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つくばキャンパスにおける ドミトリー整備計画に関するアンケ
ート
現在、⾼エネルギー加速器研究機構では、つくばキャンパスのドミトリー（共同利⽤研究者宿泊施設）の

 ⽼朽施設の改善及び国内外から訪れるユーザーのニーズにも対応した機能改善を図り、
 ユーザーの環境改善を⽬的として整備計画の実施を検討しています。

本アンケートでは、今後の事業計画の参考にするためのご意⾒等を伺い、
 より皆様のニーズに応えた施設の整備運営の資料とさせて頂きます。

 

実施期間︓2017年10⽉20⽇（⾦）〜11⽉6⽇（⽉）

注）アンケートの途中で前に戻るときは下段の「前へ」ボタンで戻ってください。ブラウザの「戻るボタン」を押すとエラーにな
ります。
 
実施期間︓2017年10⽉20⽇（⾦）〜11⽉6⽇（⽉）

このアンケートは全部で 29 問あります。

A.アンケート回答者についてお答えください。

[]A-1.あなたの該当する項⽬をお答えください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 1.研究者

 2.⼤学院学⽣

 3.学部学⽣（⾼等専⾨学校の本科4年⽣以上の学⽣を含む。）

 その他  

[]A-2 あなたの性別をお答えください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼥性

 男性

[]A-3 あなたが滞在する主要なキャンパスを教えてください。(必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 つくばキャンパス

 東海キャンパス
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[]A-4 あなたが実験等でドミトリーに限らず、宿泊を要する頻度を教えてください。

以下からひとつだけ選んでください。

 0回（殆ど利⽤しない）

 1〜3回/年

 4〜11回/年

 12回以上

[]A-5 あなたのつくばキャンパス内ドミトリーの年間利⽤回数をお答えください。

以下からひとつだけ選んでください。

 0 回（殆ど利⽤しない）

 1 〜３回/年

 4 〜11回/年

 12回以上

[]A-6 あなたが実験等で宿泊を要する際に、よく利⽤する宿泊施設を教えてください。（必須） *

あてはまるものを全て選んでください。

 つくばキャンパス内ドミトリーまたはアパート

 周辺の⺠間宿泊施設を利⽤している場合は、施設名をその他欄にご記⼊ください。

その他:  

[]A-7 あなたが宿泊先を選ぶ際に重視する項⽬を教えてください。（必須・複数回答可） *

あてはまるものを全て選んでください。

 料⾦

 ⾷事つき

 設備の新しさ

 清潔さ

 部屋の広さ

 つくばキャンパスからの距離

その他:  
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[]A-8 あなたがつくばキャンパス内ドミトリーを利⽤しないあるいは利⽤したくない理由をお答えくだ
さい。

あてはまるものを全て選んでください。

 部屋にバス・トイレがない

 ⾷事環境が悪い

 設備が古い

 清潔でない

 部屋が狭い

その他:  
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B.つくばキャンパス内に新設を企画しているドミトリーについて

[]
B-1 新しいドミトリー（下記参照）が運⽤開始され宿泊できる場合、1泊当たりの宿泊料⾦はいくらまで
なら利⽤しますか。           参考画像︓
http://www2.kek.jp/usersoffice/Questionnaire2017/Dormitory-plan_JP.pdf

※⾚字はグレードアップした部分

 既存ドミトリー（バスなし） 新設ドミトリー(想定)

部屋の広さ 約14㎡程度 約16㎡程度

部屋の設
備     

シングルベッド・クローゼッ
ト・エアコン・机・椅⼦・電気
スタンド        

               

シングルベッド・ユニットバ
ス・クローゼット・エアコン・
机・椅⼦・電気スタンド・冷蔵
庫・ドライヤー

アメニティ タオル・浴⾐        
タオル・浴⾐・シャンプー・リ
ンス

共⽤設備

談話室・バス（各階1か所）・
 トイレ（各階）・洗⾯（各

階）・
 給湯室(各階) ・無線LAN

補⾷室・ラウンジ・洗濯室（男
⼥別）・エレベータ完備・無線
LAN（機能強化）

共⽤設備
 （別棟）

補⾷室(共⽤冷蔵庫あり)・
 バス（各階1か所）

 ・洗濯室（別棟）
 

 
（参考）現在のドミトリー宿泊料⾦及び周辺⺠間施設の宿泊料⾦
１・２号棟（バス・トイレ無・築38・34年） 1,500円／泊
３・４号棟（バス・トイレ有・築29・23年） 2,000円／泊

 東海ドミトリー（バス・トイレ有・築7・3年） 2,500円／泊 
 
周辺⺠間宿泊施設 5,740円〜／泊
 
 

 

あてはまるものを全て選んでください。

 2,500〜2,999円

 3,000〜3,499円

 3,500〜3,999円

 4,000〜4,499円

 4,500〜5,000円

その他:  

http://www2.kek.jp/usersoffice/Questionnaire2017/Dormitory-plan_JP.pdf
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C. ⽣活利便施設について

C-1 つくばキャンパス内の現在の⾷堂・喫茶室・売店について

[]C-1-1 ⾷堂の利⽤状況についてお答ください。(必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 よく利⽤する

 ときどき利⽤する

 利⽤しない

[]C-1-2  あなたが⾷堂を不満と考える点・利⽤しない理由をお答えください。（複数回答可）

あてはまるものを全て選んでください。

 ⾷事の味が好みではない

 料⾦が不満 

 営業時間外のため

 利⽤時間帯に混雑している

 居室・実験室から遠いため 

 駐⾞場がないため

 ⾷事を持参しているため

 他店に⾏くため 

その他:  

[]

C-1-3  現在の⾷堂ついてお尋ねします。
 KEK滞在中によく利⽤する時間帯をお答えください。（複数回答可）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は 'ときどき利⽤する' または 'よく利⽤する' 質問で '10 [C11]' (C-1-1 ⾷堂の利⽤状況についてお答ください。(必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 11:30〜13:30

 17:30〜19:00



2018/1/26 ＫＥＫ 情報システム2 - つくばキャンパスにおける ドミトリー整備計画に関するアンケート

https://colisw.kek.jp/lenq/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/646733/lang/ja 6/14

[]C-2-1 喫茶室の利⽤状況についてお答ください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 よく利⽤する

 ときどき利⽤する

 利⽤しない

[]C-2-2  あなたが喫茶室を不満と考える点・利⽤しない理由をお答えください。（複数回答可）

あてはまるものを全て選んでください。

 ⾷事の味が好みではない

 料⾦が不満

 営業時間外のため

 利⽤時間帯に混雑している

 居室・実験室から遠いため 

 駐⾞場がないため

 ⾷事を持参しているため

 他店に⾏くため

その他:  

[]

C-2-3 現在の喫茶室についてお尋ねします。
 KEK滞在中によく利⽤する時間帯をお答えください。（複数回答可）

  

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は 'よく利⽤する' または 'ときどき利⽤する' 質問で '13 [C21]' (C-2-1 喫茶室の利⽤状況についてお答ください。（必

須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 8:00〜9:00

 11:30〜13:30

 13:30〜15:00

 19:00〜21:00
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[]C-3-1  売店の利⽤状況についてお答ください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 よく利⽤する

 ときどき利⽤する

 ほとんど利⽤しない

[]C-3-2  あなたが売店を不満と考える点・利⽤しない理由をお答えください。（複数回答可）

あてはまるものを全て選んでください。

 欲しいものが売っていない

 料⾦が不満

 営業時間外のため

 利⽤時間帯に混雑している

 居室・実験室から遠いため 

 駐⾞場がないため

 ⾷事を持参しているため

 他店に⾏くため

その他:  

[]C-3-2-1 C-3-2 売店で「欲しいものが売っていない」と回答した⽅にお聞きします。
今後売店で取り扱ってほしい商品についてお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は '欲しいものが売っていない' 質問で '17 [C32]' (C-3-2  あなたが売店を不満と考える点・利⽤しない理由をお答えくだ

さい。（複数回答可）)

ここに回答を記⼊してください︓
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[]C-3-3 現在の売店についてお尋ねします。
 KEK滞在中によく利⽤する時間帯をお答えください。（複数回答可）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は 'よく利⽤する' または 'ときどき利⽤する' 質問で '16 [C31]' (C-3-1  売店の利⽤状況についてお答ください。（必

須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 9:00-11:30

 11:30-13:30

 13:30-15:00

 15:00-17:30

 17:30-19:00

[]C-4  現在の⾷堂・喫茶室・売店は平⽇の夜間・深夜、⼟⽇祝⽇の営業を⾏っていませんが、平⽇夜
間や⼟⽇祝⽇に営業する場合、利⽤したい時間帯をお答えください。（必須︓複数回答可） *

あてはまるものを全て選んでください。

 6:00〜8:00

 8:00〜12:00

 12:00〜13:00

 13:00〜17:00

 17:00〜20:00

 20:00〜22:00

 22:00〜6:00

 利⽤しない

[]C-5 つくばキャンパス内で実施している現在の旅ットツアーズ（職員会館1階）のチケット⼿配サービ
ス （航空券、⾼速バス、ＪＲ乗⾞券）をＫＥＫ滞在中に利⽤される頻度をお答えください。

以下からひとつだけ選んでください。

 滞在中毎回

 ときどき利⽤

 ほとんど利⽤しない
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[]

C-6-1 つくばキャンパス内に新しく⽣活利便施設ができた場合、ドミトリー周辺にあったら利⽤したい
⽣活利便施設についてお答えください。（複数回答可）

あてはまるものを全て選んでください。

 コンビニエンスストア

 コンビニATM(複数⾏の取引が可能なATM)

 カフェ

 移動デリ

 ベーカリーショップ

 クリーニング

その他:  

[]C-6-2  つくばキャンパス内に新しくコンビニエンスストアができた場合、利⽤したい時間帯をお答え
ください。（複数回答可）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は 'コンビニエンスストア' 質問で '22 [C61]' ( C-6-1 つくばキャンパス内に新しく⽣活利便施設ができた場合、ドミトリ

ー周辺にあったら利⽤したい⽣活利便施設についてお答えください。（複数回答可） )

あてはまるものを全て選んでください。

 6:00〜8:00

 8:00〜12:00

 12:00〜13:00

 13:00〜17:00

 17:00〜19:00

 19:00〜21:00

 21:00〜24:00

 24:00〜6:00
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[]C-6-3 つくばキャンパス内に新しく飲⾷店(カフェ、移動デリ、ベーカーリーショップ）ができた場
合、利⽤したい時間帯をお答えください。（複数回答可）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は 'カフェ' または 'コンビニATM(複数⾏の取引が可能なATM)' または '移動デリ' 質問で '22 [C61]' ( C-6-1 つくばキャン

パス内に新しく⽣活利便施設ができた場合、ドミトリー周辺にあったら利⽤したい⽣活利便施設についてお答えください。
（複数回答可） )

あてはまるものを全て選んでください。

 6:00〜8:00

 8:00〜12:00

 12:00〜13:00

 13:00〜17:00

 17:00〜20:00

 20:00〜22:00

[]C-7 つくばキャンパス内で新しく窓⼝サービスが実施された場合、利⽤したいサービスについてお答
えください。（複数回答可）

あてはまるものを全て選んでください。

 レンタカー⼿配

 宅配サービス

 コンシェルジュサービス（各種チケット⼿配・⽣活相談等の総合窓⼝）

 ⽣活⽤品レンタルサービス（家電・寝具・家具等）

その他:  
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C-8 つくばキャンパス内における保育施設（滞在中の⼀次預かり施設）について （対
象となりうる⽅のみご記⼊ください）

[]
C-8-1 KEK滞在中に保育施設を利⽤しますか。また、利⽤しない⽅は該当する理由もお答えください。
 

 

以下からひとつだけ選んでください。

 利⽤する

 将来利⽤する可能性がある

 利⽤しない

 料⾦によっては利⽤したい

[]C-8-2 保育施設を利⽤しない理由をお答えください。(必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は '利⽤しない' 質問で '26 [C81]' ( C-8-1 KEK滞在中に保育施設を利⽤しますか。また、利⽤しない⽅は該当する理由も

お答えください。     )

以下からひとつだけ選んでください。

 現在利⽤している施設があるため

 KEKまで⼦連れで来るのが⼤変

 知らない施設は不安 

 コメント欄にその他の理由をご記⼊ください

この選択についてのコメント:
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[]

C-8-3 1⽇当たりの利⽤料がいくらなら保育施設を利⽤したいと思いますか。（複数回答可）
   (利⽤は9時間程度と仮定)

 

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
 回答は '利⽤する' または '将来利⽤する可能性がある' または '料⾦によっては利⽤したい' 質問で '26 [C81]' ( C-8-1 KEK滞在

中に保育施設を利⽤しますか。また、利⽤しない⽅は該当する理由もお答えください。     )

あてはまるものを全て選んでください。

 3,000〜5,000円

 5,000〜10,000円

 10,000〜15,000円

 15,000〜20,000円
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D その他ご意⾒等がありましたらご記⼊ください。

[]その他ご意⾒等がありましたらご記⼊ください。

ここに回答を記⼊してください︓
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お疲れ様でした。アンケートは以上です。
 最後までご協⼒ありがとうございました。

 

2017-12-17 – 13:54
 

回答を提出してください。
 アンケートはこれで終了です。ご協⼒ありがとうございました。

 


