３ 37 13.9
満足度４ 111 41.7
満足度５(大きい) 112 42.1
有効回答数 266 100.0

４　その他のご意見を伺います。
(1)当館で良いと感じる面がありましたら、ご記入ください。

（主なご意見は別紙のとおり）
(2)当館で不満に感じること、改善すべき点がありましたら、ご記入ください。

（主なご意見は別紙のとおり）
(3)ＳＥＩＳＡミュージアムシアターについて、ご意見・ご感想がありましたら、ご記入く
　 ださい。

（主なご意見は別紙のとおり）
(4)その他お気づきになったことがありましたら、ご記入ください。

（主なご意見は別紙のとおり）

県立の博物館に関するアンケートの集計結果（生命の星・地球博物館分）
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（以下、よろしければお答えください。）
５　あなたの年代をお答えください。あてはまるものに○をつけてください。

（選択肢） 回答数 回答割合
ア.19歳以下 82 34.5
イ.20歳代 5 2.1
ウ.30歳代 64 26.9
エ.40歳代 63 26.5
オ.50歳代 10 4.2
カ.60～64歳 6 2.5
キ.65歳以上 8 3.4
有効回答数 238 100.0

６　ご職業等をお答えください。あてはまるものに○をつけてください。
（選択肢） 回答数 回答割合
ア.小学生 59 25.5
イ.中学生 21 9.1
ウ.高校生 0 0.0
エ.大学生・専門学校生 1 0.4
オ.教職員 6 2.6
カ.公務員・会社員 48 20.8
キ.自営業 11 4.8
ク.主婦・主夫 79 34.2
ケ.無職 6 2.6
有効回答数 231 100.0

７　住所をお答えください。あてはまるものに○をつけてください。
（選択肢） 回答数 回答割合
ア.神奈川県 177 75.0
イ.神奈川県以外 59 25.0
有効回答数 236 100.0

８　どのような交通手段で来られましたか。あてはまるものに○をつけてください。
（選択肢） 回答数 回答割合
ア.電車 64 26.4
イ.路線バス 4 1.7
ウ.観光（団体）バス 3 1.2
エ.自家用車 166 68.6
オ.徒歩 2 0.8
カ.その他 3 1.2
有効回答数 242 100.0

９　上記８．で　ア．電車 又はイ．路線バスとお答えになった方に伺います。
　　当館までの交通費は出発地から片道お一人、どのくらいかかりましたか。
　　あてはまるものに○をつけてください。

（選択肢） 回答数 回答割合
ア.300円以下 11 14.3
イ.300～500円未満 15 19.5
ウ.500～1,000円未満 27 35.1
エ.1,000～2,000円未満 14 18.2
オ.2,000円以上 10 13.0
有効回答数 77 100.0

注：「設問の９」の有効回答数の中には 設問の８ で ア.電車 又は イ.路線バス
　　とお答えになった方以外の方からの回答も含まれております。
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別紙（自由記述欄にいただいた主なご意見） 

※原則として原文のままですが、表記の統一をさせて頂きました。 

（様々な観点からの貴重なご意見をいただきましたので、予算の範囲内において、引き続

き運営改善に努めて参ります。今後とも皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます） 

４ その他のご意見を伺います。 

(1) 当館で良いと感じる面がありましたら、ご記入ください。 

○見る物がいっぱいあってとても楽しかったです。一日では足りない感じで

す。 

○展示内容の規模が大きく迫力がある。 

○地球の出来るまでよく理解できました。 

○いろいろなイベントがあって楽しい。 

○いつ来ても充実、家族で楽しめます。特別展はいつも楽しみにしています。

今回もよかったです。 

○小さい子が多く明るい博物館ですね！！展示方法も工夫されていて面白か

ったです。 

○夏休みなど宿題に出来る参加イベントがありとても助かりました。子供も

楽しく参加出来たようです。 

○前は子供と来ていました。今回は小学生の孫と来ました。子供の勉強もか

ねて見学出来良かった。 

○展示に触れることができる。 

○すごく立派で完成度が高い。あまり知られてないのに、正直期待してなか

ったが、充実した内容で、また来たい。 

○広々として良いと思います。実際に触ってみる事が出来る物が多く、ただ

見るだけよりも楽しめました。 

○子供がまだ幼少なので、“難しい～”と言っていましたが、興味のある動

物などは楽しそうに見学していました。 

○ゆっくり見れる。お弁当持参すればお金もかからない。 

○休める所がたくさんあって妊婦には助かります。ただもう少し涼しいと、

うれしいですが、節電で仕方ないですよね。おみやげにオリジナルのお菓

子があるとうれしいです。 

○駐車場・子供料金が無料なこと。 

○実物大の展示が多く迫力がある。手で触れられる展示が多いのも良い。体

感することで理解が深まる気がします。 

○ミュージアムシアターが子供むけに出来ていて楽しめた。 

(2) 当館で不満に感じること、改善すべき点がありましたら、ご記入くださ

い。 

○展示物の説明がもっとわかりやすく、親しみやすくされるといいと思う。 

○ビデオ、ＰＣなどの画像にたよらず、博物館としての、本物、ハクセイ、

モゾウ等を多くすべきと考える。 

○４時半閉館は早過ぎる。 
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○トンボ展は単なる種類の展示だけでなく、トンボが何故そのような形なの

かや、羽の構造などの説明もあるとよかった。 

○環境の展示コーナー、解説だけで人があまり足を止めていませんね！写真

の展示等あるといいかも！ 

○７１０円高い。 

○自分で動かせる装置があればもっと楽しい。 

○もっとすずしい方がいい。 

○小さいモニターやラジオなどで展示物の前で説明が聞けるものがあると低

学年の子でももっと楽しめると思います。 

○シアターの時間をもっと増やして欲しい。 

○もっと全国的にアピールしたほうが良いと思います。 

○説明文の漢字に仮名がふってあると低学年の子どもも自分で読めるのです

が・・・。 

○もっと知名度が上がるようにアピールすれば、県外からも来場者が増える

のでは。勿体ないです。 

○ステップの場所が暗くてつまずきやすい。 

○調整中の映像モニターが多い。はやく修理してほしい。コインロッカーで、

もっと大きいサイズを用意してほしい。総合受付で割引券が買えるように

してほしい。わざわざ自動券売機まで移動するのは面倒である。 

○水飲み場で子供が自分一人では高すぎて大人が子供を持ち上げないと水が

飲めない。 

○映像が古いものが多い。 

○何度も来ているので、いつも同じ感じ。1年に1度くらい大改装して、リピ

ーターでも楽しめるようにしてほしい。 

○学校別集団学習（夏休み等利用して）・・・学年別に学校側に提案しＰＲ

して下さい。 

○遠足で来ている子供がうるさくて、落ちついて見られなかった事があった

から、うるさい場合は注意してほしい。 

(3)ＳＥＩＳＡミュージアムシアターについて、ご意見・ご感想がありまし

たら、ご記入ください。 

（機器故障のため、「生命の星・地球奇跡の旅立ち」及び「生命の星・地球生命

の輪舞」の２番組がご覧いただけない状態にあることをお詫び致します。） 

○観るだけでなく、参加できるのが楽しかった。 

○上映回数・期間を増やしてほしい。 

○今回は見たいといいませんでしたが、次回までに直っているともっとたの

しめたと思います。 

○上映回数をもっと増やしてほしい。１日２回は少なすぎる。２番組が上映

不可なら、入館料を安くしてほしい。 

○内容がいつも一緒だから１回見れば十分。 

○新しい企画をお願いします。一通り見てしまったので。 
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○参加型クイズは楽しめた。 

(4) その他お気づきになったことがありましたら、ご記入ください。 

○エントランスホールのビデオの音声がよく聞きとれない。 

○いつもありがとうございます。これからもがんばってください。 

○安くして下さい。 

○手に触れて感じられるコーナーとか参加型（クイズなど）がもっとあれば

よかったと思います。 

○学芸員やインタープリターの方がもっといてくださったら質問できるのに

な、と思いました。最近の博物館や科学館は人に力を入れている所が多い

ですよね。 

 ○入口と出口が同じだったようですが。すいている時はよいのですが混んで

いる時はわかれていた方がよいのでは？ 

 ○館内は声を上げたり、走ったりさせない！！（見学マナーを子供の時から

学ばせる） 
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