
石橋複合施設 （公民館機能）アンケー ト結果

ワー クシ ョ ップ を2回 実施 し、 出席 者45人 中 、36人 か ら回答 が あった。

Ql． 「石橋複合施設 （公民館機能）についてめご要望」へ の回答

施設について

・駐車場、 トイ レ、舞台、エ レベーニター

・一階に誰 もが利用出来る
，xペースを作 って欲 しい

・談話す るエ リアがあるとよい

・多機能の室 をいくつか作 って欲 しい

・何にでも利用出来る様な多 目的ホール を多くして

・和室は利用す る方法 を検討す る

・和室には、水屋 をつ けていただきたいです。お茶の稽 古時には必要です

・流派に限定 されないで使用 できるよ うにして欲 しいです

・備品置場のスペースが必要

・壁面の利用 を検討す る

・地下1階 を検討 して欲 しい。駐車場機能 を考慮す ると部屋数等、利用価値があるのでは ？

・地盤の関係か ら地下 ］階を設けては。地下には防火水槽、防火用機械 室を組む ことができ

る ？

・公民館 （高齢者 の利用が多い）と児童館 （児童 ・親子 の利用が多い）の複合施設 とい うこ

とですので、安全面には、十分留意 していただきたい と思います。また、車イスの方 も利

用できるよ うに。 （駐車場、エ レベーターの広 さ、段差 （バ リアフ リー）な どな ど）

・公民館 と児童館が一緒になるので、若い人達が 自由に使用で きる様 に して欲 しい

・地下駐車場 を作 り、公民館が災害時の避難場所等になる様広 く作 ってほ しいです

・高齢化の進む時 代のニーズを考慮 した施設の内容 として欲 しい。

・舞台付 きホール は必要。固定式椅子300席 、移動式300席 、合計600席 必要。移動

式席 はグリムの館 のホール のようにi

備 品にっいて

・日本伝統文化 の伝承、国際交流への協力、参加等 していきたい と思い ます。釜等基本的な

用具を少 しでも用意 していただけた らと思います

・自主サークル活動 に基本的に必要なものは、備 えて欲 しい （陶芸用の窯な ど）

・新 しい施設 とのことで期待 しています。他の公 民館 と同様 に常設のステージや可動式のパ

ネル等、最新 の設備 （エ レベーターや放送設備）を考 えて欲 しい と思います

その他

・高齢少子化を迎 えて、高い税金で建設す るものです。すべての意見を反映するのは難 しい



で しょうが、これからの石橋にふ さわ しい施設ができることを希望 します

・ずい分要望が出ま したので、なるべ く取 り入れ て頂き、より良い施設にな ります ように1

・初 めて聞 くこともあったので よかったです。是非、障害児か らお年寄 りまで使 える施設に

してほ しいです

b学 校の体育館 を利用す る方法 も検討

・年齢を重ねていくので、使いやすい公民館 を願 っています

・今回初 めて参加 させて頂き、とても勉強にな りま した。10年20年 先を考 え、建築 して

頂 けれ ばと思います。みな さんの憩いの場になれ ばと思ってます

・駅が近いので、交通の便を利用 した ら良い と思 う べ

・2月 の公 民館祭 りは、大変 なので変 えて欲 しい

EV

Q2、r本 日の ワークショップについての ご感想」へ の回答

・たくさんの意見があ り有意義であった

・皆 さんか ら色々な意見を聞 く事ができて 良かっf9

・初 めての会合 に しては活発 な意見も多 く出て、有意義な会だ と思いま した。職員 さん達の

分か りやすいお話、相談にのって下さる態度 がとても好ま しかったです。皆 さんの意見が

通 るといいな と思います

・大体皆 さんの思 っている事 は、同じなのですね

・意見を伝 え られて良かったです

・い ろんな人と意見交換が出来ま した し、良い経験 にな りま した。よ り良い公民館が立派に

完成 します様に楽 しみに しています

，・準備な さった皆様、，ごくろ うさまで した

・大変参考にな りま した。会員 にも意見を聞いてお く必要があると感 じま した

・テーヤを少 しずつ細かくして、全体 で検討する時間がほ しかった

・いろV＞うな意見が出たので、市の方でも尊重 して欲 しい

・自由に意見交換ができ良かった と思います

・色々 と気がっかなかった ことが多 く発言 され よかった

・ブ レーンス トー ミングは、ワー クショップ としては良かった。この様 な機会 をつくって下

さり、あ りが とうございま した

・多 くの利用者 さんの夢 をき くことができた。良 いものができるといいです

・日頃活動 していて思 うことを吐き出せ る場 があって よかつti・是非 ・
．これ らを実現 して頂

けた ら。次回、その結果 を教 えて下 さい。設計を した後では、意見が言えないようなので

・大変良かった。開いて （2回 目）頂いてありが とうございま した

・再度開いて ください。 どれだけ通 るか心配です

・皆さんの意見が とても参考にな りま した。きっと、す ばらしい公民館が出来上がる事で し

ょう

．いろい ろなサークル の方 と話 をす る機会がもてて、要望 もサ・一クル によって色々だな一 と

感 じま した ． ．

・参加者 の現状分析、未来志向のg一 ズの高いのに感 心 した 一 、



♪

・他のグループのことが知れて良かった

・こ うい う集ま りは初 めてだったが、とても意味のあ るワー クシ ョップで した。またお願い

したい と思います

・複合施設のイメージが思い浮かばないので、 どのよ うに した ら良いかわか らなかった

・出席者全員に書類が前 もって手元 に来 る様に （しない と〉検討の しよ うがない。説明を受

けて もわか らない

・新 しい施設ができるまで健康で利用 したい

・施設設計の話 を聞 く事が出来て良かった

・大変有意義 な時間 を過 ごせま した。これ からの公民館の利用が楽 しみです

Q3． 「その他 （お気づきの点） について」へ の

・利用者 の少ないサー クル については、公民館 で募集 して下 さい。続いて居残 り組が出 る可

能性 もあ りますので

・若人の意見を聞けるタイ ミングを作る

・机上の空論 にな らない様

・日程が迫っているようで、もう少 し早 くこの ような機会が欲 しかったi

・各グループの発表 ・展示等 を公民館まっ りの1回 だけでなく、年何回か発表できないか

・ま とまった後の概要説明会 を開いてほ しい

・本 日の ワークショップはとても楽 しく苦 にならなかったです。今後 も何かの折にワー クシ

ョップを して欲 しい

・多 くの人の意見も聞きたい と思 った

・火曜 日のサー クル は、お休みが多 くて、少ない と2回 しか幽来ません。何か方法があれば

と …


