ワーク２「こんな施設だったらいいな・機能があったらいいな」まとめ
全体

公⺠館

庁舎

駐車場は文化センターと庁舎の間につくるのがいい
駐車場は2F建てでもよいから広めに確保
駐車場を広く
駐車場と人の流れがスムーズに
駐車場を広くする
道路沿いの駐車スペースを広くしてほしい
ゆったりとした駐車場がいい
どこへ行くにも行き易い駐車場の位置にしてほしい
各階トイレがあればいいと思う
トイレは洋式
洋式トイレを増やす

各入口にスロープは必要
段差を無くしてほしい
高齢化のためバリアフリーにしてほしい
老人・幼児のため、階段を無くしてスロープにする
エレベーターを付けてほしい
入り口などバリアフリーにしてほしい
エレベーターは必要
庁舎跡地に駐車場からバリアフリーで雨に濡れずに建物に入れる
全ての人（障がい者）に使いやすい施設にする
ロッカールームをして各団体が使用できるように
団体のロッカールームが欲しい

スロープの入口がほしい
スロープ・エレベーター設置
各入口にスロープは必要
高齢化のためバリアフリーにしてほしい
入り口などバリアフリーにしてほしい
段差を無くしてほしい
入口の安全性を確保（子どもでも大丈夫）
エレベーターは必要
庁舎跡地に駐車場からバリアフリーで雨に濡れずに建物に入れる
災害（地震・水害など）への備えをしっかり
自家発電（何があってもまちの砦として機能できること）

子ども用トイレ・オムツ替え

団体の道具を置く倉庫が欲しい

庁舎が高い場所に避難場所であってほしい

トイレにオムツ替えスペースが欲しい
多目的トイレの設置（障がい者・老人・赤ちゃん）
外にトイレ
バリアフリー
車いすが上がれる程度のバリアフリー（エレベーター？）
エレベーターは必ず設置する
可能ならばエレベーター
スロープは出入口の中央に
完全バリアフリー国会で行われているような、ありきたりなバリアフリーで
はなく（公・庁・図）
階が上がるならエレベーターがほしい
子どもが声の大きさを気にせず遊べるスペース
ガラス⼾にして外から親が⾒れるスペース（⼦どもの遊ぶ所）
子どもが気兼ねなく遊べるスペース（ガラス張り・音漏れない・いつでも使
える）←絵本コーナーがそうなっても良いのでは？
マムズブレイクみたいな飲食スペースにキッズスペース（イスが高い、汚
す。のが気になる）
児童館のあるスペース
子どもが騒いでもよい空間があれば…（全体）
キッズスペース（全体）
ステキなガーデンで子どもが遊べるようになったらいい
子どもが「ちょっと寄っていこうか」って言える・思えるスペース（外）←
公園的な
外のスペース、オープンに明るく子どもが遊べる様に
放課後の子供たちが遊べる場、屋外・屋内、送迎もやりやすい
駐車スペースが屋外イベントに使えるとかはどうかな？
ひらけた広い空間が（駐車場こみの）スペースがほしい、のびのびした
交流スペース、移動販売車も入れる
待ち合いがしやすいスペース
バスの待合い
子どもの待ち時間スペース
バスを待つ時間に過ごせる、宿題ができる自習室がほしい（全体）
放課後の子供たちが遊べる場、屋外・屋内、送迎もやりやすい
子どもが夜でも安心して待てるスペース
道沿いをもう少し安全に
車の出入口の案内板、車の出入口を減らす
道の出入り口を広くしてほしい
施設と道路との間合いを十分に
老人でも出れる信号機

各団体のロッカーか外に物入があると便利
公⺠館ホールに物置の棚が欲しい
洋式トイレを増やしてほしい
トイレ充実⁉シャワートイレかな。（滅多に使わないけど）
トイレはすべて様式にしてほしい
快適なトイレの設置
子ども用トイレが欲しい
小さな売店・コンビニのようなお店が入っているといいかな
飲食スペースあってもいいかな、パーティーができる店
食事ができたらいいな
飲⾷の場（軽⾷）を！⺠間でも
喫茶・食堂などの飲食できる場所が欲しい
大小ホール、会議室、和室、少人数・中人数ホールが半分に仕切れるといいね

防災センター設置、通信回線確保
災害時、非常食の確保について
ライフラインの確保について
職員用食堂室
役場の方のご飯スペース、カフェスペースなどあればゆっくり利用で
きるのではないか
職員の方の休憩室（快適な労働環境）
役場の方がご飯をゆっくり食べれる所
来庁者にも使いやすいトイレの位置
庁舎のトイレを使いやすく
トイレ充実⁉シャワートイレかな。（滅多に使わないけど）
庁舎と公⺠館の複合施設により⾞の⽌める所を増やす
使いやすい駐車場
駐車場の数が多い方が良い

ホール使用中の日にもう一つ50名入れる部屋が欲しい
組み立て式のついたてを整備
和室はあった方が良い
ドームみたいな感じ⁉で使えるところがあっても
屋上緑化等くつろぎスペース（多目的）
外に休憩所
全体暗いイメージ（窓が欲しい）
大ホールに窓があれば
給湯は電化にしてください
給湯室の設備（お盆・コップ他）
教育委員会は隣接してほしい
教育委員会と隣接してほしい
駐車場の数が多い方が良い
駐車場を1ヶ所に
キッズスペースの設置
キッズスペース 未就園児も来れる遊べるコーナーがあると嬉しい
庁舎と公⺠館の複合施設により⾞の⽌める所を増やす
使いやすい駐車場
公⺠館と役場が⼀体でない⽅がいい
役場は2回で良い、庁舎と公⺠館は別々で良い
空調設備
完全禁煙・禁酒

町⻑も含めて働いている姿が訪庁した住⺠からよく⾒えるように
庁舎内カウンターは低く
職員の働くスペースを広く
小さな売店・コンビニのようなお店が入っているといいかな
飲食スペースあってもいいかな、パーティーができる店
飲⾷の場（軽⾷）を！⺠間でも
外に休憩所
ドームみたいな感じ⁉で使えるところがあっても
屋上緑化等くつろぎスペース（多目的）
キッズスペース 未就園児も来れる遊べるコーナーがあると嬉しい
キッズスペース
窓口は1階に
窓口は一階で作業全てができるように
来庁者の待合スペースほしい
待合の広場を確保
17:00以降受付だけでもしてほしい
時間外・土日の受付
高齢でも手続きしやすい案内
町のホームページを活用して書類手続き等の円滑化を
・ワンフロア― ・2階会議室 2階建て
ワンフロアで用事が済む配置にしてほしい
ユニバーサルデザインで（全ての人に優しく）

その他
(図書館・文化センター・保健センター）

⼩さい茶店があったらな〜（⽂化センター）
飲食でいるルームが欲しい（文化センター）
文化センターに軽食食堂を作る
町⺠は⽂化センターは無料で出来ないか（⽂化センター）
ホールの使用料をぐっと安く（文化センター）
対外的行事の時、9時には開けてほしい（文化センター）
授乳室がほしい（文化センター）
道路近くの駐車場増やしてほしい（文化センター）
舞台に上がる階段に⼿すりを付ける（公⺠館・⽂化センター）
⼦どもが遊ぶスペースにアクリルの⼾びらがあれば⼦供の声・様
子がみれる（図書館）
子どもたちがバスを待っている間スペースをもうちょっと快適にし
て欲しい（図書館）
本が古い。新しいものも予約すれば届くけど、自分で入り口で調
べれる機械を（図書館）
時間延⻑‼（図書館）
駐車場を増やしてほしい（図書館）
子供の遊び場を作ってほしい（福祉センター）
健診の際に授乳スペースが必要
福祉センターは吹き抜けでこわい
舞台が欲しい（保健センター）
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災害時のシミュレーション、いざという時に機能できるように
避難時の食料（米・みそ・梅干し）を保管する倉（くら）。起きてから考え
るのではなく、事前にできるだけ備えておく
水害に強い、防災センターとして
災害対策、大雨地震時安心して立寄れる
役場・公⺠館・保健センター・⽂化センターなどの動線を整理
公⺠館・庁舎・⽂化センターへ続けていけたらいいな
施設と駐車スペースを半々にする 動線整理（全体）
公⺠館・⽂化センター・役場が傘なしで通りたい！
飲食自由の待てるスペース（wiﬁ付き）があったら良い
喫茶や食べてもOKなスペース
おしゃれなカフェ（軽食）があったらいい
エリア内の建物のどれかに授乳室がほしい
ベビールーム・授乳スペース→ミルクのお湯が出る水道
授乳室
利用者数と人口に合った建物（全体）
人口に合った広さ、部屋の数
将来の人口規模に応じたハードの大きさ

地産地消の再生エネルギーによる自家発電、太陽光+バイオマス
入り口は複数欲しい
ユニバーサルデザインで（全ての人に優しく）
各種団体の事務機器・機能があれば良い
掲示板があったらいいな
地元の木材を使ってみんなで壁を塗ったりして思い入れのこもった建物
食事・手仕事をいつでも楽しめるロビー・空間、たまり場
バスの待合室がほしい
サロンを公⺠館ですればいいと思う（⼦連れで２Fに上がるのはしんどい）
世界⼀川柳の町を新庁舎・公⺠館から発信する
授乳室がほしい
会議室の予約などネットで出来るシステムへ
緑がたくさんあって公園の中にあるような庁舎・公⺠館
託児室があればいいな、職員がいればいいな
舞台に上がる階段に⼿すりを付ける（公⺠館・⽂化センター）
エレベーターは役場と公⺠館1ヶ所でどちらでも⾏ける⽅が良い
⽀援学校のアンテナショップを公⺠館に、卒業⽣の働き場

ユニバーサルデザインを配慮する
防音設備のある部屋
かたよりなく皆が使える施設
鏡張りの部屋（ヨガ・ダンス）が欲しい
子どもから年寄りまで使えるように
ビリヤード部屋が欲しい
地元の木を使って地元の製材して製材して地元の大工さんが建てる、100年も 複合施設面積が少なくビリヤード室がとれるか
つ建物（公・庁・図）
環境に配慮した設計、できれば木造
小さな映画館ができる部屋
木造などで心が和むデザインにして欲しい
不要の自転車は撤去するべき
自然エネルギーを最大限利用した環境に配慮した施設
地産地消の再生エネルギーによる自家発電と熱利用、太陽光+バイオマス（全
体）
趣味・サークルのロッカーの設置
各種団体の物を置けるスペースががほしい（全体）
雨の日など利用しやすいようにアーケードを取り入れてほしい
外で待っても濡れない
若いお⺟さんの集まれる場所、好きな時間に喋れるマムズブレイクのような
高齢者の方がふらっと来ていられる（編み物）場所
新しくする時についつい無駄なものを作りがち。今の庁舎のようなシンプル
さ大切。（公・庁・図）
コンパクトな使いやすい施設
自然建築、久米南のコンセプトを見せて人も集める建物、人口も増やす
（公・庁・図）
運動公園のように少し高台に建てた方が良い
給湯室の充実
大ホールをまちおこしでもっと使って！
電光掲示板等でイベント告知をもっとして集客を！
国道から少し入った出入りの危険の少ないところ
ネット環境は必須
もしも、図書館・文化センターが将来（20年）なくなったとしても機能でき
るように
コンビニがあればいいと思う。遠いから利用する。
ランニングコストがあまりかからない設計、ふきぬけはほどほどに
ワンフロア―に
敷地の広い所に1階建てでつくる
国道から見て久米南に来てみたいと思う建物姿
規模を縮小して保育園統合
事務局として印刷機や情報収集・発信
地域活動のセンター的機能
ケーブルTV・くめなんラジオで情報提供

掲示板が小さい 見やすくUD
情報・文化・政治の中心として機能できる施設に
事前に書類を整えられるフリースペース
入り口は複数欲しい
窓に網⼾がほしい
明るい方がいい
完全禁煙
空調設備の整備
地産地消の再生エネルギーによる自家発電、太陽光+バイオマス
ヘリポート
複合施設面積が少なくビリヤード室がとれるか
フロア配線にして欲しい
公⺠館と役場が⼀体でない⽅がいい
世界⼀川柳の町を新庁舎・公⺠館から発信する
３Fの議場は専用でなくていい
緑がたくさんあって公園の中にあるような庁舎・公⺠館
地元の木材を使ってみんなで壁を塗ったりして思い入れのこもった建
物
図書館にあるコミュニティスペースを庁舎に！地域のつながり！無料
ティースペース
ATMを集結してほしい（中銀・郵・JA・トマトetc）
赤い郵便ポストを設置してほしい
役場は2階で良い、庁舎と公⺠館は別々で良い
エレベーターは役場と公⺠館1ヶ所でどちらでも⾏ける⽅が良い

物産アピール（紹介）コーナー、川柳まんじゅう復活‼
出来るだけ汎用性を考慮する
屋上を開放して喫煙スペースを確保
旧中銀の活用
展望台がほしい、町を眺めるため
町の中心なので速度制限をしてほしい
若い職員の考えをどんどん取り入れて！失敗してもOK
脱公務員 ⺠間へ

ワーク２「こんな施設だったらいいな・機能があったらいいな」多かったご意見
順位 意見数
順位 意見数
公⺠館
庁舎
1
9 バリアフリーに関して
1
9 バリアフリーに関して
2
5 荷物・道具を置く場所がほしい
2
6 災害・防災に関して
2
5 トイレに関して
3
4 職員休憩スペース
2
5 飲食店・売店がほしい
4
3 トイレに関して
5
4 会議室・部屋に関して
4
3 駐車場
4
3 職員労働スペース
4
3 飲食店・売店がほしい
4
3 屋外のスペース

順位 意見数
文化センター
1
3 飲食店がほしい
2
2 使用料に関して

順位 意見数
全体
1
8 駐車場に関して
2
7 荷物・道具を置く場所がほしい
2
7 バリアフリーに関して
2
7 キッズスペースがほしい
2
7 屋外のスペースに関して
6
6 待合いスペースに関して
7
5 出入口の安全性
8
4 災害・防災に関して
8
4 各施設の動線整理

