
石橋複合施設 （公 民館機 能） ワー クシ ョップ

参加 者 か らの意見 （結果） ま とめ

ワークショップ （2回 開催 ）に先立ち、生涯学習文化課浅香補佐か ら事業内容の説明を行った。

その後、第1回 目の参加者27人 は、Aか らDの4班 に、第2削 目の参加者17人 （他 に傍聴1人 ）

は、Aか らCの3班 に分かれ、各斑1人 つつ公民館職員等がフ ァシ リテーター とな り、下記の3つ のテ

ーマに沿 って意見 ・要望を出 し合い （各テーマにつき10分 ）、その後、各班で話 し合い （各10分 ）を

行 った。

1． 今 まで の 自主 サー クル 活 動 を通 して感 じた こ と

現 在 の石橋 公 民館 に お け る施 設 につ い て

参加者 か らの意見

駐車場 につ いて ・狭 くて車を止 めるのが困難

・玄関まで雨天の時の屋根がほ しい ！

・狭い とい う意見もあるが、いつも不足 している訳ではない。ある程度同乗によ

り来館することを考えてもよいのでは

・駐車場が狭いので、公 民館まつ りな ど大きなイベ ン トの時に困る

・利用す る1
．02号 室が狭い。椅子の数が足 りない

・第2会 議室を利用 し軽運動 をしている
。20人 で広 さはち ょうどよい

・利用人数 に応 じた教室の大きさを使用 させ る

・机 と椅子が学校の並び方のよ うにセ ッ トされた部屋が欲 しかった （使 うたびに

準備 しなければな らない）

・調理室 を是非設けて欲 しい （他 の公民館にはすべ てそろってます）

・出演者の控室 （鏡付き〉がほしい ！

・大 きな鏡 は横だけでな く、二iEl面にあっても良いのかな

・食事 が出来る室がほ しい

・当初 は、碁盤等道具置場に困ったが、部屋の片隅を利用できたので助かった

・備品倉庫 が必要

・水屋 がな くて、不便だった

・パ ソコンを利用す るためのコンセン トが少ない

・床が ピータルなので木 の部屋の床があると良い と思 う

・201会 議室のフロアーを使いたい時に、机や椅子 を収納 出来るスペースが

ない

・ホールや調理室が無いので他館 （国分寺や南河内）に行かなければならない

・和室利用の際に、パイプ椅子や機材が置いてあ り、不便を感 じるので、別に置



け るス・〈z－一一ス を確 保 して欲 しい

・視 穂覚 室 （防音 の） が欲 しい

・公 民館 まつ りで舞 台が無 く、 フラ ッ トな ので 、少 し高 さの あ る舞 台が欲 しい。

後 ろの方 が見ず らい

・ステ ー ジのあ るホー ル が出来れ ば良 いの です が ・・

・流 しが少ない

・エ レベーターがなかったので2階 にあがるのが大変だった。音楽の器具を置け

る場所が欲 しい

・自動 ドアがほ しい ！

・舞 台を作 るのであれば大ホール に可能な様 に。 どんちょうも必要

・発表す る時の舞台 （スポ ッ トライ トも）がほしい1

・横 に手す りのよ うな棒を取 り付 けて もらいたい

・水分補給のための場所 ・施設が少ない

・合唱の練習で利用 してるが、2階 なので足の悪い人は階段の昇 り降 りが大変み
’たい

。重いものを運ぶのは階段が狭 くて危 ない。エ レベーターがあればいい

・階段が急で、足腰 の悪い方がかわいそ う

・階段の高 さを考 えて欲 しい

・入 口が狭い

・通路は広 くして欲 しい

・洗面台、水道設備

・・最初、館内の配置 （会議室等）が分か りづ らかった

・照明が日音い

・バ リアフ リーを考えて欲 しい

現在の石橋公民館における備品について

参加者からの意見

椅子 について

その他の備品

・軽運動のため椅 子を利用 しています。ガ タガタ していて使 いづ らい ものが

多い

・机 と椅子の充実

・テーブルやイスが経年劣化でガタがきてい るものが多い

・展示用バネ7Vが 旧式で重い。移動式パネル にしたい

・陶芸のカマがないので、現在 はゆ うゆ う館 内のカマを使 っているので大変不

便である。南河内東公民館にも工芸室にカマがあ り、た くさんの人たちが利

用 してい るよ うなので是非

・茶道具がまるで無 く、先生に負担 をか けて しまってい る

・音響を充実 してほしい ！

・最低限必要な備 品。例えば ミシンとか調理用品とかは、備 えて欲 しい

・教室で毎回使用する道具が収容できるロッカーがあるとよい

・使用前の冷暖房 の準備

・音響設備が古 くて使いに くい

・パネルが古 くて重い



・展 示パ ネル は、移 動 式 に して ほ しい

・カー テ ンがボnポ ロ

・全 館放 送 がない

・各 サ ー クル 毎 に ロ ッカー が欲 しい

・有 料 で も良い か らロッカー が ある と良い

・モ ップの ホ コ リが 取れ ない （交換 は何 日毎 ？）

その他

参加者か らの意見

施設予約について ・第2会 議室の使 用 日時の予約 を取 るために、パ ソコンを使 える人でない と取

れないので、役員 を決 めるのが大変だった

・予約 を取るのが大変です

・部屋の予約を取るのが大変 （毎月）だった。インターネッ ト予約 のため

・人員の増加によ り活動する室の確保が しに くくなった

・希望す る部屋が取れないこ とがあった

・ネ ッ ト申し込みは、 しん どい （老人のた め）

・ネ ッ ト予約の場合、1日 分 で1枚 の用紙では勿体ない

自主 サー クル にっ

いて

・石橋 はサークル数が多い割 には、他館にはあるが石橋にはない とい うものが

ある。公民館活動 として実施 して欲 しい

・自主サークル の中に、樹木の手入れ のできるクラブが あると良い。趣味の範

囲での勇定をす る

・会員を集 めています （栃の実クラブ）

・他の公民館 との交流

・現在5名 以上の 申し込みか ら出来るが、3名 以上では どうか ？

・他のサークル とのコラボ レーシ ョンを考 えて欲 しい

公 民館 まつ りにっ

いて

・公民館まつ りで展示スペースが少ない 、

・発表会 を見学 して場所が狭 くてゆっく り見れ ない

・観客 （発表会 の時）の出入 りが激 しく落 ち着かない。何 とか して欲 しい1

・公民館 まつ りの準備 が、だんだん大変になる （若い人がいなくなって しま う

ので、パネル の組立、階段利用も）

・発表会場の設営 （紅 白の幕等）が大変

・食事をするスペースがない

・控室や リハーサルをする部屋が狭 く、多 くの団体 が混在 して不便 を感 じる

・舞台を作って欲 しい

・音響が悪い

その他 ・使用 目的の決 まった室は、使用が困難

・かつて陶芸クラブは、講師 を招いて年問講座 を開き灯油窯を置いてシルバー

クラスを開講 してお りま した。その後、窯が壊れて、現在はゆ うゆ う館に有

る電気窯へ作品 ・道具等の全てを運 んで焼か してもらってます



・部屋では、茶な ど飲 めない

・利用 しよ うと思った 日が休館 日だったので困った。 （休館 日をな くしてほ し

い）

・他の公 民館 と比べて道路が狭い

・部屋のすみに私物 （南河内は禁止）がある

・グループの備品、私物を預かっていただけない

2． 自主サ ー クル 活 動 以外 で感 じた こ と

現 在 の石 橋 公 民館 に お け る施 設 に つ い て

駐 車場について

トイ レについて

部屋 について

参加者からの意見

・夜 は暗 くて足元があぶない

・1台 の駐車ス」・Q－一一ス を広 くして欲 しい

・駐軍場が少 ない

・駐車場の動線 が悪い

・出入Pが 狭いので、 自家用車で来 る気 にな らない

・公民館 まつ りで駐車 （スペース）が少 ない

・1台 の駐車スペースをゆ とりもって作 って欲 しい

・講座数 が多い 日は駐車揚が足 りない

・講座等で人数制限がある理 由の一つに駐車場の問題があるようですが …

・せ まい。車椅子用 も

・障がい者用 の トイ レが欲 しい

・洋式 にして欲 しい

・子供用 も工夫 して

・自主サークル以外 の人で も楽 しめる部屋 （絵 ・写真の鑑賞など）、休める部

屋 が必要

・講師控室がない

・調理室について、ゆ うゆ う館には6テ ーブル、き ららには4テ ーブル。石

橋地 区4テ ーブル では小 さすぎる。多 くの人が同時に使 える場がほ しい

・相談事がある時、「相談室」があると、よい
’
・喫茶室 （軽食 も取れると良い）が欲 しい1

・物置がない

・発表会をす る小 さくても良いのでステー ジが欲 しい

・ゆった りとした空 間のnピ ーがない

・楽器 の音やカラオケグル ープの声が他の部屋 を利用 していて聞こえてくる

・通路 は広 く

・各部屋にカギをつけて欲 しい

・舞台が欲 しい

・舞台のどんち ょうが欲 しい

・談話 室 （来館 して ちょっ と話 し合い を したい時に利用す るスペース）が

狭い

・喫茶室みたいな所 がない



．・床がぬれる と滑 りやすい

・バ リアフジーではない

・他のサークルの音があま り聞こえない’よ うに して欲 しい

・出入 口が狭 く、入 りず らいので危険です

現 在 の石 橋 公 民館 にお け る備 品 につ い て

参加者からの意見

備品について
・パネルや脚 が旧式で重い。 もっと軽いパネルや金属ではない脚がほしい

・サー クルで使用す る場合 、用具等が 自由に使用 できない （受付を通す）

現在の石橋公民館 における環境について

参加者からの意見

花壇等 について ・花壇の花 がキ レイです。お世話 は大変で しょうが続 けて下さい

・スペー ス が狭 い。 ほ っ とす る場所 が あ る とよい

・今年は庭 がきれいになったが、花壇 の草取 り等 も気 を付けてほ しい

・花壇の花が楽 しみ

・陰になる樹木があれ ば良い

その他

地震等 （災害）時につ

いて

参加者 か らの意見

・出 口がわか りず らい

・「この建物は大丈夫かな ？」 といっも思 う

・避難訓練等 もしてお くとよい

・災害用の設備 が必要

・自家発電設備 が必要

・有料ではな く無料に してほ しい ！

・コピーが自由にできるよ うにしてほしい ！

・赤ちゃんか らお年寄 りまで集 う場 がほ しい ！

・若い人があま り見当たらない

・公民館まつ りの催 しはとても良い事 と思います

・大きな市役所が出来て、出先の館においては受付時間が遅い。何 となく貸

してやっているとい う感 じ有 り。是正 して欲 しい。苦情を聞いて くれない

（放置）

・休館llを なくしてほ しい

・健康福祉まつ りとグリム ミュー ジックフェアが同 日だと、片方は行けない

・館内の方の対応が良好

・公民館 を作 るにあた って先進地を見学 して欲 しい （例 茅野市）

・公民館使用料 を値上 げしないで くだ さい

・公民館 まつ りの出店がい くつか出せる広場が有れば良い

・プル タブを入れ る場所が分か りづ らい

・ペ ッ トボ トルのふたの入れ物が小 さくて、たびたび外に置 くほどです

3． 新 しい公 民館 に求 め るこ と

施設 について



参加者からの意見

エ レベ ー ター に つ い

て

・年配者 が多 くなるので、あると良いのでは と思います

・障がい者用エ レベーター

・広 さの考慮

・中に空調 を入れて欲 しい

駐車場 について ・駐車スペースの幅 を広 くしてほ しい

・出入 りは、文教通 りではなく、北か らの方が良い （今まで事故が多かった〉

・駐車場の上には太暢発電をつける。屋根になる

・玄関までの屋根がほ しい1

・半地下に して駐車場を確保

・ゲー トを作 る際、出入 りし易い もの （市役所は出入 りしにくい）に してほ

しい

・駐車スペースを広 げて ください

・建物 の周 りを駐車場にす るのも有 りかな ？

・予定では100～150台 だが、も う少 し多 くあると良いと思 う

・3階 建てに して駐車場スペースが取れ ると良い。地下にとい う話 もあ りま

すが児童 たちが自由に出入 りできる となると安全面で気にな ります ので

・カー ド無 しに して欲 しい

トイ レについて ・多 目的 トイ レを作ってほしい

一・洋式 にし
、手す りが欲 しい （大 きく広い トイ レであたたかい便座に）

・授乳室や小 さい子 をすわらせてお く所がある と良い

・バ リアフリーに して自動水栓に

・洋式 に

・ウォシュレッ トに して欲 しい

・数 を増や して欲 しい

玄関にっいて ・福祉 車両が玄関前まで来 られて、濡れず に出入 りできる様 に車寄せ をお願

い したい

・自動 ドアの設置

和 （茶）室にっいて ・流派にこだわらず使用できる和室 （茶室）に して欲 しいです

・現在 、茶道教室で使用 している茶室は、設計の ミス とのことです （2人 の

先生が仰 ってます）。この様 な特殊 なものは、専門家 の意見を聞いて くだ さ

い

・茶道 の出来 る設備 を備 えて欲 しい （市で茶道 の先生がいらっ しゃると思い

ますので、先生の意見 を聞いてほ しい）

ロ ッカー につい て ・サー クル別 の ロ ッカー 室が 必要

・倉 庫 が欲 しい。 ロッカーつ きの：部屋

ホール等について ・公民館 まつ りやイベン トなどに使いやすい広 くできるような室 をっくる

・大ホール。 可能な ら ドンチ ョウがほしいi

・発表する時の舞台がほ しい ！

・200席 以上のホールがあると良い。石橋 には発表の場がない



部屋 にっいて

・発表の際の舞台が欲 しい

・可動式のステージ

・3階 に常設のステージ

・せめて、演奏会の出来 るホールを

・ゆった りと話 しが出来 るロビーがほ しい

・1階 にサロンとして気軽 に利用出来 るスペースを

・大きなホールでなくても300人 位入れ るもの （宇都宮南図書館 にあるよ

うな）

・可動式舞台の設置

・200人 位の人数を収容で きるステージっきのホール （段差があ り客席の

後ろで もステージが見える）があると良い

・グリムの館の ようなフラッ トの床 に上下できる舞台が有れば広 く使 える

・舞台 とどんちょうが欲 しい

・舞台にスポ ッ トライ トが欲 しい

・電動式の舞台 （あま り高 くなく）

・20cエn（50～60c皿 ）位で舞台を作って欲 しい

・客席固定300席 、移動300席

・自然光の入る部屋

・部屋に水道が欲 しい

・水道は、全部温水 も出るように して欲 しい

・部屋の片隅に道具類 を格納する場所が欲 しい

・同じ広 さと大き さの部屋 を3カ 所 ぐらいあれば予約 を取るのが容易だ と思 ’

います

・部屋は机 ’椅子が良い。和室では疲れる

・全面鏡 の部屋がほ しい ！

・防音の部屋 を作って欲 しい。若い人たちがバ ン ド練習できるよ うに

・出演者の控室 （鏡付 き）がほしい ！

・コンセ ン トが常備 された部屋がほ しい

・談話室が欲 しい

・広報紙で市長 と若者 との討論に 「夜遅 くまで （PM9時 頃）開いてい る自習

室が欲 しい」 の意見があったのが記憶に残っています

・学生たちが気軽に利用出来 るスペースがある と良い

・公民館まっ りの展示スペー スを広 く取れ るように

・わけ隔てな く使えるフ リー スペースがほ しい ！

・コピー ・印刷室 （自由にコピーできるように してほ しい ！）がほ しい

・いつで も展示発表できる部屋

・シヤワー室がほしい

・更衣室の設置

・喫茶室 （色々な人の和ができるのではないか ？）

・防音装置の部屋 ＼



その他

・調理室が欲 しい

・リハーサル室 （公民館まつ りの時）が有れば良い

・防音設備の整 った リハーサル室

・鏡のある （大）部屋

・防音効果のある移動式の壁 （仕切 り）に して欲 しい

・防音壁 、防音 ドア

・各部屋にカギを設置

・喫茶室 とか食事の出来る場所が欲 しい

・イベ ン ト開催時の200人 程度 の控室を設けて欲 しい

・温度 調整の備わった個室が欲 しい （楽器の保管、チ ューニング）

・フロー リング （素足で使える） の広い部屋 と一・面広い鏡が欲 しい

・足の悪い方の昇 り降 りの楽な階段

・バ リアフ リ・一一に して ！

・ギャラ リーにす ぐ掲示で きるような施設がほ しい

・車椅子やベ ビーカーが置 けるスペースがほ しい1

・赤 ちゃんからお年 寄 りまで立ち寄れ るスペースがほ しい ！

・床は ピータイルではな くて、木 の床 にして1

・できた ら3階 建てに して、3階 はフ リースペースに。い ざとい う時 の市民

の避i難所 になる

・軟弱地盤に対応す るために、地下をつ くって防火施設を組み込んではどう

か ！

・壁面が利用できるように

・市内4館 の設備 を同 じような条件に近づけて （あち らにあってこち らにな

いのは困る）ほ しい

・施設の屋上利用

・壁面 （部屋や廊下）に作 品を飾れ るフ ックを予め取 り付けて欲 しい

・バ リアフ リーに してほ しい

・児童館 と公民館 の入 口は別に してほ しい

・入 口を広 くして欲 しい

・階段 に手す りを作 って欲 しい

・洗面台の設置

・建物 は3Fに

備 品 にっいて

参加者か らの意見

ロ ッカー につ いて ・各サー クルが利用出来 るカギのかかるロッカー があると良い

・貸 し ロ ッ カ ・一 が ほ し い

・有料 で も よい ので ロ ッカー が欲 しい

・サー クル 専 用 の ロ ッカー （カ ギはナ ンバ ー ロ ック式 で、 必要 に応 じ番 号 を

変え られ るもの）



パネルについて

その他

・軽いパネル と金属ではない脚 を備 えて ！

・移動式パネル

・キャスター付きの ものに して欲 しい

・放送設備

・どの部屋でもプ ロジェクターが使えるよ うに

・音響 を充実 してほ しい ！

・自由に使 えるコピー機があるといい

・茶道具を最低で もひ とそろえ用意 していただ けた らと思います

・新 しい ピアノが欲 しい （譜面台）

・アイロン、ミシン、姿見、、ハ ンガー ラック等 を用意 して欲 しい

・陶芸では、焼成する窯、作業台、ゆ薬原料を置 く場所、作品 と小道具 を収 め

て置 く場所、棚、これ だけは最低必要な設備 なのです

・公民館 まつ りの際、発表す る部屋の外で、中の様子を見た り聞いた り出来

るよ うなモニター があれば、出 し物 の切れ 目が分かって固入 りしやすい

・空調設備 を充実 してほ しい

・可動式及び壁取付 ホワイ トボー ド

・キャスター付きテーブル

・音響のランクア ップを

・清掃用品 を揃えて欲 しい （モ ップの交換 をまめに）

・ピアノ代 を無料か安 くして欲 しい

その他

施設 について

その他

参加者か らの意見

・予約 め取 り方が容易になって欲 しい

・会場確保 を’しやすい ように してほしい ！

・使用料を上げないで欲 しい

・お茶 ぐらいは、いつでも飲める

・児童館併設 とい うことで、運動の出来る広場を どの ように入れ るのか （屋上

な ど）

・これ から何十年 と利用 される公民館なので、他の市内の公民館 を参考 にす る

のは勿論、あるべき公民館 とい うのは どうなのか、調査する必要があるので

はないで しょ うか ！

・公民館まつ りの開催 の時期を考 えて欲 しい。いつも雪の心配で、足元の心配

な ど大変です

・公 民館まつ りの時の食事の場所を確保 して欲 しい

・銀行や郵便局のATMな ども入れて欲 しい

・図書検索機 を置いて、翌 日、公民館に届けてもらえた ら良い

・休 館 日が少なくなると良い

・火曜 日の休館が多いので、出来れば開放 して欲 しい

・災害用の準備が必要

・小 さな子供を連れて来た ら、子守を して欲 しい



・公 民館の跡 地を駐車場 にしては ？

※ 民 間施 設 へ の希 望

・食事を した り、気軽に話が出来るカフェみたいなもの （コンビニも）

・スポー ツジム、コンビニ

・民間施設 だけでな く、公設 レンタルシ ョップをい くつか造ってみては


