ワーク１「公⺠館や庁舎、周辺施設を使⽤していて、気になる点」まとめ
公⺠館

趣味の用意の物が多く置く場所がない
趣味の会の小道具を入れる小部屋がほしい
ホールにはロッカールームをしてください
ロッカーが前は使えたが使えなくなった
ロッカーか外に倉庫が欲しい
物置がほしい
荷物置き場、棚があると便利かな
川柳社の道具類を収納する部屋がほしい
川柳活動の小物を入れるロッカーとか小部屋がない
活動に使う道具を置く場所がない→個人宅で持っている
バリアフリーでない
入り口までの段差が多い
段差が多いので足の不自由な人にはつらい
階段が不自由な人あり
段差が気になる
入口の段が気になる
エレベーターがない
エレベーターがない
会議室が少ない
少し大きめの部屋があると助かる
1階に和室が欲しい
足元が悪い人が多いので1階に広い部屋要
会合に使う時少し狭い
丸テーブルの部屋が使いにくい
部屋の配置が使いづらい
舞台がもう少し広くならないかな
トイレに洋式が少ない
トイレ 様式を増やしてほしい
トイレが狭い
トイレが使いづらい
トイレ（洋式を増やしてほしい）
トイレが旧式のままが多い
トイレがいまいち
河川敷は災害時に弱い
河川敷で不安
立地場所が不安（川沿いにある）
神之淵池から数ｍの高さの水不安
駐車場が少ない
駐車場が少ない

庁舎

駐車場が少ない
駐車場が狭い・遠い・少ない
駐車が少ない
駐車スペースが狭い（近く‼）雨天使いにくい‼
駐車場が少ない
駐車スペース少ない
駐車場が少ない
駐車場少ない
駐車場が少ない
駐車場が少ない
土日以外での駐車場の利用ができにくい
駐車場が狭く国道側は停めにくい
トイレがいまいち
トイレが使いづらい
トイレが使いづらい
トイレ奥にありすぎ
トイレが分かりづらい、遠い
多目的トイレが分かりづらい
トイレ（洋式を増やしてほしい）・給湯室・備品（コップ他）
エレベーターがない
エレベーターがほしい
エレベーターがない
エレベーターがない
少し暗い
入口が少しくらいイメージ
全体的に暗い
国道との出入りが危険
53号線沿いで危ない時がある
人と車が交差、危険
空調でにおいが気になる
空調が…
重油ボイラー
1階と2階に別れていて不便
ワンフロア―になっていないのが不便
建物が古い
老朽化
必要があるとき以外入らない入りにくい
気軽に入りにくい
公⺠館と庁舎の庭が草がボーボーである

その他
(図書館・文化センター・保健センター・全体）

2Fのホールはほぼ使われていないのでは
大ホールが稼働率が悪い（文化センター）
飲食の場があればいい、ラウンジが狭い（文化センター）
２F に食事できる場所を整備（文化センター）
ホールは使用料、収容人数が高い多い（文化センター）
文化センターが少人数では使えない
使用する、できる行事が少ない（文化センター）
規制緩和してください（文化センター）
灯油の空調（文化センター）
駐車場が少ない・遠い（文化センター）
暑い日などサロン後の利用時に移動はつらい（文化センター）
維持費が大変らしい（文化センター）
冷房古い、故障水道（楽屋）（文化センター）
公⺠館と⽂化センターが近くにあればいいな
駐車台数が少ない（図書館）
パーキングの台数が…、裏は広いが近くが狭い（図書館）
新しい本がもっと…（図書館）
図書館が多目的に応用できない
ホールを活用できていない（図書館）
資料室を増やしてほしい（図書館）
CDが少ない（図書館）
マンガが少ない
図書館の玄関がセンターから離れている
保健福祉センターにエレベーターがない
エレベーターがない（保健福祉センター）
入り口の段差が多い（保健センター）
子どもの健診が2階（保健センター）
福祉のところのビリヤード台を新しく（保健福祉センター）
表に車がとめにくい
4施設あるが駐車スペースが少ない、点在していて不便
町外の人は裏の駐車スペースが分かりづらい
駐車場と建物の入口が遠いところがある
国道からの進入がしにくい、進入口せまい
国道に面しているが入りにくい（全体）
文化センターと社協の間がせまいので車の出入りで危険かも
カフェがない

気
に
な
る
ちょ
っ
と…

駐車場少ない
駐車場が少ない
ホールの空調が微調整しにくい
エアコンの温度設定が難しい
冷房の微調整ができない（大ホール）
空調が…
給湯室が汚い
給湯室が汚い
給湯室・備品（コップ他）
湯沸かし場の整備不足
最初机が多くあったのだが現在壊れて数が少ないので困ることがあ
る
机が壊れている、使えない
イスは動きすぎると危ないと思う
休憩場所にテーブル・イスが少ない
国道との出入りが危険
必要があるとき以外入らない入りにくい
53号線沿いで危ない時がある
横断危険
各種団体（婦人会など）が使える印刷機（プリンター）があれ
ば・・・パソコン
印刷や地域づくりのセンターない
コピー機がない→コンビニでしている
公⺠館を借りるのに⽇程を早く決めなくてはいけない
使用ルールの改善
奥の方の利用度が少ない感じ
中央公⺠館と⽂化ホールの使⽤分け
避難場所として高い階が望まれる
喫煙室があること
入口が分かりづらい
建物が古い
外に広場ほしい・染色したものを干す
使用申請に何か月とかがよく分からない
今は会議に掲⽰板か⿊板がほしい
朝早くに準備とかの時間が少し（借りれる時間帯）
文化活動（川柳）に建物の小部屋を使用させてもらえない。困って
いる。
紅白幕を張るのにガムテープの使用が禁止されており困る
目が弱い人の対策が（メガネ）少ない
利用者がかたよっている
カラオケ発表会をする時、役場の仕事の時は気をつかう

庁舎周りの樹木の手入れ
入口の待合が狭い
ホール前がせまい
2F・３Fに上がるのが大変
2Fに上がりづらい
階段が分かりくい
表玄関の整備
休憩場所にテーブル・イスが少ない
自家発電がない 必要
無機質な感じがする
ちょっとしたオムツを替えれるようなスペースがない
執務空間が狭いのでは…？と心配です
2階のコピー機が1台で効率が悪そうで時間がもったいない
喫煙室がある
各部署が分かりにくい‼総合案内分かりにくい
目が弱い人の対策
記入台がない、片手で書けない
ユニバーサルデザインではない
災害時に安全なのか？
保護動物の扱いが…（雨風当たるところにゲージを置かれてかわいそう）
町外からの来庁者（観光・文化）の窓口が1階にない
17時以降に寄れない

ちょっとした食べるところがない（食堂など）
子どもが待つとき18:00以降は外で
子どもの待ち場所が閉まっていると外になる
エレベーターがあれば良い（高齢化）（全体）
雨漏りがひどい、軒先が犬ばしりが水浸し
食事がエントランスしか使えない
久米南町のコンセプトが見えない（公・庁・図）
雨の日は傘が必要（全体）
ATMがない（全体）
喫煙所が少ない、ない？（全体）
職員が多すぎる印象を受ける（会計とか）
外でちょっと遊ぶところがない
庁舎と公⺠館はつながっている、⽂化センター、保健センターつな
がっていない

講師が必要な勉強会や講習ができるようにしてほしい（お金が発生
するのをOKにしてほしい）
旧団体事務室がなくなった
声が廊下に漏れる
車いすが古い
大きな鏡が欲しい
壁が汚い
開いてる施設情報がない
雨漏り
Pの案内がない
無機質な感じがする
ちょっとしたオムツを替えれるようなスペースがない
ユニバーサルデザインではない
公⺠館と庁舎の庭が草がボーボーである

ワーク１「公⺠館や庁舎、周辺施設を使⽤していて、気になる点」多かったご意⾒
順位 意見数
公⺠館
順位 意見数
庁舎
1
10 荷物・道具を置く場所がない
1
12 駐車場が狭い・少ない・利用しにくい
2
8 バリアフリーでない
2
7 トイレが使いづらい
2
8 会議室・部屋の使いづらさ
3
4 エレベーターがない
4
7 トイレの使いづらさ
4
3 少し暗い
5
4 立地による水害不安
4
3 国道からの出入りが危険
5
4 駐車場が少ない
4
3 空調の不満
5
4 空調の調整がしづらい
5
2 ワンフロア―になっていないのが不便
5
4 給湯室整備不足
5
2 老朽化
5
4 机・イスに関する事
5
2 気軽に入りにくい
5
4 国道沿いの危険性
5
2 庁舎周りの草木手入れ
5
2 入口の待合が狭い
5
2
順位 意見数
図書館
1
2 駐車場が少ない

順位 意見数
保健センター
1
2 エレベーターがない

順位 意見数
文化センター
1
2 2F大ホールの稼働率
1
2 飲食ができる場所がない

順位 意見数
全体
1
4 駐車場に関して
2
3 国道からの出入りが危険
3
2 飲食のできる場所がない
3
2 夜の子どもの待合い場所

