
これまでに寄せられた主なご意⾒等 
 
研究者の交流の場を充実させてほしい。カフェを⽤意してランチを⾷べながら研究を分かり
やすく紹介する企画などを 1〜3 か⽉に⼀度でも開催してはどうか。 
 
毎⽉開催している J-PARC センター会議において、サイエンストークを⾏っています。ユ
ーザーの⽅もお気軽にご参加ください。お茶菓⼦とコーヒーは毎回⽤意しています。 
 
IQBRC や J-PARC 研究棟のユーザースペースやオフィススペースの維持。エクササイズルー
ムなどが欲しい。個⼈所有物の保管場所を確保してほしい。（海外からの⻑期滞在者より） 
 
ユーザースペース・オフィススペースは確保しています。特に研究棟のユーザールームは積
極的に利⽤してください。個⼈所有物はユーザールームにロッカーがあるのでご活⽤くだ
さい。エクササイズルームは、両機構とも実現にはハードルが⾼いので、当⾯は⺠間の近隣
施設を紹介できるように検討いたします。 
 
夜間照明のない道路区間の改善。 
 
ご指摘のあった箇所は、遅ればせながら対処しました。他にも、気になるところがあればご
連絡ください。 
 
アクセス道路の整備を進めてほしい。 
 
親機構の理解を得るべく、努⼒を続けているところです。 
 
MLF 近くにカフェテリアが欲しい。売店の⾃動販売機で軽⾷が買えるようにしてほしい。 
 
カップ麺やスナックパンなどは、レストハウスで提供しています。本格的なカフェテリアは
現時点で実現の⾒通しを持てずにいますが、継続して検討を進めてまいります。 
 
ユーザー控室に電⼦レンジを置いて保存⾷を⾷べられるようにしてほしい。 
 
MLF2 階のユーザールームについては、平成 30 年 2 ⽉に電⼦レンジを設置しましたのでそ
れをご利⽤ください。 
研究棟 3 階のユーザールームについては、研究棟 3 階給湯室に電⼦レンジがありますので、
それをご利⽤ください。 



Suggestions collected so far and the feedbacks 
 
Please consider enhancing the communicational environment for researchers. How about placing a 
cafeteria, having a luncheon session every a few months and introducing the research 
straightforwardly? 
 
We hold the science talk at J-PARC Center Conference every month. Coffee and teacakes will be 
provided there. 
 
Please maintain the office space for users at IQBRC and at J-PARC Research building. Please 
consider placing an exercise room and storage space for personal properties. (Suggested by foreign 
users staying long periods.) 
 
We have the office space for users. Especially, the user room at J-PARC Research building is 
recommended. Personal properties can be kept in the lockers at the user room. Placing an exercise 
room is difficult to be realized for both KEK and JAEA. We consider about offering the information 
in the vicinity for the present. 
 
Improving the roads without night lighting. 
 
The locations pointed out were adopted, belatedly. Please inform us if there are any other locations. 
 
Please consider contracting the access road. 
 
We are continuously sustaining our efforts to get the understanding of the parent organization. 
 
Please consider placing a cafeteria near MLF. Please consider offering light meals at the vending 
machines at stores. 
 
We offer cup noodles and snack breads at the rest house. We will continuously consider about 
placing a full-scale cafeteria, even though we cannot have the prospect at present. 
 
Please consider placing a microwave at user room so that we can eat preserved food. 
 
We placed a microwave at user room on the 2nd floor of MLF in February 2018.  
Regarding the user room on the 3rd floor in JRB, please use the microwave at the office kitchenette 
on the 3rd floor in JRB. 
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