利用サークル向け説明会等での質問と回答

No

項目

質問

回答

1

年間定期利用について

今まで通り、３ヶ月前からの仮予約をしていただきたい。そうでないと安定したサーク
ル活動ができないと思います。

2

年間定期利用について

今まで通り、曜日・時間変更なく使用したいと思います。

3

年間定期利用について

部屋を固定して使用し、年間予約をしたい。

4

年間定期利用について

年間予約が可能な現行の方法の継続をぜひお願いします。

5

年間定期利用について

現行通り、サークル協に入っていれば部屋の予約が優先的に確保できるとありがた
い。

6

年間定期利用について

現行利用日時の続行（毎月第２・第４火曜日の午後１時～５時まで）
水墨画の作描の十分な時間が必要。
会員の殆どが他の公民館等のサークルに複数参加しているので変更は困る。

7

年間定期利用について

サークル活動はある程度の周期性をもって定期的に集まり活動するものです。現行
のような年間で部屋を確保できる体制にないと継続できません。

8

年間定期利用について

教室利用について。曜日・時間の変更なしに今までどおり利用できるか？

1

生涯学習の推進のためには、サークルの皆様の安定した活動場所の確保は必要であると
認識しております。
これまで、年間の利用調整はサークルの皆様で組織いただいている「サークル連絡協議会」
やサークル間において行ってまいりました。
そこで、今後も年間の利用調整を行うためには、本事業の集約対象施設の300を超えるサー
クルによる同協議会の設置が必要となります。
市といたしましては、これまでと同様にサークルの皆様の安定した活動を支援、確保していく
ためにも、これまでと同様の方法を継続していきたいと考えており、現在具体的な方法を検
討中です。サークルの皆様による同協議会の設置と運営、利用調整等にご協力をお願いし
ます。

ます。
利用サークル向け説明会等での質問と回答

9

年間定期利用について

高齢者が多いので、毎回部屋が違うととまどってしまう。今までのように同じ部屋を使
用するようになるだろうか？

10

年間定期利用について

１年間の仮申し込みをして３ヶ月前から部屋を確保したい。（今までどおりのシステム・
パソコンはOK）

11

年間定期利用について

今まで3か月先までの予約をとることができたが、それはどうなるのか。今ま
で通りとしていただきたい。

12

年間定期利用について

現在１年間の仮予約という形で3か月前に一応申請書を出している。年間予約
みたいなものは、毎月毎月出さなきゃいけないということか。

13

年間定期利用について

予約について。大久保公民館の現在の方法というのは、非常に優れている。是
非継続して欲しい。

14

年間定期利用について

・一番大事な点は「近くに気楽に集まれる場所である。サークルは曜日、時間が決め
ている。これが出来なければ解散しかない。

15

年間定期利用について

・皆さん一番心配な事は今までとおり同じ曜日、時間に使用できるかということ。長く
続けていた習慣も変わる。講師の関係（都合）もある。

16

年間定期利用について

・曜日の固定はサークル毎にできるのか？

17

年間定期利用について

・年間通して同一時間、同一曜日にして欲しい

18

年間定期利用について

・年度が変わる度に部屋を変更して欲しくない。

19

年間定期利用について

どのサークルも同じだが、曜日、時間、場所を決めている。それができるのかできな
いのか。いちいち会場を取るということだと、サークルの存続が決定的に難しい。

20

年間定期利用について

サークル連協に加入しているところで調整会議をやるということか。

2

利用サークル向け説明会等での質問と回答

21

年間定期利用について

サークル連協の運営について。サークルの参加者だけで本当にできるのか。その場
合にはサークル連協が責任をもってリーダーシップをとれるのか。

22

年間定期利用について

・予約は何カ月前から行えるのか？

23

年間定期利用について

予約方法について。今まで長年利用してきたサークルには、特別配慮として、毎月や
るのが大変だということだったら、年間の証明をだすとか、パスポートを代表者に出す
とか、料金を前払いにするとか、そんな形でやってもらえると助かる。このネットで取る
のは、自分たちで取りたいときに取れないというのは、皆さんいろいろ家庭をもってい
ると、何曜日の何時といままでずっと決めてやっていることなので、それが取れないっ
ていうと困る。いちいち空き状況を見て取るというと、夜中に見て取らなきゃいけない
とかいう羽目になって、そこのところはよく考えてほしい。長年皆さん実績がある。曜
日と時間が決まっている。

24

年間定期利用について

25

年間定期利用について

26

年間定期利用について

年間定期利用の予約については1年前（4月からの年度開始前）、一般の予約は3か月前か
らを予定しています。

生涯学習の推進のためには、サークルの皆様の安定した活動の確保は必要であると認識し
ております。
これまで、年間の利用調整はサークルの皆様で組織いただいている「サークル連絡協議会」
やサークル間において行ってまいりました。
そこで、今後も年間の利用調整を行うためには、本事業の集約対象施設の300を超えるサー
クルによる同協議会の設置が必要となります。
市といたしましては、これまでと同様にサークルの皆様の安定した活動を支援、確保していく
ためにも、これまでと同様の方法を継続していきたいと考えておりますので、サークルの皆
様による同協議会の設置と運営、利用調整等にご協力をお願いします。
なお、年間利用調整を継続した場合には、予約システムに調整した１年間分の利用予約に
申込方法について。優先利用で、金曜日に活動しています。実績を積んできて１か月 基づき事前に入力していただきます。
前に申し込める。サークル協議会みたいなものを作れば定期利用ができるとのことだ
が、市の広報に出すと今使っていない人でも、パソコンで取れるので、予約開始とか
する前に、現在利用しているサークルに必ず先に連絡いただき、みんなで話し合える
ような場を作っていただきたい。

生涯学習の推進のためには、サークルの皆様の安定した活動の確保は必要であると認識し
ております。
これまで、年間の利用調整はサークルの皆様で組織いただいている「サークル連絡協議会」
やサークル間において行ってまいりました。
そこで、今後も年間の利用調整を行うためには、本事業の集約対象施設の300を超えるサー
クルによる同協議会の設置が必要となります。
市といたしましては、これまでと同様にサークルの皆様の安定した活動を支援、確保していく
ためにも、これまでと同様の方法を継続していきたいと考えておりますので、サークルの皆
様による同協議会の設置と運営、利用調整等にご協力をお願いします。
なお、年間利用調整を継続した場合、2019年11月のオープン以降の利用調整については、
大久保公民館、屋敷公民館、ゆうゆう館、勤労会館、あづまこども会館のサークルの皆様を
2019年11月分から2020年3月分として取った分が、優先的に来年度に調整されてとい 含めて利用調整します。（来年1月以降を予定しております。）
うことはないのか。
事前にサークル登録をする。それを踏まえて、調整会議をやって一年間の予定を確
保できる。その後、実際にやるかどうかの事務手続きについて、インターネットで取る
か、窓口でもって取るかは別問題として、それは従来と同じでしょ。2019年11月の
オープンする時、事前に調整会議をやるが、2020年3月に屋敷公民館が閉館して私
たちが入っていく時に、再度調整会議をやるのか。

3
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27

年間定期利用について

サークル連協の運営について。サークル同士の話し合いで解決出来ない場合は、最 サークル連絡協議会やサークル同士でどうしても調整ができない場合は、公民館も調整に
終的には、公民館が調整役に入るということでよろしいか。
努めます。

28

年間定期利用について

・いつまでにサークル連絡協議会に入会するのか？

29

費用負担について

利用料金は利用者の大幅な負担増とならないよう配慮を

30

費用負担について

サークル備品庫については、引き続き利用させて頂きたいと思います。料金の発生に
ついてはできるかぎり抑えて頂ければ幸いです。

サークル連絡協議会の設置時期についてはまだ決まっておりません。入会募集にあたりまし
ては、サークル代表者に連絡をいたします。

利用料金については、施設の維持管理運営に要する費用をベースにして算出し、適正な価
格を検討しています。
少子高齢化、人口減少社会の中、持続可能な文教住宅都市の実現を目指し、将来にわたり
適切な施設の維持管理を行っていく必要があるため、負担をお願いすることとなります。

31

費用負担について

備品庫利用の利用料金は？

32

費用負担について

・車の件も今までと同様に、貸金を値上げしないでほしい。又今まで同様に部屋代の
値上げはしないでほしい。

33

費用負担について

施設利用料金は上がるのか？

34

費用負担について

駐車料金について。サークル活動は2時間とかが多い。施設利用の場合は、１時間に
限らず無料にしていただきたい。

35

費用負担について

駐車場の利用について。カードみたいなのをくれてタダになるような仕組みに
できないのか。

36

費用負担について

サークル活動で駐車料金がかかってしまう事は反対です。

37

費用負担について

駐車場の料金設定に不安があります。公民館・サークル利用者は３時間（サークルの
１コマ）無料というのはいかがでしょう。

38

費用負担について

駐車場、施設利用者と一般の方の違いをちゃんと分かるようにして施設利用者への
割引をお願いします。

4
駐車場の料金については、計画段階では、1時間まで無料とし以降有料と計画しておりま

利用サークル向け説明会等での質問と回答

月2回13時～15時までの健康体操サークルです。３階の集会室一面にジュータン５枚
敷き、体操する為サークル備品室の階でなくては高齢の女性ばかりなので他の階へ
の移動はできず、年間通しての広い部屋でなければなりません。会員の人数がだん
だん少なくなっている分、教室使用料、サークル備品室料等を支払うと、講師への謝
礼が現在も少額なのですが、これからどれだけ支払えるのか不安です。交通の便が
悪い方が多く、２時間の体操の為２時間以上の駐車する為１時間無料でも２時間の支
払いとなりやめる方も出てくるのではないかと危惧しています。
駐車場の料金については、計画段階では、1時間まで無料とし以降有料と計画しておりま
す。このたび皆さんからいただいたご意見や駅近くとの立地条件等を踏まえ、料金設定をし
たいと考えております。
駐車料金の発生はやむをえないと思いますが、施設利用外の方々は料金を頂き、施 少子高齢化、人口減少社会の中、持続可能な文教住宅都市の実現を目指し、将来にわたり
適切な施設の維持管理を行っていく必要があるため、負担をお願いすることとなります。
設利用者にはなるべく低料金で運用して頂きたいと思います。

39

費用負担について

40

費用負担について

41

費用負担について

駐車料金について。そのサークルの利用時間帯は無料にしてほしい。

42

費用負担について

駐車料金について、サークル活動時間内は無料にならないのか？

43

費用負担について

駐車料金について。駅に近いこともあって無料というのは、本来の施設利用者でない
方が無料でとめて置かれるというのを防ぐためにも、有料化することは致し方ない。今
定期利用している人たちに、そのまま継続ということが可能であれば、チームとか団
体に一つ、チーム内で管理する駐車場の年間無料のパスポートのようなもの。それが
大変であれば、スーパーみたいに利用した方が駐車券に割引をしていただくような形
で、利用者は基本的に無料にできるようなシステムができればいいと思う。御検討い
ただきたい。

44

費用負担について

駐車場の料金について。無料だと駅に近いから利用する方がいる状況はよくわかる
が、施設が集約される以上、藤崎とか遠距離からいらっしゃる方は来にくくなる。施設
を利用するのであれば、2時間無料とかもう少し料金を考えていただいてもいいと思
う。

45

費用負担について

・サークルに参加した人には証明書を発行して無料にするなど便ぎをはかって欲しい

46

費用負担について

・駐車場利用代金は2時間まで無料にして頂ければ有難いです

47

費用負担について

・各部屋使用料、駐車場使用料等会館利用者には便宜を計ってほしい。

5

利用料金については、施設の維持管理運営に要する費用をベースにして算出し、適正な価
格を検討しています。
駐車場の料金については、計画段階では、1時間まで無料とし以降有料と計画しておりま
す。このたび皆さんからいただいたご意見や駅近くとの立地条件等を踏まえ、料金設定をし
たいと考えております。
少子高齢化、人口減少社会の中、持続可能な文教住宅都市の実現を目指し、将来にわたり
適切な施設の維持管理を行っていく必要があるため、負担をお願いすることとなります。
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48

費用負担について

未就学児を対象とした活動をやっている。使用料金についてだが、私どもの
サークルは、なるべく手作りで料金がかからないようにっていう形で活動して
いて、施設利用料の減免申請をしている。なるべく負担をかけないようにして
いるが、今後新体制になった場合にこういうのはなくなってしまうのか。
減免制度については継続しますが、公平性の観点から、減免の範囲や方法等につきまして
は、今後、見直しも必要と考えています。

49

費用負担について

減免についての回答は夏までとなるのか。回答方法はどうするのか。

50

費用負担について

施設利用料の減免はぜひともお願いします。

51

費用負担について

部屋の広さに応じての料金になるのか？

部屋の広さに応じた料金になります。

52

費用負担について

キャンセルした時の代金は？

運営をするなかで、今後、必要と思われた場合、検討してまいります。

53

費用負担について

学生料金とか、年齢によって料金が変わったりするか。

部屋については、年齢に関係なく等しくご負担いただきます。なお、運動施設（アリーナ、テ
ニスコート、パークゴルフ場）については、他の施設との整合を図り、年齢による区分を設け
ます。

54

費用負担について

本施設は、全市民を対象にした施設になります。その中で、トレーニング室は民間が設置し
トレーニング室について。今勤労者は無料で利用できる。勤労者は無料で使うことが
て民間が運営を行います。利用料金についても勤労者の区分は設けず、利用される全ての
できるのか。それとも有料か。
方に負担していただきます。

55

費用負担について

市民と市民以外で使用料に差を設けるのか。

56

システム予約について

パソコンでの予約が心配です。

57

システム予約について

施設利用申し込みの担当は、１年毎の持回り制のため、PCなどの有無や使い勝手に
個人差があるも、会員内で工夫すれば可。

施設の使用にあたっては、団体のメンバーの内、市内在住者、在勤者、在学者が半数以上
いることが条件になります。市民以外の方のみで利用することはできません。
（一部の施設で市外の方の利用を認め、利用料に差を設けることも検討しています。）

6
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、窓口に設置する予約用のパソコンで予約を
することができます。操作が難しい方には、丁寧に操作方法をお教えいたします。皆さんの

利用サークル向け説明会等での質問と回答

58

システム予約について

公民館の活動は若い人よりも高齢者が多い。私共と同じくパソコンでの処理は無理と
思う。

59

システム予約について

今までどおり対面で３ヶ月先の予約が取れる様にしてほしい。

60

システム予約について

予約について、パソコンのない方たちはどういう予約方法をとるのか。

61

システム予約について

予約方法はインターネット、パソコン、スマホでなく電話等事務所受付で是非

62

システム予約について

予約についてはアナログ（手書き）でお願いできればなおよい。

63

システム予約について

予約方法について。パソコン、スマートフォン、インターネットとなっている。私は今でも
ガラケーだし、娘がいればインターネットとかお願いできるが、娘がいなくなっちゃった
らお願いできない。そういう人がたくさんいると思う。年寄はついていけない。パソコン
とかインターネットとか24時間受付とかやられても本当に困る。おばあさんは付いてい
けない。電話でも通じるとかも考えてほしい。

64

システム予約について

予約を手書きでやりたい。

65

システム予約について

パソコンを公民館へ設置するということだが、自宅のパソコンから予約をでき ご自宅のパソコンやスマートフォンで、いつでも、どこでも予約することができます。公民館に
ないのか。
設置するパソコンはご自身でお持ちでない方のためのものです。

66

システム予約について

WEBで利用予約ができるということだが、例えば当日、天候が悪くてキャンセ
ルになる。その活動をしない場合は、いままでだと電話で今日ちょっと使いま
ＷＥＢシステム上でキャンセルできます。もちろん電話でもお受けいたします。
せんっていうことで公民館に電話して、随時キャンセルをさせていただいてい
たが、それをWEB上でできるようになるのか。

67

システム予約について

今まで通り電話でキャンセルをして、後日申請書を出すっていう形で御願いす 電話でキャンセルの連絡を受付いたしいます。新たに別の部屋を希望される場合はＷＥＢシ
る。
ステム上でも手続きをお願いいたします。

68

システム予約について

事前に公民館への登録をした団体でなければ利用できないのか。

パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、窓口に設置する予約用のパソコンで予約を
することができます。操作が難しい方には、丁寧に操作方法をお教えいたします。皆さんの
過度なご負担にならないようにします。
予約をシステム化するメリットとしては、パソコンやスマートフォンで、いつでも、どこでも予約
することができ、また、予約状況を確認することも可能となります。

公民館を利用する場合、全ての団体に事前登録していただきます。パークゴルフ等で個人
利用が可能な日時を設ける予定です。

7

利用サークル向け説明会等での質問と回答

69

システム予約について

施設の使い方のネット予約について。千葉市のネット予約のイメージがあるが、その
あたりの現状の構想でもいいで教えていただきたい。

70

システム予約について

大久保だけの予約システムを作るということだが、また新しくIDの申請をしたらいいの
か。それともいまあるシステムで、それを使うということになるのか。

今回は、大久保エリアだけに特化した新しいシステムを作ります。公民館、ホール、パークゴ
ルフ場、野球場など一目でわかるようなシステムになります。その中で他のスポーツ施設を
使いたいときはリンクを張ってつながるようなことも考えています。

今回は新しいシステムとなります。新たに団体登録をした際にサークルさんにIDを渡
すので、そのIDを使って入力をしてください。
71

システム予約について

システム予約について。新しく申請をせずに、このまま自動的に通知が来るのを待っ
ていればいいのか。

72

システム予約について

・登録の仕方がいまいちわかりずらい。早い者順なのか重なった時どちらが優先され
先着順です。
るのか知りたい

73

システム予約について

・団体登録もパソコン入力で入力したいです。

74

施設整備について

それぞれの利用者で不便を感じているところをもう少し聞いて建てる前に改善してお
いた方がよいと思います。建ててからではなかなか直せないと思います。見た目カッ
平成30年３月末に設計を完了するまでに、市民説明会を開催したり、個別にも御意見をお伺
コいいものをデザイナーさんは創りたがります。しかし見た目カッコいいものは、けっし
いしたりしながら、市民の皆さんのご要望を取り入れるよう努めてきました。多くのご要望が
て実用的でないと思います。実用的なものこそ利用者にとって使い勝手のよいものに
ある中で、すべてをかなえることは難しいことをご理解いただきたいと思います。
なるのでしょうか。改修するのにはより多くの費用がかかると思います。私は仕事上こ
のようなことに直面したことが数多くありました。

75

施設整備について

水回りの設備新設。（筆・硯の洗い場が必要）。一般的にも手洗い場が必要と思われ
るがステンレスの洗い場があれば多目的に利用できる。陶製であれば黒ずんで汚く
なる。

76

施設整備について

私のところは墨を使っている。ステンレスの流しを今回も付けていただきたい。例えば
プラスチック、陶器とかは墨がくっついて落ちない。ステンレスだと墨はくっつかないの
で、簡単にスポンジで流せるし、拭ける。プラスチックはくっついて落ちない。

77

施設整備について

和室の隣に水回りがあることはわかりましたが、和室には床の間（掛け軸やお花お香
和室は多目的にご利用いただくことを基本にしており、限られたスペースの中で、床の間を
を飾るため）はありますが。茶道は単にお茶を飲むだけでなく茶の湯文化を継承する
設けることはできませんでした。
ことが大事だと思いますので床の間のある茶室を作っていただきたい！

団体登録については、構成する人の確認が必要のため、窓口にて受け付けます。

北館3階の工房（２室）には、ステンレスの流し台があります。

8

利用サークル向け説明会等での質問と回答

サークルが増えるのに使用できる部屋が少なく感じる。スポーツ・音楽・その他文化系
でどれだけのサークルがあり、どの部屋を使えるか調査したのか？皆に割り振りが本
当に可能なのか？

78

施設整備について

79

施設整備について

80

施設整備について

81

施設整備について

部屋は足りるか？

82

施設整備について

サークルの数が多くなって、調整可能なのか。

83

施設整備について

4カ所のサークルが1カ所に集中するようですが、新館だけで対応できますか不安で
す。

84

施設整備について

１階の集会室の間仕切りについて。可動式にするとのことだが、隣の様子が気
になるようなことがないのか。

85

施設整備について

それから休館日を年末年始以外なくすることと、時間帯を細かく夜間まで細か
く区切ることによって、屋敷公民館、ゆうゆう館も含めた２００近いサークル
が果たして収納しきれるか。
現在活動しているサークルが利用できるよう計算し、部屋数、コマ数を設定いたしました。ま
た、祝日・月曜日の開館日を増やすことで利用枠を拡大しました。
なお、あくまでも予測ですが、各サークルの利用実態に基づいた、部屋の利用のシミュレー
人数の少ないサークルというのもかなりあると思うが、この集会室の数で入る ションを行ったところ、概ね、全てのサークルが、これまでと同じ曜日、時間でご利用いただ
ける結果となっております。
のか。
どうしても午前中に利用が集中しますので、可能であれば午後に移っていただくなど、ご利
用の皆さんの分かち合いのもとで、それぞれが満足な形でご利用いただけるようご協力をお
願いいたします。

集会室のパーテーション仕切りについては、やや心配しています。現在の大久保公
民館地階和室Aを使ったときに、隣の和室Bで、たまたまプレイヤーを利用され、会話 間仕切り（パーテーション）は、すべての音を防ぐことはできませんが、一定の遮音性を有し
を邪魔されたことがあるので、気になります。
ております。音を気にされる音楽活動については、防音仕様の音楽室を利用することを想定
しています。

86

施設整備について

１階に集会室が3部屋ある。私たち一度実籾のホールでやったことあるが、先ほどの
可動式の防音壁だが、我々が練習したときに一番端を借りた。その真ん中のところま
で音が聞こえるかどうかチェックしたが、あのぐらいの防音壁だとみんな聞こえちゃう。
やむを得ずその時は端と真ん中をとった。やったのは端だが、真ん中の部屋に聞こえ
ちゃう。余り防音壁っていう意味がない。

87

施設整備について

床材について。南館2階多目的室の床材を伺う。

ビニル床シートになります。

88

施設整備について

現在の勤労会館の入り口では下足を脱いでいるが、これは同じやり方になるのか。

同じやり方となります。入り口で下足をお脱ぎください。

9

利用サークル向け説明会等での質問と回答

89

施設整備について

体育館の奥の方に卓球スペースというのがあるが、卓球台を3台置けるか。

常設の「卓球スペース」は、体育館（アリーナ）のステージの部分で、設置される卓球台は１
台となっています。サークル活動として卓球をする場合は、これまで通り、アリーナの床面を
御利用ください。

90

施設整備について

体育館にエアコンを付けていただけるか。

今回はエアコンを設置することができませんでした。別の方法で体育館（アリーナ）の温度を
下げる方法を検討します。

91

施設整備について

2階の多目的室にエアコンは付くか。

南館2階の多目的室にはエアコンが付きます。

92

施設整備について

卓球で体育館を３分の１使っている。同じ時間にもう１チーム、卓球サークルがいる。
南館のアリーナは、２分の１利用の場合は真ん中にネットがありますが、３分の１はありませ
仕切りがないので、お互いボールが行ってしまったりして危ない。３分の１でネットを張
ん。これまでどおりの仕切りでのご利用をお願いいたします。
るとか、仕切りがあるといい。

93

施設整備について

現在、南館のこどもスペースに変わってしまうところを使っている。多目的室というの
は、２階の３部屋になるのか。

その通りです。大きい部屋が２部屋、小さい部屋が１部屋あります。

94

施設整備について

2階の小さい多目的室がある。これは何か。

南館2階の小さい多目的室については、少人数でご利用される場合の部屋です。

95

施設整備について

１階のこどもスペースの前に多目的コーナーがある。これは何か。ダンスや何かに貸 利用前後にサークルの皆さんが集まったり、くつろいだりしてお使いいただく場とするか、貸
していただけるか。
し出しする場とするか検討しています。

96

施設整備について

キッチンってこんなに必要なのか。

97

施設整備について

ダンスをおどるサークルです
・私達のサークルは出来れば鏡が欲しいと思っています。（移動式鏡3枚位）多目的室 南館の諸室等のどちらか一つに鏡を設置する予定です。
に鏡はありますか。

98

サークル備品庫について

燻煙が出ることで料理室（キッチンルーム）に極近い位置で実施している（火気を使
用）。燻製用の道・工具利用するため使用後持ち帰りできない重量のあるものが多い
ゆえ保管庫を設置してほしい。

99

サークル備品庫について

お琴の保管方法はどうなりますか。

100

サークル備品庫について

備品庫利用について、大正琴、ケース（長さ８０～１１０㎝）１０台分 アンプ（２８×４１
×３０）１台 その他預かってもらえるのか？

大久保公民館と屋敷公民館とゆうゆう館に１部屋ずつキッチンがあります。３つの施
設を統合して新しい施設を作るため、利用者ニーズを考慮し3室を整備します。

10

原則、サークルの備品については、お持ち帰りをお願いいたします。
有料のサークル備品庫を設置します。北館サークル備品庫の大きさは、大久保公民館３階
にある現在のスペースと同じくらいです。また南館にも設置します。お琴のように大きな備品
については、現在の利用状況を踏まえ、置くスペースを検討しています。

利用サークル向け説明会等での質問と回答

101

サークル備品庫について

お琴教室です。お琴が20名分近くある。それを納屋の方に置いていただいて、
和室で使えるようになっている。お琴を置いておくことはできるのか。料金を
払うていうお話だが、それが教室のすぐそばにあるのか。それとも場所が離れ
ているのか。和室を使わせていただくとして、そのお琴をどこにしまって置け
ばいいか。

102

サークル備品庫について

サークル備品庫についてだが、これは大体どれくらいのスペースを予定しているか。
現大久保公民館の３階に備品倉庫があるが、あれくらいのスペースはあるのか。

103

サークル備品庫について

新しい備品庫の利用については有料になるが、料金はどれくらいになるか聞いたうえ
で、どれくらいのスペースを使えばいいかをこちらで決めればいいのか。

104

サークル備品庫について

備品の入れる所は大きいものがあると思うので、広くとっておいた方がよいと思いま
す。

105

サークル備品庫について

・備品BOX １００×６０×６０であれば、嬉しい。

106

サークル備品庫について

・備品預かりスペースの要望（花器、けん山、バケツがあります） １M×１M（奥行
50cm位）

107

備品の設置について

主として燻製と男の料理を月１回９時～１５時第３土曜日に実施している。
料理用食器・鍋・釜等々新しくなりますか。

原則、サークルの備品については、お持ち帰りをお願いいたします。
有料のサークル備品庫を設置します。北館サークル備品庫の大きさは、大久保公民館３階
にある現在のスペースと同じくらいです。また南館にも設置します。お琴のように大きな備品
については、現在の利用状況を踏まえ、置くスペースを検討しています。

備品類は、基本的には新品を用意します。ただし、現在の各施設で程度が良く引き続き使用
できる備品類については、新たな施設でも使用していきます。
備品の設置について

卓球の設備について。卓球台とか卓球ネットとか、少々古くなってきている。今度新し
くなるとお金払うと思うが、そういったものも新しくしていただきたい。

109

備品の設置について

私達のサークルは未就学児（２才～）対象で活動している。その中でおやつを食べる
のですが食べる前に手を洗います。和室の近くに子供用の手洗い場（低い）やオムツ
和室の近くには流し台、おむつ替えができる設備があります。
替えをできるトイレを要望します。また、今まで和室Aには押し入れにおもちゃがあり
おもちゃと絵本については、他の備品との兼ね合いともあり検討中です。
自由に使えました。それらはどうなってしまいますか？（人が集合するわずかな時間
南館１階にこどもスペースを設けますので、御利用を御検討ください。
使用しますがあれば便利で活動前の動入に使用しています。）あと、本（絵本）もあり
読み聞かせに使っていました。全て廃止ですか。

110

備品の設置について

音楽室はピアノが必ずある部屋にしてほしい。

108

大中小ある音楽室のうち2室へピアノを配置する予定です。

11

利用サークル向け説明会等での質問と回答

111

備品の設置について

当然音楽室にピアノを置くと思うがそれ以外に例えば南館にも置く予定はある
か。

112

備品の設置について

１階の集会室にピアノは置かないのか。

113

備品の設置について

音楽室を使えない時に研修室他を使う場合とか、ピアノとか備品がないと、意味がな
大中小ある音楽室のうち2室へピアノを配置する予定です。
い。

114

備品の設置について

最低限のピアノとか、ピアノ以外の備品がないと困るようなケースはどうなのか。

115

備品の設置について

一階の音楽室の大、中、小というところで、大と小は、たぶんピアノが１台あるかと思
う。中ぐらいのところに関しても、ピアノが置かれる予定はないのか。

116

備品の設置について

ゆうゆう館のピアノをこっちにもってくるか。

117

備品の設置について

備品のこと。バレーボールのポールはそのままか。ものすごく重い。高さも全然違う。 バレーボールのポールは新しくなります。

118

備品の設置について

大正琴を隣の小さい部屋でやっている。南館２階の小さい多目的室にテーブルが設
置されるのか。6台必要である。

キャスター付きタイプの机を倉庫から移動していただくことをお願いします。台数は確保しま
す。

119

備品の設置について

工房には机は有りますか。

工房には机はあります。

120

利用枠について

利用枠の件について。私たちは文化系だが、10時から11時半までしか部屋を使って
いないが、それでも部屋を3時間使っている。だから2時間単位にすることを検討いた
だきたい。

121

利用枠について

ゆうゆう館が閉館となり、北館・南館へサークル活動の場が集約されるため、今まで
の活動の回数が少なくなることを危惧しています。

他施設のピアノの移設については検討しています。

利用時間枠につきましては、公民館の時間枠に合わせさせていただきます。また、ひと月の
利用制限については、広くサークルの方々にご利用いただくために、月3回(1回4時間以内)
フラット会議等も開催されるとのことですが、なるべく回数が制限されるようなことのな
までとさせていただくことを検討中です。
いようにと願っています。

122

利用枠について

123

利用枠について

・月１２H・・・3回

124

利用枠について

・月に何回までサークル利用が出来ますか？

12

利用サークル向け説明会等での質問と回答

125

利用枠について

体育館を利用している。1時～3時と3時～5時の間に交代のためのスペースがない。
今は15分ある。前の方が器具を片付けてお掃除されて、そして自分たちの器具を入 現在、他のスポーツ施設との整合性を踏まえ、「2時間枠」で検討しております。この利用枠
れる。そしてまたお掃除する。時間が30分くらい減る。それか1コマを3時間にしてほし の中で準備と片付けをお願いいたします。
い。正味2時間利用したい。

126

利用枠について

体育館の区切りっていうのは、今まで3分割だったが、今後もそういった形で予約する 南館アリーナは、全面、2分の1面、3分の１面で分割して利用できるよう調整してまいりま
ことができるか。
す。

127

展示について

どこの公民館でも写真サークルというのは展示される機会があって、場所があって、
展示を励みに活動しているものと思います。展示スペースの予約や年間（通年）利用
というシステムが有料でもあるなら利用したいですが、文化祭のみということになると
存続できないかもしれません。

128

展示について

写真サークルです。長年ロビーの鏡の上に作品を展示してきた。ショールームにも年 展示用のピクチャーレールを北館１階の通路に設置いたします。また、部屋やホールのホワ
に１回、1か月間の展示をしている。そういうことを励みにしてやってきた。書道や絵手 イエ等での展示についても検討しています。展示方法についても検討していきます。
紙さんとかいろいろいらっしゃると思うが、作品を展示するブースをお貸しいただくとか
できるのか。

129

展示について

作品展示場所、時間の確保。１０年以上に亘って調理教室前廊下に順番で毎月展
示。展示を励みにしている。

130

その他（閉館期間）

・来年（H31）９月以降使用できない期間２，３ヶ月はどこを使用すればよいのか？や
むを得ず民間の施設を利用した場合補助はでるのか？
閉館期間中の活動場所は、他の公共施設をご利用いただければと思います。ご理解のほ
ど、よろしくお願いいたします。なお、代替施設・場所の確保、民間施設のご利用の際の補助
制度等は考えておりません。

131

その他（閉館期間）

2019年９月、10月がどうなるのか。

132

その他（質問への回答時
期）

説明会でいろんな方の意見が出た。検討結果のフィードバックのスケジュールを伺
う。

133

その他（質問への回答時
期）

私たちは、月１度集まっているが、集まるメンバーが毎回違う。掲示するなら気づきや
すいところにしていただきたい。ホームページにやっていただけるとありがたい。その 今後、お知らせやご案内等については、サークル連絡ボックス（レターケース）や市ホーム
ホームページにいつのせるかも知りたい。館内のレターケースに入れていただけると ページ等への掲載にて行います。
各団体に確実にお知らせできる。

13

8月中を目途にご回答いたします。
回答の方法といたしましては、サークル連絡ボックス（レターケース）や郵送、市ホームペー
ジ等への掲載を検討しております。

利用サークル向け説明会等での質問と回答

134

その他（卓球の部屋につい
卓球のスペースはアリーナだけっていうことか。多目的室とかは使えないのか。
て）

135

卓球をやっている。今こどもスペースというところで３台使っている。多目的室を使える
その他（卓球の部屋につい かもしれないということだが、すごい卓球のクラブが多くて、予約が取れるのかと心配 卓球台は大きなものなので北館に置くスペースが取れません。卓球については、南館を御
て）
になった。北館と南館の両方で予約をとれるかもと言っていたが、北館にも卓球台を 利用ください。
置いていただけるか。

136

その他（広報活動）

例えば部屋の人数感であったりとか、料金感だったりとかをWEBから見れるの
市ホームページで公開いたします。
か。

137

その他（広報活動）

・図面だけだと広さがわかりにくい。㎡数？

市ホームページで公開いたします。

138

その他（空き部屋の利用）

団体であれば、サークル連協に登録せずに、空き部屋を利用できるのか。

新施設の登録団体であれば、空き部屋を利用できます。ＩＤ番号を使用してシステム上で申
し込みをするため、サークル連協に入っていない団体も登録をする必要があります。サーク
ル連協への加入については、団体ごとの任意です。

139

その他（お茶室）

お茶のサークルだが、私たちで話題になっているのは、今は茶室っていって水
回りがあってお茶がしやすいようになっているが、今の御説明だと３階の工作
室といったことろでないと水が使えないような状況である。そういう伝統文化 御要望として受け止めます。
を守っていくような施設もこれからも大事だということを是非私たちの要望を
聞いてくれたらいいと思う。

140

その他（ゴミの処分）

燻製場所、位置について雨風をしのぐため、キッチンルームが近い場所。料理後のご
ごみは持ち帰りください。自己責任、原状復帰が原則です。
み処分について処分を当館でお願いしたい。

141

その他（協議会について）

実際に利用が始まってから、使い勝手の面とか施設が足りないとかなった時に、その
あたり文化の方も含めてだと思うが、窓口の方に要望すると聞き入れていただけると
要望をお聞きする窓口を設置します。頂いたご意見については、市と民間事業者等で構成
か、要望について実行していただけるようなところについては、市の方はどのようにお
する協議会において検討し反映する仕組みをを設けていきます。
考えになっているのか。それを受けたときにどういう風に実行したとか、受け入れてい
ただけるような窓口を出来り限り設けていただきたい。

142

その他（個人利用）

公民館の部屋数が多くなると、空き部屋もいっぱい出てくる。空き部屋に関しては、
サークル登録をしていなくてもオープンな形でもって個人で申し込めるのか。

14

卓球を南館の多目的室でも使えるように検討しています。

個人では利用できません。団体でのご利用となります。

利用サークル向け説明会等での質問と回答

143

その他（清掃について）

サークルの皆様もこれまでと同様に、お使いになった部屋の片づけ、清掃にご協力をお願い
掃除について。私たちはこの部屋は、はじめと終わりに掃除機をかけたりする。これ
いたします。
からお掃除の専門の方が全部やっていただけるのか。
ごみは持ち帰りください。

144

その他（団体の定義）

団体については何人からとか、詳細についての規定があるのか。

現在公民館の規定では5人以上の団体となっていますが、新施設での利用については人数
を引き下げるよう検討中です。

145

その他（文化祭の継続）

・年１回の文化祭はやめないでほしい。

文化祭は継続してまいります。

146

その他（利用対象者）

南館（現勤労会館）について、勤労者でなくてもだれでも使えるようになるのか。

勤労者でなくても、団体登録をされていれば利用できます。

147

その他（その他）

・私共は公民館での活動を楽しみにしている高齢者です。行き場の無い者の楽しみ
の場にしてほしい。

活動を楽しんで行っていただけるような運営をしてまいります。

148

その他（その他）

大久保公民館においては、新年度になるとサークル連協の役員改選があるが、今ま 2019年8月までは大久保公民館は運営します。役員改選はサークル連協のご判断によりま
で通りに役員を改選してもいいのか。
す。

15

